
謹啓 皆様方には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
この度、「第7２回 都市計画全国大会」が香川県高松市において開催されますことを心より歓迎申し上げます。
本大会にご参加されます皆様方のご便宜をお図りするため、ご宿泊等のお世話を弊社東武トップツアーズ㈱高松
支店がお手伝いさせていただくことになりました。
本大会が有意義かつ盛会となりますよう、心を込めて準備させて頂いております。
つきましては、下記申込要項をご参照の上、是非お申込頂きますようお願い申し上げます。
皆様方のご来県を心よりお待ち申し上げております。

謹白

東武トップツアーズ株式会社高松支店

支店長 清水 清隆

大 会 参 加 登 録 ・ 宿 泊 ・ お 弁 当 ・ 交 通 の ご 案 内

１．お申込み手続きのご案内
（１）お申込方法

お申込は、インターネット上のお申込サイトへの入力により、お手続願います（詳細は下記）。
大会申込用ホームページ https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/toshikeikaku72/
宿泊・現地調査コースについては、お申し込みサイトに記載の旅行条件書を予めご確認の上 お申込下さい。

（２）お申込締切日 令和２年９月１８日（金）

（３）お申込先

旅行企画・実施（お申込・お問合せ先） 客国２０－１８２
観光庁長官登録旅行業第３８号 JATA正会員 ボンド保証会員

東武トップツアーズ株式会社高松支店『第７２回都市計画全国大会』係
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10 高松寿町プライムビル８階
TEL (087) 851-6666 FAX(087) 851-6535
担当者：三好 智 ・ 大住 香里 E-mail:toshikeikaku72@tobutoptours.co.jp
営業日：平日（土日祝日休業） 営業時間：９：３０～１７：３０
総合旅行業務取扱管理者：清水 清隆

お 申 込 手 続 の 流 れ

大会申込用ホームページアドレスよりお申込みください。
https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/toshikeikaku72/

※申込や支払に関する質問、要望等についても、上記にお問合せください。

お申込サイト

「はじめての申込はここを
クリック」により申込代表者
を入力した後、参加申込
等の入力をしてください。

https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/toshikeikaku72/
https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/toshikeikaku72/


２．会議参加費のご案内 ※会議参加費は大会運営事務局からの依頼に基づき、東武トップツアーズ㈱が
代行収受するものです。旅行契約に該当しません。

１）期 日 ： 令和２年１０月２２日（木）１０：００ ～ １７：００（９：００より受付開始予定です）
令和２年１０月２３日（金）８：3０頃 ～ １７：００頃 現地調査（詳細は7ページ参照）

２）大会会場 ：レクザムホール小ホール（会議・部会ともにレクザムホールにて開催）

３）会議参加費（10月2２日）：11,000円（内訳：会議配布資料・大会報告書代9,800円昼食代1,200円）
※昼食につきましては、大会運営事務局でご用意した弁当（有料・会議参加費に含む）以外は、大会運営上、
会場への持込は不可とさせていただきます。休憩時間が限られていますので、大会運営事務局で用意する弁当を
ご利用ください。

３.現地調査のご案内
現地調査コース（10月2３日）：旅行代金 お一人あたり 7,000円 （昼食付 1,200円を含む）
※現地調査は、参加者を２つのグループに分け、同じ視察先を訪問する順序を逆にして視察を行う。
※昼食につきましては、現地調査の円滑な進行を図る必要がありますので、大会運営事務局でご用意する
昼食弁当をご利用ください。お弁当は旅行契約に該当しません。

※現地調査は東武トップツアーズ㈱の募集型企画旅行です。コースについては８ページをご覧ください。
利用予定バス会社：大川バス、四国中央観光バス 添乗員同行・最少催行人員：１名

※旅行代金に含まれるもの
・貸切バス代金、有料道路代金、駐車料金、入場拝観料金、弁当代金、添乗員同行費用、
乗務員に関わる経費、上記に掛かる消費税相当額

※旅行代金に含まれないもの
・旅程以外に行動した場合の費用、個人的性格の諸費用（追加飲食費用等）、
傷害・疾病に係る医療費等

４．大会会場等：交通アクセスのご案内
１）レクザムホール小ホール（香川県高松市玉藻町９－１０） ［3ページ、15ページ、17ページ、18ページ］

※JR高松駅より、徒歩8分

２）現地調査集合場所：JR高松駅バスターミナル１３番乗り場 ［16ページ］

◇アクセスのご案内 高松空港・高松駅からレクザムホールまでの所要時間。
＜タクシー利用＞ 高松空港 →🚙：約40分 →レクザムホール
＜徒歩利用＞ 高松駅 →👣：約８分 →レクザムホール

５．請求書および領収証について
１）「請求書」は、申込みサイトより発行可能です。10月２日（金）までにお支払いください。
２）お支払い後、申込サイトより大会参加券、1日目弁当券、現地調査参加券（弁当付）、

宿泊利用券を発行できます。印刷して当日お持ちください。
尚、ネームカードを10月12日（月）頃に発送しますので、当日必ずお持ちください。
受付時に必要です。ケースは会場でご用意しております。

３）「領収証」は、大会終了後に、下表により申込代表者に一括送付します。

種類 請求書及び領収書の但し書き 金額 発行例

A 会議参加費（会議配布資料等） 9,800円 全日程参加の場合

→A・B・C・Dを発行

1日目のみ参加の場合

→A・Cを発行

B 現地調査費（バス借上等） 5,800円

C 10/22 昼食代 1,200円

D 10/23 昼食代 1,200円



６．宿泊ホテルのご案内
期 日 ： 令和２年１０月２１日（水）・２２日（木）２泊 ※1泊のみも可能です。
宿泊代金 ： １泊朝食付 お一人様あたり サービス料・税金込み
※下記宿泊プランは東武トップツアーズ㈱高松支店が企画・実施する募集型企画旅行となります。
最少催行人員１名、添乗員は同行しません。

地図
番号

ホテル名 部屋タイプ 宿泊代金
申込
記号

高松駅からの
所要時間

備 考

① 東宝イン高松 シングル 6,200円 A タクシー5分

② ザ・セレクトン高松 シングル 7,000円 B タクシー５分 無料駐車場有
（台数限り有）

③
高松国際ホテル
※（10/21のみ手配）

シングル 8,500円 Ｃ タクシー1５分 無料駐車場有
（台数限り有）

④ 高松シティホテル シングル 9,000円 Ｄ タクシー８分

⑤ 高松東急REIホテル シングル 12,500円 Ｅ 徒歩７分

⑥ JRクレメントイン高松 シングル 12,800円 Ｆ 徒歩１分

※ご希望のホテルや部屋タイプが満室の場合がございますのでご了承ください。
※ツインをご希望の場合は直接、弊社へお問い合わせください。
※部屋につきましては、基本禁煙にてご用意いたします。
但し、やむを得ず喫煙のお部屋を消臭対応にてご提供させて頂く場合もございますのでご理解賜りますよう
お願い致します。
※朝食のキャンセルはお受けできませんので予めご了承ください。
※ホテルでの電話代など個人勘定に伴う費用はチェックアウトの際に直接宿泊施設へお支払いください。
駐車場に関する予約・お問い合わせは宿泊施設決定後、直接施設へお尋ねください。

☆GO TO トラベルキャンペーンについて☆
・上記宿泊代金は、GO ＴOトラベル事業適用前の料金です。
GO TOトラベル事業支援金を差し引いた宿泊代金については大会申込用ホームページの
申込サイトにてご案内させて頂きます。

宿泊施設案内（地図）は１５ページをご参照ください



取消日

旅行開始日の前日
から起算して 前日 当日

旅行開始後・
無連絡不参加

7日前～2日前

取消料 ３０％ ４０％ ５０％ １００％

取消日
利用日の
3日前まで

利用日の
2日前から

取消料 無料 1０0％

８．お申込後の変更・取消について
お申し込み後に取消をされた場合に下記の通り取消料がかかります。
会議参加費についてのお取消は大会前日１０月２1日（水）まで承り、後日返金致します。
※お申込後の変更・取消はウェブ上にてご自身で行ってください。取消料が発生する期間からの変更・取消はメールもしくは
ＦＡＸで担当者にご連絡をお願いいたします。お電話でのお取り消し、変更受付は致しかねます。予めご了承ください。

※取消等のお申し出の受付は当社の営業日・営業時間内とします。営業時間終了後に受信したＦＡＸは 翌営業日の
受付となります。

※宿泊について契約成立以降に解除される場合は、１泊ごとに下記の取消料を申し受けます。

＜取 消 料＞

【会議参加費取消料】

【現地調査コース】

【宿泊プラン取消料】

【弁当取消料】

取消日
旅行開始日の前日から起算して

前日 当日
旅行開始後・
無連絡不参加10日前～8日前 7日前～2日前

取消料 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％

取消日
利用日の
前日まで

利用日の
当日

取消料 無料 1０0％

7.お支払いについて
①銀行振込
大会参加登録ホームページ内、「支払」より銀行振込を選択してください。その時に発行される振込受付番号を
振込名義人名の前に記載お願いします。（請求書の郵送はありません）

◎振込先口座 みずほ銀行 東武支店 当座 ９９１５０９５
◎口 座 名 東武トップツアーズ株式会社

※振込手数料はご負担くださいますよう、お願いいたします。

②クレジットカード決済
大会参加登録ホームページ内、「支払」よりクレジットカードにてオンライン決済がご利用頂けます。（手数料不要）

☆大会参加費等支払締切 令和２年１０月２日（金） １５:００まで



9．宿泊先・会場地図

高松駅周辺地区

高松市広域図



１０．バスターミナル地図

2日目：現地調査出発地の地図



各方面から会場までの地図

※高松空港リムジンバスは航空機のフライトスケジュールに合わせて運行します。
高松駅へお越しのバスは、空港到着便に合わせて運行しており、空港への帰りの
バスは国内線出発便の約４０分前～１時間前に空港到着を予定して運行おります。

現在、コロナウイルスの影響により運行時間が不確定な為、誠に恐れ入りますが、
利用される際は、高松空港のホームページ等でご確認ください。



高松空港時刻表

※7月現在の予定時刻です。変更になる場合がございます。

コロナウイルスの影響により航空機のフライトスケジュールが不確定な為、
誠に恐れ入りますが、利用される際は、各航空会社のホームページ等で
ご確認ください。

高松出発 出発時刻 到着時刻 航空会社・便名 高松到着 出発時刻 到着時刻 航空会社・便名

東 京 7:20 8:35 JAL474 東 京 7:35 8:50 ANA531

（羽田） 7:35 8:55 ANA532 （羽田） 7:40 8:55 JAL475

9:35 10:55 ANA534 9:25 10:40 JAL477

9:35 10:55 JAL476 9:40 10:55 ANA533

11:20 12:40 JAL478 11:25 12:45 ANA535

13:30 14:50 ANA536 11:45 13:00 JAL479

13:45 15:10 JAL480 13:25 14:40 JAL481

15:20 16:45 JAL482 14:05 15:20 ANA997

16:05 17:25 ANA998 15:15 16:30 JAL483

17:20 18:45 JAL484 17:35 18:50 ANA537

17:50 19:10 ANA538 18:05 19:20 JAL485

19:35 20:55 ANA540 19:55 21:15 ANA539

20:05 21:25 JAL486 20:15 21:30 JAL487

沖 縄 11:40 13:40 ANA1621 沖 縄 14:50 16:45 ANA1622

成 田 10:05 11:30 ｼﾞｪｯﾄｽﾀｰ410 成 田 07:55 9:50 ｼﾞｪｯﾄｽﾀｰ411

15:55 17:20 ｼﾞｪｯﾄｽﾀｰ414 14:55 16:35 ｼﾞｪｯﾄｽﾀｰ415

19:25 20:50 ｼﾞｪｯﾄｽﾀｰ418 18:00 19:35 ｼﾞｪｯﾄｽﾀｰ419






