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― お洒落な街 横浜で お洒落に踊ろう！ コンベンション ― 

ドーシーちゃん 



５５回全日本ＳＤコンベンション in横浜 開催要項 

期 日 ： 平成２８年（２０１６年）８月 ５日(金)・ ６日(土)・ ７日(日) 

会 場 ： 新横浜プリンスホテル 

〒222-8533神奈川県横浜市港北区新横浜 3-4 TEL 045-471-1111（代） 

参加費用 ：  

（１） コンベンション参加費（１名当り） 

分 類 個 人 家族 

ア Ｓ協会員 ￥１５,０００ イ ￥１４,０００ 

ウ 非Ｓ協会員 ￥１７,０００  

 エ 高大学生 ￥ ６,０００ 

オ 中学生以下 無  料 

カ 海外参加者 ＄１２０ 

＊ 家族：Ｓ協に家族会員として登録されている方がＳ協会員と一緒に参加される場合の参加費

です。Ｓ協家族会員が単独で参加される場合は１５,０００円になります。 

（２）ホテル宿泊費（１名当り：２泊２朝食２夕食付き・コンベンション参加費は含まれておりません） 

トリプル

Ａ Ｂ（ダブル） Ｃ Ｄ（エキストラベット） Ｅ（エキストラベット）

¥35,600 ¥39,900 ¥30,500 ¥29,100 ¥30,200

20室 56室 240室 100室 44室
新横浜国際ホテル

シングル シングル ツイン

Ｆ Ｇ Ｈ

¥33,300 ¥28,000 ¥26,900

40室 40室 30室

ダイワロイネットホテル新横浜

シングル

Ｊ

¥33,700

50室

新横浜プリンスホテル

新横浜フジビューホテル

ツインシングル

 

＊ 小中学生の割引はありません 

（３）昼食（８／６） 

コンベンション２日目の昼食は、１，３００円にて予約受付いたします。 

 

参加定員：１，４００名（宿泊申込者優先とさせていただきます。） 

宿泊定員：定員になり次第締め切らせていただきます。 

申込方法：申込書(別紙)に必要事項を記入の上、下記宛にお送り下さい。 

先着順に受付とし、５月下旬頃より代表者の方へ受理票と請求書を発送いたします。

請求書に記載された期日までに参加費をお振込下さい。 

入金確認をもって正式申込としますので、期日経過後 ご入金がない場合は申込を 

無効とさせて頂く場合がございます。 

申込先及び宿泊・オプショナルツアーに関するお問合せ先： 

〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 12-1（川崎駅前タワー・リバーク９階） 

東芝ツーリスト株式会社ＭＩＣＥ支店（第 55回全日本ＳＤコンベンション in横浜係内） 

担当：樋口：川元  TEL 044-572-9765  FAX 044-572-9782 

「注」申込書の受付は郵送のみとさせていただきます。 

 



申込受付：平成２８年（２０１６年）４月１０日(日)の消印より有効とさせていただきます。 

それ以前の消印については無効とさせていただきます。 

申込締切：平成２８年（２０１６年）５月２０日(金) 

但し、定員になり次第締切日以前でも締め切らせていただきますので、予めご了承下

さい。尚、コール・キューを希望する方は、４月３０日(土)までにして下さい。 

キャンセルの取り扱い：東芝ツーリスト(株)あて７月１５日(金)までに 

＊キャンセルの際は必ず電話連絡のうえ、ＦＡＸ 又は 郵送によりお知らせ下さい。

＊コンベンション参加費は、７月１５日（金）までは返却、７月１６日（土）以降は 

 返却できません。 

＊宿泊費は、７月１６日(土)以降キャンセル料が必要となります。 

宿泊 キャンセル日 キャンセル料 

 開催の２１日前  （７月１５日迄） 無 料 

 ２０日～１０日前 （７月１６日～７月２６日迄） １０％ 

 ９日～２日前   （７月２７日～８月３日迄） ２０％ 

 前日       （８月４日） ８０％ 

 当日       （８月５日） １００％ 

  ＊上記は新横浜プリンスホテルの宿泊キャンセル料です。 

＊オプションツアーについては「日帰りツアーのご案内」をご覧下さい。 

§ 申 込 書 記 入 上 の 注 意 § 

１ 申込書はクラブ単位で取りまとめ、別紙申込書（要項に同封）に記入して下さい。(関東甲信

越統括支部のホームページ <http://sdkantou.web.fc2.com/> にもあります) 

宿泊ホテルは、申込書に第３希望まで記入して下さい。できるだけ同じタイプの部屋を記入

して下さい。 

先着順に東芝ツーリスト株式会社が希望を配慮し受付けます。 受理票及び請求書を申込代表

者に一括してお送りします。 お部屋の数に限りがありますので、宿泊ホテルのご希望に添え

ない場合もございますので、予めご了承下さい。 受理票は大会当日受付にご提示下さい。 

２ Ｓ協会員番号は、必ず平成２８年度の会員番号を記入し、大会当日会員証をご持参下さい。

尚、Ｓ協会員番号の記入のない場合は、非Ｓ協会員扱いとさせていただきます。(平成２８年

度の会員証が未着の場合は、Ｓ協事務局（☎03-6240-6560）にお問い合わせ下さい。) 

３ コール、キュー等を希望する方は、(公社)日本ＦＤ連盟の指導者資格が必要です。必ず「級」

及び「公認指導者番号」をご記入下さい。(１８歳未満及び特段の事情により級のない方は統

括支部長にお問い合わせ下さい。) プログラムの都合上、ご希望に添いかねる場合もござい

ますので、予めご了承下さい。到着時刻は必ずご記入下さい。 

§  そ の 他  § 

※ 団体傷害保険に加入していますが、天災及び不慮の事故等につきましては 、主催者側では

責任を負いかねますので、各自充分にご注意をお願います。 

※ 申込いただいた個人情報は、この大会のみに使用いたします。 

※ ダンス会場は全て絨毯敷きです。細いヒールはご遠慮下さい。 

※ 宅配便については受理票でご案内いたします。 

 

大会の内容に関する問合せ先 

大会実行委員長・岩原富雄 TEL：090-4228-4600 E-mail： iwahara@taupe.plala.or.jp 

運営部部長・黒崎修二 TEL：080-1125-2685 E-mail： keikuro3@yahoo.co.jp 

行事部部長・若松 訓 TEL：090-4621-5236 E-mail： swaka78m@r6.dion.ne.jp 

 

mailto:keikuro3@yahoo.co.jp


 

 

 

ロビーで楽しんじゃおう、
ボディペインティング、折り
紙、バルーンアートの世界 
 
アフターダンスは、ヨコハ
マ・ナイトラウンジに集ま
ろう！ 

笑わせます、魅せま

す、楽しませます。 

エキサイティングなエ

キジビション。 

お楽しみに！！ 

オリジナルコンベンショングッズ

をご用意。 

クラブへのお土産にどうぞ♪ 

オプショナルツアーも 

乞うご期待♪ 

充実の、必見 

「セミナープログラム」 
・カッコよく踊るラインダンス 

・ヘキサゴンで踊ろう(SD) 

・レディース講座 

・MC基礎講座等 

 

「スクエアダンス体験会」 

同日開催！！ 

困った時はインフォメーショ

ンコーナーへ、あなたの

「？」にお答えします。 

大会マスコット 
ドーシーちゃん 
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◆記号説明
    MS1：イージーメインストリーム
    MS：メインストリーム
　　MSH：メインストリームハード
　　Ｐ：プラス
　　PH：プラスハード
    A：アドバンス２
    C：チャレンジ１
    RD：ラウンド
　　LD：カントリー・ラインダンス

◆ダンス会場（部屋）
５階 ５Ｓ：シンフォニア
４階 ４Ｓ：桜川
　　　４T：千鳥
      ４W：若菜
３階 ３N：ノクターン
　　　３Ｆ：ファンタジア
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