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お 申 込 み 内 容

資料代（参加費）のご案内

宿泊プランのご案内

７月３日（金）までに『全日程参加』でお申し込みの場合、１，０００円の早期割引がございます。（但し、一般と全国会員のみ）

参加区分別資料代

参加日 一 般 会 員 一般学生 会員学生 中高生

全日程
１０，５００円

（早期９，５００円）
９，５００円

（早期８，５００円）
３，０００円 ２，０００円 １，０００円

２日間 ８，０００円 ７，０００円 ２，０００円 ２，０００円 １，０００円

８/１（土） ３，０００円 ３，０００円 １，０００円 １，０００円 ５００円

８/２（日） ５，０００円 ４，０００円 １，０００円 １，０００円 ５００円

８/３（月） ３，０００円 ３，０００円 １，０００円 １，０００円 ５００円

※上記金額の他に、別途３００円の事務手数料をいただきます。

下記プランは、お部屋タイプはシングル・１泊朝食付（サービス料・消費税込）で、７/３１（金）から４泊まで宿泊可能の設定です。
先着順での受付となりますので、満室となった場合は、ご希望以外のホテルとなることもございますので、予めご了承くださいませ。
今大会の宿泊プランでご用意しております各施設のお部屋はすべて禁煙ルームでの設定となります。
喫煙ルームご希望の方は、備考欄に「喫煙希望」とご記入ください。
※期間中は、夏休み・他大会等で松山市内のホテルが混み合っておりますので、宿泊プランのご利用および、お早目のお申し込みを
おすすめいたします。

ホテル名
ホテル位置

（市内電車・徒歩での概算）
宿泊代金 施設記号

①
松山東急ＲＥＩホテル
（旧松山東急イン）

・ＪＲ松山駅より市内電車・徒歩で約１２分
・愛媛大学より市内電車・徒歩で約１０分
・子規記念博物館より市内電車・徒歩で約１８分

９，２００円 １Ｓ

② ホテルパティオ・ドウゴ

・ＪＲ松山駅より市内電車・徒歩で約２５分
・愛媛大学より市内電車・徒歩で約１５分

（上一万駅で乗り換え）
・子規記念博物館より徒歩３分

８，７００円 ２Ｓ

③
ネストホテル松山

（旧松山ワシントンホテルプラザ）

・ＪＲ松山駅より市内電車・徒歩で約２０分
・愛媛大学より市内電車・徒歩で約１５分
・子規記念博物館より市内電車・徒歩で約１５分

８，２００円 ３Ｓ

④ 東横イン松山一番町
・ＪＲ松山駅より市内電車・徒歩で約２０分
・愛媛大学より市内電車・徒歩で約１５分
・子規記念博物館より市内電車・徒歩で約１５分

６，５００円 ４Ｓ
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お申込みから精算まで

お申込み後の取消・変更のご案内

○ご参加希望の方は、所定の『参加申込書』に必要事項をご記入の上、フジトラベルサービスまで、ＦＡＸにてお申込みください。
インターネットでのお申込みはございませんので、ご注意ください。

○早期割引は、７月３日（金）必着となります。
○お申込み締切日は、７月１７日（金）とさせていただきます。
○お申込み受付後、７月２０日頃を目安に請求書・参加証・宿泊確認書等を送付いたします。
○お支払いにつきましては、参加証と一緒に『請求書』を同封いたします。お申込み内容・金額にお間違いがないかをご確認の上、
７月２８日（火）までに指定口座へお振込みください。なお、振込手数料は、恐縮ですが、お客様ご負担にてお願いいたします。

○お申込み内容に変更・取消が生じた場合は、『変更箇所』がわかるように申込書にご訂正・ご記入の上、ＦＡＸにてフジトラベル
サービスまでお知らせください。
※変更・取消事由が生じましたら、すぐにお知らせください。なお、お電話でのお申込みや変更・取消はトラブル防止上、
お断りさせていただきます。

○申込締切日以降に参加ご希望の場合は、当日受付窓口にて、お申し出ください。参加費のお支払を受け付けます。
○今回は、保育の取り扱いはありません。

※当日の変更・取消は対応いたしかねます

取消日 宿泊日の８日前まで 宿泊日の７～２日前 宿泊日の前日 当日および無連絡

取消料 無 料 宿泊代金の３０％ 宿泊代金の５０％ 宿泊代金の１００％

○変更・取消につきましては、ＦＡＸのみの受付となります。変更箇所がわかるようにご訂正・ご記入をお願いいたします。
○資料代（参加費）はご入金後の返金はできません。予めご了承願います。
○宿泊代金は、お客様のご都合で取消される場合、下記の通り、取消料を申し受けます。

①取消・変更に伴うご返金は、大会終了後、上記の取消料を差し引いてのご返金となります。
なお、事務手続きに時間がかかる場合がございますので、予めご了承くださいませ。

②変更・取消のお申し出につきましては、弊社フジトラベルサービス営業日・営業時間内での受付となります。
日曜・祝祭日、営業時間（９：００～１７：４０）外でのお申し出は、翌営業日での受付・取扱となります。

個人情報の取り扱いについて

弊社（フジトラベルサービス）は、お申込みの際にご提出いただきました個人情報について、お客様とのご連絡や宿泊機関等の
提供するサービスの手配および受領の手続きに利用させていただく他、必要な範囲内で当該機関および手配代行者、主催者・
実行委員会に提供いたします。それ以外の目的でご提供いただきました個人情報ｊは利用いたしません。
上記の他、弊社の個人情報の取り扱いに関する方針につきましては、弊社ホームページにて、ご確認ください。

弊社ホームページ （http://fj‐t.co.jp/info/privacy.aspx#privacyuse） をご参照ください。

ア ク セ ス

◇ＪＲ松山駅までの交通アクセス◇
①ＪＲご利用の場合

特急にて 約３時間
ＪＲ岡山駅 ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ ＪＲ松山駅

②航空機ご利用の場合
リムジンバスにて 約１５分

松山空港 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＪＲ松山駅

◇ＪＲ松山駅・松山空港～各会場までの交通アクセス◇

①松山市立子規記念博物館の場合
市内電車にて 約２０分 徒歩にて 約５分

ＪＲ松山駅 ＋＋＋＋＋＋＋＋ 道後温泉駅 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 会場
（道後温泉ゆき）

リムジンバスにて 約４０分 徒歩にて 約５分
松山空港 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 道後温泉駅 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 会場

（道後温泉ゆき）

②愛媛大学の場合
市内電車にて 約１５分 徒歩にて 約５分

ＪＲ松山駅 ＋＋＋＋＋＋＋＋ 赤十字病院前 ・・・・・・・・・・・・・・ 会場
（環状線・古町方面ゆき）

リムジンバスにて 約１５分 市内電車にて 約１５分 徒歩にて 約５分
松山空港 ＝＝＝＝＝＝＝＝ ＪＲ松山駅 ＋＋＋＋＋＋＋＋ 赤十字病院前 ・・・・・・・・・・・・・・ 会場

（ＪＲ松山駅ゆき） （環状線・古町方面ゆき）

※両会場とも公共交通機関でのご来場をお願いいたします。
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第３４回全国夏期セミナー四国大会in道後 【参加申込書】

お申込先 株式会社フジトラベルサービス ＥＣ団体旅行営業部営業１課宛 ＦＡＸ ： ０８９－９４７－２２６２
早期割引適用：７月３日（金）必着
申込締切日：７月１７日（金）必着

【 新規 ・ 変更 ・ 取消 】 該当項目に○印をつけてください 申込日： 月 日

フリガナ 年齢 ※記入しないでください

申込者氏名 登録番号：

職種 教員 （ 小 ・ 中 ・ 高 ・ 他 ）／その他職業（ ）／無職／学生／中・高校生

勤務先名

書類送付先

住所

〒 － 都道府県

フリガナ

（ 自宅 ／ 勤務先 ）

電話 ＦＡＸ

参 加

①参加日 （○印を記入） 参加区分
（✔印を記入）８/１（土） ８/２（日） ８/３（月）

□一般 □会員
□一般学生 □会員学生
□中高生

②８/２
午前模擬授業
（番号を記入）

③８/２
午後分科会

（記号を記入）

④８/２
現地企画

④については、参加希望者は○印と希望があれば
□に✔印をつけてください。

※松山－今治間の往復バス代・昼食弁当代として
３，５００円の参加費が必要となります。

※お申込みの方には、当日の日程・詳細を別途
ご送付いたします。

第１希望 第２希望 第１希望 第２希望
しまなみ海道

サイクリング
希望がございましたら、下記の事項に✔印を
つけてください
□レンタサイクル希望（５００円）
□現地集合（サンライズ糸山）希望
□送迎バスへ自転車持ち込み希望

①については、参加日に○印、区分に✔印をつけてください。
②については、８/２（日）午前の模擬授業のご希望の番号をご記入ください。
③については、８/２（日）午後のテーマ別分科会のご希望の記号をご記入ください。

宿 泊 日 （○印を記入） ご希望ホテル （記号を記入）

７/３１（金） ８/１（土） ８/２（日） ８/３（月） 第１希望 第２希望 第３希望

５ページ 『宿泊プランのご案内』内の欄の右端・施設記号をご記入ください。
禁煙ルームでの設定となりますので、予めご了承くださいませ。宿 泊

■大会・参加内容に関するお問い合わせ ※注意※こちらは申込先ではありません

■大会受付・宿泊に関するお問い合わせ

一般社団法人 “人間と性”教育研究協議会（性教協） 本部・事務局
〒１５１－００７１ 東京都渋谷区本町１丁目７番１６号 初台ハイツ１００６号

ＴＥＬ ： ０３（３３７９）７５５６ ＦＡＸ ： ０３（３３７９）７５６１ ＨＰ ： http：//www.seikyokyo.org
※お電話によるお問い合わせは、火・木曜日の１７時～２０時に受け付けております

株式会社フジトラベルサービスＥＣ団体旅行松山営業部営業１課
『第３４回全国夏期セミナー四国大会in道後』係 担当：入福（イリフク）
〒７９０－００６５ 愛媛県松山市宮西１丁目５－１０フジグラン松山別棟２階

ＴＥＬ ： ０８９（９４７）８７８０ ＦＡＸ ： ０８９（９４７）２２６２
※お問い合わせは月～金曜日 ９時～１７時に受け付けております。土・日曜・祝祭日はお休みさせていただきます。

※ＦＡＸでの受付は２４時間対応となります。

備考欄 （ ご希望事項をご記入ください 例：喫煙ルーム希望 ）

７


