
平成２９年７月2７日（木） ～ 2８日（金） 
 1日目〈7/27〉 開場 午前9時30分 

 2日目〈7/28〉 開場 午前8時30分 

 
  神戸ポートピアホテル ・ 神戸商工会議所 
 神戸ポートピアホテル 

   住所：〒650-0046 神戸市中央区港町中町6丁目10-1 

   電話：078-302-1111 

 神戸商工会議所 

   住所：〒650-8543 神戸市中央区港町中町6丁目1 

   電話：078-303-5801 

大会参加 
分科会・情報交換会・昼食・宿泊 

のご案内 

日 程 

会 場 

 神戸支店 

全国社会就労センター協議会結成４０周年記念大会 

平成29年度 全国社会就労センター総合研究大会（兵庫大会）  

           ☆申込みのご案内☆ 

 



  本書をご一読いただき、最終ページの「FAX専用申込書」へ必要事項をご記入の上、東武トッ 
  プツアーズ㈱神戸支店までFAXにてお申込みいただくか、大会専用申込みサイトへアクセスの 
    上、インターネットよりお申込み下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．お申込み方法・お支払い方法   

 
 

   １） インターネットWEBでお申込みの方 

        ☆お申込み方法：  上記URLよりお申込みください。 

        ☆お支払い方法：  １．クレジット決済/クレジットカード情報を入力して頂きますと、お支払いが完了 

                        いたします。 

                     ２．銀行振込/お支払ページに表示されている請求額を指定口座へお振込み下さい。 

                        誠に勝手ながら振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。 

    ２） ＦＡＸでお申込みの方 
        ☆お申込方法：  上記URLより研究大会ホームページ内の参加申込画面より、申込用紙をダウンロードして頂 

          くか、『大会参加のご案内』冊子の最終ページの別紙申込用紙に必要事項を記入の上、お申込み下さい。  

          FAX：０７８－２２１－１５６７ 

        ☆お支払方法：  申込み受付後、7月初旬に請求書を郵送いたします。 

                                      期日までにお振込みをお願いいたします。 

    ◎領収書は、お振込み時の控えをもって当社の領収書に代えさせていただきます。 

      別途参加費の領収書がご必要な場合は、メールまたはFAXにて希望する旨の記載をお願い致します。 

お申込みからお支払いまで 

お申込みは下記サイトからお願いいたします。 
★「全国社会就労センター総合研究大会 兵庫大会」申込みWEBサイト★ 

https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/hyogo-selp2017/ 

 【お申込み手続きの流れ】 

2) FAXでお申込みの方 

各種参加券、請求書 送付 

請求書到着後、お振込み 

FAX専用申込書を利用 

申
込
書
送
付
先 

お手続き完了 ～ 参加 

東武トップツアーズ株式会社 神戸支店 

FAX宛先：078-221-1567 まで 
 

営業時間：平日 9：00 ～ 18：00 
（土・日・祝日 休業となります。） 

  担当：平成29年度「全国社会就労センター 
      総合研究大会」係（泉田・小林）  

支払期限 ７月１４日 

申込締切日６月２９日 

送付物 ７月初旬頃 

支払期限 ７月１４日 

支払期限 ７月１４日 

1) インターネットWEBでお申込みの方 

お申込み後、７月１４日迄にオンライン 
クレジット・銀行振込にてお支払い 

大会参加券・分科会参加券などを 
お客様ご自身でプリントアウト 

 大会専用申込みサイトへアクセス 

申
込
先 

インターネットより下記のURLにアクセスしてください。 
大会専用サイトから「参加登録・申込み」が出来ます。 
ご案内に沿って必要事項をご入力ください。 
https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/hyogo-selp2017/ 

東武トップツアーズよりお申込み確認メール返信 

お手続き完了 ～ 参加 

申込締切日６月２９日 

支払期限 ７月１４日 
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        ☆参加登録完了後、申込代表者様宛に「参加登録完了通知」をFAXにてお送り致します。 

          申込書の到着後、随時ご登録手続きをさせて頂きますが、10日程要します。 

          万一弊社からのご連絡がない場合は、お手数をお掛け致しますが、ご一報頂けましたらと存じます。 

   ３） 参加申込み締切日  ★平成２９年６月２９日（木）★ 
 

２．参加券等の送付について 

   １） インターネットWEBでお申込みの方 

        ☆『大会参加券』・以下お申込該当者様のみ『分科会参加券』・『宿泊券』・『情報交換会参加券』・ 

 『お弁当引換券』等につきましては、７月中旬以降大会申込みWEBサイトのマイページからお客様ご自身で 

          プリントアウトをしていただきます。（郵送はございません。） 

 詳細につきましては、７月中旬以降に追ってご連絡させていただきます。  

   ２） FAXでお申込みの方 

        ☆『大会参加券』・以下お申込該当者様のみ『分科会参加券』・『宿泊券』・『情報交換会参加券』・ 

 『お弁当引換券』等につきましては、７月初旬頃に、お申込者または申込代表者様宛にご請求書と一緒に 

 ご郵送させていただきます。お支払期限は、7月14日（金）までとなります。 

 

３．大会参加・分科会・情報交換会・昼食・宿泊のご案内   
   １） 大会参加費 （事務局からの要請で大会参加費等を代行収受しております。） 

        ☆主催団体会員施設・事業所： （1名様につき）１５，０００円 
        ☆未加入施設・事業所：      （1名様につき）３８，０００円 
        ☆注意事項                

           ＊申込み締切日以降の参加取消については、参加費のご返金はいたしません。 

             大会終了後、資料をお送りさせていただきますので、予めご了承ください。 

           ＊行政職員および社協役職員、利用者本人及びそのご家族の方は主催団体会員施設・事業所の 

      参加費を適用致します。 

           ＊永年勤続表彰、特別表彰を受けられる方で、表彰式のみに参加される方は参加申込みは不要です。 

             表彰式以外のプログラムに参加される場合は参加申込み及び参加費が必要です。 

   ２） 分科会（事業別部会等）のご案内 

        ☆各分科会(事業別部会等)とも参加人員が限られておりますので先着順に受付させていただきます。 

         （お申込みの際は第２希望までご選択ください。） 

        ☆分科会では、6～8人のグループに分かれてのディスカッション(討議)を行います。グループ編成は事前に 

                  行います。当日の運営を円滑に進めるためにも、分科会を欠席される場合は、申込みとあわせて事前に 

                  ご連絡ください。（分科会希望欄に“欠席”と必ず明記ください。） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

申込記号 分科会名 対象となる施設・事業所 

１ 第１分科会（事業別部会） 生保・社会事業部会 生保・社会事業授産施設 

２ 第２分科会（事業別部会） 雇用事業部会 就労継続支援Ａ型事業所 

３ 第３分科会（事業別部会） 就労継続支援事業部会 就労継続支援Ｂ型事業所 

４ 第４分科会（事業別部会） 就労移行支援事業部会 就労移行支援事業所 

５ 第５分科会（事業別部会） 生産活動・生活介護事業部会 
生活介護事業所 
地域活動支援センター 

６ 第６分科会  くらす検討会 グループホーム、施設入所支援 
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   ３） 情報交換会（結成40周年記念パーティー）のご案内 

        ☆日  程： 平成29年７月27日(木)  開宴18:30～（開場18:00）／閉宴20:30 

                 ＊時間は予定につき、変更になる場合がございます。参加券等にてご確認ください。 

        ☆会  場： 神戸ポートピアホテル   

        ☆参加費： 10,000円(税込) 
        ☆事前申込みのみとなります。当日の参加申込みはお受けできませんのでご注意ください。 

   ４） ご昼食（お弁当）のご案内 （旅行契約ではありません。）  

        ☆設定日： 平成29年  7月27日(木)  ・  7月28日(金) 

        ☆料  金： 1食につき、1,500円(紙パックお茶付・税込) 

        ☆会場周辺には食事施設が少なく混雑が予想されますので、ご昼食(お弁当)の申込みをお勧め致します。  

   5）ご宿泊のご案内 〈東武トップツアーズ㈱の募集型企画旅行です〉 

       研究大会会場(神戸ポートピアホテル)及び周辺の宿泊ホテルをご用意いたしました。 

       ご希望の方は、申込書の宿泊欄に、申込記号を明記ください。 

       ホテルの位置関係につきましては、４・５頁の会場ホテル地図をご参照ください。 

        ☆宿泊設定日：平成２９年  ７月２６日（水） ・ ７月２７日（木）   

        ☆お申込み順でのご手配とさせて頂きますので、ご希望に添えない場合もございます。                

           ＊第1・第2希望共にご希望のホテルが満室の場合には代替案をご提示させて頂きます。 

        ☆宿泊代金について(1泊朝食付・サービス料込のお一人様料金です。） 

           ＊朝食をお召し上がりにならなかった場合でも、その分のご返金は出来ませんのでご了承ください。 

        ☆ツインルームをご希望の場合は、同室希望者名の欄に同室の方のお名前を必ずご記入ください。 

        ☆駐車場をご利用される場合は、各ホテル規定の駐車料金が別途必要となります。 

        ☆添乗員は同行いたしません。ご自身での宿泊手続きにてお願い致します。(最少催行人員1名) 

 

 

 

 

 

申込
記号 

ホテル名 
地図
番号 

部屋ﾀｲﾌﾟ 宿泊料金 
お一人様あたり 

アクセス 

1－S 
神戸ポートピアホテル ① 

ツイン 11,000円 
ﾎﾟｰﾄﾗｲﾅｰ「市民広場」駅直結 

1－T ｼﾝｸﾞﾙﾕｰｽ 18,500円 

2－S 
アリストンホテル神戸 ② 

ツイン 10,000円 
ﾎﾟｰﾄﾗｲﾅｰ「みなとじま」駅から徒歩5分 
ﾎﾟｰﾄﾗｲﾅｰ「市民広場」駅から徒歩5分 

2－T ｼﾝｸﾞﾙﾕｰｽ 12,000円 

3－S ホテルパールシティ神戸 ③ シングル 11,500円 ﾎﾟｰﾄﾗｲﾅｰ「中埠頭」駅から徒歩4分 

4－S ホテルサンルートソプラ神戸 ④ シングル 16,000円 ﾎﾟｰﾄﾗｲﾅｰ「貿易ｾﾝﾀｰ」駅から徒歩2分 

5－S ホテル1-2-3神戸 ⑤ シングル 9,000円 ﾎﾟｰﾄﾗｲﾅｰ「貿易ｾﾝﾀｰ」駅から徒歩5分 

6－S 神戸三宮東急REIホテル ⑥ シングル 12,800円 JR「三ノ宮」駅から徒歩2分 

7－S ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ神戸三宮 ⑦ シングル 12,500円 JR「三ノ宮」駅から徒歩7分 

8－S アパホテル神戸三宮 ⑧ シングル 14,500円 JR「三ノ宮」駅から徒歩6分 

9－S 神戸三宮ユニオンホテル ⑨ シングル 10,000円 JR「三ノ宮」駅から徒歩10分 

10－S ヴィラフォンテーヌ神戸三宮 ⑩ シングル 12,500円 JR「三ノ宮」駅から徒歩4分 
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＜大会会場のご案内＞ 

神戸 

ポートピア 

ホテル 

神戸ポートピアホテル 

【神戸ポートピアホテル】 
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-10-1 

TEL：078-302-1111 

（ポートライナー「市民広場」駅直結） 

【神戸商工会議所】 
〒650-8543 神戸市中央区港島中町6-1 

TEL：078-303-5801 

（ポートライナー「市民広場」駅から徒歩5分） 

神戸商工 

会議所 

＜拡大図＞ 
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＜宿泊施設マップ＞ 

ポートアイランドエリア 

① 神戸ポートピアホテル 

② アリストンホテル神戸 

③ ホテルパールシティ神戸 

三ノ宮周辺エリア 

④ ホテルサンルートソプラ神戸 ⑧ アパホテル神戸三宮 

⑤ ホテル1-2-3神戸 ⑨ 神戸三宮ユニオンホテル 

⑥ 神戸三宮東急REIホテル ⑩ ヴィラフォンテーヌ神戸三宮 

⑦ ダイワロイネットホテル神戸三宮 

６ 

５ 

４ 

３ 
２ 

１ 

７ 

８ 
９ 
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   6）変更・取消について 〈東武トップツアーズ㈱の募集型企画旅行です〉 

       参加（参加者の変更を含む）・宿泊・情報交換会・お弁当の変更および取消は、申込書またはそのコピーの 

       備考欄にその旨をご記入のうえ、必ずFAX(０７８-２２１-１５６７)による書面にてご連絡ください。  

       インターネットWEBで申込みのお客様は、マイページより変更・取消しの手続きをお願いします。 

       お申込み後、お客様の都合による取消しの場合は、下記の取消料がかかりますので、予めご了承願います。         

  

        ☆宿泊・情報交換会・昼食の取消料                

         

 

 

 

 

 

 

 

           
          注１）宿泊当日、14時までに当支店または宿泊施設に取消しの連絡がない場合は、無連絡不参加として 
               取扱い、１００％の取消料を申し受けます。 
          注２) 取消日は、弊社の営業時間・日を基準とし、お取消連絡を受け付けた日となります。 
 

      ■募集型企画旅行契約 

        本研究大会の「宿泊」は、東武トップツアーズ㈱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、 
         当社の募集型企画旅行契約を締結することになります。 
        詳しい旅行条件は別にお渡しするご旅行条件書をご確認ください。 
        本大会にかかわる宿泊の旅行条件は、平成２9年4月1日を基準としています。 
        「研究大会」につきましては、社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会就労センター協議会の主催 
              （認定特定非営利活動法人 日本セルプセンター、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会、近畿社会就労 
               センター協議会、兵庫県社会就労センター協議会との共催）となります。 
 
      ■個人情報の取扱いについて(重要) 

        東武トップツアーズ㈱は、お申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や、旅行手配の 
        ために必要な範囲内での輸送・宿泊機関・保険会社等の提供するサービスの手配および受領のための手続き 
        に利用させていただく他、必要な範囲内で当該機関、手配代行者および大会主催者に提供いたします。 
        それ以外の目的では利用いたしません。 
          ※上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針につきましては、当社のホームページでご確認ください。 
            当社ホームページ  http://www.tobutoptous.co.jp  
                                                            承認番号 客国17-204 

 

 

      ≪旅行企画・実施≫ 

       東武トップツアーズ㈱神戸支店  
        担 当： 小林 ・ 泉田 
        観光庁長官登録旅行業第38号  一般社団法人日本旅行業協会正会員  ボンド保証会員   
        総合旅行業務取扱管理者： 岩木 克也 
        〒６５１－００８７  兵庫県神戸市中央区御幸通６-１-２０  ジイテックスアセントビル３階 
        TEL ０７８－２２１-１１００    FAX ０７８－２２１-１５６７ 
        受付時間： 平日／９：００～１８：００（土日祝日は休業とさせていただきます） 
                E-mail：hyogo-selp2017@tobutoptours.co.jp 
 

            

        

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取消日（注2） 宿泊 情報交換会 昼食 

旅行日の前日
から起算して 
さかのぼって 

８日目にあたる日まで 
２０％ 

無料 
無料 

７日目から２日目にあたる日まで ２０％ 

前日 ４０％ 

１００％ １００％ 当日（注１） ５０％ 

旅行開始後、又は無連絡不参加 １００％ 

お申込み・お問合せ 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。 
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