
第 27回全国産業教育フェア  秋田大会 

大会参加・宿泊プラン・大会弁当 お申込手続きのご案内 
 

大会開催期日：平成 29年 10月 21日(土)～平成 29年 10月 22日(日) 

大会開催会場：秋田県民会館 (秋田県秋田市千秋明徳町 2-52)  

       CNA アリーナ★あきた (秋田県秋田市八橋本町 6-12-20) 

       秋田県立体育館 (秋田県秋田市八橋運動公園 1-12) 

       秋田県立武道館 (秋田県秋田市新屋町砂奴寄 2-2) 

       秋田県生涯学習センター (秋田県秋田市山王中島町 1-1) 

       秋田拠点センターアルヴェ (秋田県秋田市東通仲町 4-1) 

       秋田市にぎわい交流館ＡＵ(秋田県秋田市中通 1丁目 4-1) 

       ホテルメトロポリタン秋田(秋田県秋田市中通 7-2-1) 

           
「第 27回全国産業教育フェア 秋田大会」が秋田市で開催されますことを心よりお喜び申し上げます。 

大会事務局からの依頼により、ＪＴＢ東北 法人営業秋田支店が大会参加に関わる宿泊プラン・昼食弁当 

のお申込手続きを担当させていただくことになりました。大会のご成功に向け精一杯のお手伝いをさせていただきます 

ので、多数のご参加を心よりお待ち申し上げます。                

㈱ＪＴＢ東北 法人営業秋田支店 

支店長 増子 敦 

 

１．申込方法のご案内 

「第 27 回全国産業教育フェア 秋田大会」(以下「さんフェア秋田 2017」)の総合開会式、総合閉会式、全国産業

教育振興大会および教育懇談会への参加ならびに宿泊プラン・お弁当につきましては、事前申込みが必要になりま

す。下記内容をご確認の上、インターネット(大会参加登録システム「AMARYS」)よりお申込みをお願いいたします。 

 

① お申込み方法 

   インターネットで「第 27回全国産業教育フェア 秋田大会」大会専用申込ホームページよりお申込みいただけます。 

 

大会専用申込ホームページ          https://amarys-jtb.jp/sangyokyoiku/ 

 

申込期間： 平成 29年 8月 23日(水) 18:00から平成 29年 9月 15日(金) 17:00 まで 

 

・上記大会専用ホームページにアクセスしていただき、個人情報登録後に、ＩＤとパスワードを取得しログインをお願いい

たします。画面に従い、必要事項を入力または選択していただき、予約申込をお願いいたします。 

（※予約時に利用ホテルが決まりますので、合計の代金も自動的に確定いたします。） 

・お支払いは、クレジットカード決済、または銀行振り込み、コンビニ支払の選択が可能でございます。 

・代金は 9月 25日(月)までにご入金をお願いいたします。 

 

銀行振込の場合 

みずほ銀行十四号支店 

普通 2136561 株式会社 ＪＴＢ東北  へお振込ください。 

(カブシキカイシャ ジェイティービートウホク)  

※振込口座情報(指定銀行口座)は、参加申込完了のメールに記載されております。 

※必ず、参加申込者が振込名義人となるよう、お振込願います。 

※お振込手数料はお客様ご負担にてお願いいたします。 

 

コンビニ支払いの場合 

   参加登録画面のお支払い欄より手続きが可能でございます。 

   ※支払いに関わる手数料はお客様ご負担にてお願いいたします。 

   ②ご入金後の手続きについて 

※参加費、旅行代金の入金後、「大会参加券」等の帳票が出力可能となります。 

※宿泊施設へのチェックイン、お弁当引換等に必要となりますので、お客様自身で出力（プリントアウト）していただき 

 ご持参願います。 
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２．大会弁当について（旅行契約には該当いたしません。事務局からの依頼により当社が受付・集金業務を代行いたします。） 

秋田県立大館桂桜高等学校に在籍する生徒が、秋田県の食材を活かした献立を提案した「さんフェア秋田 2017」 

大会限定のお弁当をご用意いたします。是非多くの方にお召し上りいただきたいと思います。なお、限定品のため、当日販

売はいたしませんのでご了承願います。 

期 日：平成 29年 10月 21日(土)・22日(日) の 2日間  

料 金：1個 800円（お茶無し・税込み） 日替わりメニュー 

○お弁当受取場所 

1、にぎわい交流館ＡＵ 

 

2、秋田県立武道館 

 

3、秋田県立体育館 

 

4、ＣＮＡアリーナ★あきた(秋田市立体育館) 

 

5、秋田拠点センターアルヴェ 

 

●会場付近の食事施設は混み合いますので、上記お弁当の事前お申込みをお勧めいたします。 

●「お弁当引換券」をお持ちになり、各日１１：００～１３：００の間に指定の場所にてお引換えください。 

●「お弁当引換券」に記載されている場所以外での引換はできませんので、ご注意願います。 

●宿泊されない方でも、お弁当のみのお申込みを承ります。 

 

 

 

３．総合開会式、総合閉会式、産業教育振興大会、教育懇談会について 

（旅行契約に該当いたしません。事務局からの依頼により当社が受付・集金業務を代行いたします。） 
 

１、   総合開会式、総合閉会式のご案内 【事前申込が必要となります】 
  

 ◇ 総合開会式開催日時：平成 29年 10 月 21 日(土)    9:00～10:30 

 ◇ 総合閉会式開催日時：平成 29 年 10 月 22 日(日)   14：00～15:30 

◇ 会場     ：秋田県民会館 

 ◇ 参加費   ：無料 
 

2、   第 59 回全国産業教育振興大会のご案内 【事前申込が必要となります】 

 

◇ 開催日時：平成 29 年 10 月 21(土)  15:30～17:00 

◇ 会場    ：ホテルメトロポリタン秋田 

◇ 参加費  :お一人 3,000 円 
 

3、   教育懇談会のご案内 【事前申込が必要となります】 

 

◇ 開催日時：平成 29 年 10 月 21(土)  17:30～19:30 

◇ 会場   ：ホテルメトロポリタン秋田 

◇ 参加費  ：お一人様 7,000 円 

 

※ご参加には 「大会参加券」が必要となります。 
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4．宿泊プランについて（ＪＴＢ東北との募集型企画旅行契約となります。） 

6・7ページ記載の「ご旅行条件書（要約）」をご確認いただき、お申し込みをお願いいたします。 

宿泊設定日    ：平成 29年 10月２0日（金）・21日（土）・22日(日)  ３泊(最大宿泊) 

宿 泊 地     ：秋田市 

宿 泊 条 件    ：1泊朝食付（サービス料・税金込） 

最少催行人員   ：1名様  

添 乗 員     ：同行しません。 

 

【宿泊プラン共通日程表】※ 1泊朝食付の場合 

日次 日    程 食事 

１日目 ご自宅又は前泊地又は各地→（各自移動、お客様負担）→ 各宿泊施設（泊） 朝：× 昼：× 夕：× 

２日目 各宿泊施設→（各自移動、お客様負担）→ご自宅又は後泊地又は各地 朝：○ 昼：× 夕：× 

 

※1泊 2食の場合は 1日目の夕食は〇印になります。 

※ご移動の交通費は含んでおりません。お客様にて手配をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ３ – 

 



 

宿泊地 宿泊施設名 部屋タイプ 
ご旅行代金（お一人様） 

１泊朝食付 

秋田駅前 

秋田ビューホテル 
シングル(10/21・22のみ)      10,000円 

ツイン(10/22のみ) 9,000円 

ホテルメトロポリタン秋田 

シングル 13,000円 

ダブル(1名利用) 18,000円 

ツイン 11,000円 

リッチモンドホテル秋田駅前 
シングル・ダブル 

10,500円 
ツイン 

コンフォートホテル秋田 ダブル(1名利用) 10,000円 

秋田市大町周辺 

秋田キャッスルホテル 
シングル 12,000円 

ツイン 10,000円 

ダイワロイネット秋田 
シングル 9,000円 

ツイン 8,500円 

ホテルパールシティ秋田竿燈大通り 
シングル 7,500円 

ツイン 7,000円 

イーホテル秋田 

シングル 8.500円 

ダブル(1名利用) 9,500円 

ツイン 8,500円 

ホテルパールシティ秋田川反 
シングル 7,500円 

ツイン 7,000円 

アルバートホテル秋田 
シングル 10,000円 

セミダブル(1名利用) 12,000円 

ホテルパールシティ秋田大町 
シングル 7,500円 

ツイン 7,000円 

秋田市山王周辺 アキタパークホテル 
シングル 

8.500円 
ツイン 

秋田市寺内・土崎周辺 

ユースパル 

シングル 

5,500円 トリプル 

和室(4名利用) 

ホテルルートイン秋田土崎 シングル 8,000円 

秋田市添川周辺 秋田温泉さとみ 和室(5名利用) 8,500円 

※コンフォートホテル秋田…朝食は、おにぎり・パン・サラダ・スープ・ヨーグルト・ソーセージ・スクランブルエッグ・ 

フルーツ・コーンフレーク等の無料サービスになります。 

※禁煙・喫煙ルームのご希望を承りますが、確保している客室数の関係で、希望どおりとはならない場合もございますので、あら

かじめご了承願います。 

※各宿泊施設でのチェックイン手続きは、「宿泊予約確認書」をご提示いただき、お客様ご自身でお願いいたします。 

※宿泊の追加、変更等は随時インターネット(大会参加登録システム「AMARYS」)にて行うことが可能でございます。 

※食事が不要の場合でも特別設定代金のため、ご返金はできません。個人会計及びこれに伴うサービス料金と諸税は各自ご清

算願います。 
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5．変更・取消について 

お申込み時に取得されたＩＤとパスワードにて、大会参加登録システム「AMARYS」にログインをして、画面の手順にした

がって変更内容の入力をお願いいたします。お電話による変更・取消はお受けいたしません。 

※「AMARYS」受付締切後(9月 15日(金)以降)の変更につきましては、メールにてご連絡をお願いいたします。 

  メールアドレス：akita2017@th.jtb.jp 

※取消日により、所定の取消料を申し受けます。(下記の表を参照) 

※取消日基準日は、メールの受信日といたします。且つ弊支店営業時間内(平日 9:30～17:30)に受信したものを基準と

いたします。また、営業時間後に受信した分につきましては、受信日翌日の取消扱いになりますので、ご了承願います。 

※旅行開始後の取消し連絡はお電話にてご連絡願います。 

※ご入金後、変更・取消にて生じた取消料を差し引いた金額に残額がある場合には、大会終了後 14 日以内に指定口座

にお振込（ご返金）させていただきます。 

 

【変更・取消料】 

・大会弁当 

取消日 取消料 

利用日の前日から起算してさかのぼって 8日目以前の取消 無料 

利用日の前日から起算してさかのぼって 7日目以降の取消 弁当代の１００％ 

・産業教育振興大会、教育懇談会 

取消日 取消料 

開催日の前日から起算してさかのぼって 8日目以前の取消 無料 

開催日の前日から起算してさかのぼって 7日目以降の取消 参加費の１００％ 

・宿泊プラン（募集型企画旅行契約） 旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除する場合 

契約解除の日 取消料（お１人様） 

旅行開始日

の前日から起

算してさかの

ぼって 

1．6日目にあたる日以前の解除 無料 

2．5日目にあたる日以降の解除(3～6 を除く) 旅行代金の 20％ 

3．3日目にあたる日以降の解除(4～6 を除く) 旅行代金の 30％ 

 4．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％ 

5．当日の解除(6 を除く) 旅行代金の 50％ 

6．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 

6．個人情報の取扱いについて 

当社は今回の大会お申込みの際にいただいたお客様の個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)につきましては、お客様との間

の連絡に利用させていただくほか、今大会における運送・宿泊機関等の提供するサービス受領のための手続きに必要な範囲内でのみ利用さ

せていただきます。それ以外の目的で利用することはございません。また、大会の運営にあたり、情報共有のため、大会主催事務局へ情報を

提出し利用させていただきます。個人情報の管理には当社個人情報保護方針にもとづき適切な体制で臨んでおります。 
 
【お申し込み先・お問い合わせ先】 

（株）ＪＴＢ東北 法人営業秋田支店 

「第 27回全国産業教育フェア秋田大会」  係 担当： 近藤絵梨子 庄子亮、小野寺拓人、柏木淳英 宛 

TEL：018－862－6193    FAX：018－865－5189     E-mail：akita2017@th.jtb.jp 

住所：〒010－0921 秋田県秋田市大町 3－2－5 

営業時間：土日祝《年末年始含む》除く平日 9：30～17：30  総合旅行業務取扱管理者：川口 潤 

   【旅行企画・実施】 
株式会社ＪＴＢ東北 法人営業秋田支店 

観光庁長官登録旅行業第 1573号 

（一社）日本旅行業協会正会員 
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旅行業務取扱管理者とは、 

お客様の旅行を取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、担当者からの説明にご不明な点があれば、 

ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。 

mailto:akita2017@th.jtb.jp


 

■ご旅行条件書 要約（募集型企画旅行契約）･･･「宿泊プラン」に適用いたします。 
お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお読みいただき、事前に内容をご確認の上お申込み願います。 

旅行条件書（全文）はこちらよりご確認願います。【http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asp】 

 

●募集型企画旅行契約 
この旅行は（株）JTB東北 法人営業秋田支店（秋田大町 3－2－5、観光庁長官登録旅行業第 1573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（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡

しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする宿泊予約確認書と称する確定書面及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 
（１）参加登録システムに所定の事項を入力し、お申込み願います。 

（２）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。 

 

●旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって６日目にあたる日より前（もしくは当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携カー

ド会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様

からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 

 

●取消料 
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下記に記載の金額を取消料として申し受けます。 

契約解除の日 取消料（お１人様） 

旅行開始日の

前日から起算

してさかのぼっ

て 

１．6日目にあたる日以前の解除 無料 

２．5日目にあたる日以降の解除(3～6を除く) 旅行代金の 20％ 

3．3 日目にあたる日以降の解除(4～6を除く) 旅行代金の 30％ 

 3．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％ 

4．当日の解除(6を除く) 旅行代金の 50％ 

5．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 
●旅行代金に含まれるもの 

     各旅行日程およびご案内に明示した、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税。これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しい
たしません。 

     （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。） 

     

●特別補償 
     当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企

画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見

舞金を支払います。 

・ 死亡補償金：１５００万円 

・ 入院見舞金：２～２０万円 

・ 通院見舞金：１～５万円 

・ 携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。） 

      身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状（継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ず

る中毒症状を除きます。）を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。＜免責事項＞ 

     

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件 
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契

約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。 

(1)契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（ｅ－ｍail 等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到

達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。 

(2)「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料の

カードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を

差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して 7日間以内をカード利用日として払い戻します。） 

(3)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受け

ます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 

 

●国内旅行保険への加入について 
旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変

困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧

めします。詳細については、お問合せ願います。 

 

●事故等のお申出について 
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込個所にご通知ください。（もし、

通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知願います。） 
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●個人情報の取扱について 
当社は、旅行申込の際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。また、大会の運営に

あたり、情報共有のため大会主催事務局へ情報を提出し利用させていただきます。 

 

●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は平成 29年 8 月 8 日現在を基準としています。又、旅行代金は平成 29年 8 月 8日現在の有効な運賃・規則を基準として算出してい 

ます。 

 

旅行企画・実施 株式会社 JTB東北 法人営業秋田支店 

観光庁長官登録旅行業第 1573号 

（一社）日本旅行業協会正会員 

〒010-0921 秋田県秋田市大町 3-2-5 

TEL 018－862－6193／FAX 018－865－5189 

総合旅行業務取扱管理者 ：川口 潤 
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申込画面TOPページ
●●●●WEB上からお申込受付を行います上からお申込受付を行います上からお申込受付を行います上からお申込受付を行います。。。。

はじめてご利用される方は

「参加事前登録」ボタンをクリックし

て次の画面にお進みください

所属・代表者情報の登録

申込画面へ

申込方法

ＷＥＢ申込システム「ＡＭＡＲＹＳ（アマリス）画面イメージ」ＷＥＢ申込システム「ＡＭＡＲＹＳ（アマリス）画面イメージ」ＷＥＢ申込システム「ＡＭＡＲＹＳ（アマリス）画面イメージ」ＷＥＢ申込システム「ＡＭＡＲＹＳ（アマリス）画面イメージ」

入力が終えましたら、確認画面に

移動します。

別の参加者を登録する場合は「別

の参加者を登録する」ボタンを押

し、登録を完了させる場合は登録

のボタンを必ず押してください。

クリックす

ると募集要

項が表示さ

れます。
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●●●●ログイン後の流れログイン後の流れログイン後の流れログイン後の流れ

申込方法

ＷＥＢ申込システム「ＡＭＡＲＹＳ（アマリス）画面イメージ」ＷＥＢ申込システム「ＡＭＡＲＹＳ（アマリス）画面イメージ」ＷＥＢ申込システム「ＡＭＡＲＹＳ（アマリス）画面イメージ」ＷＥＢ申込システム「ＡＭＡＲＹＳ（アマリス）画面イメージ」

請求書の発行はお客様が直接ＷＥＢ

上より発行していただきます。

発行ボタンを押し、24時間ＷＥＢ上に
て発行が可能です。

お支払方法は下記の通りです。

・クレジットカード

・ネットバンキング

・コンビニエンスストア

・ＡＴＭ（ペイジー）

・銀行口座への振込

申込を入力した場合、ログイン画面

より内容を確認できるようになります。

ログイン後TOPページ


