
 

 

 

この度第３３回全国介護老人保健施設大会が兵庫県で開催される運びになりましたことを心よりお慶び

申し上げます。私ども東武トップツアーズが大会にご参加されます皆様の参加申込・宿泊・お弁当などの

お世話をさせていただくこととなりました。 

スタッフ一同総力を挙げてこれに取り組み、万全の準備を致し、ご満足頂ける大会となりますよう誠心

誠意努める所存でございます。 

東武トップツアーズ株式会社 神戸支店 

 

 

 

「第３３回全国介護老人保健施設大会 兵庫」専用申込サイトからお申込みをお願いいたします。 

 

URL: https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/roken33/ 
 

◎お申込期間：令和 4 年 4月 13 日（水）正午 ～ 8月 5日（金）正午まで 

 

宿泊お申込みの際は、大会受付システムに掲示された「旅行条件書」をご確認いただきお申込みください。 

 

 

 

◎大会参加費： 会員／16,000円  非会員／26,000円 

※『会場参加』・『WEB参加』でも大会参加費は同料金となります。 

※入金後の大会参加費の返金はできませんので予めご了承ください。 

 

 

 

ご案内する宿泊は東武トップツアーズ（株）神戸支店が取扱う募集型企画旅行です。大会申込みサイト

に掲示された旅行条件書をお読みいただいた後、お申込みください。 

 

◎宿泊設定日：令和 4年 ９月２１日（水）・２２日（木）・２３日（金）  

 

◎旅行（宿泊）代金：１泊朝食付、消費税・サービス料を含む１名様あたりの料金です。 

その他：①朝食が不要の場合でもご返金はできかねます。   

②最少催行人員は１名様、添乗員は同行いたしません。 

③チェックイン手続きはご自身で行っていただきます。 

【宿泊予約についての注意点】 

 宿泊予約は先着順となります。部屋数に限りがございますので、ご希望に添えない場合もございます。 

 全館禁煙のホテル以外は禁煙・喫煙の確約はできません。禁煙ご希望の場合、喫煙室の消臭対応にな

る場合もございます。（全館禁煙ホテルは下記一覧表にてご確認ください） 

 ホテル１２３神戸の朝食はホテルによる無料サービスです。 

 

第 33回全国介護老人保健施設大会 兵庫 

（大会参加・宿泊・お弁当・ランチョンセミナー）のご案内 

お申込み方法 

大会参加のご案内（旅行契約に該当しません） 

宿泊のご案内（募集型企画旅行契約） 



【宿泊ホテル一覧表】

NO
宿泊

地区
ホテル名 宿泊設定日 部屋タイプ

お一人様

旅行(宿泊)代金
禁煙・喫煙 最寄り駅からの所要時間

シングル ¥18,500

ツイン ¥11,000

2 ホテルパールシティ神戸 9/21(水)・22(木)・23(金) シングル ¥9,500
禁煙・喫煙

おまかせ
ポートライナー中埠頭駅から徒歩3分

3
センチュリオンホテル

ヴィンテージ
9/21(水)・22(木)・23(金) シングル ¥9,200 全室禁煙 ポートライナー中公園駅から徒歩6分

4 ユ二ゾイン神戸三宮 9/21(水)・22(木)・23(金) シングル ¥11,000 全室禁煙 JR三ノ宮駅から徒歩9分

5 グリーンヒルホテルアーバン 9/21(水)・22(木)・23(金) シングル ¥9,500 禁煙・喫煙 JR三ノ宮駅から徒歩10分

6
神

戸
ホテルクラウンパレス神戸 9/21(水)・22(木)・23(金) シングル ¥11,000 禁煙・喫煙 JR神戸駅から徒歩2分

7 神戸ポートタワーホテル 9/21(水)・22(木)・23(金) シングル ¥8,800 禁煙・喫煙 JR元町駅から徒歩8分

8 神戸元町東急REIホテル 9/21(水)・22(木)・23(金) シングル ¥11,000 全室禁煙 JR元町駅から徒歩3分

9
ザ・ビー神戸

（バスタブ無／シャワーブース有）
9/21(水)・22(木)

ツインの

シングルユース
¥8,800 全室禁煙 JR三ノ宮駅から徒歩5分

10 神戸トアロードホテル山楽 9/21(水)・22(木) シングル ¥9,900 全室禁煙 JR三ノ宮駅から徒歩10分

シングル ¥11,500

ツイン ¥8,000

12 ホテルモントレ神戸 9/21(水)・22(木) シングル ¥12,000 全室禁煙 JR三ノ宮駅から徒歩6分

13 神戸ルミナスホテル三宮 9/21(水)・22(木)・23(金) シングル ¥9,900 全室禁煙 JR三ノ宮駅から徒歩5分

14
レムプラス神戸三宮

（バスタブ無／シャワーブース有）
9/21(水)・22(木)

ダブルの

シングルユース
¥10,500 全室禁煙 JR三ノ宮駅西口　直結

15 相鉄フレッサイン神戸三宮 9/21(水)・22(木)・23(金) シングル ¥11,500 全室禁煙 JR三ノ宮駅から徒歩3分

16 ヴィラフォンテーヌ神戸三宮 9/21(水)・22(木) シングル ¥10,500 全室禁煙 JR三ノ宮駅から徒歩4分

17 サンサイドホテル 9/21(水)・22(木)・23(金) シングル ¥8,200 禁煙・喫煙 JR三ノ宮駅から徒歩5分

18 ホテル123 9/21(水)・22(木)・23(金) シングル ¥7,800 禁煙・喫煙 JR三ノ宮駅から徒歩7分

19 三宮ユニオンホテル 9/21(水)・22(木)・23(金) シングル ¥8,800 全室禁煙 JR三ノ宮駅から徒歩10分

全室禁煙

ポートライナー市民広場駅から徒歩3分

三宮駅から無料シャトルバスで20分

（予約不要）
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神戸ポートピアホテル 9/21(水)・22(木)・23(金)

新

神

戸

元

町

全室禁煙 JR三ノ宮駅から徒歩7分

三

　

宮

11
ホテルモンテエルマーナ神戸

アマリー
9/21(水)・22(木)



 

 

共催ランチョンセミナーは別途事前申込みが必須です。（先着順） 

どちらかの日程をお選びの上お申込みください。両日参加はできません。 

セミナー内容については企業決定後、申込受付等大会ホームページに掲載いたしますのでご確認ください。 

 

◎設定日：令和 4年 9月 22 日（木）12：40～13：20 / 9 月 23日（金）12：10～12：50 

◎お申込期間：令和 4年 7 月 7 日（木）正午 ～ 8 月 5日（金）正午まで（先着順） 

◎セミナー参加費用無料（お弁当・お茶付） 

◎定員になり次第受付を終了させていただきます。 

 

 

 

◎お弁当設定日：令和 4年 9 月 22 日（木） / 9月 23 日（金） 

◎料金：1食につき 1,300円 （お茶付き・税込） 

◎お申込期間は、ランチョンセミナーと同様です。 

◎お弁当とランチョンセミナーの重複申込はなさらないようご注意ください。 

 

 

 

 ◎お支払い方法は『銀行振込』または『クレジットカード払い』にてお願い致します 

◎お支払期間：令和 4年 7 月 20日（水）正午～ 令和 4年 8月 22 日（月）正午まで 

 

【銀行振込みの場合】 

◎振込先：みずほ銀行 東武支店 当座 7821565 東武トップツアーズ株式会社 

※上記申込みサイトからマイページへログイン後、「支払」をクリックし今回お支払いをする項目に

チェックを入れて、「支払」を押してください。支払方法を「銀行振込」で確定しますと『WEB請

求書』を発行することができます。郵送はございません。 

※振込手数料は、お申込者のご負担となります。 

※お振込みの際は、所属先名及び申込者名を明記ください。 

 

【クレジットカード払いの場合】 

※上記申込みサイトからマイページへログイン後、『支払い』メニューより決済手続きをお願いしま

す。お支払は 1回払いのみとなります。 

※利用出来るカードは、Visa、MasterCard、JCB、AmericanExpress、DinersClubとなります。 

※お支払い後の、変更・取消は一切できませんのでご注意ください。 

※WEB請求書は発行できませんのでご了承ください。郵送はございません。 

 

※入金後の大会参加費の返金はできませんので予めご了承ください。 

大会参加費は会場参加者も WEB参加者も同額となります。 

入金後の参加方法の変更（会場参加から WEB参加など）は可能ですので、是非ご参加ください。 

 

 

ランチョンセミナーのご案内（旅行契約に該当しません） 

お弁当のご案内（旅行契約に該当しません） 

参加費等の入金について 



 

 

 令和 4年 8月 5日（金）正午までは必ず大会申込みサイトより行ってください。 

 8 月 5 日（金）正午以降は大会申込みサイトのお問合せフォームから変更・取消内容をご連絡くださ

い。 

 お電話での変更・取消は承っておりませんのでご了承ください。 

 なお返金が生じた場合は、大会終了後にご返金させていただきますが、大会参加費の返金はできませ

ん。 

 下記取消料は、お申し出いただいた日が弊社営業日・営業時間内を基準として適用いたします 

 

【宿泊のお取消について】 

 宿泊については、申込数分が１つの募集型企画旅行となりますので、契約成立以降解除される場合は

合計宿泊代金に対し下記の取消料を申し受けます。 

 ご宿泊当日 12 時までに当支店または宿泊施設に取消連絡の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。予めご了承ください。 

 営業時間外にいただいたお申し出は翌営業日の取り扱いとなります。 

 間際の取消で弊社が休業または営業時間外の場合、宿泊施設に直接ご連絡いただき、取消の旨をお伝

えください。その後翌営業日に弊社までご連絡ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【お弁当のお取消について】 

 

 

 

 

 

 

大会参加・宿泊およびお弁当の申込方法についてご不明な点がありましたら、下記に記載の東武トップ

ツアーズ（株）神戸支店までお問い合わせ下さい。 

（大会参加費用は大会事務局に代わって東武トップツアーズ（株）神戸支店が申込みを代行・収受するものです） 

 

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大等により、大会の延期または中止が決定された場合は、ご登録いただい

た個人情報やお支払いいただいた参加費等の取り扱い情報を大会ホームページに掲載するとともに、お申

込み代表者様宛にご案内いたします。 

 

旅行契約の解除期日 取消料 

旅行開始日の前日から ８日前まで 無料 

起算してさかのぼって ７日前～２日前 20% 

旅行開始日前日の解除 40% 

旅行開始日当日の解除 100% 

旅行開始後の解除または無連絡不泊 100% 

取消日 取消料 

3日前まで 無料 

2日前から 50% 

前日または無連絡 100% 

変更・取消について 

新型コロナウイルスの感染拡大による対応について 



 

 

登録の際にご入力いただいた個人情報は、参加及び演題登録等本大会の運営のために大会事務局と共同

で利用します。その他、お客様との連絡や、お申込みいただいた内容において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の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ます。 

なお、当大会の個人情報の取扱いについては大会ホームページでご確認いただき、旅行に関する個人情報

の取扱いについては、旅行条件書にてご確認ください。 

 

 

旅行企画・実施（申込・お問合わせ先） 

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 神戸支店  

『第 33回全国介護老人保健施設大会 兵庫 受付』係 

〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通 6－1－20 ｼﾞｲﾃｯｸｽｱｾﾝﾄﾋﾞﾙ 3階 

TEL：078-242-6004 

E-mail：roken33hyogo@tobutoptours.co.jp 

総合旅行取扱管理者：水谷雅彦 

営業時間 平日／9：30～17：30 （土・日・祝日休業）      

個人情報の取扱いについて 

客国 22－097 


