千葉県高等学校
PTA連合会プラン
（ご案内）
〜全国高等学校PTA連合会大会（石川大会）〜

大会参加には別途WEBからのお申込が必要です

＜お申込み・お問合せ先＞
㈱近畿日本ツーリストコーポレートビジネス トラベルサービスセンター東日本
〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア3階

全国高等学校ＰＴＡ連合会大会（石川大会）

｢千葉県高等学校PTA連合会プラン｣係
TEL：0570-064-205 FAX：03-6730-3230
tourdesk53@or.knt.co.jp

営業時間 (月)〜(金) 10：00〜17：00 ※土・日・祝日はお休み

千葉県高等学校ＰＴＡ連合会
各高等学校校長
同ＰＴＡ会長

２０２２年６月吉日

様
近畿日本ツーリスト株式会社
千葉支店

「千葉県高等学校PTA連合会プラン」のご案内

千葉県高等学校ＰＴＡ連合会会員の皆様にはますますご清栄のこととお慶び
申し上げます。
さて、本年８月に石川県にて開催されます「第71回全国高等学校ＰＴＡ連合会
大会・石川大会」に伴い、千葉県独自のプランを設定いたしました。
皆様には是非ご参加いただき、千葉県各ＰＴＡ様間での交流を深めていただけると
幸いです。
また、大会期間中は金沢周辺も大変な混雑が予想されます。
混乱を避けるためにも、是非このプランにご参加くださいますようご案内申し上げます。

㈱近畿日本ツーリストコーポレートビジネス トラベルサービスセンター東日本
〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア3階

全国高等学校ＰＴＡ連合会大会（石川大会）
｢千葉県高等学校PTA連合会プラン｣係
TEL：0570-064-205 FAX：03-6730-3230

tourdesk53@or.knt.co.jp

営業時間 (月)〜(金) 10：00〜17：00 ※土・日・祝日はお休み

◆千葉県高等学校PTA連合会プラン(石川大会)のご案内

石川大会

１．プランのご案内
この度、「千葉県高等学校PTA連合会プラン」として以下をご用意させて
いただきました。
お申込み順に受付け、定員になり次第締め切らせていただきます。
先着順となっておりますので、お早目にお申込みくださいますようお願い申し上げます。

＜プラン概略＞
日程:A.B.Cいずれも2022年8月25日(木)〜8月26日(金) 1泊2日
【A.セットプラン①（視察付き１泊２日プラン）】

交通 ・ 宿泊（１泊）・ 昼食(1回) ・ 教育旅行視察 がセットになったプラン

【B.セットプラン②（１泊２日プラン）】
交通 ・ 宿泊（１泊）がセットになったプラン

【C.宿泊プラン】

宿泊のみのプラン

★各プランの詳細は、次ページ「プラン内容について」をご参照ください。
<取消料について>
取消料に関しては、以下の通りです。
いずれも、近畿日本ツーリスト「千葉県高等学校PTA連合会プラン」係の受付時間にお申出いただいた場合に
限ります。お取消し、ご変更の連絡が休業日・営業時間外の場合は、翌営業日の扱いとなりますので、あらかじめ
ご了承ください。
取消日(出発日の前日より換算)

取消料

対象日

２１日前まで

無料

8月4日まで

２０日〜８日前まで

代金の ２０％

8月5日〜8月17日

７日〜２日前まで

代金の ３０％

8月18日〜8月23日

前日

代金の ４０％

8月24日

当日

代金の１００％

8月25日

旅行開始後

１００％

8月25日旅行開始後

*変更・取消による精算については、大会終了後１カ月以内を目安とさせていただきます。
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◆各プラン内容について(日程:2022年8月25日〜26日)

石川大会

千葉県高等学校PTA連合会プラン(石川大会)
（Ａ）セットプラン①（視察付１泊２日プラン）
（Ｂ）セットプラン②（１泊２日プラン）
（Ｃ）宿泊プラン
（A）セットプラン①（１泊２日）

（交通/宿泊/教育旅行視察/昼食１回セットプラン）

交通（東京⇔金沢の新幹線および金沢での貸切バス移動）、宿泊(1泊朝食付)、教育旅行視察、
昼食1回をセットにしたプランです。
*＜新幹線＞ 【往路】 指定席
【復路】 指定席
*往復ともに新幹線の便のご希望はお受けできません。行程表記載の時間帯にて調整させていただき、
最終案内にてご利用の列車をお知らせさせていただきます。
*8/25の出発は東京駅での集合はございません。各自で新幹線にご乗車ください。
新幹線車内にて添乗員が以降の行程についてご案内いたします。
*8/26の兼六園観光は、レストランにて昼食の後に入場、自由散策となります。
*自宅⇔東京駅の交通費は含まれておりません。
*最少催行人数：35名様以上
（最少催行人数に満たない場合は、お申込みの締め切り後、弊社からメールにてご連絡いたします）

*行程は当日の様々な要因により、「遅延」等若干の変更が発生する可能性があります。ご承知おき下さい。
【行程】
日程

行 程

食事

※ご昼食は新幹線内にて各自にてお済ませ下さい

東京駅  金沢駅 
<北陸新幹線 かがやきorはくたか>

８／２５
（木）

(7:52〜8:36発)

<バス>

(11:01〜11:05着) 11:35

いしかわ総合スポーツセンター:大会会場（全体会/分科会） 各ホテル(泊）
<バス>

12:00

17:30

朝：×
昼：×
夕：×

18:00頃

各ホテル  大会会場（記念講演） 兼六園（昼食・見学） 
<バス>

８／２６
（金）

8:00頃

8:30

12:00

＜バス＞

12:30

15:00頃

<バス>

 金沢駅  東京駅
<北陸新幹線:かがやきorはくたか>

15:20 (15:56〜16:10発)

＜宿泊ホテル＞

【参加料金】

(18:28〜19:12着)

金沢市内ホテルを予定
（部屋タイプはすべてシングル）
*宿泊ホテルについてはＰ.4参照
ホテルは弊社にて割り振らせていただきます。ご希望はお受けできません。

56,000

円(税込)／お１人様
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朝：○
昼：○
夕：×

石川大会

（Ｂ）セットプラン②（１泊２日）

（交通/宿泊セットプラン）

交通（東京⇔金沢の新幹線および金沢での貸切バス移動）、
宿泊(1泊朝食付き)をセットにしたプランです。
*＜新幹線＞ 【往路】 指定席
【復路】 指定席
*自宅⇔東京駅の交通費は含まれておりません。
*往復ともに新幹線の便の希望はお受けできません。行程表記載の時間帯にて調整させていただき、
最終案内にてご利用の列車をお知らせさせていただきます。
*8/25の出発は東京駅での集合はございません。各自で新幹線にご乗車ください。
新幹線車内にて添乗員が以降の行程についてご案内いたします。
*最少催行人数：20名様以上最少催行人数に満たない場合は、お申込みの締め切り後、弊社からメールにてご連絡いたします）
*行程は当日の様々な要因により、「遅延」等若干の変更が発生する可能性があります。ご承知おき下さい。
【行程】
日程

行 程

食事

※ご昼食は新幹線内にて各自にてお済ませ下さい

東京駅  金沢駅 
８／２５
（木）

<北陸新幹線 かがやきorはくたか>

(7:52〜8:36発)

朝：×
昼：×
夕：×

<バス>

(11:01〜11:05着) 11:35

いしかわ総合スポーツセンター:大会会場（全体会/分科会）各ホテル(泊）
12:00

８／２６
（金）

17:30

<バス>

18:00頃

各ホテル  大会会場（記念講演） 金沢駅  東京駅
<バス>

8:00頃

＜宿泊ホテル＞

【参加料金】

8:30

12:00

＜バス＞

<北陸新幹線 はくたか>

12:30 (12:57〜13:57発)

(15:52〜16:52着)

朝：○
昼：×
夕：×

金沢市内ホテルを予定
（部屋タイプはすべてシングル）
*宿泊ホテルについてはＰ.4参照
ホテルは弊社にて割り振らせていただきます。ご希望はお受けできません。

52,000

円(税込)／お１人様

★（A）（Ｂ）プランの新幹線切符について

8月初旬までに学校（申込者様宛）に郵送致します。
各学校で参加者へ配布のうえ、各自で新幹線にご乗車ください。

（C）宿泊プラン

（宿泊のみプラン）※交通をご自身で手配される方には、宿泊プランもご用意しております。

「宿泊のみ」（１泊朝食付き）のプランです。

【参加料金】

13,500

円(税込)／お１人様
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◆千葉県連懇親会・宿泊ホテルのご案内
２．ホテルのご案内 【1泊朝食付】
●今回の千葉県高等学校PTA連合会プランの宿泊先は、下記のホテルを予定しております。
※ただし、お申込が多数あり定員に達した場合はできるだけお客様のご要望にお応えするため、
下記以外のホテルを追加手配するケースがございます。その場合、事前にお客様にご連絡
させていただきます。
●お部屋タイプは、洋室（シングルタイプ）のみとなります。

◆アパホテル【金沢西】
〒920-0362 石川県金沢市古府3丁目127
（TEL）076-269-1111
JR「金沢駅」西口より車で15分
◆アパホテル【金沢片町】
〒920-0984 石川県金沢市池田町2-21-1
（TEL）076-234-3111
JR「金沢駅」東口より車で10分
◆ホテルインターゲート金沢
〒920-0864 石川県金沢市高岡町2-5
（TEL）076-260-7200
JR「金沢駅」兼六園口から車で7分
◆R&Bホテル金沢駅西口
〒920-0031 石川県金沢市広岡1丁目3-31
（TEL）076-224-8080
JR「金沢駅」西口より徒歩３分
◆マイステイズ金沢キャッスル
〒920-0852 石川県金沢市此花町10-17
（TEL）076-223-6300
JR「金沢駅」西口より徒歩３分
◆金沢マンテンホテル
〒920-0022 石川県金沢市北安江1-6-1
（TEL）076-265-0100
JR「金沢駅」より徒歩5分
※朝食はクオカード(1,000円分)対応となります。
◆チサンバジェット金沢駅前
〒920-0849 石川県金沢市堀川新町8-16
（TEL）076-222-6711
JR「金沢駅」西口より徒歩5分
※宿泊ホテルは弊社にて割り振らせていただきます。
ご希望はお受けできませんのであらかじめご了承ください。
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石川大会

◆千葉県高等学校PTA連合会プランの申込方法

石川大会

１．申込方法について
以下のURLにアクセスし、画面に従って必要情報の入力を行ってください。
＜申込サイト＞
https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON00010.xhtml?t=T2000388495
スマートフォンからも
お申込いただけます！
アクセスはこちらから⇒
★千葉県高等学校PTA連合会のホームページからも上記URLへ遷移できます。
（ホームページ） http://www.chikoupren.jp/

【申込期間】

6月24日（金） 10:00 〜 7月8日（金） 17:00

２．申込内容の変更・取消について

〜7/8まで

上記１でお申込みいただく際、お客様にIDとパスワードをご入力いただきます。
申込完了後に送付されるメールにマイページへアクセスするためのURLが記載されております
ので、ご入力いただいたID/パスワードでログインしてください。お客様のお申込内容が確認
できます。このマイページにて、申込内容の変更や取消が可能です。
尚、7/8(金)締め切り以降の変更・取消は『トラベルサービスセンター東日本大会デスク』へ
メールにてご連絡下さい。【tourdesk53@or.knt.co.jp】
※８月5日(金)から取消料が発生する場合がございますので、ご注意ください。
＜プランに関する補足情報＞
当プランの保険は、特別補償のみとなっております。
（特別補償内容については以下リンクをご参照ください）
http://www.knt.co.jp/operate/yakkan_02.htm
これ以外の保険をご希望の場合は、別途パンフレット（各個人で入れるもの）をお送りしますので、
お問合せください。
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◆千葉県連プラン お申込み〜大会終了までの流れ
各単位ＰＴＡ様
（各学校・団体）

申込

6/24
（金）
10:00
〜
7/8
（金）
17:00

石川大会

千葉県連プラン

申込作業

申込受付
WEB

（7月8日まで ＷＥＢで申込・変更・取消が行えます ）

申込情報
データ

登録完了メール

入金

請求書
到着
〜
7/20
（水）

*7/8申込締切以降の変更・取消は
メールでお申し出ください。
郵 送

請求書

入金（費用の振込）

事前準備
参加

8/25(木)
〜
8/26(金)

請求書

*参加費と千葉県連プラン費の振込先は異なりますので、ご注意ください。

*振込手数料はお客様にてご負担いただけます
ようお願いいたします

最終案内
送付
8月中旬

請求のご案内

入金確認

最終案内（書類送付）
最終の
ご案内書

*８月中旬送付予定

最終の
ご案内書

県連プランへの参加
・セットプラン
・宿泊プラン

事後

必要な場合のみ
*変更・取消などによる返金は規定に基づいて行います。
*領収証は、大会終了後9月10日頃をめどに、
代表者 様へお送りします。

返金手続
領収証発行

（注）千葉県高等学校PTA連合会プランの申込をされても、大会参加申込は別途必要です。
必ず大会本部提供のWEB画面にて参加申込を行ってください。
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