
 

 

 

 

 

 

 

 大会参加・夕食交歓会・昼食弁当・宿泊・交通機関・特別講演会 
 

 お申込手続きのご案内 
 

 

令和元年７月２４日から標記大会が京都府で開催されますことを心よりお喜び申し上げます。 

大会事務局様からのご指示に基づき、大会参加に関わる各種申込手続きを㈱近畿日本ツーリスト関西

京都支店が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。多数のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

㈱近畿日本ツーリスト関西京都支店 

支店長   土田 信之 
 

（１）お申込方法―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

インターネットからお申込みください。 

URL: https://www.knt-ks.co.jp/ec/2019/blind_s/ 

・上記 URL の「申込代表者登録」画面で個人情報を登録の上、ID 及び パスワード を取 
得いただき、ログイン後お申込みください。 

（ID は代表者登録時に入力するメールアドレスになります。） 

・インターネットで、参加登録・各種予約から申込・取消の操作を行うことができます。操作

方法については各画面にてご案内しております。 

・登録・予約された際には、申込代表者登録画面で登録したメールアドレスに確認

メールが送られます。 

また、再度ログインした際には、「マイページ」で現在の予約状況を確認できます。 

（２）お申込期間―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 令和元年５月２１日（火）から６月２８日（金）まで 
 

 

（１）お支払方法―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

        WEBでのお申込み後、弊社より請求書を送付いたしますので、令和元年７月１０日（水）まで 

       にお支払いください。お支払い方法は、銀行振込またはクレジットカードでのお支払いと 

       なります。お支払い方法は、WEBでの申込みページにてご選択いただけます。 

 

銀行名 三菱UFJ銀行 振込第二支店（ミツビシユーエフジェーギンコウ フリコミダイニシテン） 

口座番号  (普通) 8621003 

口座名義  株式会社近畿日本ツーリスト関西 京都支店 

 

･銀行振込の際は、お申込み者名にて手続きを行ってください。 

･銀行窓口や ATM で発行される振込票の控えを領収書に代えさせていただきます。 

※正式な領収書が必要な方は、WEBでのお申込みページにてご選択ください。 

※振込手数料はお客様の負担となりますので予めご了承ください。 

第 94 回 令和元年度 

全日本盲学校教育研究大会・京都大会お申込について 

 

１．お申込方法について 

 

２．お支払方法について 

https://www.knt-ks.co.jp/ec/2019/blind_s/


 

 

 

※７月２４日の諸会議のみ参加の方は、参加費は不要です。 

※参加費については、お支払完了後の返金は出来かねますのでご了承ください。 

※大会の内容についての詳細は、大会事務局作成のご案内をご覧ください。 

 

 
（１）期日：令和元年７月２５日（木）１８時３０分～２０時３０分 

（２）場所：ホテル京阪京都グランデ（JR京都駅八条東口徒歩1分） 

（３）定員：１００名 

（４）会費：７，０００円（税込） 

※「参加券」を忘れずにお持ちください。 

 

 
（１） 期日：令和元年７月２４日（水）・２５日（木） 

（２） 料金：１，０００円（紙パックお茶付き、税込） 

（３） その他 

① お弁当の当日販売はいたしませんので事前にお申込みください。 

② お弁当は大会会場にてお渡ししますので、「引換券」を忘れずにお持ちください。 

 

３．大会参加について （旅行契約には該当しません）事務局様からの当社代行受付・集金となります。 

大会参加費 ３，５００円 

 

４．夕食交歓会について（旅行契約には該当しません）事務局様からの当社代行受付・集金となります。 

５．昼食弁当について（旅行契約には該当しません） 



 
 
（１） 宿泊設定日 

令和元年７月２４日（水）・７月２５日（木） 

（２） 旅行代金（宿泊）について 

旅行代金は１泊朝食付、消費税・宿泊税・サービス料を含む１名当たりの料金です。 

（３） その他 

① 部屋数に限りがございますので、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承

願います。 

② 最少催行人員は１名様、添乗員は同行いたしません。 

     （４） 日程表 

出発日（１日目） 各地・・・各自・・・ホテル（各自でチェックイン） 京都泊 

         中間日（２日目） ホテル・・・各自・・・ホテル           京都泊 

         最終日      ホテル（各自でチェックアウト）・・・各自・・・各地 

 

 

 

■宿泊施設情報 
 

施設名 ﾀｲﾌﾟ 7/24 7/25 料金（税込） 条件 

ホテル京阪京都グランデ 
バス付・トイレ付

シングル 
12 室 12 室 16,400 円 １泊朝食 

京都第一ホテル 
バス付・トイレ付

シングル 
15 室 15 室 9,920 円 １泊朝食 

グリーンリッチホテル京都駅南 
バス付・トイレ付

シングル 
20 室 20 室 13,160 円 １泊朝食 

都シティ 近鉄京都駅 

（旧：ホテル近鉄京都） 

バス付・トイレ付

シングル 
40 室 40 室 15,320 円 １泊朝食 

アランヴェールホテル京都 
バス付・トイレ付

シングル 
15 室 15 室 12,080 円 １泊朝食 

ベッセルホテルカンパーナ京都五条 
バス付・トイレ付

シングル 
30 室 30 室 12,080 円 １泊朝食 

イビススタイルズ京都ステーション 
バス付・トイレ付

シングル 
20 室 20 室 14,780 円 １泊朝食 

エルイン京都 
バス付・トイレ付

シングル 
50 室 50 室 

7/24   13,160 円 
１泊朝食 

7/25   13,700 円 

 

※別紙の旅行条件書を事前にご確認の上、お申込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．宿泊プランについて（募集型企画旅行契約） 



 

遠方より大会会場までおいでになる方については、交通機関の手配斡旋を申し受けます。別

途、WEB のマイページ上で交通機関のお申込書をダウンロードの上、必要事項を記入していただ

き、FAX にて㈱近畿日本ツーリスト関西 京都支店 西田宛てにお送りください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

大会最終日にオプションとして特別講演会の企画を実施いたします。 

 

「京都盲唖院教材の手ざわり～東西２校の交流から全国へ～」 

講師 岸 博実（京都府立盲学校 非常勤講師） 

 ・日時 ７月２６日（金）午後２時～午後３時３０分 

 ・会場 京都テルサ東館３階 Ａ・Ｂ会議室（約１００名程度） 

参加費は無料ですが、事前に申込みが必要です。 

 

また研究会開催中に同会場での特別展示、京都府立京都学・歴彩館での特別展示も行っております。 

詳細は別紙案内をご覧ください。 

 
 

 

８．特別企画について 

７．交通機関手配について 



 
 

大会参加券は、ご入金後 WEB のマイページ上でダウンロードし、印刷のうえ忘れずに会場に 

ご持参ください。 
 

取消料が発生する前日までは、ご変更･お取消をインターネットにて承ります。 

（インターネット上で変更する場合は、一旦取消した上で再度予約する手順になります。） 

取消料発生日以降は E-mail にてご連絡ください。 

※取消時に返金額がある場合は大会終了後、取消料を差し引いてご返金いたします。 

※お間違い防止の為、お電話によるご変更・お取消は一切受付いたしません。 

 ※旅行解除の日とはお客様が営業日・営業時間内にお申し出いただいた日時とさせていただき 

ます。 

※旅行条件の算出基準日：令和元年５月１５日 
        

【夕食交歓会】（旅行契約には該当しません） 

お申込後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。 

解除の日 取消料（お１人様） 

実施日の前日から 

起算してさかのぼ

って 

 

１．ご利用日の３日前までの解除 

 

無 料 

 ２．前々日から前日までの解除 会費の ５０％ 

 ３．当日 会費の１００％ 

 
【昼食弁当】（旅行契約には該当しません） 

お申込後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。 

解除の日 取消料（お１人様） 

提供日の前日から

起算してさかのぼ 

って 

 

１．ご利用日の３日前までの解除 

 

無 料 

 ２．前々日から前日までの解除 弁当代金の ５０％ 

 ３．当日 弁当代金の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されるときは、次の金額を取消料として

申し受けます。 

 

 

 

 

※取消料は１泊毎に適用されます。 

※ご宿泊当日 12 時までにお取消の連絡がない場合は無連絡不泊として取扱い、100%の取消料

を申し受けます。 

 

９．大会参加券などの発行について 

旅行解除の日 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 

１．１０日前～８日前 旅行代金の １０％ 

２．７日前～２日前 旅行代金の ２０％ 

 ３．前日 旅行代金の ４０％ 

４．当日 旅行代金の ５０％ 

５．旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の１００％ 
 

 

１０．ご変更･お取消について 



 

当社は今回のお申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡

に利用させていただくほか、お申込いただいた夕食交歓会・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。併せて、情報共有のため

大会事務局様に提出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。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。お申込書のＦＡ

Ｘ到着後の個人情報の管理には充分注意しておりますが、ＦＡＸを送信される際にはくれぐれも

誤送信等、ご注意ください。 

当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホ－ムページでご確認

ください。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

【旅行企画・実施】観光庁長官登録旅行業第2039号 

ＪＡＴＡ正会員 ボンド保証会員

㈱近畿日本ツーリスト関西 京都支店 

〒604-8186 
京都府京都市中京区車屋町通御池下ル梅屋町358 アーバネックス御池ビル西館 ８Ｆ 
ＴＥＬ：075-221-7401 ＦＡＸ：075-223-5192 

営業時間 平日９：１５～１８：００ （土・日・祝日休業）   

※休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応ができませんので、翌営業日の受付となります。 

 総合旅行業務取扱管理者 土田 信之  

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。

このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたらご遠慮なく上記の 

 総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。  

                                               

 

 

㈱近畿日本ツーリスト関西 京都支店 

 

〒604-8186 

京都府京都市中京区車屋町通御池下ル梅屋町358 アーバネックス御池ビル西館 ８Ｆ 

 

TEL ：075-221-7401 

FAX    ：075-223-5192 

E-mail  : nishida120085@mb.knt.co.jp 

担当     : 西田・山口 

営業時間 : 月曜日-金曜日 ０９：３０～１７：３０ 

土曜日・日曜日・祝日 休日 

 

 

 

関西161119050043 

 

１１．個人情報の取り扱いについて 

 

１２．登録及び本サイトに関するお問い合わせ 


