
令和元年度全国学校保健・安全研究大会 募集要項 

（参加登録・宿泊・弁当のご案内） 

令和元年 7月 

 

令和元年度全国学校保健・安全研究大会ご参加の皆様 

 

 

株式会社日本旅行埼玉支店 

 

 

株式会社日本旅行埼玉支店では、令和元年１１月２１日・２２日にさいたま市で開催

される「令和元年度全国学校保健・安全研究大会」における「参加申し込み」「宿泊の

手配」等を標記大会実行委員会から受託いたしました。 

つきましては、下記のとおりご案内させていただきます。 

 

記 

 

１ 大会概要 

（１）開催期日  令和元年１１月２１日（木）・２２日（金） 

（２）開催場所  ソニックシティ（埼玉県さいたま市） 

（３）資料代   ３，０００円 

 

２ 大会参加申込について 

（１）申込方法 

専用ホームページからお申し込みください。 

ホームページアドレス： 

https://va.apollon.nta.co.jp/2019zengakuhoken/ 

※参加証は登録のメールアドレスに大会の２週間前をめどに送付します。 

 印刷し当日お持ちください。 

 

（２）申込期間 

令和元年７月２２日（月）午前９時から令和元年９月３０日（月）午後５時まで 

※期間中は 24時間申込・変更が可能です。 

（３）決済方法 

ア 支払い期限 

令和元年１０月１１日（金） 

イ 支払い方法 



①請求書記載の振込先への振込み（振込手数料は各自のご負担となります。） 

②ホームページからクレジットカードによる支払い 

③コンビニでの支払い 

ウ 領収書の発行 

入金が確認後、ホームページから領収書の発行が可能となります。 

手書の領収書が必要な場合は日本旅行担当者まで電子メールでご依頼ください。 

  ※変更･取り消しにより生じた減額分は大会終了後返金先の口座へお振込となり 

   ます。 

 

３ 宿泊（募集型企画旅行契約）・弁当の手配について 

今大会開催に当たり、参加者の宿泊施設を以下のようにご用意いたしております。 

（１）宿泊 

ア 宿泊設定日 

令和元年１１月２０日（水）【前泊】 

令和元年１１月２１日（木）【当日泊】 

令和元年１１月２２日（金）【後泊】 

イ 行程 

出発地（ご自宅）⇒各自⇒宿泊ホテル/宿泊ホテル⇒各自⇒到着地（ご自宅） 

※添乗員は同行いたしません。 

※料金は全て 1泊朝食付きサービス料税込み 

ウ 宿泊ホテル 

別紙のとおり 

エ 取消料 

取消日 ４日前まで ３日前 ２日前 前 日 
当日 

（無連絡） 

宿泊 無料 20% 20% 50% 100% 

 

（２）お弁当について 

ア 設定日 

令和元年１１月２２日（金） 

イ 料金 

お弁当１個当たり￥１，０００（税込み・お茶付） 

ウ その他 

お弁当は午前の分科会終了後、分科会の会場で配布します。 

お弁当容器は弊社にて回収箱を用意いたします。 

エ 取消料 

取消日 
１１月２１日 

12：00まで 

１１月２１日 

12：00以降 

取消料 無料 100% 



 

（３）申込方法 

専用ホームページからお申し込みください。 

ホームページアドレス： 

https://va.apollon.nta.co.jp/2019zengakuhoken/ 

（４）申込期間 

令和元年７月２２日（月）午前９時から令和元年９月３０日（月）午後５時まで 

※期間中は 24時間申込・変更が可能です。 

（５）決済方法 

ア 支払い期限 

令和元年１０月１１日（金） 

イ 支払い方法 

①請求書記載の振込先への振込み（振込手数料は各自のご負担となります。） 

②ホームページからクレジットカードによる支払い 

③コンビニでの支払い 

ウ 領収書の発行 

入金が確認後、ホームページから領収書の発行が可能となります。 

手書の領収書が必要な場合は日本旅行担当者まで電子メールでご依頼ください。 

  ※変更･取り消しにより生じた減額分は大会終了後返金先の口座へお振込となり 

   ます。 

 

４ お問合せ 

  その他大会参加申込については、以下までお問い合わせください。 

 

観光庁登録旅行業第２号 

株式会社日本旅行 埼玉支店 イベントコンベンションデスク 

「令和元年度全国学校保健・安全研究大会」係 

担当：村田（むらた）・松岡（まつおか） 

 

〒330-0802 

埼玉県さいたま市大宮区宮町 4-129 大栄ツインビル５階 

電話：０４８－６４８－７０５０ FAX:０４８－６４８－６４５５ 

E-mail:saitama_ec@nta.co.jp 

営業時間：月～金曜日 ９：３０～１７：３０（土日祝日は休業） 

総合旅行業務取扱管理者：白川 悟士 

 

 

 

 



別紙 

 

宿泊エリア 施設名 
アクセス 

（ソニックシティから） 
申込記号 利用客室 

宿泊代金 

(お一人様） 
地図番号 

大宮 

パレスホテル大宮 会場隣接 
1-S シングル ¥13,500 

①  
1-T ツイン ¥11,500 

マロウドイン大宮 徒歩4分 ２-Ｓ シングル ¥8,500 ②  

パイオランドホテル 徒歩10分 
3-S シングル ¥8,800 

③  
3-T ツイン ¥7,500 

新都心 

アパホテルさいたま新都心北 JR･徒歩にて17分 4-S シングル ¥10,300 ④  

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎ゚ ﾘﾀﾝさいたま新都心 JR･徒歩にて15分 5-S シングル ¥12,500 ⑤  

ﾎﾃﾙﾌ゙ ﾘﾗﾝﾃ武蔵野 JR・徒歩にて20分 7-S シングル ¥9,900 ⑥  

ラフレさいたま JR・徒歩にて20分 
6-S シングル ¥11,900 

⑦  
6-T ツイン ¥11,900 

与野 与野第一ホテル バス･徒歩にて15分 8-S シングル ¥7,700 ⑧  

浦和 

浦和ロイヤルパインズホテル JR･徒歩にて20分 
9-S シングル ¥13,100 

⑨  
9-T ツイン ¥11,000 

浦和ワシントンホテル JR･徒歩にて20分 
10-S シングル ¥10,500 

⑩  
10-T ツイン ¥8,900 

南浦和 ホテルニュー埼玉 JR・徒歩にて25分 11-S シングル ¥9,300 ⑪  

川越 

川越プリンスホテル JR・徒歩にて35分 
12-S シングル ¥13,200 

⑫  
12-T ツイン ¥11,600 

川越東武ホテル JR・徒歩にて30分 
13-S シングル ¥9,500 

⑬  
13-T ツイン ¥9,000 

川越第一ホテル JR・徒歩にて30分 14-S シングル ¥8,400 ⑭  

ディリーホテル小江戸川越 JR・徒歩にて35分 15-S シングル ¥6,600 ⑮  

上尾 

上尾東武ホテル JR・徒歩にて20分 
16-S シングル ¥8,800 

⑯  
16-T ツイン ¥8,500 

むさしのグランドホテル＆スパ ﾆｭー ｼｬﾄﾙ・徒歩にて25分 17-S シングル ¥8,500 ⑰  

ホテルルートイン上尾 JR・徒歩にて30分 
18-S シングル ¥7,700 

⑱  
18-T ツイン ¥7,700 

川口 スマイルホテル川口 JR・徒歩にて30分 
19-S シングル ¥10,000 

地図外 

19-T ツイン ¥9,000 

志木 
ディリーホテル志木 JR・東武・徒歩にて35分 20-S シングル ¥6,600 

パーシモンホテル JR・東武・徒歩にて35分 21-S シングル ¥7,500 

新座 ディリーホテル新座 JR・徒歩にて40分 22-S シングル ¥6,600 



宿泊エリア 施設名 
アクセス 

（ソニックシティから） 
申込記号 利用客室 

宿泊代金 

(お一人様） 
地図番号 

みずほ台 ディリーホテルみずほ台 JR・東武・徒歩にて35分 23-S シングル ¥6,600 

 地図外 

朝霞 ディリーホテル朝霞 JR・東武・徒歩にて35分 24-S シングル ¥6,600 

上福岡 ディリーホテル上福岡 JR・東武・徒歩にて35分 25-S シングル ¥6,600 

鴻巣 ホテルルートイン鴻巣 JR・徒歩にて40分 
26-S シングル ¥7,700 

26-T ツイン ¥7,700 

・食事が不要の場合でも料金の減額・返金はございません。 

・定員数はシングルは 1名様、ツインは 2名様となります。 

・禁煙/喫煙についてはご要望はお伺いいたしますが確約はできません。 

・宿泊の可否については FAXでお申込の場合は後日お送りいたします「予約確認書」に

てご確認をお願いします。 

・FAXで申込の場合は、宿泊希望を第二希望まで記入してください。 

先着順に受付をさせていただきますが設定数に限りがございますのでご希望どおり

の宿泊施設が確保できない場合がございます。 

・ホームページから予約の場合は、希望のホテルの予約が完了した時点で確定となり

ます。 





 


