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第 19回
日本認知症グループホーム大会

テーマ 「手と手をつなぐ認知症支援の輪」
～ 認知症グループホームの生き残りをかけて ～

趣　旨 　2025年には認知症の人は700万人を超えると予想されており、認知症対策は喫緊の国
民的課題となっています。
　認知症対策の国家戦略である新オレンジプランでは、当事者である認知症の人や家族の視
点を重視しつつ、全国１万３千か所を超える認知症グループホームには、認知症に特化した
サービスとして地域における認知症ケアの拠点としての役割が期待されています。
　一方で、私たち認知症グループホームを経営・運営する者としては、認知症施策を担う介
護人材の不足が最も深刻な課題となっています。介護従事者の処遇改善の継続・充実はもち
ろんのこと、安定経営のための基本報酬の引き上げが必須であり、それなくしては『認知症
グループホームは生き残れない』状況まで来ているともいえます。
　平成30年度には介護報酬改定が控えています。こうした状況を踏まえ、今大会は、認知
症施策及び認知症グループホームを取り巻く様々な課題について、参加者の皆様との闊達な
議論の場としていきたいと考えております。
　認知症の人とその家族、地域住民、介護従事者、事業者の５者が手と手をつなぎ、認知症
支援の輪でつながって、認知症対策の未来を共に切り拓いていく第19回日本認知症グルー
プホーム大会を開催します。

平成29年９月９日（土）・10日（日）期 日

国立京都国際会館（京都府京都市左京区岩倉大鷺町422）会 場

900名参加予定人数

会員：10,000円　非会員：12,000円
利用者・家族・学生・運営推進会議委員は参加費無料（資料代2,000円）

参 加 費

本大会は日本認知症ケア学会単位認定事業です
（認知症ケア専門士単位：３単位、分科会・ポスターセッション発表者は１単位加算）

そ の 他

6,000円意見交換会費
（懇親会費）

平成29年６月30日（金）まで
※ 大会ホームページの専用申込ページよりお申込下さい。インターネット設備のない方はＦＡＸに
てお申込みいただけます。詳細は16ページをご覧ください。

参加申込締切日

公益社団法人　日本認知症グループホーム協会主 催

日本認知症グループホーム大会実行委員会運 営

会員（代表者・職員等）、GH事業者、利用者、家族、行政、学生、運営推進会議委員、地
域密着型サービス・特養・老健・慢性期医療機関・有料老人ホーム等介護・福祉・医療関係
者、一般市民　など

対 象
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旅行業者：東武トップツアーズ株式会社
〒600-8107　京都府京都市下京区五条通新町東入る東錺屋町186　ヤサカ五条ビル9階
　　　　　　　  TEL　075-361-5351　FAX 075-341-1878
 担当：辻・鈴木

大会参加・旅行申込　問い合わせ先

日本認知症グループホーム協会大会実行委員会（教育・研修担当）
〒611-0041　京都府宇治市槇島町本屋敷10-1　メイプルリーフ宇治　内
　　　　　　　  TEL　0774-28-6262　FAX　0774-28-6263
 担当：水島、山口

分科会・ポスターセッション　問い合わせ先

〒601-8393　京都府京都市南区吉祥院中河原里西町26　シャルル葛野大路1階
　　　　　　　  株式会社ピュアロージュ　内
　　　　　　　  TEL　075-321-6215　FAX　075-321-6216
 担当：久保・宮地

日本認知症グループホーム協会大会実行委員会（京都事務局）

大会運営等　問い合わせ先

厚生労働省／京都府／京都市／社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター／社会福祉法
人浴風会認知症介護研究・研修東京センター／社会福祉法人仁至会認知症介護研究・研修大府センター／
公益財団法人さわやか福祉財団／公益社団法人日本医師会／公益社団法人認知症の人と家族の会／公益社
団法人全国老人福祉施設協議会／公益社団法人全国老人保健施設協会／一般社団法人日本慢性期医療協会
／国立研究開発法人国立長寿医療研究センター／社会福祉法人全国社会福祉協議会／公益財団法人介護労
働安定センター／公益財団法人全国老人クラブ連合会／公益財団法人テクノエイド協会／公益社団法人全
国有料老人ホーム協会／公益社団法人全日本病院協会／公益社団法人日本医師会／公益社団法人日本栄養
士会／公益社団法人日本介護福祉士会／公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会／公益社団法人日本看
護協会／公益社団法人日本歯科医師会／公益社団法人日本社会福祉士会／公益社団法人日本精神科病院協
会／公益社団法人日本精神保健福祉士協会／公益社団法人日本訪問看護財団／公益社団法人日本薬剤師会
／公益社団法人日本理学療法士協会／公益社団法人日本老年精神医学会／一般社団法人シルバーサービス
振興会／一般社団法人全国介護事業者協議会／一般社団法人全国デイ・ケア協会／一般社団法人全国認知
症介護指導者ネットワーク／一般社団法人日本作業療法士協会／一般社団法人日本認知症コミュニケー
ション協議会／一般社団法人日本訪問リハビリテーション協会／一般社団法人日本老年医学会／一般社団
法人全国特定施設事業者協議会／一般社団法人全国訪問看護事業協会／一般社団法人日本医療法人協会／
一般社団法人日本介護支援専門員協会／一般社団法人日本認知症ケア学会／一般社団法人日本病院会／全
国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会／全国ホームヘルパー協議会／日本介護福祉教育学会／日本認知
症学会／日本老年看護学会／社会福祉法人京都府社会福祉協議会／公益社団法人京都府栄養士会／公益社
団法人京都府介護支援専門員会／公益社団法人京都府看護協会／公益社団法人京都府歯科衛生士会／公益
社団法人認知症の人を支える家族の会　京都府支部／一般社団法人京都経済同友会／一般社団法人京都精
神保健福祉士協会／一般社団法人京都府医師会／一般社団法人京都府介護福祉士会／一般社団法人京都府
作業療法士会／般社団法人京都府歯科医師会／一般社団法人京都府薬剤師会／一般社団法人京都府理学療
法士会／一般財団法人京都府老人クラブ連合会／一般社団法人京都府老人福祉施設協議会／京都中小企業
家同友会／京都府国民健康保険団体連合会／京都府市長会／京都府商工会議所連合会／京都府地域包括・
在宅介護支援センター協議会／京都府町村会／社会福祉法人京都市社会福祉協議会／一般社団法人京都市
老人クラブ連合会／京都商工会議所／大谷大学／京都学園大学／京都光華女子大学／京都女子大学／京都
ノートルダム女子大学／京都文教大学／種智院大学／同志社大学／花園大学／福知山公立大学／佛教大学
／立命館大学／龍谷大学／大原スポーツ＆メディカル専門学校京都校／京都医健専門学校／京都医療福祉
専門学校／京都福祉専門学校／京都保育福祉専門学院／京都YMCA国際福祉専門学校／舞鶴YMCA国際福
祉専門学校／朝日新聞社・京都総局／ＦＭ京都／ NHK京都支局／京都新聞社／ＫＢＳ京都／産経新聞社・
京都総局／日本経済新聞社京都支社／毎日新聞社・京都支局／読売新聞社・京都総局

後 援
　（予定）　
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大 会 日 程

1日目 9月9日（土）
　９：００ 受付開始

　９：３０
オープニングセレモニー
　　
 メインホール

１０：００

開会式
　開会宣言　大会実行委員会委員長　京都府支部長　吉谷　正紀
　大会長（主催者）挨拶　　会長　河﨑　茂子
　来賓祝辞、来賓紹介
表彰式
　協会表彰、演題表彰
 メインホール

１１：００
基調講演
　厚生労働省老健局長　蒲原　基道　氏（予定）
 メインホール

１２：００
休　憩
　ランチョンセミナー
　協賛　エーザイ株式会社 メインホール

１３：００

特別講演
「心の形（すがた）」
　　　清水寺貫主　森　清範　氏
 メインホール

１４：００ 休　憩

１４：１０

分科会Ⅰ

メイン
ホール

分科会Ⅱ

ルームＡ

分科会Ⅲ

ルームＤ

ポスター
セッション

カクテル
ラウンジ

グループホーム
経営を大いに語
る場

事前登録制

ルームＣ－２

ワールドカフェ
風情報交換会

事前登録制

ルームＣ－１

１６：５０ 終　了

１８：００ 意見交換会（懇親会） 

２０：００ 終　了
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　８：３０ 受付開始

　９：００

教育講演
「グループホームケアと今後の認知症グループホームのあり方について」
 認知症介護研究・研修東京センター　センター長　山口　晴保氏
 メインホール

１０：３０ 休　憩

１０：４０

シンポジウム　
「手と手をつなぐ認知症支援の輪　～グループホームへの提言～」
　シンポジスト
　　認知症当事者の立場から
 おれんじドア実行委員会 代表　丹野　智文氏
　　家族の立場から
 公益社団法人認知症の人と家族の会 京都府支部 副代表　山添　洋子氏
　　地域の立場から
 宇治市健康長寿部健康生きがい課地域包括ケア・ 介護予防推進係 係長　原　真弓氏
　　事業者の立場から
 株式会社ケアトラスト 代表取締役　水島　克己氏
　　コメンテーター
 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長　宮腰　奏子氏（予定）
　　コーディネーター
 日本認知症グループホーム協会副会長　佐々木　薫
 メインホール

１２：３０

閉会式
　大会総括　総務委員長
　次回大会挨拶　次回大会実行委員長
　次回大会旗引き継ぎ
　閉会挨拶　大会実行委員会副実行委員長

１３：００ 終　了

★ 大会後日（９月10日）にオプショナルツアー（妙心寺コース、南禅寺コース）を企画しております。
　この機会に、京都の観光地を訪れてみてください。

2日目 9月10日（日）



内　容
基調講演 9月9日（土）11：00

厚生労働省老健局長　蒲原　基道 氏（予定）

特別講演 9月9日（土）13：00

教育講演 9月10日（日）9：00

シンポジウム 9月10日（日）10：40

テーマ「心の形（すがた）」

テーマ「グループホームケアと今後の
　　　　認知症グループホームのあり方について」

テーマ「手と手をつなぐ認知症支援の輪
　　　　　　～グループホームへの提言～」

　認知症当時者の立場から
シンポジスト

コメンテーター

コーディネーター

　家族の立場から

　地域の立場から

　事業者の立場から

講演　清水寺貫主　森　清範 氏

講演　認知症介護研究・研修東京センター　センター長　山口　晴保 氏

おれんじドア実行委員会　代表　丹野　智文 氏

公益社団法人認知症の人と家族の会　京都府支部　副代表　山添　洋子 氏

株式会社ケアトラスト 代表取締役　水島　克己 氏

宇治市健康長寿部健康生きがい課地域包括ケア・ 介護予防推進係　係長　原　真弓 氏

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長　宮腰　奏子 氏（予定）

日本認知症グループホーム協会副会長　佐々木　薫 　
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「グループホーム経営を大いに語る場」
（９日　１４：１０～１６：５０　ルームＣ－２）

「ワールドカフェ風情報交換会」について
（９日　１４：１０～１６：５０　ルームＣ－１）

　「グループホーム経営を大いに語る場（意見交換・自由討論会）」の参加者を募集します。
　大会のテーマ「手と手をつなぐ認知症支援の輪」 ～認知症グループホームの生き残りをかけて～、及び大
会趣旨（開催案内１ページ目に記載）に基づき、全国のグループホーム経営者による「語り場」の参加者を
募集いたします。

　「ワールドカフェ風情報交換会」の参加者を募集します。
　大会のテーマ「手と手をつなぐ認知症支援の輪」～認知症グループホームの生き残りをかけて～、及び大
会趣旨（開催案内１ページ目に記載）に基づき、地域における認知症ケアの拠点として活躍する全国のグルー
プホーム職員による情報交換会の参加者を募集いたします。

趣　　旨
　経営規模の小さな認知症グループホームにおいては、収支差率に関わらず収支差額は小さな額であり、
常に赤字と隣り合わせの厳しい経営環境の中で、事業継続のための経営努力を余儀なくされています。
一方で、他の施設・居住系サービスよりも手厚い人員配置をした上で、認知症の人のみを対象としたサー
ビスとして、認知症ケアのサービスの質の維持にも取り組んでいます。
　この「ＧＨ経営を大いに語る場」においては、認知症グループホームの安定的かつ持続的な経営に向
けて、経営者の方々にお集まりいただき、人材確保や加算の取得、共用デイ等の運営など現在の経営課
題・問題点及び改善策や積極的な事業展開などについて闊達なご議論をいただきたいと考えおります。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。

募集要項
【対　　象】認知症グループホームの経営者、管理者
【申込方法】 ご参加を希望する場合は、別添大会申込用紙の「ＧＨ経営を大いに語る場」欄に○をご記

入下さい。
　※会場の都合上、事前申込制になります。（定員70名：定員に達し次第、締切）
　※「ＧＨ経営を大いに語る場」にご参加する場合は原則、途中入場・途中退出はご遠慮願います。

趣　　旨
　認知症グループホームは、新オレンジプランにおいて「地域における認知症ケアの拠点として、その
機能を地域に展開し、共用型認知症対応型通所介護や認知症カフェ等の事業を積極的に行っていくこと
が期待されている。」と明記され、共用デイへの積極的な取り組みや地域支援事業の活用等による多様
な認知症カフェの展開など地域における認知症ケアの拠点としての積極的な活動が近年急速にみられる
ようになってきております。
　このワールドカフェ風情報交換会においては、既に共用デイや認知症カフェなど地域における認知症
ケアの拠点として先駆的に活動している事業所、これからそうした活動を予定している事業所の皆様に
お集まりいただき、その取り組みの工夫、成果について、ワールドカフェ方式にて共有することによっ
て、更なる認知症ケアの拠点としての取り組みの推進につなげていきたいと考えております。多くの皆
様のご参加お待ちしております。

募集要項
【対　　象】 共用デイや認知症カフェなど地域における認知症ケアの拠点として活動している認知症グ

ループホーム、もしくは今後そうした活動を計画している認知症グループホームの職員
【申込方法】 ご参加を希望する場合は、別添大会申込用紙の「ワールドカフェ風情報交換会」欄に○を

ご記入下さい。
　※会場の都合上、事前申込制になります。（定員100名：定員に達し次第、締切）
　※「ワールドカフェ風情報交換会」にご参加する場合は原則、途中入場・途中退出はご遠慮願います。
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分科会・ポスターセッションの発表について（演題募集テーマ）

●分科会・ポスターセッション（共通）
番号 演題募集テーマ：演題の趣旨・背景 キーワード

１

グループホームは、地域における少人数の共同生活の中
で、「なじみの関係」を重視し、利用者主体の生活を実
現することを目的としています。また、入居者の力を活
用できる場面（役割）に着目することで、行動・心理症
状の改善などにも努めています。本テーマにおいては、
グループホームならではの認知症ケアなどに着眼した演
題を募集します。

認知症ケア、グループホームケア、
生活支援、若年性認知症

２

グループホームの利用者は年々重度化傾向にあり、看取
りも退居者全体の約２割を占めるまでになっておりま
す。重度化や医療ニーズの増加した利用者への対応が近
年の重要課題の一つとなっています。本テーマにおいて
は、グループホームの理念を踏まえた医療との連携や看
取り介護および早期対応による重度化予防などに着眼し
た演題を募集します。

重度化、医療連携、看取り

３

グループホームは、運営推進会議などを通じた地域との
連携が重要視されてきました。また、新オレンジプラン
では、地域における認知症ケアの拠点として、その機能
を地域に展開し、認知症カフェや相談・支援事業、共用
デイなどへの取組みが求められています。本テーマにお
いては、グループホームと地域とのつながりなどに着眼
した演題を募集します。

地域とのつながり、在宅の認知症の
人・家族への支援

４

グループホームにおける喫緊の重要課題の一つとして、
人材の確保・育成・定着があげられます。また、近年、
自然災害、火災、介護事故、感染症、その他経営上の様々
なリスクに適切に対処していくことが重要となってきて
います。本テーマにおいては、人材の確保・育成・定着
や様々なリスクマネジメントなどに着眼した演題を募集
します。

人材の確保・育成・定着、
リスクマネジメント、権利擁護・虐
待防止

５ その他
１～４に含まれない、各施設での特
徴ある取り組み、行事、レクリエー
ションなど

※ご提出いただいた抄録を査読させていただいた後、分科会Ⅰ～Ⅲ、ポスターセッションに振り分けさせていただきます。

　大会の分科会及びポスターセッションの発表演題を募集いたします。
　大会のテーマ「認知症グループホームの生き残りをかけて」～手と手をつなぐ思いやりの輪～、及び大
会趣旨（開催案内１ページ目に記載）に基づき、全国の実践や研究をまとめた発表を募集いたします。ま
た、次回大会におきまして、この発表の中から優れた内容のものを選定し、優秀奨励賞、奨励賞として発
表します。
　皆様の事業所での実践を、全国の舞台で発表されることを大いに期待いたします。
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分科会発表/ポスターセッション募集について

分科会発表ならびにポスターセッションの発表要領

Ⅰ．発表形式等について
分科会発表 ポスターセッション

形 式 内 容
分科会発表はパワーポイントなどを
使用して研究成果を直接説明してい
く発表形式です。

発表や報告したことを文字や写真等を使い、自由に
掲示することができます。また、発表場所の前に各
自で用意した資料などを置くことができます。

発 表 時 間 準備・発表　８分以内　質疑２分 準備・発表　８分以内　質疑２分
使 用 機 材 パワーポイントのみ ボード展示（120× 90cm）
そ の 他 ご希望の発表形式にならない場合もございます。あらかじめご了承ください。

●応　募　資　格：本大会参加者であること（別途大会参加手続きを必ずして下さい）
●費　　　　　用：資料作成費、郵送料、参加費、旅費、宿泊費等、全て自己負担となります。
●発表申込の締切：平成29年6月20日（火）必着（必ず抄録原稿も一緒に提出して下さい）
●発表の申込方法： 協会ホームページから大会サイトに進み、「分科会発表・ポスターセッション申込書」

をダウンロードしていただき、E-メールにて大会事務局へお申込みください。

協会ホームページ　http://ghkyo.or.jp

①上記の協会ホームページより大会サイトへお進みください。
　　　　　⬇
②“分科会発表・ポスターセッション申込用紙”より申込書をダウンロードしてください。
　　　　　⬇
③必要事項をご記入のうえ、E-メールにて大会事務局へお申込みください。

E-mail：mapleleaf-uji@nike.eonet.ne.jp

＊ インターネットを利用できる環境がない場合は、大会事務局までお問合せくださ
い。

　　　　　⬇　★平成29年6月20日（火）必着（抄録原稿と一緒に提出）

④ 発表の採択の可否につきましては、平成 29 年 7月上旬頃までに、ご案内させてい
ただきます。
＊当日の発表形式の詳細につきましては、発表申込みいただいた方に個々に別途ご案
内させていただきます。
＊発表の採否につきましては、大会テーマ、趣旨に沿った選考をさせていただきま
す。発表の採否につきましては、大会実行委員会にご一任願います。
＊発表された演題は第19回日本認知症グループホーム大会演題表彰の対象になりま
す。
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抄録原稿の提出について

抄録の書き方
・抄録原稿は抄録原稿見本（P11）を参考にルールを守って作成して下さい。
・抄録原稿は提出いただいた原稿をそのまま使用します。
・抄録は１演題１ページとし、様式の変更は不可とします。
・フォントはMS明朝体とします。
・見本のように「演題」を16ポイント下線付き、「副題」を13ポイント、「都道府県名・市町村名」・
「施設名」・「職種・発表者」・「共同研究者名（いる場合）」をそれぞれ12ポイントで、必ず見本ど
おりの位置に記載してください。
・取り組みと最も関係のあるキーワードを必ず３つ、重要度順に記載してください。
・本文は10ポイントで記載し、2段で段組みし、一行を全角23文字とします。また行数は32～39行（全
部で約1,500字～約1,800字）で構成してください。もし図表を入れる場合も必ずこの範囲で収めてく
ださい。
・本文は見本のように、原則として（取り組み課題）（倫理的配慮）（具体的取り組み）（活動の成果と評
価）（今後の課題）（参考文献）等で構成し、これらの見出しを見本のように左寄せで入れてください。
・タイトルは、発表の内容を表すものにしてください。「○○さんから教わったこと」など抽象的で内容を
示さないものは控えてください。

・分科会発表・ポスターセッションの抄録は、大会要覧に掲載し分科会参加者に配布いたします。発表者は
全員必ず下記の要領に従い準備していただくようお願いいたします。
・分科会発表・ポスターセッションのいずれも抄録原稿は必ず提出して下さい。

●抄録の様式と申込方法
協会ホームページから大会サイトに進み、「抄録原稿用紙」をダウンロードしていただき、E-メールにて
大会事務局へお申込みください。

協会ホームページ　http://ghkyo.or.jp

①上記の協会ホームページより大会サイトへお進みください。
　　　　　⬇
②抄録原稿用紙をダウンロードしてください。
　　　　　⬇
③下記の注意事項を参照のうえ作成していただき、E-メールにて大会事務局へお申込みください。

E-mail：mapleleaf-uji@nike.eonet.ne.jp

＊インターネットを利用できる環境がない場合は、大会事務局までお問合せください。

★平成29年6月20日（火）必着（必ず発表申込書と一緒に提出して下さい）

抄録原稿について
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発表の方法

参加者と共有しやすいスライドの作り方について

ポスターの作り方について

・通常プレゼンテーションで使用されるスライド数は1分1枚が標準とされています。発表時間が８分の場
合は、スライドは８枚程度が目安となります。
・発表に使用するスライドは、会場の出席者に見てもらい理解を深めるためのものです。見えないような小
さい字や表は無意味ですし、参加者の皆さんにとっても残念なものです。また、じっくりと読んでやっと
理解するものではなく、目で見て一瞬で理解できるよう、長々とした文章ではなく、口頭発表の概要を簡
潔に箇条書きで表現してください。説明の全てを盛り込もうとすると、かえって理解の妨げとなります。
・そのページのタイトルを一回り大きな文字で一行目に記載し、その下の文章は10行以内くらい、タイト
ルは、38ポイント以上、スライドの中の文字は24ポイント以上が目安です。
・表やグラフは読み取るまでに多くの時間が必要となるので、表やグラフの多用は避けてください。表やグ
ラフを用いる場合は、表内の字などが十分な大きさになるように注意してください。
・演題に直接関係ない環境紹介や施設紹介だけを目的とするようなスライドは、必要ありません。

・ポスターセッションで使用するポスターの規格は、縦120cm、横90cmです。
・レイアウトは自由ですが、タイトル＜演題名（副題を含む）、都道府県名、施設名、職種及び発表者名＞
は必ず明記して下さい。詳細はポスターディスプレイ例（P12）を参照してください。

・発表時間は、一人当たり８分（準備・発表）です。
・発表の研究や取り組みは完成したことや成果の出たものにかかわらず、結果の出なかったもの、失敗した
こと、解決できないことでもかまいません。発表の課題が全国の仲間も抱えている事案なら、ともに悩み
努力している人がいることを知り、取り組んでいる過程を共有するだけでも、その後の活動の大きな支え
となるでしょう。
・発表は、パワーポイントを用いて説明を行うことを原則とします。
・発表用のパソコンは、事務局で準備します。発表用データの提出方法については、発表申込みいただいた
方に別途ご案内申し上げます。
・本大会で使用する発表用パソコンのOSは、Windows7～Windows10までです。（XP、Vistaは不可）
・データは、Windowsで作成した、Microsoft PowerPoint 2010ファイルまでとします。Macintosh
には、対応しておりません。
・スライドは、目安として８枚程度とします。
・発表者は、演台に設置していますキーボード、マウスで操作していただきます。
・発表者は、制限時間を守り、円滑な進行に協力してください。

ポスターセッションの発表
・ポスターセッションの発表時間は、８分（準備・発表）です。
・ポスターの規格は、縦120cm、横90cmです。
レイアウトは自由ですが、タイトル「演題名（副題を含む）、都道府県名、施設名、職種および発表者名」
は必ず明記してください。詳細は、ポスターディスプレイ例（P12）を参照してください。

発 表 に つ い て
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この領域は事務局使用
縦5行×横12文字

キーワード1
キーワード1
キーワード1

演　　　　　　　　　題

副　　　　　　　　　題
　　 ふ　り　が　な

種　別･施設名都道府県･市町村名

　　　 ふ　り　が　な

職　種･発表者名

今回の発表の施設またはサービスの概況

（取り組んだ課題・はじめに）
　今回の取り組みを始めるきっかけとなった状況や、
抱えていた課題を具体的に記載。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

（倫理的配慮）
　調査協力、研究発表に際し、利用者・家族に説明
し、承諾を得ている旨記載。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

（具体的な取り組み）
　問題解決のための取り組みの具体的な内容（対象
者、その割合と理由、取り組みの具体的な手法、取り
組み時期や期間、取り組みの手順、取り組んだ職員数
や構成、必要とした道具や費用など、活動成果を出す
ポイントになった点）を記載。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

（活動の成果と評価）
　今回の取り組みの成果を具体的に示して記載。
　また、成果や取り組みに対するご利用者の反応、自
己評価（うまくいった、失敗だった、この様な所が足
りなかった）なども記載。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

（今後の課題・考察・まとめ）
　今回の取り組みの成果を踏まえ、今後さらにどのよ
うな取り組みを行うかを記載。

（参考・文献など）

施設説明、実施サービス説明等はここに記載。

共同研究者名（いる場合）

抄 録 原 稿 見 本

※発表を補足する資料等がある場合には、発表者において御用意下さい。
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ポ ス タ ー 見 本
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参加登録・宿泊・意見交換会・昼食（弁当）等のご案内 

 

ご挨拶 

謹啓 皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 このたび、『第19回日本認知症グループホーム大会』が京都（国立京都国際会館）において開催されることを心よりお祝い

申し上げます。 

 開催にあたり、全国各地からご参加いただく皆様方の便宜を図り、より一層ご満足いただける大会になりますよう、東武ト

ップツアーズ㈱京都支店が大会参加・意見交換会・宿泊等につきまして御案内させていただくことなりました。 

 全社をあげて万全の体制をもって取り組み、今大会が成功裏に終わりますよう誠心誠意尽力いたす所存でございます。 

 つきましては記載のとおりご案内させていただきますので、お早めにお申込み頂きますようお願い申し上げます。 

 皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。 

謹白 

 東武トップツアーズ㈱京都支店 

支店長 桐野 晋一 

１． 会場 

大 会： 平成29年9月  9日（土） 国立京都国際会館  

       平成29年9月 10日（日） 国立京都国際会館 

意見交換会： 平成29年9月  9日（土） 国立京都国際会館 

 

【交通アクセス】 

大会・意見交換会：国立京都国際会館 

〒606-0001   京都府京都市左京区宝ヶ池 

☆京都駅より「地下鉄烏丸線：国際会館駅行き終点」国際会館駅下車（約20分）徒歩3分 

☆京都駅より、タクシーで約25分 

京都市営地下鉄・烏丸線『国際会館』駅より連絡通路利用で約5分 

鉄道をご利用の場合 

●東京・中部方面より 東海道新幹線利用------京都駅---       

●九州・中国方面より 山陽新幹線利用------京都駅------地下鉄烏丸線（約20分）----------------------→ 

   J R 京 都 線利用------京都駅---      

●大阪・神戸方面より 阪急京都線利用------烏丸駅------地下鉄烏丸線（約16分）----------------------→    

 

飛行機をご利用の場合 

●関西空港  JR特急「はるか」（75分）、ﾘﾑｼﾞﾝﾊﾞｽ（約75分）---京都駅  地下鉄烏丸線（約20分）→  

●伊丹空港  リムジンバス（約55分）------------------------京都駅  地下鉄烏丸線（約20分）→ 

 

２．大会参加費（旅行契約には該当しません） 

会 員：10,000円 

非会員：12,000円 

利用者・家族・学生・運営推進会議委員：無料（ただし、別途資料代２，０００円が必要となります） 

※大会参加費は、大会本部からの依頼に基づき、東武トップツアーズ㈱が代行収受するものです。 

 

３． 意見交換会（旅行契約には該当しません） 

日 時：9月9日（土）18:00～20:00 

会 場：国立京都国際会館 「宴会場さくら」 

会 費：6,000円（税込） 

※意見交換会は、大会本部からの依頼に基づき、東武トップツアーズ㈱が代行収受するものです。 

国

際

会

館

駅 

第19回 日本認知症グループホーム大会

参加登録･宿泊･意見交換会･昼食（弁当）等のご案内
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４． 昼食弁当（旅行契約には該当しません） 

昼食弁当につきましては、予約にて受付いたします。 

日 時：9月9日（土）12:00 

料 金：1,080円（お茶付・税込） 

※昼食弁当は完全予約制とさせていただきます。当日の販売はございませんので、予めご了承下さい。 

※会場周辺には徒歩で行けるコンビニがございません、また飲食店も少なく非常に混雑が予想されますので、お弁当の 

事前申込をお勧めいたします。 

 

５． ランチョンセミナー 

ご参加者のおおよその人数集約のため、ご参加希望の方はお申込書に丸印をお付けください。 

開催日：9月9日（土）12:00～12:50 

会 場：1階大会議室 

※本年のランチョンセミナーは、セミナーにお弁当・お茶がついておりませんので、各自で昼食弁当の申込みをお願いい

たします。 

 

６． ご宿泊（東武トップツアーズ㈱の募集型企画旅行です） 

  本大会に際しまして、東武トップツアーズ㈱がご宿泊のお取扱いをさせていただきます。つきましては、次のとおりご案

内させていただきますので、申込書に必要事項をご記載の上、お申込みください。 

  ご予約は先着順とさせていただきます。ご希望のホテルや部屋タイプが満室の場合、他のホテルや部屋タイプをご案内さ

せていただく場合がございますのでご了承ください。 

◆宿泊設定日：9月8日（金）・9月9日（土）2泊 その他前後泊が必要な場合はお問合せ下さい 

◆最少催行人員：1名  ◆添乗員は同行いたしません   ◆部屋タイプ：洋室（バス・トイレ付） 

◆宿泊料金は、1泊朝食付（税金・サービス料を含んだ、お１人様あたり１泊分の料金です） 

◆ホテル番号（8・13）の朝食は、無料のサービス軽食となります。 

地図 ホテル名 
申込 

記号 
部屋タイプ 

宿泊料金 
アクセス 

9月8日（金） 9月9日（土） 

１ 
グランドプリンスホテル京都 

（禁煙） 

1-T ﾂｲﾝﾙｰﾑ/ﾂｲﾝ利用 14,000円 16,000円 

会場前 1-S ﾂｲﾝﾙｰﾑ/ｼﾝｸﾞﾙ利用 23,000円 27,000円 

1-R ﾂｲﾝﾙｰﾑ/ﾄﾘﾌﾟﾙ利用 13,000円 15,000円 

２ 京都ガーデンパレス（禁煙） 2 シングル 13,000円 14,000円 地下鉄今出川8分 

３ ｱｰﾊﾞﾝﾎﾃﾙ京都二条ﾌﾟﾚﾐｱﾑ（禁煙） 3 シングル 18,000円 24,000円 地下鉄二条駅徒歩6分 

４ 
ハートンホテル京都（禁煙） 4-N 

シングル 10,800円 12,800円 御池駅徒歩2分 
ハートンホテル京都（喫煙） 4-K 

５ ホテルギンモンド京都（禁煙） 5 シングル 13,000円 14,000円 御池駅徒歩2分 

６ 京都ガーデンホテル（禁煙） 6 シングル 13,000円 14,000円 御池駅徒歩1分 

７ 京都ロイヤルホテル＆スパ 
7-S シングル 14,000円 17,000円 

市役所前徒歩1分 
7-T ツイン 10,000円 13,000円 

８ 
東横INN四条大宮（禁煙） 8-N シングル 7,500円 8,800円 

阪急大宮駅徒歩1分 
東横INN四条大宮（喫煙） 8-K シングル 7,500円 8,800円 

９ アークホテル京都 9 シングル 13,000円 14,000円 阪急大宮駅徒歩3分 

１０ ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ京都四条烏丸（禁煙） 10 シングル 12,500円 18,000円 四条烏丸駅徒歩1分 

１１ からすま京都ホテル（禁煙） 11 シングル 12,800円 14,000円 四条烏丸駅徒歩1分 

１２ 三井ガーデンホテル京都四条 
12-S シングル 11,000円 15,000円 

四条烏丸駅徒歩6分 
12-T ツイン 9,000円 12,000円 

１３ 
東横INN五条大宮（禁煙） 13-N シングル 7,500円 8,800円 

JR丹波口より徒歩10分 
東横INN五条大宮（喫煙） 13-K シングル 7,500円 8,800円 

※お申込の際は、別紙申込書の欄に申込記号をご記入下さい。第2希望までご記入願います。 

※上記宿泊以外に交通手配をご希望の方は、お問合せください。 

   ※喫煙・禁煙の表示のない施設は、喫煙・禁煙は指定できません 

※航空券及びJR券等をご希望の方は、お問い合わせください。 



15

①グランドプリンスホテル京都 ②京都ガーデンパレス ③アーバンホテル京都二条ﾌﾟﾚﾐｱﾑ
④ハートンホテル京都 ⑤ホテルギンモンド京都 ⑥京都ガーデンホテル
⑦京都ロイヤルホテル＆スパ ⑧東横INN京都四条大宮 ⑨アークホテル京都
⑩ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ京都四条 ⑪からすま京都ホテル ⑫三井ガーデンホテル京都四条
⑬東横INN京都五条大宮

大会会場

７．大会会場及びホテル所在地

⑬

⑨

⑧

③

②

④

⑤⑥

⑫
⑪

⑩

⑦

①
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８． オプショナルツアー（東武トップツアーズ㈱の募集型企画旅行です） 

Aコース  名物“手桶弁当”の昼食と日本最大の禅寺“妙心寺”龍の天井図見学 

日程：9月10日（日）   料金：10,000円（お一人当たり）  

定員：40名（最少催行人員20名） 添乗員が同行いたします 

 

六盛にて名物【手桶弁当】のご昼食のあと、日本最大の禅寺・臨済宗「妙心寺」法堂の天井に描かれた野探幽の筆に

よる雲龍図と、退蔵院では史跡名勝・枯山水庭園「元信の庭」、そして四季折々の景色が美しい池泉回遊式庭園「余香

苑（よこうえん）」などをご見学いただけます。 

 行         程 

9/10 

（日） 

         六盛            臨済宗大本山          京漬物のお買い物 

国際会館・・・ 岡崎（昼食）・・・妙心寺（法堂・退蔵院）・・・西利（お買い物）・・・京都駅 

  13:15    13:30     14:20    14:40            16:00      16:20       16:50       17:00頃 

 ●旅行代金に含まれるもの・・・交通費（バス代）/昼食代（サービス料・消費税）/添乗員費用/拝観料 

●旅行代金に含まれないもの・・昼食時のお飲み物代/解散場所からの交通費 

●バス会社は、ヤサカ観光バス・明星観光バスのいづれかになります。 

  

 

Bコース  南禅寺順正にて“湯どうふ”の昼食とご見学 

日程：9月10日（日）   料金：10,000円（お一人当たり）  

定員：40名（最少催行人員20名） 添乗員が同行いたします 

   

 順正名物“湯とうふ”料理をご堪能した後は、南禅寺の三門・方丈庭園などをご見学いただきます 

 行        程 

9/10 

（日） 

         順正           

国際会館・・・ 南禅寺（昼食と三門・方丈庭園・襖絵・水路閣など）・・・ 京都駅 

  13:15    13:30                       16:00       16:20頃 

●旅行代金に含まれるもの・・・交通費（バス代）/昼食代（サービス料・消費税）/添乗員費用/拝観料 

●旅行代金に含まれないもの・・昼食時のお飲み物代/解散場所からの交通費 

●バス会社は、ヤサカ観光バス・明星観光バスのいづれかになります。 

 

９．お申込み方法  

大会ホームページの専用申込ページよりお申込下さい。 

https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/ghkyo2017/ 

※インターネット設備のない方はファックスにてお申込いただけます。お電話でのお申込はお受けできませんのでご了承

下さい。（ファックスでお申込の際は、控えとして申込用紙を保管下さい。追加・変更・取消時に必要です） 

 

※お申込期限・・・平成２９年６月３０日（金）まで 大会の円滑な運営のために締切厳守にご協力下さい。 

※ご予約の確認・・・専用申込サイトのマイページからご確認いただけます。 

※お支払い方法・・・８月３１日（木）までにお支払い下さい。※請求書は８月中旬頃迄に発送予定です。 

      WEBにてお申込み頂きました方は、クレジットカードでも決済が可能です。 

          WEB申し込みの方は、マイページから請求明細をご確認いただけます。 

※大会参加券発送・・･ ８月中旬頃迄に各種参加券（大会参加券・弁当引換券・懇親会参加券・宿泊確認書等）とネーム

カード及びご請求書をお送りいたします。 

          各種参加券とネームカードは当日お忘れないようお願いいたします。 

          お忘れの場合、当日受付にて多少お時間を要することがございますので、ご了承下さい。 

※大会抄録集・・・・今大会につきましては、大会当日受付にて抄録集をお渡しさせていただきます。 

          事前に送付はいたしませんのでご注意下さい。 
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１０．変更・取り消し 

  ※大会参加等の全ての変更・取り消しに関しては、必ず専用申込ページより手続き下さい。 

   （お電話での変更や取り消しはお受けできませんのでご了承下さい） 

  ※大会抄録・参加費の返金は出来ませんのでご了承下さい。 

  ※旅行契約の解除 

   お客様は、下記の取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。 

   なお、「取消日」とは、弊社営業時間内に旅行契約を解除する旨おっしゃっていただいた日のことです。 

  ※宿泊当日の12時までに弊社「東武トップツアーズ京都支店」に取消の連絡が無い場合は無連絡不参加として取扱います 

  ※取消料は下記の通りとなります。 

   

 参加券発送後、開始日の前日より起算して

さかのぼって 

 

取消日時 4日前まで 3日前から 前日 当日 大会開始後 

参加費 全額 全額 全額 全額 全額 

意見交換会 なし 全額 全額 全額 全額 

昼食弁当 なし 全額 全額 全額 全額 

 

 

 開始日の前日より起算してさかのぼって  

取消日時 
20日前（日帰りは10

日前）から8日前 
7日前～2日前 前日 当日 

開始後または 

無連絡不参加 

宿泊 料金の２０％ 料金の３０％ 料金の４０％ 料金の５０％ 全額 

ｵﾌﾟｼｮﾅﾙツアー 料金の２０％ 料金の３０％ 料金の４０％ 料金の５０％ 全額 

 

個人情報の取扱 

お申込の際に、お申込書にご記入いただいたお客様の個人情報（氏名、住所、電話番号等）につきましては、大会参加 

登録手続き、お客様との連絡、今大会における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配や手続きに必要な範囲内にお 

いて大会事務局と東武トップツアーズ㈱が共同して利用させていただきます。 

 

お申込み・お問合せ先 
≪旅行企画・実施≫  

 東武トップツアーズ㈱京都支店 

〒600-8107   京都市下京区五条通新町東入東錺屋町186   ヤサカ五条ビル9階 

「第19回日本認知症グループホーム大会デスク」 

        担当者：辻  恭司 

総合旅行業務取扱管理者：桐野 晋一 

観光庁長官登録旅行業第38号  

 一般社団法人日本旅行業協会正会員 ボンド 保証会員 

TEL ０７５－３６１－５３５１  FAX  ０７５－３４１－１８７８ 

受付時間  ９：００～１８：００（土日祝日は休業） 

                   客国17-077 
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（旅行条件）  本旅行条件書は、旅行業法第 12条の４に定める取引条件説明書面及び同法第 12条の５に定める契約書面の一部となります。この条件に定めの 

ない事項は、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款は当社ホームページからご覧いただけます。 
    

 

この旅行は東武トップツアーズ株式会社京都支店(以下 

「当社」といいます。）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」といいます。）を締結することになり 

ます。旅行契約の内容、条件は、当パンフレットの記載 

内容、本旅行条件書、確定書面（最終日程表）並びに当 

社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。 

 

１、 お申込み方法・条件と旅行契約の成立                   

(1) 複数のお客様によるご旅行の場合は、あらかじめ当 

該団体・グループにおける責任ある代表者（以下「契約 

責任者」といいます。）を定めた上で、当社にお申込み 

ください。当社は、契約の締結・解除等に関する一切の 

代理権を契約責任者が有しているものとみなし、その団 

体・グループに係る旅行業務に関する取引は、契約責任 

者との間で行います。 

(2) 当社の定める方法によりお申し込みください。下記のお 

申込金は指定の方法により当社の定める日までにお支払く 

ださい。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれ 

ぞれ一部又は全部として取り扱います。 

(3) お申込みの時点では旅行契約は成立しておりません。 

旅行契約は、当社が契約を承諾し、申込金を受領した時に成 

立するものとします。(4) 20才未満の方は親権者の同意書 

が必要です。15才未満の方は原則として同伴者の参加を条 

件とします。 (5) 障がいのあるお客様、高齢のお客様、妊 

娠中のお客様など、お客様の状況によっては、当初の手配内 

容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性が 

あります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、 

ご相談させていただきますので、必ず事前にお申し出くださ 

い。 

２、旅行代金のお支払い                                

旅行代金は、当社指定の期日までにお支払いください。 

３、旅行代金に含まれるもの                                                    

旅行日程に明示された以下のものが含まれます。 

(1) 航空機、船舶、鉄道など利用運送機関の運賃・料金  

(2) 宿泊料金及び税･サービス料金 (3) 食事料金及び観光

料金（バス等の料金、ガイドﾞ料金、入場料金等）(4) 手荷

物運搬料金(5) 団体行動中のチップ(6) 添乗員が同行する

場合は添乗員同行費用(7)空港施設使用料 (8) 消費税等諸

税・サービス料金、等   

＊上期諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくて

も払戻しはいたしません。 

４、旅行代金に含まれないもの                          

第３項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その

一部を例示します。 

(1)超過手荷物料金 (2)クリーニング代、電話料、ホテル 

の従業員等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質

の諸費用 (3)ご自宅と集合･解散地間の交通費や宿泊費等 

(4)一人部屋追加代金 (5)オプショナルツアーの代金、等 

５、旅行内容・旅行代金の変更                                                                         

  (1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・

宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によ

らない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由

が生じた場合においてやむを得ないときは、旅行内容・旅行

代金を変更することがあります。天候等の不可抗力により航

空機等の運送機関のサービスが中止又は遅延となり、行程の

変更等が生じた場合の宿泊費、交通費等はお客様の負担とな

ります。(2) お申込み頂いた人数の一部を取消される場合は

契約条件の変更となります。実際にご参加頂くお客様の旅行

代金が変更となる場合がありますのであらかじめご了承く

ださい。 

６、旅行契約の解除                                                                               

(1)お客様は、右記の取消料をお支払い頂くことにより、い 

つでも旅行契約を解除することができます。なお、旅行契 

約の解除期日とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨 

をお申し出頂いた時を基準とします。また、当社は当社旅行 

業約款の規定に基づき、旅行開始前及び旅行開始後であって 

も、お客様との旅行契約を解除することがあります。 

(2) お客様のご都合で旅行開始日あるいはコースを変更さ 

れる場合、また、申込人数から一部の人数を取消される場合 

も、右記取消料の対象となります。 

(3) 申込人数が最少催行人員に満たないときは、旅行の実施 

を中止します。この場合、旅行開始日の前日から起算してさ 

かのぼって13日目（日帰り旅行については3日目）にあた

る日より前までに旅行を中止する旨を通知します。 

 

７、旅程管理及び添乗員等の業務                                         

(1) 添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。(2) 添乗

員が同行しない旅行にあっては必要なクーポン類をお渡し

いたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続は

お客様ご自身で行なって頂きます。また、悪天候等によって

サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合におけ

る代替サービスの手配及び必要な手続は、お客様ご自身で行

って頂きます。 

８、当社の責任及び免責事項                                     

(1) 当社は、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客

様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、

手荷物の損害については、14 日以内に当社に対して通知が

あった場合に限り、お１人様15万円を限度として賠償しま

す。(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。) 

(2) お客様が、次のような当社の関与し得ない事由により損

害を被られたときは、本項(1)の場合を除き当社は責任を負

いません。  

①天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令等又はこれら

による日程の変更や旅行の中止 ②運送・宿泊機関等のサー

ビス提供の中止等又はこれらによる日程の変更や旅行の中

止 ③自由行動中の事故 ④食中毒 ⑤盗難 ⑥運送機関の遅

延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによる日

程の変更や目的地滞在時間の短縮 

９、旅程保証                                       

(1) 当社は契約書面及び確定書面に記載した契約内容のう 

ち、次の①～⑧にあたる重要な変更が生じた場合は、旅行代 

金に1～5％の所定の率を乗じた額の変更補償金を支払いま 

す。ただし、1旅行契約につき合計15%を上限とし、また補 

償金の額が1,000円未満のときはお支払いいたしません。                 

①旅行開始日又は旅行終了日  ②入場する観光地又は観光

施設、レストラン、その他の旅行目的地  ③運送機関の等級

又は設備のより低い料金のものへの変更  ④運送機関の種

類又は会社名  ⑤本邦内の出発空港又は帰着空港の異なる

便への変更  ⑥宿泊機関の種類又は名称  ⑦宿泊機関の客

室の種類、設備、景観その他の客室の条件  ⑧前各号に掲げ

る変更のうちツアータイトル中に記載があった事項 

(2) ただし、次の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 

 ①次に掲げる事由による変更の場合（ただし、サービス提 

供機関の予約超過による変更の場合を除きます。） 

    ア．旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変    

イ．戦乱 ウ．暴動 エ．官公署の命令 オ．欠航、不

通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止  

カ．遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画に

よらない運送サービスの提供 キ．旅行参加者の生命又

は身体の安全確保のために必要な措置 

 ②契約書面･確定書面に記載した旅行サービスの提供を受 

ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サ 

ービスの提供を受けることができた場合。 

(3) 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の 

支払いに替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又 

は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。 

１０、特別補償                                       

当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅 

行中に急激かつ偶然の外来の事故によりその身体又は荷物 

に被られた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払い 

ます。 

１１、お客様の責任                                     

(1) お客様の故意又は過失、法令違反、当社の旅行業約款の

規定を守らなかったことにより当社が損害を受けた場合は、

お客様から損害の賠償を申し受けます。(2) お客様は、当社

から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他 

旅行契約の内容について理解に努めなければなりません。

(3) 旅行開始後に、パンフレット等に記載された内容と

実際のサービス内容が異なると認識した場合、旅行中に

事故などが発生した場合は、旅行地においてすみやかに

当社又は旅行サービス提供機関にお申し出ください。 

１２、個人情報の取扱い                                

(1) 当社は、旅行のお申込みにあたってお預かりするお

客様の個人情報につきまして、お客様との連絡、お申込

み頂いた旅行の手配と旅行サービスの提供、当社の旅行

契約上の責任や事故時の費用等を担保する保険手続のた

めに利用させて頂くほか、お客様への商品やキャンペー

ンのご案内、ご意見・ご感想等のアンケートのお願いな

どのために利用させて頂きます。(2) 当社は、前項の利

用目的の範囲内で、個人情報の取扱いについて当社と契

約を締結している運送・宿泊機関及び保険会社等に対し、 

お客様の氏名、年令､性別、住所、電話番号等の個人情報を、

あらかじめ電子的方法で送信する等の方法により提供させ

て頂くことがあります。また、事故等の発生に関連し警察の

捜査時の資料提供及び国土交通省・外務省その他官公署から

の要請により個人情報の提供に協力する場合があります。   

(3) 当社は、旅行先でのお買い物等の便宜を図るため、お客

様の氏名、住所及び帰路航空便名等を、個人情報の取扱いに

ついて当社と契約を締結している免税店などの土産物店に

対し、あらかじめ電子的方法で送信する等の方法により提供

することがあります。 (4) このほか、当社がデータ処理や

案内業務を委託している業者にお客様の個人情報を委託す

ることがあります。 (5) 申込書、参加者名簿、お伺い書等

の記載内容に誤りがあった場合、旅行の手配やサービスの提

供等に支障を来たす恐れがありますので、正確な記入をお願

いします。 (6) 個人情報の利用目的の通知、個人情報の開

示、個人情報の訂正・追加・削除、個人情報の利用の停止、

個人情報の消去又は第三者への提供の停止等をご希望の場

合は、本旅行条件書に記載の取扱事業所へお申出ください。

なお、個人情報管理責任者は当社コンプライアンス室長とな

ります。 

１３、お客様の交替                                              

お客様は、当社が承諾した場合、契約上の地位を別の方に譲

り渡すことができます。ただし、交替に際して発生した実費

についてはお客様にお支払い頂きます。 

１４、その他                                          

(1) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。  

(2) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社

会的勢力であると判明したときは、当社はお申込をお断りする、

あるいは旅行契約を解除することがあります。(3) 当社はお客

様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがあります

が、お買物に際しましては、お客様の責任でご購入ください。 

(4) この旅行条件・旅行代金は平成29 年１月 26 日現在を基準

としております。  

 

 

●お申込み・お問合わせは    

【旅行企画・実施】 観光庁長官登録旅行業第38号 

  

京都支店   

京都市下京区五条通新町東錺屋町186 ヤサカ五条ビル9階       

電話番号  075-361-5351  ＦＡＸ番号  075-341-1878 

営業時間 9:00～18:00（土日祝日休業） 

一般社団法人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：  桐野  晋一         

                                             （H28.5版） 

旅行契約の解除期日 取 消 料 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って２０日目(日帰り旅行にあたっては 
１０日目)にあたる日以降８日目にあたる
日まで 

旅行代金の
２０％ 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って７日目にあたる日以降２日目にあた
る日まで 

旅行代金の
３０％ 

旅行開始日の前日 
旅行代金の
４０％ 

旅行開始日当日 
旅行代金の
５０％ 

旅行開始後又は無連絡不参加の場合 
旅行代金の
１００％ 

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

の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不

明な点がありましたら、遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ねくだ

さい。 


