
 地　　区 地図番号・ホテル名 客　室 申込記号 宿泊料金 ア　ク　セ　ス   タイプ   
   シングル ①-S ¥15,500 
善 光 寺 口 ①ホテルメトロポリタン長野 ツイン(2名利用) ①-T ¥13,500 ・長野駅直結。
   ツイン(1名利用) ①-TS ¥26,000 
   ダブル(1名利用) ②-DS ¥13,000 
善 光 寺 口 ②長野東急REIホテル ツイン(2名利用) ②-T ¥10,500 ・長野駅善光寺口より徒歩約1分。
   ツイン(1名利用) ②-TS ¥16,000 
善 光 寺 口 ③相鉄フレッサイン長野駅善光寺口 シングル ③-S ¥11,500 ・長野駅善光寺口より徒歩約2分。
善 光 寺 口 ④ホテルニューナガノ シングル ④-S ¥9,500 ・長野駅善光寺口より徒歩約2分。
善 光 寺 口 ⑤長野第一ホテル シングル ⑤-S ¥8,500 ・長野駅善光寺口より徒歩約2分。
   シングル ⑥-S ¥8,000 
善 光 寺 口 ⑥ホテル信濃路 ツイン(2名利用) ⑥-T ¥7,500 ・長野駅善光寺口より徒歩約1分。
   ツイン(1名利用) ⑥-TS ¥10,500 
   シングル ⑦-S ¥11,500 
中　心　部 ⑦ホテルJALシティ長野 ツイン(2名利用) ⑦-T ¥9,000 ・長野駅善光寺口より徒歩約8分。
   ツイン(1名利用) ⑦-TS ¥14,500 
中　心　部 ⑧長野リンデンプラザホテル シングル ⑧-S ¥9,500 ・長野駅善光寺口より徒歩約8分。
中　心　部 ⑨スマイルホテル長野 シングル ⑨-S ¥9,000 ・長野駅善光寺口より徒歩約8分。
長野大通り ⑩チサングランド長野 シングル ⑩-S ¥13,000  ・長野駅善光寺口より徒歩約5分。
長野大通り ⑪ホテルナガノアベニュー シングル ⑪-S ¥10,000  ・長野駅善光寺口より徒歩約7分。
長野大通り ⑫アイランドホテル シングル ⑫-S ¥8,000  ・長野駅善光寺口より徒歩約4分。
   シングル ⑬-S ¥7,000  
長野大通り ⑬ホテル日興 ツイン(2名利用) ⑬-T ¥7,000  ・長野駅善光寺口より徒歩約7分。
   ツイン(1名利用) ⑬-TS ¥8,500  
   シングル ⑭-S ¥11,000  

県 庁 周 辺 ⑭ホテル国際21
 ダブル(１名利用) ⑭-DS ¥13,500  ・長野駅善光寺口より徒歩約20分。

   ツイン(2名利用) ⑭-T ¥9,000  ・長野駅善光寺口より車約5分。
   ツイン(1名利用) ⑭-TS ¥14,500  
   シングル ⑮-S ¥10,000  

・長野駅善光寺口より徒歩約20分。
県 庁 周 辺 ⑮THE SAIHOKUKAN HOTEL ツイン(2名利用) ⑮-T ¥9,000  

・長野駅善光寺口より車約5分。
   ツイン(1名利用) ⑮-TS ¥14,500  
東　　　口 ⑯ホテルメルパルク長野 シングル ⑯-S ¥11,500  ・長野駅東口より徒歩約5分。
東　　　口 ⑰ホテルサンルート長野東口 シングル ⑰-S ¥11,000  ・長野駅東口より徒歩約1分。

宿泊について
　夏の観光シーズンにあたり長野市内の宿泊施設は大変混みあいます。お早目のお申し込みをおすすめいたします。
■本宿泊プランは名鉄観光サービス㈱が旅行企画・実施する募集型企画旅行となります。（営業推進承認019-014）
・最少催行人員　1名   ・添乗員　同行いたしません
・詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認のうえお申し込みください。
　また、当社店頭、ホームページ(http://www.mwt.co.jp)でもご確認いただけます。
■宿泊日　８月３日（土）　■宿泊条件　１泊朝食付、消費税・サービス料込み（お一人様料金）
■ご宿泊に関するご注意・お願い
・ご希望ホテル・客室タイプの「申込記号」（例　①-S、①-Tなど）をご記入ください。
・ホテル予約は先着順となります。必ず第２希望までご記入ください。
・ツインルーム（２名利用）ご希望の方は、同室者名をご記入ください。
・バリアフリー環境をご希望の場合は、申込書、web申し込みにて名鉄観光サービス㈱長野営業所にお問い合わせください。
・支部・グループでの宿泊、また前泊、後泊をご希望の場合は、申込書、web申し込みにて名鉄観光サービス㈱長野営
業所にお問合せください。

悪天候等による開催中止の場合
⑴開催を中止する場合は、原則として前日の17時までに決定して、全障研のホームページ（http://www.nginet.or.jp）
で発表します。
⑵開催を中止した場合は、以下のように対応します。
①大会参加費･学習講座費･保育費は返金できません。後日、大会準備委員会より「大会要項」と「大会レポート集」を
送ります。学習講座の申込者には「学習講座レジュメ集」を送ります。
②「大会報告集」が出版できなかった場合は、全障研出版部より代金に見合う図書カードを送ります。
③宿泊代・弁当代は名鉄観光サービス㈱長野営業所が既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引き、ご返金
します。天災地変等で宿泊機関等の旅行サービスが提供できない場合、官公署の命令その他の事由が生じた場合にお
いて、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいときは取消料は不要とな
ります。但し、金融機関規定の振込手数料の合計金額を差し引いての返金となります。

　　＊詳細は、名鉄観光サービス㈱長野営業所より宿泊案内に同封される「募集型企画旅行」条件書をご確認下さい。

・宿泊料金は2019年４月１日現在の料金です。
・アイランドホテルの朝食は軽食（おにぎり、パン、おかゆ、味噌汁、スープ、ドリンクなど）となります。

全国障害者問題研究会第53回全国大会（長野） 参加申込書

ＦＡＸ送信先 ０２６ー２１７ー８１５１　名鉄観光サービス㈱長野営業所

名
　
前

参
加
券
送
付
先

住　所

電　話

メール

ＦＡＸ

1）参加(○印) ①両日参加　②３日のみ　③４日のみ

申込記号を記入ください（例：①－Ｓ等）　 宿泊日

①AA23タイプ

　保険料1000円

②AA72タイプ

　保険料1000円

ツイン同室者名

バリアフリー条件の整っているホテル（○印）　①希望する　②しない

第２希望（　　　　　）第１希望（　　　　　）

名前 男・女
申込者には大会準備委
員会から連絡します

障害　有・無 ①３日 ・ ②４日歳

名前

振込先金融機関名：

1）大会参加費

円

弊社からの返信欄（受付確認）
　　　　月　　　日　受付いたしました。
受付番号は　　　　　となります。受付者：

通信欄

店舗名： 口座番号（普通・当座)： 名義：

男・女 ①３日 ・ ②４日 申込者には大会準備委員会から連絡します歳

名前 男・女 障害　有・無 ①３日 ・ ②４日歳

８月３日(土）

2）学習講座申込 3）報告集（○印）
　 ①予約する　②予約しない

4）宿泊申込

5）４日弁当（○印）
　　1,000円（お茶付）

7）保育申込　　①３日（土）800円（昼食無）　  ② ４日（日）1,300円（昼食付）　　＊障害児は無料です

8）なかまのつどい申込　 ①３日（土）（昼食無）・   ②４日（日)（昼食付）　　＊費用は無料です

返金する場合の振込先口座　＊必ず記入ください（記入が無い場合、返金できないことがあります）

6）国内旅行傷害保険をお申込みの方は、
　 右記タイプに○印をご記入下さい。

①予約する　②しない

参加費

（○印）

参加分科会番号（　　　　）
分科会名

フリガナ 男・女

（携帯・自宅・勤務先）

（携帯・自宅・勤務先）（自宅・勤務先）

〒　　　―

＠

歳

日中の連絡先

職場名など

（勤務先名・マンション名までご記入ください）

＊上記のＦＡＸ番号に、確認のＦＡＸ返信を　　①希望する　　②しない

■障害のある方（○印）
①視覚障害　　②聴覚障害
③肢体障害：車いす（電動・手動）
④知的障害
⑤その他（　　　　　　　　　）

■移動、会場での介助、手話通
　訳、点字資料などのサポート
　 ①希望する　・　②しない
　希望者には大会準備委員会から
　連絡します

①　 全障研会員 5,500円
②　 一般 6,000円
③　 ＊学生・障害者会員 3,500円
④　 　同上　　一般 4,000円

　　＊講座資料代　500円
　　　受講する講座に○印
　　　②③、④⑤は選択制です
（　）①越野和之
（　）②村岡真治　（　）③薗部英夫
（　）④川地亜弥子（　）⑤原金二

＋
2）学習講座費

円
＋
3）報告集

円

6）旅行保険料

円
＋
7）保育費

円
＋

合　　計

円

＋
4）宿泊代

円
＋
5）弁当代

円
＋

　 月刊「みんなのねがい」
　 ♡３カ月間プレゼント♡

（○印）①希望する ②しない
　＊前ページ参照


