参加・宿泊のご案内
◆大会参加費について
■参加費： 1 園（1ID=1 メールアドレス） １０，０００円
＊申込完了時に登録されたメールアドレスに送信する「申込完了メール」で参加費お振り込みのご案内をいたします。
＊請求書は発行いたしません。お申込日から 1 週間以内に参加費のお振り込みをお願いいたします。
＊参加費お振り込み後の参加取り消しは、原則として返金はいたしかねます。

◆参加方法
■全体会
・会場参集 7 月 1 日（木）
・動画配信 7 月 1 日（木）、7 月 5 日（月）-11 日（日）
■分科会
・動画配信 意見発表 7 月 2 日（金）-11 日（日）、質問回答・助言 7 月 20 日（火）-31 日（土）
■動画配信について
・インターネット上の動画視聴可能な PC、タブレット、スマホがあれば参加することが出来ます。
・公開期間中、何回でも視聴可能です。分科会動画配信はすべての分科会が視聴可能です。
・ご使用のインターネット環境により、動画を視聴できないことがあります。お使いの PC 等で、本大会「申し込み専用サ
イト」掲載のサンプル動画を再生可能か、事前に確認をお願いいたします。
・動画の録音、録画、撮影、転用は固く禁止いたします。

◆参加までの流れ
参加登録は、名鉄観光サービス株式会社長野営業所がその受付・手配業務を受託しております。
■お申し込み
①参加申込専用サイトからお申し込みください。
http://www.mwt-mice.com/events/kanto_hoiku2021
＊長野県保育連盟ホームページ（https://horen-nagano.jp/ ）トップページ上の「第 61 回関東ブロック保
育研究大会申し込み」バナーからもお入りいただけます。
②申込完了時に、登録されたメールアドレスに「申込完了メール」を送信いたします。また「申込完了メール」にて参加費
の振り込みのご案内をいたします。
＊@mwt.co.jp からのメールが受信できるよう、あらかじめ設定をお願いいたします。
③翌営業日をすぎても「申込完了メール」が届かない場合は、名鉄観光サービス㈱長野営業所まで FAX、またはメール
にて必ずご連絡ください。
④請求書は発行いたしません。お申込日から 1 週間以内に参加費のお振り込みをお願いいたします。
⑤参加費入金確認後、6 月 28 日頃までに「参加のご案内（全体会参集）」、「動画視聴のご案内（視聴 URL
等）」を登録されたメールアドレスに送信します。
⑥大会当日全体会の会場参集、また動画配信期間内に全体会、分科会の動画視聴にてご参加ください。
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■受付期間
令和 3 年（2021 年）4 月 1 日（木）から 5 月 20 日（木）まで
■変更・取消の手続き
・申込締切日 5 月 20 日（木）まで
参加者ご自身にて、参加申込専用サイトから手続きをお願いいたします。
・5 月 21 日（金）以降
参加申込専用サイトのお問い合わせフォームから変更内容を送信ください。お電話での変更・取消はいたしかねます。

◆お申込み後の変更・取消について
■お客様のご都合により、お取り消しになる場合は、以下の取消料がかかります。
①取消日の基準は、弊社営業時間内（平日 9 時 30 分～17 時 30 分）とさせていただきます。
②取消･変更後の返金については、規定の取消料および所定の振込手数料を差し引いた金額を、ご指定の銀行口座へ
お振り込みさせていただきます。
事務手続き上、返金は大会終了後となることをあらかじめご了承ください。
③取消料は下記表の通りになります。
取消日

21 日前まで

20-8 日前まで

参加
宿泊

7-2 日前まで

前日

当日

無連絡不参加

50％

100％

お振り込み後 100％
無料

20％

30％

40％

◆新型コロナウィルス感染症対策
■全体会 会場参集
・感染状況等により、会場参集を中止し、動画配信のみにすることがあります。
・新型コロナウィルス感染予防のため、参集者の募集定員を500名（ホクト文化ホール1階収容定員1,197名）と
します。
・マスクの着用、アルコールによる手指の消毒をお願いします。
・発熱や咳など体調が悪い方は、参加の自粛をお願いします。受付にて検温を行います。
・感染が疑われる参加者が出た場合、保健所等の公的機関に協力し、必要な情報提供を行いますので、申し込み
の際に全体会会場参集者氏名、代表者住所・連絡先に誤りがないよう正確に入力してください。
・事前に新型コロナウィルス接触確認アプリ（COCOA）のインストールをお願いたします。
・その他、「新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドライン」等を踏まえ必要な対策を行います。

◆全体会会場について
■ホクト文化ホール
・長野市若里 1-1-3

℡ 026-226-0008

・長野駅東口より徒歩約 10 分。
＊駐車台数に限りがございます。長野駅周辺のコインパーキングをご利用ください。
＊新型コロナウィルス感染予防のため、参集者の募集定員を500名（1階収容定員1,197名）とします。
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◆宿泊について
本大会開催にあたり、宿泊ホテルをご用意しております。
■本宿泊プランは名鉄観光サービス㈱が旅行企画・実施するものであり、お申込みいただくお客様は当社と募集型企
画旅行契約を締結することとなります。
*最少催行人員 1 名
*添乗員 同行いたしません。
*この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定める旅行取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面
の一部になります。
*詳しい取引条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申し込みください。また詳しい旅行条件
は申し込み専用サイトでもご確認いただけます。
*旅行条件、旅行代金は令和 3 年（2021 年）2 月 28 日を基準としています。
■設定日
令和 3 年（2021 年）7 月 1 日（木）
■宿泊条件
1 泊朝食付 お一人様 税金・サービス料込み
■お申込みの際のご注意
*予約は先着順となります。
*ツイン（2 名様利用）をご希望の場合、同室者名を必ずご記入ください。
*前泊（6 月 30 日宿泊）のご相談も受けたまわります。
*禁煙・喫煙ルームのご希望については客室に限りがありますので、ご希望に沿えない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
■ホテル一覧
地区

善光寺口

善光寺口

善光寺口

地図番号

①

②

③

ホテル名

ホテルメトロポリタン長野

長野東急REIホテル

相鉄フレッサイン長野駅善光寺口

善光寺口

④

HOTEL NEW NAGANO NEXT

東口

⑤

ホテルメルパルク長野

東口

⑥

相鉄フレッサイン長野駅東口

客室タイプ

申込記号

宿泊料金

アクセス

シングル

1-S

¥13,500 ・長野駅善光寺口直結。

ツイン（2名利用）

1-T

¥10,000

ツイン（1名利用）

1-TS

¥18,000

ダブル（１名利用）

2-DS

¥12,000 ・長野駅善光寺口より徒歩約1分。

ツイン（2名利用）

2-T

ツイン（1名利用）

2-TS

¥13,000

シングル

3-S

¥10,000 ・長野駅善光寺口より徒歩約2分。

ツイン（2名利用）

3-T

ツイン（1名利用）

3-TS

¥12,500

シングル

4-S

¥10,000 ・長野駅善光寺口より徒歩約2分。

シングル

5-S

¥11,500 ・長野駅東口より徒歩約5分。

ツイン（2名利用）

5-T

¥10,000

ツイン（1名利用）

5-TS

¥15,500

シングル

6-S

¥10,500 ・長野駅東口より徒歩約1分。
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¥9,000

¥7,500

◆会場・ホテル案内図

◆個人情報の取り扱い
名鉄観光サービス㈱は、お申込みの際にご提出いただいた申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡に利用さ
せていただくほか、お申込みいただいた宿泊施設等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに必要な範囲内で利
用させていただき、必要な範囲内で当該機関及び手配代行業者等に提供いたします。また、大会主催者の要請に基づき、
名簿作成等のために情報を提供いたします。それ以外の目的でご提供いただく個人情報は利用いたしません。
※上記のほか、当社の個人情報取扱に関する基本方針については、当社店頭またはホームページにてご確認ください。

名鉄観光サービス㈱個人情報保護方針 【https://www.mwt.co.jp/info/kojinjohohogo.shtml】

◆お申し込み・お問い合わせ先
■旅行企画・実施

名鉄観光サービス株式会社 長野営業所
観光庁長官登録旅行業第 55 号 日本旅行業協会正会員 ポンド保証会員 旅行業公正取引協議会会員

〒381-0038 長野県長野市東和田 857-1 信州名鉄長野ビル
電 話：０２６－２４４－８５５７
担 当：原 ・ 小泉

ＦＡＸ：０２６－２１７－８１５１

営業時間：平日 9:30～17:30（土・日・祝日休業）
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営推 21-002

