
 

 

 

 

 

 

 この度は、第 64 回日本人類学会大会が伊達市におきまして盛大に開催されますことを、心よりお祝い申し

上げます。 

つきましては、大会事務局ご指導のもとに、今大会にご出席されます皆様方のご便宜をお図りするため、大会

受付から期間中のご宿泊等のお世話を、弊社にてお取扱させていただく事となりました。 

 皆様方が安心して今大会に臨めますよう万全を期す所存でございます。ご参加の皆様方にはお誘い合わせの

上、多数のご参加とご利用を心よりお待ち申し上げます。 

 

    

大 会大 会大 会大 会 名名名名    ：：：：    第第第第 64646464 回回回回    日本人類学会伊達大会日本人類学会伊達大会日本人類学会伊達大会日本人類学会伊達大会    

大 会 日大 会 日大 会 日大 会 日 次次次次        ：：：：    平成平成平成平成 22222222 年年年年 10101010 月月月月００００1111 日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～平成平成平成平成 22222222 年年年年 10101010 月月月月００００3333 日日日日（（（（日日日日））））    

大会主会大会主会大会主会大会主会場場場場    ：：：：    だてだてだてだて歴史歴史歴史歴史のののの杜杜杜杜    カルチャーセンターカルチャーセンターカルチャーセンターカルチャーセンター    

懇親会懇親会懇親会懇親会・・・・会場会場会場会場／／／／日日日日次次次次    ：：：：    平成平成平成平成 22222222 年年年年 10101010 月月月月 02020202 日日日日（（（（土土土土））））    １８１８１８１８：：：：３０３０３０３０～～～～        洞爺湖遊覧船洞爺湖遊覧船洞爺湖遊覧船洞爺湖遊覧船    船上船上船上船上    

                         （ホテル万世閣横桟橋より乗船頂きます。） 

 

 

（１） 別紙申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX またはご郵送にてお申込ください。 

電話でのお申し込みはお受けできませんのでご了承ください。 

（２） 申込締切日  平成 22 年 0７月３０日（金） １７：００までにお申込ください。 

（３） 確定書面の発送と旅行代金の支払について 

ご出発の 14 日前頃までに、確定書面（請求書・宿泊券等・航空搭乗券引換証・お弁当引換証等）を

お送りいたしますので、請求書の記載の期日までにご送金ください。また、確定書面及び当社旅行業

約款募集型企画旅行契約を同封いたしますので事前にご確認ください。 

（４） お支払方法 銀行振込 または クレジットカード（通信販売契約）のいづれかをご利用いただけま

す。銀行振込の場合は、お手数ですが振込手数料はお客様のご負担にてお願い致します。 

（５） お申込書 1 通につき、通信料として 525 円申し受けます。 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

おおおお申込方法申込方法申込方法申込方法ととととスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールについてについてについてについて    

第第第第 64646464 回回回回    日本人類学会伊達大会日本人類学会伊達大会日本人類学会伊達大会日本人類学会伊達大会    
大会参加大会参加大会参加大会参加・・・・懇親会懇親会懇親会懇親会・・・・宿泊宿泊宿泊宿泊・・・・ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ・・・・弁当弁当弁当弁当・・・・航空航空航空航空・・・・ｴｸｽｶｰｼｮﾝｴｸｽｶｰｼｮﾝｴｸｽｶｰｼｮﾝｴｸｽｶｰｼｮﾝ    

    
ごごごご    案案案案    内内内内 

おおおお申込申込申込申込・・・・おおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先    
株式会社株式会社株式会社株式会社 JTBJTBJTBJTB 北海道北海道北海道北海道    室蘭支店室蘭支店室蘭支店室蘭支店        

「「「「    第第第第 64646464 回回回回    日本人類学会大会日本人類学会大会日本人類学会大会日本人類学会大会    」」」」係係係係  

担当：稲葉 ／ 戸村 

    〒050-0074 北海道室蘭市中島町３－６－１５ 

    TEL ０１４３－４５－２２３４ 

    FAX ０１４３－４６－２６７６ 

◎大会関係受付時間は、月曜日～金曜日 １０：００～１８：３０  

（土曜日・日曜日・祝日は担当者不在となります。） 

大会大会大会大会のごのごのごのご案内案内案内案内    



 

 

① 募集型企画旅行契約 

   この旅行は株式会社 JTB 北海道（札幌市中央区北 1 条西 6 丁目１－２ 国土交通大臣登録旅行業第

978 号以下「当社」）が企画・実施する旅行であり、この旅行は参加されるお客様は当社と募集型企画

旅行契約を締結することになります。 

   また、契約の内容・条件とは、各プランに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする

確定書面および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 

② 旅行のお申込および契約成立 

   お申込書に所定の事項を記入し、指定の期日までに旅行代金全額をお支払ください。 

   旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。 

③ 旅行代金に含まれるもの 

   各プランに明示した宿泊費・食事代、運送機関の運賃・料金、旅行取扱料金及び消費税等諸税。 

④ 取消料（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって） 

取消日 宿泊プラン 航空宿泊ｾｯﾄﾌﾟﾗﾝ バスプラン お弁当 

旅行開始日の 20 日前以降の取消 無料 旅行代金の２０％ 無料 無料 

旅行開始日の７日前以降の取消 無料 旅行代金の３０％ 無料 無料 

旅行開始日の３日前以降の取消 旅行代金の 20％ 旅行代金の３０％ 無料 無料 

旅行開始日の前日の取消 旅行代金の 20％ 旅行代金の４０％ 無料 無料 

旅行開始日の当日の取消 旅行代金の 50％ 旅行代金の５０％ 旅行代金の１００％ 旅行代金の１００％ 

旅行開始後の取消または無連絡不参加 旅行代金の１００％ 旅行代金の１００％ 旅行代金の１００％ 旅行代金の１００％ 

 

個人情報のお取扱について 

（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、お客様はお申込いただいた旅行においては運送・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受領のために手続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便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報をお土産店

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等に関わる個人情報を、

あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人

情報の提供の停止を希望される場合は、旅行出発前までにお申し出下さい。 

 

 

旅行企画・実施 JTBJTBJTBJTB 北海道北海道北海道北海道    
観光庁長官登録旅行業第 978 号 

日 本 旅 行 業 協 会 正 会 員 

ボ ン ド 保 証 会 員 

 

 

 

 

 

 

 

ごごごご旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件のののの要約要約要約要約    

総合旅行業務取扱管理者 戸村 元泰 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行と

取り扱う営業所での取引に関する責任者です。

この旅行契約に関してご不明な点があれば、ご

遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。 



 
 

 

１１１１．．．．    大会参加費大会参加費大会参加費大会参加費のごのごのごのご案内案内案内案内：：：：事前申込の方には大会入場参加証大会入場参加証大会入場参加証大会入場参加証を発行致します。    

            今大会今大会今大会今大会にごにごにごにご参加参加参加参加のののの場合場合場合場合のののの大会参加費大会参加費大会参加費大会参加費をごをごをごをご案内案内案内案内いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

            一般会員一般会員一般会員一般会員    9,0009,0009,0009,000 円円円円    ／／／／    学生会員学生会員学生会員学生会員    5,0005,0005,0005,000 円円円円    ／／／／    非会員非会員非会員非会員    10,00010,00010,00010,000 円円円円    

    

            ※※※※当日当日当日当日のおのおのおのお申込申込申込申込・・・・おおおお支払支払支払支払もできますがもできますがもできますがもできますが、、、、参加費参加費参加費参加費はははは下記下記下記下記のようになりますのようになりますのようになりますのようになります。。。。    

            一般会員一般会員一般会員一般会員    10,00010,00010,00010,000 円円円円    ／／／／    学生会員学生会員学生会員学生会員    ６６６６,000,000,000,000 円円円円    ／／／／    非会員非会員非会員非会員    12,0012,0012,0012,000000 円円円円    

                        ※※※※大会参加費大会参加費大会参加費大会参加費につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、おおおお申込後申込後申込後申込後はははは一切一切一切一切ごごごご返金返金返金返金できませんのでごできませんのでごできませんのでごできませんのでご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。    

２２２２．．．．    懇親会費懇親会費懇親会費懇親会費のごのごのごのご案内案内案内案内：：：：事前申込の方には懇親会参加乗船券懇親会参加乗船券懇親会参加乗船券懇親会参加乗船券を発行致します。    

10101010 月月月月 2222 日日日日（（（（土土土土））））１８１８１８１８：：：：３０３０３０３０からからからから洞爺湖遊覧船洞爺湖遊覧船洞爺湖遊覧船洞爺湖遊覧船のののの船上船上船上船上にてにてにてにて催催催催しますしますしますします。。。。洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖のののの花火大会花火大会花火大会花火大会

もももも船上船上船上船上にてごにてごにてごにてご覧覧覧覧いただけますのでいただけますのでいただけますのでいただけますので、、、、是非是非是非是非ごごごご参加参加参加参加くださいくださいくださいください。。。。懇親会費懇親会費懇親会費懇親会費はははは下記下記下記下記のようになりのようになりのようになりのようになり

ますますますます。。。。    

一般会員一般会員一般会員一般会員・・・・非会員非会員非会員非会員    8,0008,0008,0008,000 円円円円    ／／／／    学生会員学生会員学生会員学生会員    5,0005,0005,0005,000 円円円円    

    

※※※※当日当日当日当日のおのおのおのお申込申込申込申込・・・・おおおお支払支払支払支払もできますがもできますがもできますがもできますが、、、、懇親会費懇親会費懇親会費懇親会費はははは下記下記下記下記のようになりますのようになりますのようになりますのようになります。。。。    

            一般会員一般会員一般会員一般会員・・・・非会員非会員非会員非会員    11,00011,00011,00011,000 円円円円    ／／／／    学生会学生会学生会学生会員員員員    7,0007,0007,0007,000 円円円円    

※※※※懇親会費懇親会費懇親会費懇親会費につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、おおおお申込後申込後申込後申込後はははは一切一切一切一切ごごごご返金返金返金返金できませんのでごできませんのでごできませんのでごできませんのでご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。    

３３３３．．．．    ごごごご宿泊宿泊宿泊宿泊プランプランプランプランのごのごのごのご案内案内案内案内    

（（（（１１１１））））宿泊設定日宿泊設定日宿泊設定日宿泊設定日        平成平成平成平成 22222222 年年年年 9999 月月月月 30303030 日日日日（（（（木木木木））））・・・・10101010 月月月月 1111 日日日日（（（（金金金金））））・・・・2222 日日日日（（（（土土土土））））    

（（（（２２２２））））宿泊宿泊宿泊宿泊プランプランプランプラン（（（（サービスサービスサービスサービス料料料料・・・・諸費税込諸費税込諸費税込諸費税込みみみみ））））    

★★★★一般参加者宿泊用一般参加者宿泊用一般参加者宿泊用一般参加者宿泊用    洞爺湖温泉洞爺湖温泉洞爺湖温泉洞爺湖温泉    1111 泊朝食付泊朝食付泊朝食付泊朝食付    おおおお一人様料金一人様料金一人様料金一人様料金    

利用利用利用利用ホテルホテルホテルホテル    室室室室タイプタイプタイプタイプ    旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金    備考備考備考備考    申込記号申込記号申込記号申込記号    

シングルシングルシングルシングル    １１１１2222，，，，００００００００００００円円円円    中央館中央館中央館中央館    ﾂｲﾝﾂｲﾝﾂｲﾝﾂｲﾝののののｼﾝｸｼﾝｸｼﾝｸｼﾝｸﾞ゙゙゙ﾙﾕｰｽﾙﾕｰｽﾙﾕｰｽﾙﾕｰｽ    ２２２２－－－－１１１１    
洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖    万世閣万世閣万世閣万世閣    

ツインツインツインツイン    ８８８８，，，，６００６００６００６００円円円円    中央館中央館中央館中央館        ２２２２－－－－２２２２    

夕食夕食夕食夕食をごをごをごをご希望希望希望希望のののの方方方方はははは、、、、1111 食食食食 3,1503,1503,1503,150 円円円円になりますになりますになりますになります。。。。申込書申込書申込書申込書のののの夕食選択夕食選択夕食選択夕食選択のののの欄欄欄欄にににに○○○○印印印印をつけてをつけてをつけてをつけて

くださいくださいくださいください。。。。    

大会運営上大会運営上大会運営上大会運営上、、、、洞爺湖温泉洞爺湖温泉洞爺湖温泉洞爺湖温泉ホテルホテルホテルホテル万世閣万世閣万世閣万世閣、、、、1111 施設施設施設施設にてのごにてのごにてのごにてのご案内案内案内案内ですですですです。。。。大会期間中大会期間中大会期間中大会期間中ははははツアーデスクツアーデスクツアーデスクツアーデスク設置設置設置設置

やややや参加者参加者参加者参加者のののの皆様皆様皆様皆様へのごへのごへのごへのご連絡連絡連絡連絡などのなどのなどのなどの情報発信情報発信情報発信情報発信をををを集約集約集約集約させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。各地域各地域各地域各地域までのまでのまでのまでの連絡連絡連絡連絡バスバスバスバスのののの発着発着発着発着はははは

もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、懇親会場懇親会場懇親会場懇親会場とのとのとのとのアクセスアクセスアクセスアクセスなどがなどがなどがなどが非常非常非常非常にににに便利便利便利便利ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、シングルシングルシングルシングルをごをごをごをご希望希望希望希望のごのごのごのご参加者様参加者様参加者様参加者様にににに

はははは、、、、温泉施設温泉施設温泉施設温泉施設ですがですがですがですがリゾートリゾートリゾートリゾート的的的的ななななイメージイメージイメージイメージのののの洋室洋室洋室洋室をををを中心中心中心中心にゆったりとごにゆったりとごにゆったりとごにゆったりとご利用頂利用頂利用頂利用頂くようくようくようくよう、、、、ツインルーツインルーツインルーツインルー

ムムムムののののシングルユースシングルユースシングルユースシングルユースでごでごでごでご利用頂利用頂利用頂利用頂きますきますきますきます。。。。    

    

（（（（３３３３））））プランプランプランプランについてについてについてについて    

①①①①    ツインツインツインツイン料金料金料金料金ははははツインルームツインルームツインルームツインルームをおをおをおをお二人様二人様二人様二人様でごでごでごでご利用利用利用利用されるされるされるされる場合場合場合場合のおのおのおのお一人様一人様一人様一人様あたりのあたりのあたりのあたりの料金料金料金料金ですですですです。。。。    

②②②②    ツインルームツインルームツインルームツインルームごごごご利用利用利用利用のののの方方方方はははは申込書申込書申込書申込書にににに同室者名同室者名同室者名同室者名をををを必必必必ずごずごずごずご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

③③③③    おおおお申込申込申込申込はははは申込記号申込記号申込記号申込記号でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

④④④④    洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖    万世閣万世閣万世閣万世閣にごにごにごにご宿泊宿泊宿泊宿泊のおのおのおのお客様客様客様客様にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、会場会場会場会場までのまでのまでのまでの設定設定設定設定バスバスバスバスをごをごをごをご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。    

    

大会参加大会参加大会参加大会参加・・・・懇親会懇親会懇親会懇親会・・・・宿泊宿泊宿泊宿泊ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾗﾝﾗﾝﾗﾝﾗﾝ・・・・航空宿泊航空宿泊航空宿泊航空宿泊ｾｯﾄﾌｾｯﾄﾌｾｯﾄﾌｾｯﾄﾌﾟ゚゚゚ﾗﾝﾗﾝﾗﾝﾗﾝ・・・・弁当弁当弁当弁当・・・・ｴｸｽｶｰｼｮﾝｴｸｽｶｰｼｮﾝｴｸｽｶｰｼｮﾝｴｸｽｶｰｼｮﾝ・・・・設定設定設定設定ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｽﾌｽﾌｽﾌｽﾌﾟ゚゚゚ﾗﾝﾗﾝﾗﾝﾗﾝのごのごのごのご案内案内案内案内    



４４４４．．．．    航空宿泊航空宿泊航空宿泊航空宿泊セットプランセットプランセットプランセットプランのごのごのごのご案内案内案内案内    
航空機航空機航空機航空機のののの団体割引団体割引団体割引団体割引をををを利用利用利用利用したしたしたした航空機航空機航空機航空機とととと宿泊宿泊宿泊宿泊ををををセットセットセットセットしたしたしたしたプランプランプランプランをををを設定設定設定設定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。    

    

（（（（１１１１））））    設定航空便設定航空便設定航空便設定航空便    

往復往復往復往復    設定日設定日設定日設定日    設定便設定便設定便設定便    区間区間区間区間・・・・時間時間時間時間    申込記号申込記号申込記号申込記号    

JALJALJALJAL５２７５２７５２７５２７    羽田空港羽田空港羽田空港羽田空港（（（（13:0013:0013:0013:00 頃頃頃頃）－）－）－）－新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港（（（（14:14:14:14:３５３５３５３５頃頃頃頃））））    AAAA----1111    

ANA1715ANA1715ANA1715ANA1715    関関関関西空港西空港西空港西空港（（（（12:3012:3012:3012:30 頃頃頃頃）－）－）－）－新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港（（（（14:2014:2014:2014:20 頃頃頃頃））））    CCCC----1111    09/3009/3009/3009/30    

ANA709ANA709ANA709ANA709    中部空港中部空港中部空港中部空港（（（（12:5512:5512:5512:55 頃頃頃頃）－）－）－）－新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港（（（（14:3514:3514:3514:35 頃頃頃頃））））    DDDD----1111    

JAL513JAL513JAL513JAL513    羽田空港羽田空港羽田空港羽田空港（（（（8:558:558:558:55 頃頃頃頃）－）－）－）－新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港（（（（10:3010:3010:3010:30 頃頃頃頃））））    AAAA----2222    

JAL2001JAL2001JAL2001JAL2001    伊丹空港伊丹空港伊丹空港伊丹空港（（（（8:358:358:358:35 頃頃頃頃）－）－）－）－新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港（（（（10:2510:2510:2510:25 頃頃頃頃）））） BBBB----2222    

JAL2505JAL2505JAL2505JAL2505    関西空港関西空港関西空港関西空港（（（（10:3510:3510:3510:35 頃頃頃頃）－）－）－）－新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港（（（（12:3012:3012:3012:30 頃頃頃頃）））） CCCC----2222    

往路往路往路往路    

10/0110/0110/0110/01    

ANA703ANA703ANA703ANA703    中部空港中部空港中部空港中部空港（（（（9:109:109:109:10 頃頃頃頃）－）－）－）－新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港（（（（10:5010:5010:5010:50 頃頃頃頃）））） DDDD----2222    

JAL538JAL538JAL538JAL538    新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港（（（（18:5518:5518:5518:55 頃頃頃頃）－）－）－）－羽田空港羽田空港羽田空港羽田空港（（（（20:2520:2520:2520:25 頃頃頃頃）））） aaaa    

ANA778ANA778ANA778ANA778    新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港（（（（18:0018:0018:0018:00 頃頃頃頃）－）－）－）－伊丹空港伊丹空港伊丹空港伊丹空港（（（（19:5019:5019:5019:50 頃頃頃頃）））） bbbb    

ANA1720ANA1720ANA1720ANA1720    新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港（（（（20:1520:1520:1520:15 頃頃頃頃）－）－）－）－関西空港関西空港関西空港関西空港（（（（22:2022:2022:2022:20 頃頃頃頃）））） cccc    
復路復路復路復路    10/0310/0310/0310/03    

ANA716ANA716ANA716ANA716    新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港（（（（19:4519:4519:4519:45 頃頃頃頃）－）－）－）－中部空港中部空港中部空港中部空港（（（（21:3021:3021:3021:30 頃頃頃頃）））） dddd    

    （（（（ごごごご注意注意注意注意））））6666 月現在発表月現在発表月現在発表月現在発表ののののｽｹｼｽｹｼｽｹｼｽｹｼﾞ゙゙゙ｭｰﾙｭｰﾙｭｰﾙｭｰﾙにてにてにてにて掲載掲載掲載掲載しているためしているためしているためしているため、、、、時間時間時間時間はははは変更変更変更変更になるになるになるになる場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。    

    

（（（（２２２２））））    セットプランセットプランセットプランセットプラン旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金    ・・・・・・・・・・・・    3333 泊泊泊泊 4444 日日日日プランプランプランプラン    とととと    2222 泊泊泊泊 3333 日日日日プランプランプランプランをををを設定設定設定設定しましたしましたしましたしました。。。。    

①①①①    3333 泊泊泊泊 4444 日日日日プランプランプランプラン    

★★★★一般参加者一般参加者一般参加者一般参加者のののの方方方方        ・・・・・・・・・・・・    洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖    万世閣万世閣万世閣万世閣    ３３３３泊朝食付泊朝食付泊朝食付泊朝食付    

部屋部屋部屋部屋タイプタイプタイプタイプ    ：：：：    ツインツインツインツイン（（（（1111 室室室室 2222 名名名名））））    

        往路往路往路往路    

    記号記号記号記号    AAAA----1111    AAAA----2222    CCCC----1111    BBBB----2222    CCCC----2222    DDDD----1111    DDDD----2222    

aaaa    51,50051,50051,50051,500 円円円円    54,00054,00054,00054,000 円円円円    ※※※※    ※※※※    ※※※※    ※※※※    ※※※※    

bbbb    ※※※※    ※※※※    57,00057,00057,00057,000 円円円円    61,50061,50061,50061,500 円円円円    60,50060,50060,50060,500 円円円円    ※※※※    ※※※※    

cccc    ※※※※    ※※※※    55,50055,50055,50055,500 円円円円    60,50060,50060,50060,500 円円円円    59,00059,00059,00059,000 円円円円    ※※※※    ※※※※    

復復復復

路路路路    

dddd    ※※※※    ※※※※    ※※※※    ※※※※    ※※※※    64,00064,00064,00064,000 円円円円    75,50075,50075,50075,500 円円円円    

    

部屋部屋部屋部屋タイプタイプタイプタイプ    ：：：：    シングルシングルシングルシングル（（（（1111 室室室室１１１１名名名名））））    

        往路往路往路往路    

    記号記号記号記号    AAAA----1111    AAAA----2222    CCCC----1111    BBBB----2222    CCCC----2222    DDDD----1111    DDDD----2222    

aaaa    67,50067,50067,50067,500 円円円円    70,00070,00070,00070,000 円円円円    ※※※※    ※※※※    ※※※※    ※※※※    ※※※※    

bbbb    ※※※※    ※※※※    73,00073,00073,00073,000 円円円円    77,50077,50077,50077,500 円円円円    76,00076,00076,00076,000 円円円円    ※※※※    ※※※※    

cccc    ※※※※    ※※※※    71,50071,50071,50071,500 円円円円    76,00076,00076,00076,000 円円円円    74,50074,50074,50074,500 円円円円    ※※※※    ※※※※    

復復復復

路路路路    

dddd    ※※※※    ※※※※    ※※※※    ※※※※    ※※※※    80,00080,00080,00080,000 円円円円    91,00091,00091,00091,000 円円円円    

    

    ※※※※洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣ごごごご利用利用利用利用のののの方方方方でででで、、、、ごごごご夕食夕食夕食夕食ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方はははは 1111 食食食食 3,1503,1503,1503,150 円円円円になりますになりますになりますになります。。。。

申込書申込書申込書申込書のののの夕食選択夕食選択夕食選択夕食選択のののの欄欄欄欄にににに○○○○印印印印をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

    

    



②②②②    2222 泊泊泊泊 3333 日日日日プランプランプランプラン    

★★★★一般参加者一般参加者一般参加者一般参加者のののの方方方方        ・・・・・・・・・・・・    洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖    万世閣万世閣万世閣万世閣    ２２２２泊朝食付泊朝食付泊朝食付泊朝食付    

部屋部屋部屋部屋タイプタイプタイプタイプ    ：：：：    ツツツツインインインイン（（（（1111 室室室室 2222 名名名名））））    

        往路往路往路往路    

    記号記号記号記号    AAAA----1111    AAAA----2222    CCCC----1111    BBBB----2222    CCCC----2222    DDDD----1111    DDDD----2222    

aaaa    47,00047,00047,00047,000 円円円円    49,00049,00049,00049,000 円円円円    ※※※※    ※※※※    ※※※※    ※※※※    ※※※※    

bbbb    ※※※※    ※※※※    52,00052,00052,00052,000 円円円円    57,00057,00057,00057,000 円円円円    55,50055,50055,50055,500 円円円円    ※※※※    ※※※※    

cccc    ※※※※    ※※※※    50,50050,50050,50050,500 円円円円    55,50055,50055,50055,500 円円円円    54,00054,00054,00054,000 円円円円    ※※※※    ※※※※    

復復復復

路路路路    

dddd    ※※※※    ※※※※    ※※※※    ※※※※    ※※※※    59,00059,00059,00059,000 円円円円    70,50070,50070,50070,500 円円円円    

    

部屋部屋部屋部屋タイプタイプタイプタイプ    ：：：：    シングルシングルシングルシングル（（（（1111 室室室室１１１１名名名名））））    

        往路往路往路往路    

    記号記号記号記号    AAAA----1111    AAAA----2222    CCCC----1111    BBBB----2222    CCCC----2222    DDDD----1111    DDDD----2222    

aaaa    57,50057,50057,50057,500 円円円円    59595959,500,500,500,500 円円円円    ※※※※    ※※※※    ※※※※    ※※※※    ※※※※    

bbbb    ※※※※    ※※※※    62,50062,50062,50062,500 円円円円    67,50067,50067,50067,500 円円円円    66,00066,00066,00066,000 円円円円    ※※※※    ※※※※    

cccc    ※※※※    ※※※※    61,00061,00061,00061,000 円円円円    66,00066,00066,00066,000 円円円円    64,50064,50064,50064,500 円円円円    ※※※※    ※※※※    

復復復復

路路路路    

dddd    ※※※※    ※※※※    ※※※※    ※※※※    ※※※※    69,50069,50069,50069,500 円円円円    81,00081,00081,00081,000 円円円円    

    

※※※※洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣ごごごご利用利用利用利用のののの方方方方でででで、、、、ごごごご夕食夕食夕食夕食ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方はははは 1111 食食食食 3,1503,1503,1503,150 円円円円になりますになりますになりますになります。。。。

申込書申込書申込書申込書のののの夕食選択夕食選択夕食選択夕食選択のののの欄欄欄欄にににに○○○○印印印印をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

    

（（（（３３３３））））    プランプランプランプランについてについてについてについて    

①①①①    上記旅行代金上記旅行代金上記旅行代金上記旅行代金にはにはにはには、、、、往復航空券代金往復航空券代金往復航空券代金往復航空券代金、、、、宿泊代金宿泊代金宿泊代金宿泊代金がががが含含含含まれておりますまれておりますまれておりますまれております。。。。    

②②②②    航空券航空券航空券航空券のみののみののみののみの予約予約予約予約はできませんはできませんはできませんはできません。。。。必必必必ずずずず宿泊宿泊宿泊宿泊ととととセットセットセットセットでごでごでごでご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。    

③③③③    片道片道片道片道のみののみののみののみの予約予約予約予約はできませんはできませんはできませんはできません。。。。    

④④④④    おおおお申込後申込後申込後申込後のののの便便便便のののの変更変更変更変更はできませんはできませんはできませんはできません。。。。取消取消取消取消のののの場合場合場合場合はははは所定所定所定所定のののの取消料取消料取消料取消料がかかりますがかかりますがかかりますがかかります。。。。    

⑤⑤⑤⑤    ツインツインツインツイン料金料金料金料金ははははツインルームツインルームツインルームツインルームをおをおをおをお二人様二人様二人様二人様でごでごでごでご利用利用利用利用されるされるされるされる場合場合場合場合のおのおのおのお一人様一人様一人様一人様あたりのあたりのあたりのあたりの料金料金料金料金ですですですです。。。。    

⑥⑥⑥⑥    ツインルームツインルームツインルームツインルームごごごご利用利用利用利用のののの方方方方はははは申込書申込書申込書申込書にににに同室者名同室者名同室者名同室者名をををを必必必必ずごずごずごずご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

⑦⑦⑦⑦    おおおお申込申込申込申込はははは申込記号申込記号申込記号申込記号でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。（。（。（。（宿泊宿泊宿泊宿泊にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、宿泊宿泊宿泊宿泊プランプランプランプランのののの申込記号申込記号申込記号申込記号をごをごをごをご記入記入記入記入くだくだくだくだ

さいさいさいさい。）。）。）。）    

⑤⑤⑤⑤    洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖    万世閣万世閣万世閣万世閣にごにごにごにご宿泊宿泊宿泊宿泊のおのおのおのお客様客様客様客様にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、会場会場会場会場までのまでのまでのまでの設定設定設定設定バスバスバスバスをごをごをごをご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。    

⑥⑥⑥⑥    座席数座席数座席数座席数にはにはにはには限限限限りがございますりがございますりがございますりがございます。。。。先着順先着順先着順先着順にてのにてのにてのにての受付受付受付受付となりますのでごとなりますのでごとなりますのでごとなりますのでご了承願了承願了承願了承願いますいますいますいます。。。。    

５５５５．．．．    弁当弁当弁当弁当のごのごのごのご案内案内案内案内    

１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日（（（（金金金金））））・・・・２２２２日日日日（（（（土土土土））））・・・・３３３３日日日日（（（（日日日日））））のののの３３３３日間日間日間日間のののの昼食昼食昼食昼食のおのおのおのお弁当弁当弁当弁当をごをごをごをご用意用意用意用意させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。

当日会場当日会場当日会場当日会場にておにておにておにてお渡渡渡渡しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。。。。    

当日当日当日当日のののの販売販売販売販売はいたしませんのではいたしませんのではいたしませんのではいたしませんので、、、、予予予予めおめおめおめお申込申込申込申込くださいくださいくださいください。。。。    

申込記号申込記号申込記号申込記号    メニューメニューメニューメニュー    料金料金料金料金（（（（1111 食分食分食分食分））））    

まままま    幕幕幕幕のののの内弁当内弁当内弁当内弁当（（（（ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｯﾄﾎｯﾄﾎｯﾄﾎｯﾄﾎﾞ゙゙゙ﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙおおおお茶付茶付茶付茶付））））    １１１１，，，，００００００００００００円円円円    

かかかか    長万部長万部長万部長万部かにめしかにめしかにめしかにめし弁当弁当弁当弁当（（（（ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｯﾄﾎｯﾄﾎｯﾄﾎｯﾄﾎﾞ゙゙゙ﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙおおおお茶付茶付茶付茶付））））    １１１１，，，，２００２００２００２００円円円円    



６６６６．．．．    エクスカーションエクスカーションエクスカーションエクスカーションのごのごのごのご案内案内案内案内    

１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日（（（（金金金金））））        最少催行人員最少催行人員最少催行人員最少催行人員    ２０２０２０２０名名名名        旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金：：：：無料無料無料無料    

    

                15:3015:3015:3015:30                                                                                                        17:4517:4517:4517:45    17:5017:5017:5017:50                        18:2018:2018:2018:20    

伊達会場伊達会場伊達会場伊達会場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・北黄金貝塚北黄金貝塚北黄金貝塚北黄金貝塚    発掘調査発掘調査発掘調査発掘調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊達会場伊達会場伊達会場伊達会場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣    
                                                                                                                                        

    

７７７７．．．．    設定設定設定設定バスプランバスプランバスプランバスプランのごのごのごのご案内案内案内案内    

        空港空港空港空港とととと各各各各ホテルホテルホテルホテルのののの送迎送迎送迎送迎、、、、ホテルホテルホテルホテルとととと大会会場大会会場大会会場大会会場のののの送迎送迎送迎送迎などのなどのなどのなどのバスバスバスバスをををを設定設定設定設定しましたしましたしましたしました。。。。    

    

申込申込申込申込    

記号記号記号記号    

日次日次日次日次    出発地出発地出発地出発地    出発出発出発出発    

時間時間時間時間    

到着地到着地到着地到着地    到着到着到着到着    

時間時間時間時間    

料金料金料金料金    備考備考備考備考    

アアアア    09090909 月月月月 30303030 日日日日（（（（木木木木））））    新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港    15:3015:3015:3015:30    洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣    17:3017:3017:3017:30    1,0001,0001,0001,000 円円円円    伊達市内伊達市内伊達市内伊達市内((((ﾎﾃﾙﾛｰﾔﾙﾎﾃﾙﾛｰﾔﾙﾎﾃﾙﾛｰﾔﾙﾎﾃﾙﾛｰﾔﾙ))))経由経由経由経由    

イイイイ    10101010 月月月月 01010101 日日日日（（（（金金金金））））    洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣    08:3008:3008:3008:30    伊達伊達伊達伊達ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ    09:0009:0009:0009:00    無料無料無料無料        

ウウウウ    10101010 月月月月 01010101 日日日日（（（（金金金金））））    新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港    11:0011:0011:0011:00    伊達伊達伊達伊達ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ    12:3012:3012:3012:30    1,0001,0001,0001,000 円円円円        

エエエエ    10101010 月月月月 01010101 日日日日（（（（金金金金））））    新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港    13:1513:1513:1513:15    伊達伊達伊達伊達ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ    14:4514:4514:4514:45    1,0001,0001,0001,000 円円円円        

オオオオ    10101010 月月月月 01010101 日日日日（（（（金金金金））））    伊達伊達伊達伊達ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ    19:4519:4519:4519:45    洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣    20:1020:1020:1020:10    無料無料無料無料        

カカカカ    10101010 月月月月 02020202 日日日日（（（（土土土土））））    洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣    08:2008:2008:2008:20    伊達伊達伊達伊達ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ    08:5008:5008:5008:50    無料無料無料無料        

キキキキ    10101010 月月月月 02020202 日日日日（（（（土土土土））））    伊達伊達伊達伊達ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ    17:3017:3017:3017:30    懇親会会場懇親会会場懇親会会場懇親会会場    18:0018:0018:0018:00    無料無料無料無料        

クククク    10101010 月月月月 02020202 日日日日（（（（土土土土））））    懇親会会場懇親会会場懇親会会場懇親会会場    21:0021:0021:0021:00    伊達市内伊達市内伊達市内伊達市内    21:3021:3021:3021:30    無料無料無料無料        

ケケケケ    10101010 月月月月 03030303 日日日日（（（（日日日日））））    洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣洞爺湖万世閣    08:2008:2008:2008:20    伊達伊達伊達伊達ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ    08:5008:5008:5008:50    無料無料無料無料        

ココココ    10101010 月月月月０３０３０３０３日日日日（（（（日日日日））））    伊達伊達伊達伊達ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ    15:3015:3015:3015:30    新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港    17:0017:0017:0017:00    1,0001,0001,0001,000 円円円円        

ササササ    10101010 月月月月０３０３０３０３日日日日（（（（日日日日））））    伊達伊達伊達伊達ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ    16:3016:3016:3016:30    新千歳空港新千歳空港新千歳空港新千歳空港    18:0018:0018:0018:00    1,0001,0001,0001,000 円円円円        

シシシシ    10101010 月月月月０３０３０３０３日日日日（（（（日日日日））））    伊達伊達伊達伊達ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ    16:3016:3016:3016:30    札幌駅北口札幌駅北口札幌駅北口札幌駅北口    19:0019:0019:0019:00    2,5002,5002,5002,500 円円円円    ｽｽｷﾉｽｽｷﾉｽｽｷﾉｽｽｷﾉ・・・・大通大通大通大通りりりり    経由経由経由経由    

 

※※※※    送迎送迎送迎送迎バスバスバスバスはははは大会申込大会申込大会申込大会申込のおのおのおのお客様客様客様客様のののの状況状況状況状況によりによりによりにより、、、、増発増発増発増発やややや臨時便臨時便臨時便臨時便のののの運行運行運行運行のののの可能性可能性可能性可能性がございますがございますがございますがございます。。。。最終最終最終最終のごのごのごのご旅行旅行旅行旅行

ごごごご案内案内案内案内にてにてにてにて、、、、最終時刻最終時刻最終時刻最終時刻、、、、運行運行運行運行スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールをおをおをおをお知知知知らせらせらせらせ致致致致しますしますしますします。。。。    伊達市伊達市伊達市伊達市へのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセスはははは一般公共交通機関一般公共交通機関一般公共交通機関一般公共交通機関

をををを利用利用利用利用するするするする場合場合場合場合、、、、非常非常非常非常にににに時間時間時間時間にににに余裕余裕余裕余裕がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    



 

 

FAXFAXFAXFAX    ０１４３０１４３０１４３０１４３－－－－４６４６４６４６－－－－２６７６２６７６２６７６２６７６    

申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日：：：：平成平成平成平成 22222222 年年年年 07070707 月月月月 30303030 日日日日（（（（金金金金））））    17:0017:0017:0017:00 までまでまでまで    

    

    

    

    

    ・・・・大会参加大会参加大会参加大会参加・・・・懇親会参加懇親会参加懇親会参加懇親会参加のみのごのみのごのみのごのみのご参加者様参加者様参加者様参加者様もこのもこのもこのもこの様式様式様式様式でででで申込願申込願申込願申込願いますいますいますいます。。。。後後後後ほどほどほどほど参加参加参加参加にににに関関関関わるわるわるわる費用費用費用費用とととと参加証参加証参加証参加証をごをごをごをご通知通知通知通知いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

いずれかにいずれかにいずれかにいずれかに○○○○印印印印をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

                                        ＜＜＜＜    新規新規新規新規    ・・・・    追加追加追加追加    ・・・・    変更変更変更変更    ・・・・取消取消取消取消    ＞＞＞＞    

住所住所住所住所    

((((書類送付先書類送付先書類送付先書類送付先))))    

〒〒〒〒                                                                                                                                    （（（（勤務先勤務先勤務先勤務先・・・・ごごごご自宅自宅自宅自宅））））    

勤務先名勤務先名勤務先名勤務先名    
    

    

代表者氏名代表者氏名代表者氏名代表者氏名    

((((書類送付先書類送付先書類送付先書類送付先))))    

（（（（ふりがなふりがなふりがなふりがな））））    

連絡先連絡先連絡先連絡先    
TELTELTELTEL（（（（                ））））            ――――                                        FAXFAXFAXFAX（（（（                ））））            ――――    

EEEE----mailmailmailmail：：：：    

※※※※下記下記下記下記のいずれかにのいずれかにのいずれかにのいずれかに○○○○印印印印をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。((((必須必須必須必須))))    

①①①①参加種別参加種別参加種別参加種別をおをおをおをお知知知知らせくださいらせくださいらせくださいらせください。。。。                            ＝＞＝＞＝＞＝＞        一般会員一般会員一般会員一般会員    ・・・・    学生会員学生会員学生会員学生会員    ・・・・    非会員非会員非会員非会員        

②②②②大会大会大会大会にごにごにごにご参加参加参加参加されるされるされるされる方方方方をおをおをおをお知知知知らせくださいらせくださいらせくださいらせください。。。。        

＝＞＝＞＝＞＝＞    申込者全員参加申込者全員参加申込者全員参加申込者全員参加するするするする    ・・・・    不参加者不参加者不参加者不参加者ありありありあり（（（（氏名氏名氏名氏名：：：：                                                                                        ））））    

③③③③懇親会懇親会懇親会懇親会にごにごにごにご参加参加参加参加されますかされますかされますかされますか。。。。        

＝＞＝＞＝＞＝＞    申込者全員参加申込者全員参加申込者全員参加申込者全員参加するするするする    ・・・・    不参加者不参加者不参加者不参加者ありありありあり（（（（氏名氏名氏名氏名：：：：                                                                                        ））））    

申込者全員参加申込者全員参加申込者全員参加申込者全員参加ししししないないないない    

宿泊宿泊宿泊宿泊ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾗﾝﾗﾝﾗﾝﾗﾝ    弁当弁当弁当弁当    
ﾌﾘｶﾌﾘｶﾌﾘｶﾌﾘｶﾞ゙゙゙ﾅﾅﾅﾅ    年齢年齢年齢年齢    

宿泊日宿泊日宿泊日宿泊日    

航空宿泊航空宿泊航空宿泊航空宿泊    

ｾｯﾄﾌｾｯﾄﾌｾｯﾄﾌｾｯﾄﾌﾟ゚゚゚ﾗﾝﾗﾝﾗﾝﾗﾝ    日次日次日次日次    
番番番番

号号号号    
氏名氏名氏名氏名    性別性別性別性別    30303030    1111    2222    

同室者同室者同室者同室者    
往往往往    復復復復    

設定設定設定設定ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ    

ｴｸｽｴｸｽｴｸｽｴｸｽ

ｶｰｼｶｰｼｶｰｼｶｰｼ

ｮﾝｮﾝｮﾝｮﾝ    1111    2222    3333    

だて たろう だて はなこ ３５ 

才 
2-2 2-2 2-2 

３０ 

才 例例例例    伊達 太郎 

会員（ 一般・学生・非 ） 男･女 夕食 夕食 夕食 

伊達 花子 

会員（ 一般・学生・非 ） 男･女 

A-1 a 

ｱｱｱｱ    ｲｲｲｲ    ｳｳｳｳ    ｴｴｴｴ    

ｵｵｵｵ    ｶｶｶｶ    ｷｷｷｷ    ｸｸｸｸ    

ｹｹｹｹ    ｺｺｺｺ    ｻｻｻｻ    ｼｼｼｼ    
○ ま ま か 

   
才 

    
才 

１１１１     
 
会員（ 一般・学生・非 ） 

男･女 夕食 夕食 夕食 

 
 

会員（ 一般・学生・非 ） 男･女 

  
ｱｱｱｱ    ｲｲｲｲ    ｳｳｳｳ    ｴｴｴｴ    

ｵｵｵｵ    ｶｶｶｶ    ｷｷｷｷ    ｸｸｸｸ    

ｹｹｹｹ    ｺｺｺｺ    ｻｻｻｻ    ｼｼｼｼ    

    

   
才 

    
才 

２２２２     
 
会員（ 一般・学生・非 ） 男･女 夕食 夕食 夕食 

 
 

会員（ 一般・学生・非 ） 男･女 

  
ｱｱｱｱ    ｲｲｲｲ    ｳｳｳｳ    ｴｴｴｴ    

ｵｵｵｵ    ｶｶｶｶ    ｷｷｷｷ    ｸｸｸｸ    

ｹｹｹｹ    ｺｺｺｺ    ｻｻｻｻ    ｼｼｼｼ    

    

   
才 

    
才 

３３３３     
 
会員（ 一般・学生・非 ） 男･女 夕食 夕食 夕食 

 
 

会員（ 一般・学生・非 ） 男･女 

  
ｱｱｱｱ    ｲｲｲｲ    ｳｳｳｳ    ｴｴｴｴ    

ｵｵｵｵ    ｶｶｶｶ    ｷｷｷｷ    ｸｸｸｸ    

ｹｹｹｹ    ｺｺｺｺ    ｻｻｻｻ    ｼｼｼｼ    

    

   
才 

    
才 

４４４４     
 
会員（ 一般・学生・非 ） 男･女 夕食 夕食 夕食 

 
 

会員（ 一般・学生・非 ） 男･女 

  
ｱｱｱｱ    ｲｲｲｲ    ｳｳｳｳ    ｴｴｴｴ    

ｵｵｵｵ    ｶｶｶｶ    ｷｷｷｷ    ｸｸｸｸ    

ｹｹｹｹ    ｺｺｺｺ    ｻｻｻｻ    ｼｼｼｼ    

    

    

    

    

別紙取引条件説明書に記載の旅行条件及び旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関等その他への個人情報の提供について同意の上、以下

の旅行に申込します。また、旅行等の予約回答に際し、申込代表者宛の連絡先に JTB より連絡させていただくことに同意いたします。 

第第第第 64646464 回回回回    日本人類学会大会日本人類学会大会日本人類学会大会日本人類学会大会    
大会参加申込大会参加申込大会参加申込大会参加申込・・・・懇親会参加申込懇親会参加申込懇親会参加申込懇親会参加申込・・・・宿泊宿泊宿泊宿泊ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾗﾝﾗﾝﾗﾝﾗﾝ・・・・宿泊航空宿泊航空宿泊航空宿泊航空ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾗﾝﾗﾝﾗﾝﾗﾝ・・・・弁当弁当弁当弁当・・・・ｴｸｽｶｰｼｮﾝｴｸｽｶｰｼｮﾝｴｸｽｶｰｼｮﾝｴｸｽｶｰｼｮﾝ・・・・ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ    

申申申申    込込込込    書書書書    

★備考★ 


