
第６２回全国学校給食研究協議大会広島大会 
大会参加・宿泊・夕食プランのご案内 

 
 謹啓 皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
 さて、第６２回全国学校給食研究協議大会の開催にあたり、全国各地から当地広島市にお越しいただく皆様
方への便宜を図るため、宿泊・夕食プラン等の手配をオフィシャルエージェントとして㈱日本旅行広島支店に
てお手伝いさせていただくことになりました。 

今大会が盛会となりますよう、微力ではございますが職員一丸となって取り組む所存でございます。 
皆様方からのお申込みを心よりお待ち申しあげております。     謹白 

 
期  日 平成２３年１１月８日（火）～１１月９日（水） 
開 催 地 広島市  
会  場 広島国際会議場 広島市中区中島町１番５号 

 ■大会参加費：お１人当たり ５，０００円 
  詳細につきましては『第６２回全国学校給食研究協議大会広島大会開催要項』をご覧ください。 
  大会参加費は大会事務局の依頼により㈱日本旅行が代行受付いたします。 

 ■大会冊子のみ希望の場合の代金：１冊 ２，０００円 
  大会冊子は各都道府県教育委員会に一括して送付させていただきます。 
 

１ お申込方法 

① お申込方法 
別紙申込書に必要事項を記入し、各都道府県教育委員会にて取りまとめの上、㈱日本旅行広島支店まで

FAX 又は郵送にてお申込みください。お間違い防止の為、お電話による申込は受付けいたしません。 
別紙申込書は 2 枚あります。 
 
  １・大会参加者用申込書 
  ２・大会冊子専用申込書（大会参加なし） 
 

② お申込締切日 

平成２３年９月２０日(火)必着 

③ お申込後のスケジュール 
 １０月上旬に大会参加券・予約確認書・費用明細書等をお送りいたします。諸費用は１０月１４日(金)ま
でに、送付書類記載の指定口座にご入金ください。振込手数料は各自ご負担にてお願いいたします。当日は、
お送りいたしました各種券をご持参の上お越しください。 
 

④ 変更・取消方法 
お申込後に変更・取消が生じた場合は、変更取消箇所が分かるように申込書にご記入の上、FAX にてお

知らせください。お間違い防止の為、お電話による変更・取消はお受けいたしません。 
取消日とは、お申込者が当社の営業日・営業時間内にお申し出いただいた日とさせていただきます。 
ご返金が伴う方は取消料を差し引き、大会終了後にお振込みさせていだきます。 

 
取消日 宿泊プラン 夕食プラン 

旅行開始日の前よ
り起算してさかの
ぼって 

① ２１日目にあたる日以前の場合 
無料 

無料 
② ２０日目にあたる日以降の場合 代金の２０% 
③ ７日目にあたる日以降の場合 代金の３０% 

 ④ 前日の場合 代金の４０％ 
⑤ 当日の場合 代金の５０% 
⑥ 旅行開始後・無連絡取消 全    額 

  ※「大会参加費・大会冊子代・昼食代」については、原則として返金できませんので、ご了承下さい。 



⑤ お申込・お問い合わせ先 

株式会社 日本旅行 広島支店 

 担当：  「第６２回全国学校給食研究協議大会広島大会」係 佐久間 智子 
  TEL： ０８２-２６１-５２４３ 
 FAX： ０８２-２６４-３５４９ 
 E-mail : sakuma_tomoko@nta.co.jp 
    
 住所 : 〒732-0057 広島市東区二葉の里 3-8-21 JR 西日本広島支社２階 
   受付時間 : 平日 10 時 00 分～17 時 30 分(土・日・祝祭日は休業) 
   
   《旅行企画・実施》 株式会社日本旅行広島支店 広島市東区二葉の里 3-8-21 
              日本旅行業協会正会員／観光庁長官登録旅行業第２号 
        総合旅行業務取扱管理者：村河 敦 
    

 

２ 宿泊プランのご案内 

■宿泊設定日 平成２３年１１月７日(月)・８日(火)・９日(水) 
■旅行代金(宿泊代金)  ※下記代金は、１泊朝食付き、税金・サービス料込のお一人様あたりの金額です。 
 

申込記号   ホテル名 会場からの所要時間 客室タイプ 旅行代金（宿泊代金） 

Ａ1-S 

A１-T 

ＡＮＡクラウンプラザホテル広島 徒歩 10 分 シングル 

ツイン 

10,500 円 

8,500 円 

Ａ２-S 

Ａ２-T 

リーガロイヤルホテル広島 車にて 5 分 

または徒歩 10 分 
シングル 

ツイン 

11,500 円 

10,500 円 

Ｂ1 サンルートホテル広島 徒歩 5 分 シングル 9,000 円 

Ｂ2 三井ガーデンホテル広島 徒歩 15 分 シングル 8,500 円 

Ｃ1 コンフォートホテル広島 徒歩 8 分 シングル 6,000 円 

Ｃ2 コンフォートホテル広島大手町 徒歩 10 分 シングル 6,500 円 

Ｃ3 広島市文化交流会館 (旧広島厚生年金会館) 徒歩 4 分 シングル 7,700 円 

Ｃ4 ダイワロイネットホテル広島 徒歩 10 分 シングル 8,300 円 

Ｃ5 ホテル法華クラブ広島 徒歩 12 分 シングル 8,200 円 
 
●別紙申込書の宿泊申込記号の欄に第２希望まで記入してください。 
●お申込の受付は、先着順とさせていただきます。ご希望の宿泊施設が満室の場合は、第 2 希望や他の施設になる場合があ

りますので、予めご了承ください。 
●ツインルームをご希望の方は同室者を必ずご記入ください。 
●催行最少人員は１名様です。添乗員は同行いたしません。各宿泊施設でのチェックイン手続きはお客様ご自身でおこなっ

ていただきます。 

３ 昼食弁当のご案内 

１１月 9 日(水)の昼食弁当をご用意しております。大会会場周辺は、食事施設が少なく混み合うため、是非ご
利用ください。なお、当日販売はいたしませんのでご注意ください。 
 

 １１月 9 日(水) 昼食 (広島の食材を使ったオリジナル弁当・お茶付) １,０００円(税込) 



会場・ホテルマップ 

 

 
 
 
Ａ１ ＡＮＡクラウンプラザホテル広島 
Ａ２ リーガロイヤルホテル広島 
Ｂ１ サンルートホテル広島 
Ｂ２ 三井ガーデンホテル広島 
Ｃ１ コンフォートホテル広島 
Ｃ２ コンフォートホテル広島大手町 
Ｃ３ 広島市文化交流会館 
Ｃ４ ダイワロイネットホテル広島 
Ｃ５ ホテル法華クラブ広島 
 
 

大会会場（広島市国際会議場）までの主な交通機関のご案内 
 
※ＪＲご利用の場合・広島駅南口（在来線口）から 
 

広島電鉄（路面電車）①番宇品港行きにて「電停 袋町」下車。平和大通りを西へ徒歩 5 分。 
広島電鉄（路面電車）②番宮島行きにて「電停 原爆ドーム前」下車。平和公園内を南へ徒歩 8 分。 
駅前バス乗り場 3 番から吉島行き（24 号線）バスにて「平和記念公園」下車。徒歩 3 分。 

 
※航空機ご利用の場合 
 

広島空港からリムジンバスで「広島バスセンター」行き 51 分。バスセンターから平和公園内を南へ徒歩 10 分。 
 
※マイカーご利用の場合 
 

広島東インターチェンジから広島高速経由 20～30 分。 
五日市インターチェンジから西広島バイパス経由 20～30 分。 
広島インターチェンジから 20～30 分。 



４ 夕食プランのご案内 

紅葉の時期と修学旅行が重なり、広島市内はこの時期混雑をいたします。11 月 8 日（火）の夕食を、お待た
せすることなく快適に召し上がっていただくため、夕食オプションをご用意しました。 

個人・県単位の予約も承りますので、ご検討の上お申し込みください。 
 

Ａ「お好み村」で名物のお好み焼を 

お一人様 1,000 円・お時間 18:00 - 20:00・最少催行人員 2 名 
 

 広島の代表的な味・お好み焼きを、「お好み村」でご用意します。 
 大人数でも一度に召し上がっていただけるよう、「お好み焼き組合」を通じ
て予約手配いたします。 
 市内中心部でのお食事となります。屋台の雰囲気をお楽しみください。 
 

■予約の場合、メニュー・お店のご指定はご遠慮ください。  
■個人ごとにお席をご用意しますが、個室ではございません。     国際会議場から徒歩と電車で 20 分 

グループ様は別途お問い合わせください。 
 ■送迎はございません。また、飲み物は含まれておりません。 

 

Ｂ「老舗廣島料理専門 酔心」で釜めし料理 

お一人様 4,000 円・お時間 17:30 - 20:00・最少催行人員 2 名 
 

広島で有名な釜めしのお店。瀬戸内の海の幸と山の幸を四季の素材を生か
しご堪能いただけます。 
  

■個人ごとにお席をご用意しますが、個室ではございません。 
グループ様は別途お問い合わせください。 

 ■送迎はございません。また、飲み物は含まれておりません。 
           国際会議場から徒歩と電車で 15 分 

 

Ｃ「広島アンデルセン」にて洋風ビュッフェ 

お一人様 4,500 円・お時間 18:00 - 21:30・最少催行人員 2 名 
 

ベーカリーの一流ブランド「アンデルセン」は広島が発祥の地。広島アン
デルセンの 2 階「キッチンビュッフェ」で洗練されたお料理をお楽しみくだ
さい。 

■個人ごとにお席をご用意しますが、個室ではございません。 
 ■時間制限なしのビュッフェとなります。お飲み物は飲み放題となります。 
 ■送迎はございません。 
           国際会議場から徒歩と電車で 15 分 
 
 
 
 
夕食のご希望について 
 

10 名様以上でご夕食をお召し上がりの場合、夕食のアレンジを
承ります。 

ご希望の方は、お電話又はメールにてご予算・時間・人数・ご希
望の内容等を確認いただき、直接お問い合わせください。 

個別にご案内をいたします。（申込書には記入欄はございません） 
   



ご旅行条件(要約) 

 
●募集型企画旅行契約 
 
 この度は㈱日本旅行広島支店(広島県広島市東区二葉の里３-８-２１ 観光庁長官登録旅行業第２号。以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であ
り、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。また旅行条件は下記によるほか、
別途お渡しする旅行条件書(全文)、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 
 
●旅行のお申込及び契約成立時期 
 
(1) 所定申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申込みください。お申込金は旅行代金お支払いの際、差し引かせていただきます。 
(2) 電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合、当社が予約の承諾の旨、通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の

支払をしていただきます。 
(3) 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。 
 
●旅行代金の支払い 
 

旅行代金は旅行出発日前日からさかのぼって１３日目にあたる日より前(お申込みが間際の場合は当社が指定する期日までに)にお支払いください。また、お
客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。この場
合のカード利用日は、お客様からの申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 
 
●取消料 
 

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは次の金額を取消料として申し受けます。 
 
 取消料(お１人) 
1. 旅行開始の前日から起算してさかのぼって２１日目にあたる日 

以前の解除 (日帰りにあっては１１日目)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 無料 
２.  ２０日目(日帰りにあっては１０日目)にあたる日以降の解除(3～５を除く) ・・・・・ 旅行代金の 20% 
３. ７日目にあたる日以降の解除(４～５を除く) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 旅行代金の 30% 
４. 旅行開始日の前日の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 旅行代金の 40% 
５．当日の解除(６を除く) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 旅行代金の 50% 
６．旅行開始後の解除または無連絡取消 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 旅行代金の 100% 
 
●旅行代金に含まれるもの 
 
 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代及び消費税等諸税。 
 これらの費用はお客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻し致しません。 
 (コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。) 
 
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件 
 
  当社提携クレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料の支払いを受ける」こと(以下「通信

契約」といいます)を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱いができない場合があります。ま
た取扱いできるカードの種類も受託旅行業者により異なります。) 

(1) 契約成立は当社が電話または郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき(e-mail 等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到着したと
き)とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。 

(2) 「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消
料のカード利用日は「契約解除依頼日」の翌日から起算して７日以内とします。 

(3) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受
けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払をいただいた場合はこの限りではありません。 

 
●個人情報の取扱について 
 
(1)  当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報についてお客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様

が申込をいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続きに必要な範囲内で利用させて
いただきます。 

(2)  当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため当社の保有するお客様の個人情報を土産店に提供することがあります。この場合お客様の氏名及び
搭乗される航空便名等に係る個人情報を予め電子的方法等で送付することによって提供をいたします。なお、これらの個人情報の提供の停止を希望され
る場合はお申込店に出発前までにお申し出ください。 

  
●旅行条件・旅行代金の基準 
 

この旅行条件は２０１１年７月１日を基準としております。また旅行代金は２０１１年６月１日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 
 


