
平成３０年度全国学校保健・安全研究大会 

宿泊・弁当・視察旅行・シャトルバスのご案内 

＜募集要項＞ 

開催期日：平成３０年１０月２５日（木）・２６日（金）・〔27 日（土）〕 

開催会場（２５日）：鹿児島市民文化ホール 

分科会会場（２６日）：鹿児島サンロイヤルホテル、ホテルウェルビューかごしま 
 

ベストウェスタンレンブラントホテル鹿児島リゾート 

 

＜ご挨拶＞ 

平成３０年度全国学校保健・安全研究大会が開催されますことを心から歓迎申し上げます。 

ご参加の皆様方の便宜を図るため、宿泊の手配のお手伝いを、(株）ＪＴＢ 鹿児島支店 で取り扱いさせて頂くことになりました。

大会の成功に向け、精一杯のお手伝いをさせていただきますので、何卒、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

（１）大会参加費 ※大会参加申込は旅行契約に該当しません 

１名様につき 3,000円（大会誌・当日配布資料代）となります。 

 

（２）宿泊プランのお申込み 

当要項をご参照の上、別紙申込書に必要事項をご記入いただき、9月 5日（水）までに FAXにて、 

㈱JTB九州 MICEセンターへお申込みください。なお、電話でのお申込みは受付いたしません。 

お申込みの際に第一希望・第二希望までご記入ください。 

今回の宿泊プランに係わる契約は、旅行企画実施会社の（株）JTB との募集型企画旅行契約となります。 

ご登録いただきました個人情報に関しまして、（株）JTBおよび（株）JTB 九州 MICEセンターは 

今大会に係わる目的以外では利用いたしません。 

個人情報の管理には当社個人情報保護方針に基づき、適切な体制で臨んでおります。 

FAX到着後の個人情報の管理には充分注意をしておりますが、送信される際はくれぐれも誤送信にご注意ください。 

また、お手数ですが、FAXの着信確認のご連絡をお願いいたします。 

 

（３）宿泊確認書・請求書の送付 

9月末頃までに、宿泊確認書と請求書・旅行条件書等をご送付させていただきますので、ご確認ください。 

宿泊確認書は当日ご持参頂き、ホテルフロントにてご提示ください。 

 

（４）ご旅行代金のお支払い 

10月 12日（金）までに、請求書記載のお振込み先にお支払い下さい。（振込手数料はご負担願います。） 

また、振込受領書をもって、領収書とさせていただきます。 

変更・取消にて生じた減額分は大会終了後、返金先の口座へお振込みとなりますので、予めご了承ください。 

 

＜1＞お申込方法のご案内 



 

 

■宿泊プラン設定日：平成３０年１０月２４日（水）・１０月２５日（木） 

■宿泊条件：１泊朝食付（税金・サービス料込）お一人様１泊あたりの金額となります。 

■添乗員：今回のプランでは、添乗員は同行致しません。チェックインの手続きはお客様ご自身でお願い致します。 

■最少催行人員：１名 

■宿泊地：鹿児島市 

 

【宿泊プラン】  

プラン名 ホテル名 部屋タイプ 旅行代金 
備考 

（交通アクセス） 

 A－１ 
鹿児島サンロイヤルホテル 

【バス・トイレ付】 

シングル 

（1名利用） 

10/24 
12,000円 

本大会会場 

鹿児島中央駅より車で約１５分 

10/25 

 A－２ 
ツイン 

（２名利用） 

10/24 
10,000円 

10/25 

B－１ 
ホテルグランセレッソ鹿児島 

【バス・トイレ付】 

シングル 

（1名利用） 

10/24 
9,000円 

高見馬場電停より 

徒歩約 2分 10/25 

C－１ 
かごしま第一ホテル鴨池 

【バス・トイレ付】 

シングル 

（1名利用） 

10/24 
7,500円 

会場より車で約５分 

鹿児島中央駅よりバス乗車 

「農協会館前」下車後 

徒歩約 2分 

10/25 

C－２ 
ツイン 

（２名利用） 

10/24 
7,000円 

10/25 

Ｄ－１ 
JR九州ホテル鹿児島 

【バス・トイレ付】 

シングル 

（1名利用） 

10/24 
10,500円 

鹿児島中央駅より 

直結 10/25 

Ｅ－１ 
ホテルアービック鹿児島 

【バス・トイレ付】 

シングル 

（1名利用） 

10/24 
7,500円 

鹿児島中央駅西口より 

徒歩約３分 10/25 

Ｆ－１ 
鹿児島ワシントンホテルプラザ 

【バス・トイレ付】※全室禁煙 

シングル 

（1名利用） 

10/24 
7,200円 

天文館電停より 

徒歩約５分 10/25 

Ｇ－１ 
アイホテル鹿児島天文館 

【バス・トイレ付】 

シングル 

（1名利用） 

10/24 
8,000円 

天文館電停より 

徒歩約５分 

10/25 

Ｇ－２ 
ツイン 

（２名利用） 

10/24 
6,500円 

10/25 

H－１ 

ベストウェスタンレンブラントホテル 

鹿児島リゾート 

【バス・トイレ付】 

シングル 

（1名利用） 

10/24 

9,000円 

会場より車で約５分 

鹿児島中央駅よりバス乗車 

「農協会館前」下車後 

徒歩約５分 
10/25 

Ｉ－１ 
タイセイアネックスホテル 

【バス・トイレ付】 

シングル 

（1名利用） 
10/25 9,500円 

鹿児島中央駅東口より 

徒歩約５分 

J－１ 
ホテルレクストン鹿児島 

【バス・トイレ付】 

シングル 

（1名利用） 

10/24 
8,500円 

天文館電停より 

徒歩約５分 10/25 

Ｋ－１ 
鹿児島東急 REIホテル 

【バス・トイレ付】 

シングル 

（1名利用） 

10/24 
11,500円 

鹿児島中央駅東口より 

徒歩約５分 10/25 

＜２＞宿泊プランのご案内（募集型企画旅行契約） 



Ｌ－１ 
レム鹿児島 

【バス・トイレ付】 

シングル 

（1名利用） 

10/24 
7,800円 

天文館電停より 

徒歩約５分 

10/25 

Ｌ－２ 
ツイン 

（２名利用） 

10/24 
13,000円 

10/25 

Ｍ－１ 
法華クラブ鹿児島 

【バス・トイレ付】 

シングル 

（1名利用） 

10/24 
8,000円 

高見馬場電停より 

徒歩約１分 10/25 

Ｎ－１ 
ホテルタイセイ 

【バス・トイレ付】 

シングル 

（1名利用） 

10/24 
7,500円 

鹿児島中央駅東口より 

徒歩約５分 10/25 

Ｏ－１ 
サンデイズイン鹿児島 

【バス・トイレ付】※全室禁煙 

シングル 

（1名利用） 

10/24 
8,500円 

天文館電停より 

徒歩約８分 10/25 

 

・個人勘定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。 

・食事が不要の場合でも特別設定料金の為、ご返金はいたしかねます。 

・定員数は、シングルルーム（1名様）、ツインルーム（２名様）です。 

・禁煙・喫煙部屋につきましては、リクエストとなります。確約ではございませんので、予めご了承下さい。 

※Ｆ－１（鹿児島ワシントンプラザ）、Ｏ－１（サンデイズイン鹿児島）は全室禁煙となります。 

・宿泊先は、後日お送りする宿泊確認書にてご確認をお願いいたします。 

・お申込みの際は、第二希望までご記入ください。先着順にお受付させて頂きますが、設定数に限りがあり、ご希望通り確保で

きないこともありますので、予めご了承ください。 

・駐車場はご自身にて決定ホテルにご連絡いただき、ご手配をお願いします。 

 

■上記、宿泊プランの取消料は以下の通りです。 

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 

１．21日目にあたる日以前の解除 無料 

２．20日目にあたる日以降の解除（３～６を除く） 旅行代金の 20％ 

３．7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％ 

※上記取消日は、当社営業時間内を基準と致します。 

営業時間外の変更・取消は翌営業日扱いとなりますのでご注意下さい。 

※変更・取消は、お申込み先：株式会社ＪＴＢ 九州 MICEセンターまで、ＦＡＸにてご連絡ください。 

なお、電話でのお取消ご連絡は承ることができません。 

※取消後の返金につきましては、大会終了後、事務処理上多少日数を頂きますので、予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■設定日：平成３０年１０月２６日（金） 

お弁当料金（1個あたり）：１，０００円（税込・お茶付き） 

・お弁当は午前の分科会終了後、それぞれの午前中の会場内にて配布致します。 

・弁当殻等は弊社にて回収いたします。各会場に回収箱を設置致します。 

・変更期限は１０月２５日(木)17:00までとさせて頂きます。 

それ以降の変更には応じかねますので予め承ください。 

・お弁当については手配旅行契約となり、下記の取消料が適用となります。 

 

 

 

 

 

 

 

■設定日：平成３０年１０月２５日（木）、１０月２６日（金） 

 

■行程① 平成 30年 10月 25日（木） 

区間Ａ：鹿児島中央駅西口から鹿児島市民文化ホール（会場）まで 

出発時間：１１：００から１３：００まで   ※計１３便で運行致します。 

到着時間：１１：２５から１３：２５予定 

添乗員：同行致しません。 ※当日は現地係員がご案内致します。 

バス会社名：①九州みやび観光株式会社 ②川内観光交通 

（①11:00発、11:10発、11:20発、11:50発、12:00発、12:10発、12:40発、12:50発、13:00発） 

（②11:30発、11:40発、12:20発、12:30発） 

 

区間Ｂ：鹿児島市民文化ホール（会場）から鹿児島中央駅西口まで 

出発時間：１６：００から１７：３０まで  ※計１０便で運行致します。 

到着時間：１６：２５から１７：５５予定 

添乗員：同行致しません。 ※当日は現地係員がご案内致します。 

バス会社名：①九州みやび観光株式会社 ②川内観光交通 

（①16:00発、16:10発、16:20発、16:50発、17:00発、17:10発） 

（②16:30発、16:40発、17:20発、17:30発） 

 

食事：無し 

最少催行人員：２０名 

取消料：旅行開始前まで無料、旅行開始後は１００％となります。 

※ＪＴＢの募集型企画旅行となります。 

 

 

 

 

 取消料 

10月 25日 17:00 まで 無料 

10月 25日 17:00以降 100％ 

＜３＞お弁当のご案内 

 

＜4＞シャトルバスのご案内 （旅行日数：日帰り） 

 



■行程② 平成３０年１０月２６日（金） 

区間：各分科会会場（鹿児島サンロイヤルホテル、ホテルウェルビューかごしま、 

ベストウェスタンレンブラントホテル鹿児島リゾート）から鹿児島中央駅西口まで 

出発時間：１６：００発、１６：５０発 

到着時間：１６：２５着予定、１７：１５着予定 

添乗員：同行致しません。 ※当日は現地係員がご案内致します。 

バス会社名：①九州みやび観光株式会社 ②南州交通 ③川内観光交通 

（①鹿児島サンロイヤルホテル発 16:00発、16:50発） 

（②ホテルウェルビューかごしま発 16:00発、16:50発） 

（③ベストウェスタンレンブラントホテル鹿児島リゾート発 16:00発、16:50発） 

食事：無し 

最少催行人員：２０名 

取消料：旅行開始前まで無料、旅行開始後は１００％となります。 

※ＪＴＢの募集型企画旅行となります。 

 

■料金について 

・行程①②は有料シャトルバスとなり、1日の乗車につき、旅行代金（１日乗車券）として７５０円頂きます。 

取消料は上記の通りとなります。ご希望の方は申込書にご記入をお願い致します。 

・申込終了後、乗車券を送付させて頂きますので、ご乗車の際にドライバーにご提示お願い致します。 

・１０月２６日（金）の昼食休憩時間に運行する各分科会会場への無料送迎シャトルバスでは、乗車券を 

提示する必要はありません。 

 

【無料送迎シャトルバスのご案内】 

・昼食休憩時（※12:00から 13:30の間）、各分科会会場への無料送迎シャトルバスが運行致します。 

（鹿児島サンロイヤルホテル、ホテルウェルビューかごしま、ベストウェスタンレンブラントホテル鹿児島リゾート） 

 

 

 

・お申込は申込受付順とし、定員になり次第、締切とさせて頂きます。 

・申込人員が最少催行人員に満たない場合は、１０月１２日(金)にあたる日より前に旅行中止のご通知を致します。 

 

【Ａコース：明治維新 150年と世界文化遺産への旅】 

■旅行期間：平成３０年１０月２７日（土） 

■旅行日数：日帰り 

■旅行代金：お一人様 8,000円 ※お飲み物代金は含まれておりません。 

■募集人員：４０名（最少催行人員２０名様） 

■食事条件：昼食１回 

■添乗員：同行致します。 

日次 日  程 食 事 

10/27 

(土) 

 
                                    
 鹿児島中央駅西口 ═════ 維新ふるさと館(●)・・・・大河ドラマ館(●) ══════  

8:45      09:00                      11:00         
      
 
   〔世界文化遺産〕（昼食） 
═══ 仙巌園・尚古集成館(●) ══════ 鹿児島空港 ══════ 鹿児島中央駅             
   11:30         13:30            14:30                   15:20 
 

朝：× 

 

昼：〇 

 

夕：× 

＜５＞視察旅行のご案内（募集型企画旅行契約） 

 



 

【B コース：平和を伝える知覧と、指宿白水館‘薩摩伝承館’の旅】 

■旅行期間：平成３０年１０月２７日（土） 

■旅行日数：日帰り 

■旅行代金：お一人様 10,000円 ※お飲み物代金は含まれておりません。 

■募集人員：４０名（最少催行人員２０名様） 

■食事条件：昼食１回 

■添乗員：同行致します。 

日次 日  程 食 事 

10/27 

(土) 

 
                                             
 鹿児島中央駅西口 ═══ 知覧特攻平和会館・ショッピング(●) ═══ 池田湖(◎) ═══ 
        8:00     9:00                    10:00       10:40 
 
 

（見学・昼食） 
═══ 指宿・薩摩伝承館(●) ══════ 鹿児島中央駅 ══════ 鹿児島空港 
   11:15         13:00         14:30              15:20 

朝：× 

 

昼：〇 

 

夕：× 

 

【C コース：鹿児島のシンボル‘桜島’と坂本龍馬が愛した‘霧島温泉’の旅】 

■旅行期間：平成３０年１０月２７日（土） 

■旅行日数：日帰り 

■旅行代金：お一人様 10,000円 ※お飲み物代金は含まれておりません。 

■募集人員：４０名（最少催行人員２０名様） 

■食事条件：昼食１回 

■添乗員：同行致します。 

日次 日  程 食 事 

10/27 

(土) 

                   桜島フェリー 
 鹿児島中央駅西口 ═══ 鹿児島本港 ～～～～ 桜島港 ══ 有村溶岩展望所(◎) ══ 
        8:00        8:30   8:50      9:20          9:50 

 
       

═════ 霧島・さくらさくら温泉 (温泉入浴・昼食) ════ 霧島神宮(◎) ════ 
     11:20                     13:20     13:30     14:00 

 
 
═════ 鹿児島空港 ═════ 鹿児島中央駅 
         14:50           15:40 

朝：× 

 

昼：〇 

 

夕：× 

 

※交通記入例： ════バス、～～～～フェリー、・・・・徒歩 

※観光個所のうち、●印は入場して観光、◎印は下車して観光、○印は車窓から観光します 

※利用バス会社名：南国交通観光株式会社 

※道路状況等により時間が変更になる場合がございます。 

※終了後当日中にご移動される場合は、時間に余裕を持たせてスケジュールを組んでください。 

 

 

 

 

 

 

 



【旅行企画・実施】  

株式会社ＪＴＢ 鹿児島支店 観光庁長官登録旅行業第 64号 日本旅行業協会正会員 
 〒892-0847 鹿児島県鹿児島市西千石町 11-25 フコク生命ビル５F 

 ＴＥＬ (099)-226-1515 

 ＦＡＸ (099)-224-4456 

 営業時間：月～金曜 09：30～17：30・土・日・祝祭日は休業          

 

■上記、視察旅行の取消料は以下の通りです。 

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 

１．11日目にあたる日以前の解除 無料 

２．10日目にあたる日以降の解除（３～６を除く） 旅行代金の 20％ 

３．7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％ 

※上記取消日は、当社営業時間内を基準と致します。営業時間外の変更・取消は翌営業日扱いとなりますので 

ご注意下さい。 

※変更・取消は、お申込み先：株式会社ＪＴＢ 九州 MICEセンターまで、ＦＡＸにてご連絡ください。 

なお、電話でのお取消ご連絡は承ることができません。 

※取消後の返金につきましては、大会終了後、事務処理上多少日数を頂きますので、予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【受託販売】（お申込み・お問い合わせはこちら） 

東京都知事登録旅行業第 3-7539号 

株式会社ＪＴＢビジネスネットワーク 福岡営業所内 ＪＴＢ九州 MICEセンター  

 「平成３０年度全国学校保健・安全研究大会」係   

 

〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBCビル 5F 

  TEL：092-751-2102 FAX:：092-751-4098  

営業時間：月～金曜 09：30～17：30・土・日・祝祭日は休業 

 総合旅行業務取扱管理者：四元 嘉彦 

 
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管理者にお尋ねください。 

＜６＞お申込み・お問い合わせ先 

 



 

旅行条件書（全文）をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、お申込み下さい。 

 

ご旅行条件書（要約） 
 

●募集型企画旅行契約 

この旅行は（株）JTB（東京都品川区東品川２－３－１１ 観光庁長官登録旅行業第６４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最終日程表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）必要事項をお申し出のうえ、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。 

（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内にお申し込み

内容を確認のうえ、申込金の支払をしていただきます。 

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

（４）お申込金（おひとり） 旅行代金全額 

●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 13日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合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（要綱に記載している取消料を申し受けます。） 

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、要綱記載の取消料として申し受けます。 

＊貸切船舶を利用する旅行については、コースページ内に記載する取消料に拠ります。 

●旅行代金に含まれるもの 

   旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、入場料、拝観料及び消費税等諸税 

   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。） 

●「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。（受託旅行業者により当該取扱

ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。） 

（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

がお客様の到達したとき）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） 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 

ご旅行中、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、販売店の係員にお問合せください。 

●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、お申込店にご通知くださ

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ください。） 

●個人情報の取扱について 

（１） 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の受領のために

手続に必要な範囲内で利用させていただきます。 

●旅行条件・旅行代金の基準 

この旅行条件は 2018 年 7 月 31 日を基準としています。又、旅行代金は 2018 年 7 月 31 日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 


