
 
 

 

会 期：201１年３月８日（火）～３月１２日（土） 

会 場：札幌コンベンションセンター 
 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

この度、「第58回日本生態学会大会」が北海道にて開催される運びとなりましたことを心よりお喜び申し上げます。

ご参加の皆様の宿泊・航空券の手配についてご案内申し上げます。 

多数の皆様のご利用をお待ち申し上げております。                           謹白 

                    ＪＴＢ北海道 法人営業札幌支店 

 

宿泊プランのご案内                             
宿泊設定日：2011年 3月 7日（月）・8日（火）・9日（水）・10日（木）・11日（金）・12日（土） 

 

【宿泊プラン料金表】 

【宿泊プランについての注意事項】 
１）上表の旅行代金は、1泊朝食付き税金サービス料込みのお一人様あたりの料金です。 
２）ツイン料金はツインルームをお二人でご利用いただいた場合のお一人様あたりの料金です。 
ツインルームご利用の場合は申込書に同室者名をご記入下さい。 

３）お申し込みは申込記号でご記入下さい。先着順での受付とさせていただきます。 
満室の場合は、第2希望のホテルでご案内させていただきます。 

 ４）添乗員は同行いたしません。 
 ５）最少催行人員：1名様 

ホテル名 ホテルへのアクセス 室タイプ 宿泊代金 
申込 

記号 

札幌駅周辺 

シングル 9,500円 A-1 
京王プラザホテル 

JR札幌駅・地下鉄さっぽろ駅より徒歩5分

懇親会会場ホテル 
ツイン 7,500円 A-2 

ホテル京阪札幌 
JR札幌駅より徒歩4分 

長期滞在にうれしい大浴場つき！ 
シングル 7,500円 B-1 

ホテルグレイスリー札幌 JR札幌駅より徒歩2分 シングル 7,000円 C-1 

大通駅周辺 

シングル 11,000円 D-1 
札幌グランドホテル 地下鉄大通駅より徒歩5分 

ツイン 10,000円 D-2 

ホテルリソルトリニティ札幌
地下鉄大通駅より徒歩2分 

長期滞在にうれしい大浴場つき！ 
シングル 6,000円 E-1 

ホテル法華クラブ札幌 
地下鉄大通駅より徒歩5分 

長期滞在にうれしい大浴場つき！ 
シングル 5,000円 F-1 

すすきの駅周辺 

ススキノグリーンホテル1 地下鉄豊水すすきの駅より徒歩1分 シングル 6,000円 G-1 

ブルーウェーブイン札幌 地下鉄すすきの駅より徒歩5分 シングル 5,500円 H-1 

第５８回日本生態学会大会 
宿泊プラン・宿泊＆航空セットプラン・昼食プランのご案内 



宿泊＆航空セットプランのご案内                         
大会の日程に合わせた宿泊（朝食付）と往復航空券のセットプランを設定いたしました。 

代金はお選びいただいたホテル・発着空港によって異なります。下記旅行代金表にてご算出下さい。 
座席にも限りがございますので、満席になり次第お断りすることがございます。予めご了承下さい。 

 

～ 設定便 ～ 

【羽田空港→新千歳空港】        （所要：90分） 【新千歳空港→羽田空港】       （所要：90分） 

搭乗日 出発時間 記号 搭乗日 出発時間 記号 

3／7（月） 16：00～18：00頃 Ａ 

 

3/11（金） 18：00～20：00頃 １ 

3／8（火） 08：30～10：30頃 Ｂ  3/12（土） 18：00～20：00頃 ２ 

 

【関空 or 伊丹 or 神戸空港→新千歳空港】（所要：110分）  【新千歳空港→関空 or 伊丹 or 神戸空港】（所要：110分） 
搭乗日 出発時間 記号 搭乗日 出発時間 記号 

3／7（月） 18：00～20：00頃 Ｃ 

 

3/11（金） 18：00～20：00頃 ３ 

3／8（火） 08：30～10：30頃 Ｄ  3/12（土） 18：00～20：00頃 ４ 

   

【中部国際空港→新千歳空港】      （所要：100分） 【新千歳空港→中部国際空港】     （所要：100分） 
搭乗日 出発時間 記号 搭乗日 出発時間 記号 

3／7（月） 16：00～18：00頃 Ｅ 

 

3/11（金） 18：00～20：00頃 ５ 

3／8（火） 08：30～10：30頃 Ｆ  3/12（土） 18：00～20：00頃 ６ 

                                                           

【仙台空港→新千歳空港】         （所要：60分） 【新千歳空港→仙台空港】        （所要：60分） 
搭乗日 出発時間 記号 搭乗日 出発時間 記号 

3／7（月） 16：00～18：00頃 Ｇ 

 

3/11（金） 18：00～20：00頃 ７ 

3／8（火） 08：30～10：30頃 Ｈ  3/12（土） 18：00～20：00頃 ８ 

 

【福岡空港→新千歳空港】         （所要：150分） 【新千歳空港→福岡空港】        （所要：150分） 

搭乗日 出発時間 記号 搭乗日 出発時間 記号 

3／7（月） 14：00～16：00頃 Ｊ 

 

３／12（土） 18：00～20：00頃 ９ 

 

【宿泊＆航空セットプラン料金表】 

【宿泊＋航空セットプランについての注意事項】 

１）各便のお申し込みが最少催行人員（各便6名様）に満たない場合は便の変更をお願いするか、 

通常の手配（個人普通運賃等）をさせていただきます。 

２）記載の出発時間、旅行代金は、2010年 11月のものによります。 

航空運賃･規則の変更により旅行代金が変更になる場合がございます。 

３）この旅行はお客様の依頼を受けて旅行会社が企画し、自己の計算において料金を決める包括旅行代金となり 

ます。包括旅行代金の領収証は、航空券代または宿泊代等に分割表示できません。 

≪宿泊１泊＋往復航空券セット代金≫ 
利用予定ホテル 室タイプ 

ホテル

申込 

記号 羽田発着 大阪発着 中部発着 仙台発着 福岡発着 

シングル Ａ－１ 49,000円 53,500円 57,500円 47,500円 57,500円
京王プラザホテル 

ツイン Ａ－２ 47,000円 51,500円 55,500円 45,500円 55,500円

ホテル京阪札幌 シングル Ｂ－１ 47,000円 51,500円 55,500円 45,500円 55,500円

ホテルグレイスリー札幌 シングル Ｃ－１ 46,500円 51,000円 55,000円 45,000円 55,000円

シングル Ｄ－１ 50,500円 55,000円 59,000円 49,000円 59,000円
札幌グランドホテル 

ツイン Ｄ－２ 49,500円 54,000円 58,000円 48,000円 58,000円

ホテルリソルトリニティ札幌 シングル Ｅ－１ 45,500円 50,000円 54,000円 44,000円 54,000円

ホテル法華クラブ札幌 シングル Ｆ－１ 44,500円 49,000円 53,000円 43,000円 53,000円

ススキノグリーンホテル1 シングル Ｇ－１ 45,500円 50,000円 54,000円 44,000円 54,000円

ブルーウェーブイン札幌 シングル Ｈ－１ 45,000円 49,500円 53,500円 43,500円 53,500円



但書は「旅行代金」の表示となります。 

４）お申し込みは表中の申込記号でご記入下さい。満員になり次第締め切らせていただきます。 

５）お申し込み後の変更はできません。一旦取消の後、再予約となります。 

６）上記の旅行代金には、旅客施設使用料（羽田空港100円・中部国際空港200円）が含まれております。 

７）航空スケジュールは、変更になる場合がございます。 

最新のスケジュール確定は、2011年 2月上旬の予定です。 

８）大阪空港は、伊丹・関西・神戸のいずれかの空港になります（指定不可） 

９）添乗員は同行いたしません。 

１０）上記金額には宿泊は１泊分しか含まれません。２泊目以降は宿泊プランの金額を加算して計算します。 
 

宿泊・航空セットプラン以外の個人航空券の手配のご案内            
ご案内のセットプラン以外の個人航空券もお手配いたします。 

ご希望の方は、申込書の通信欄下記にご希望をご記入下さい。 

予約の回答はＦＡＸにて行いますので必ずＦＡＸ番号をご記入下さい。 

 

【手配についての注意事項】 

1）お申込についてはご利用希望便・時間帯をご指定下さい。 

   料金・便名・空席状況等については各社ホームページをご参照下さい。 

 2）ホームページ上で空席があった場合も申込受領・手配時に満席になっている可能性がございます。 

   予めご了承下さい。 
 3）個人航空券の予約開始はご搭乗日の2ヶ月前からとなります。 

4）お申込いただいた方へは予約結果（時間や料金）をＦＡＸにてご回答致します。 

   ＦＡＸ受信の翌日までに利用可否をご連絡下さい。 

 5）航空券の購入期限は予約日を含めて3日以内となります。 

金曜日にお申込いただいた方は翌週の月曜日の手配・回答となりますのでご注意下さい。 

 

昼食プランのご案内                               
会場にて昼食お弁当をご用意致します。 

当日販売もございますが数に限りがございますので事前お申込をおすすめ致します。 

北海道らしい素材を使った美味しいお弁当を日替わりで取り揃えております。是非ご利用下さい。 

 

【設定日・メニュー・価格】 

各 1,000円（税込み・パックお茶付き） 

 

3/9（水） 鮭イクラ弁当 3/10（木） いろどり弁当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/11（金） 鮭幕の内弁当 3/12（土） 海鮮チラシ弁当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交通アクセス                                
■札幌コンベンションセンター 

〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目 

ホームページ http://www.sora-scc.jp 

 
     ［公共交通機関をご利用の場合］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      「札幌コンベンションセンター」へは 
       ●地下鉄東西線大通駅より東札幌駅まで約6分 

       ●地下鉄東西線東札幌駅から徒歩約8分 

       ●JR札幌駅より JRバスにて片道約17分 

       ●JR札幌駅よりタクシーにて約20分～30分、約1,500円前後 

        ※道路状況により時間・料金は変わります。 

札幌ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 



お申込から参加券等の受け取りまで                      
◆申込・お支払・手続関連 

①別紙申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸか郵送にてお申込下さい。 

 ※ご郵送の場合は必ず原本の控え（コピー）を保管して下さい。 

②申込書到着後、ご希望の方には申込書受領確認書を実営業日10日以内にお送り致します。 

※万が一ＦＡＸが届かない場合は、恐れ入りますがご連絡いただけますようお願い申し上げます。 

    ※申込書受領確認書を希望されない場合は申込書の受領確認書希望欄の不要に○印をお願い致します。 

    ※申込書受領確認書希望欄に記載が無い場合は不要とみなし、受領確認書をお送り致しませんのでご注意下さい。 

※変更・取消の場合は変更箇所を明記しＦＡＸまたは郵送にてお知らせ下さい。 

   ③ご出発の21日前頃に、確定書面（請求書・ご宿泊券等）と郵便振込取扱票をご郵送致します。 

④郵便振込用紙を同封致しますので請求書に記載の期日までにご送金下さい。（振込手数料はお客様にてご負担下さい） 

※領収証は金融機関の受領印のある振込票をもってそれにかえさせていただきます。 

※確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約を同封いたしますので事前にご確認下さい。 

 

◆申込先 

株式会社 JTB北海道 法人営業札幌支店「第58回日本生態学会大会」係 
〒060－0001 札幌市中央区北1条西６丁目１－２ アーバンネット札幌ビル8階 

TEL ０１１（２２１）４８００  FAX ０１１（２３２）５３２０ 

営業時間 平日：9：30～17：30（土・日・祝日は休業日となります） 
 

 ◆申込締切 
申込締切日：2011年 2月 8日（火）  

締め切り後もお申込をお受けいたしますが、ご希望に添えない場合もございます。 

 

◆取消料 

お申込後の取消は、下記の通り取消料を申し受けますのでご了承下さい。 

（取消日＝旅行開始日の前日から起算してさかのぼって） 

 21日前 

まで 

20日前～ 

8日前まで

7日前～ 

2日前まで
前日 当日 

旅行開始後

無連絡 

宿泊プラン 無料 無料 20％ 40％ 50％ 100％ 

宿泊＆航空セットプラン 無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％ 

昼食プラン 無料 無料 無料 100％ 100％ 100％ 

 
◆ご旅行条件（要約） 
●募集型企画旅行契約 

この旅行は㈱ＪＴＢ北海道（札幌市中央区北1条西6丁目1‐2  観光庁長官登録旅行業第978号 以下「当社」という）

が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。 

また、契約の内容･条件とは、各プランに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面および当社

旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 

●旅行のお申し込み及び契約成立時期 

お申込書に所定の事項を記入し、指定の期日までに旅行代金全額をお支払い下さい。 

旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。 

●旅行代金に含まれるもの 

旅行日程に明示した運送期間の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代及び消費税等諸税（コ

ースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません） 

●個人情報の取扱について 

当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用

させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれら

のサービス受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。 

当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供することがあり 

ます。この場合、お客様の氏名及び搭乗される航空便等に係る個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによっ 

て提供いたします。なおこれらの事業者への個人情報の提供の停止を希望される場合は、旅行出発前までにお申し出下さい。 
 
 

 

 

総合旅行業務取扱管理者 阿部 晃士 旅行企画・実施 ＪＴＢ北海道
観光庁長官登録旅行業第 978 号

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とは、お客様の旅行と取り扱う

営業所での取引に関する責任者です。 
この旅行契約に関しご不明な点があれば、 
ご遠慮なく上記の取扱主任者にお尋ねください。 



第58回日本生態学会大会  宿泊・宿泊＆航空セットプラン・昼食プラン 申込書 

【通信欄】 

 

【セットプラン以外の航空券申込】航空会社の希望：      （航空会社の希望があった場合も希望時間帯に運行がない際は他社便にてご案内いたします）  
 

往路搭乗日：   月    日（   ）／区間：    →      ／便名：     便（時間帯     ～     頃） 
 

 

復路搭乗日：   月    日（   ）／区間：    →      ／便名：     便（時間帯     ～     頃） 

FAX：011-232-5320 JTB北海道法人営業札幌支店 行 
申込締切日：2011年 2月 8日（火） 

 

 
 

 

【ご注意】①必ず、控えを保存して下さい。②変更の場合は、変更内容がわかるように訂正の上、ＦＡＸをご送付下さい。③その他の手配をご希望の方は、通信欄にその旨をご記入下さい。 
 

 

勤務先名 

（書類送付先が勤務先の場合は必ずご記入ください）

代表者氏名 

（書類送付先） 
 

 

TEL     -     - クーポン 

送付先住所 

〒   -                  （勤務先・自宅）

 

 FAX     -     - 

申込書受領確認書 

要 ・ 不要 
 

※どちらかに○印を付けて下さい 

№ （フリガナ） 宿泊プラン 
宿泊＋航空 

セットプラン
昼食プラン 

 参加者名 

年齢 

性別 3/7

（月） 

3/8

（火）

3/9 

（水）

3/10

（木）

3/11

（金）

3/12

（土）

第二 

希望 
同室者名 往路 復路 

3/9 

（水）

3/10

（木）

3/11 

（金） 

3/12 

（土） 
ホッカイドウ タロウ ホッカイドウ モモコ 記

入

例 北海道 太郎 

 

45歳 

男・女 
― Ａ-２ Ａ-２ Ａ-２ Ａ-２ ― Ｄ-２ 北海道 桃子 Ｂ ２ ○ ○ ○ × 

  

１ 
 

  

歳 

男・女 
        

      
      

  

２ 
 

  

歳 

男・女 
        

      
      

  

3 
 

  

歳 

男・女 
       

 
      

  

4 
 

  

歳 

男・女 
        

      
      

別紙取引条件説明書面に記載の旅行条件及び旅行手配のために必要な範囲内での運送・ 
宿泊機関等その他への個人情報の提供について同意の上、以下の旅行に申込みします。 
また、旅行等の予約回答に際し、申込代表者宛の連絡先にＪＴＢより連絡させて頂くことに同意致します。 


