
第63回

全国美術館会議総会

平成２６年５月２２日（木）・２３日（金）

於：リーガロイヤルホテル広島

謹啓 皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、このたび「第63回全国美術館会議総会」が広島市において盛大に開催されますことを心よりお祝

い申し上げます。

全国各地から総会にご参加される皆様の便宜を図るため、宿泊等のお世話をさせて頂く事になりまし

たのでここにご案内申し上げます。尚、弊社ではこの総会のため、万全の準備をいたし、ご満足の頂け

る総会でありますように誠心誠意努める所存でございます。

皆様方のご来広を心よりお待ち申し上げます。

謹白

支店長 大小田 博之

ＪＴＢ中国四国広島支店ＪＴＢ中国四国広島支店ＪＴＢ中国四国広島支店ＪＴＢ中国四国広島支店



宿泊のご案内宿泊のご案内宿泊のご案内宿泊のご案内

ホテル名 タイプ 記号

旅行代金

（１泊朝食付）

会場まで アクセス

リーガロイヤルホテル広島

シングル Ｓ1 11,000円

徒歩０分

ＪＲ広島駅→タクシー約１０分

ＪＲ広島駅～路面電車（約１５分）→

「紙屋町東」」下車～徒歩（約３分）

広島空港～エアポートリムジンバス

（約５５分）→広島バスセンター下車

→徒歩約１分

ツイン Ｔ1 10,000円

メルパルク広島 シングル Ｓ2 9,500円 徒歩３分

オリエンタルホテル広島 シングル Ｓ3 9,000円 徒歩１５分

ＪＲ山陽本線広島駅南口出口→路

面電車胡町（えびす）駅下車→徒歩

約７分

ホテル法華クラブ広島 シングル Ｓ4 8,700円

徒歩９分

市電４分

ＪＲ山陽本線広島駅南出口→路面

電車１番広島港行き約18分袋町駅

下車→徒歩約３分

コンフォートイン広島

平和大通

シングル Ｓ5 7,000円

徒歩１２分

市電５分

ＪＲ広島駅南口出口→路面電車１番

広島港行き約２０分中電前下車→

徒歩約１分

宿泊日：平成２６年５月２２日（木）・２３日（金）

●旅行代金（宿泊料金） お一人様あたり・１泊朝食付き・税金・サービス料・事務手数料込みの料金です。

●最少催行人員 シングル（１名様１室利用）・ツイン（２名様１室利用）

●添乗員 同行しません。ご自身でチェックインをしてください。

●先着順で承ります。第２希望までご記入ください。ご希望に添えない場合は別途ご案内させて頂きます。

●禁煙・喫煙のご要望を賜りますが、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。

●ホテルでの朝食が不要の場合も、払い戻し等はございません。

●変更・取消の場合は、弊社までご連絡ください。

お申し込み締切お申し込み締切お申し込み締切お申し込み締切 ４月２２日（火）４月２２日（火）４月２２日（火）４月２２日（火） 17：：：：00着着着着

総会会場



歓迎行事のご案内歓迎行事のご案内歓迎行事のご案内歓迎行事のご案内

５月２３日（金） 広島県立美術館の視察後、下記の歓迎行事を予定しております。

人気の広島観光名所を巡るコースです。是非ご参加ください。

ご希望のコース№を申込書にご記入ください。

申込記号 コース名 旅行代金（お一人様）

Ａ 世界遺産 宮島散策 8,000円

Ｂ 呉を満喫！大和ミュージアム＆潜水艦公園 8,000円

・設定日 ５月２３日（金）

・食事 昼食付き

・最少催行人員 ２０名 ２０名に満たない場合、催行中止となる場合があります。

・添乗員 同行します

お申し込み締切お申し込み締切お申し込み締切お申し込み締切 ４月２２日（火）４月２２日（火）４月２２日（火）４月２２日（火） 17：：：：00着着着着

ＡＡＡＡコースコースコースコース    世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産    宮島宮島宮島宮島散策散策散策散策    

 行   程 

５／２３ 

（木） 

≪視察後≫≪視察後≫≪視察後≫≪視察後≫    

                  世界遺産航路【昼食：弁当】 

リーガロイヤルホテル  元安橋桟橋  宮島桟橋  

          12:30     12:55            13:40 

 

        ボランティアガイドによる解説付 

   厳島神社  表参道散策  宮島桟橋   

                                     15:00 

 

                     宮島口  広島駅  広島空港 

                          15:10      16:00      16:50 

 

ＢＢＢＢコースコースコースコース    呉を満喫！呉を満喫！呉を満喫！呉を満喫！大和ミュージアム大和ミュージアム大和ミュージアム大和ミュージアム＆潜水艦公園＆潜水艦公園＆潜水艦公園＆潜水艦公園    

 行   程 

５／２３ 

（木） 

≪視察後≫≪視察後≫≪視察後≫≪視察後≫    

            【昼食：弁当】  ボランティアガイドによる解説付    

リーガロイヤルホテル    大和ミュージアム・てつのくじら館   

          12:30       13：20             14：30 

 

                   【写真ストップ】 

               アレイからすこじま  広島駅  広島空港 

                 14:40      15:00     15:50      16:40 

●記入例 ／    バ ス   船   徒  歩     

 



お願いお願いお願いお願い

●聞き間違い等を未然に防止するため、お申込み・変更・取消はファクス、郵便、メール

にてお願い致します。お電話では承れませんので、ご了承ください。

●請求書・ご案内等の書類は、申込書の送付先住所に郵送いたします。

また、請求の宛名はお申込代表者様とさせていただきますので、別途「請求の宛名」にご

指定がございましたら、備考欄にご記入ください。

●領収書が必要な方は、弊社までご連絡ください。（ホテルフロントでは発行できません。）

●お申込み締切は、４月２２日（火）17：00着です。

●お申込み方法

①専用のお申込書にご記入頂き、ファックス・郵便・メールにてお申込みください。

②弊社到着後、５日以内に予約確認のご連絡を致します。

返信がない場合、お手数ですが弊社までご連絡いただきますようお願い致します。

③５月初旬に、郵便にて請求書・ホテル案内・ツアー案内等を発送いたします。

●お支払い方法

請求書到着後、請求書記載の期日までに請求書記載の「第６３回全国美術館会議・総

会 」専用口座にお振込ください。 恐れ入りますが、振込み手数料はお客様負担にて

お願い致します。

●変更・取消について

・ファックス、郵便、メールにてご連絡ください。聞き間違いを防ぐ為、お電話による変更・

取消はお受けいたしかねます。

・お支払い後の変更・取消による代金の返金は、お客様ご指定の銀行口座を通じて、

総会終了後に精算させていただきます。

・予約の変更、取消の際は、所定の取消料を申し受けます。（＊取消料案内をご参照ください）

お申込み・お支払い方法お申込み・お支払い方法お申込み・お支払い方法お申込み・お支払い方法

お申込み・お問合せお申込み・お問合せお申込み・お問合せお申込み・お問合せ

((((株株株株)JTB)JTB)JTB)JTB中国四国広島支店中国四国広島支店中国四国広島支店中国四国広島支店 「第６３回全国美術館会議総会」係「第６３回全国美術館会議総会」係「第６３回全国美術館会議総会」係「第６３回全国美術館会議総会」係

〒730-0031 広島市中区紙屋町2-2-2紙屋町ビル2F

ＴＥＬ：０８２(５４２)２７１１ ＦＡＸ：０８２(５４２)２７３８

E -mail： taikai_hij@cs.jtb.jp

担当： 由永（よしなが） / 三松（みつまつ）

営業時間 午前9時30分～午後5時30分（土・日・祝日休業）



旅行条件書（要約）旅行条件書（要約）旅行条件書（要約）旅行条件書（要約） ★お申し込みの際には、旅行条件書全文をお渡しいたしますので、事前に内容をご確認の上お申し込みください。お申し込みの際には、旅行条件書全文をお渡しいたしますので、事前に内容をご確認の上お申し込みください。お申し込みの際には、旅行条件書全文をお渡しいたしますので、事前に内容をご確認の上お申し込みください。お申し込みの際には、旅行条件書全文をお渡しいたしますので、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

取消料取消料取消料取消料

●宿泊・歓迎行事に関する取消料基準 ※旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

宿 泊

6日目にあたる日

以前の解除

5日目にあたる日

以降の解除

3日目にあたる日

以降の解除

前日の解除 当日の解除

旅行開始後又

無連絡不参加

無 料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

歓迎行事

11日目にあたる日

以前の解除

10日目にあたる日

以降の解除

7日目にあたる日

以降の解除

前日の解除 当日の解除

旅行開始後又

無連絡不参加

無 料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

・宿泊連泊のお客様で1日目が無連絡・不泊の場合は、2日目以降の予約も取消させていただ きます。

・取消日が土日祝にかかる場合は、その前日の営業時間内までにご連絡ください。

●●●●募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約

この旅行は株式会社ＪＴＢ中国四国（広島市中区紙屋町2-1-22 観光庁長官登

録旅行業第1769号。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。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●旅行のお申し込み及び契約成立時期●旅行のお申し込み及び契約成立時期●旅行のお申し込み及び契約成立時期

（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、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日以内に申込書の提出と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） 6,000円から旅行代金まで。

●旅行代金のお支払い●旅行代金のお支払い●旅行代金のお支払い●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。

●取消料取消料取消料取消料

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、別途記載の金額を

取消料として申し受けます。

●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、コースに示した観光入場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。）

●●●●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件「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

条件に申込を受けた場合、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、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。

●個人情報の取扱について個人情報の取扱について個人情報の取扱について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。

（２）当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の

個人情報を土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名及び搭乗され

る航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供い

たします。なお、これらの個人情報の提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発

前までにお申し出ください。

（3）大会事務局へ個人情報を提供する場合があります。

●国内旅行保険への加入について●国内旅行保険への加入について●国内旅行保険への加入について●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場合がありま

す。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されること

をお勧めします。国内旅行保険については、お申込の販売員にお問合せください

●旅行条件・旅行代金の基準●旅行条件・旅行代金の基準●旅行条件・旅行代金の基準●旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は 2014年4月1日を基準としております。又、旅行代金は 2014年4月1
日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。当社はいかなる場合も旅行の

再実施はいたしません。

旅行企画・実施旅行企画・実施旅行企画・実施旅行企画・実施

JTB中国四国 広島支店

〒730-0031 広島市中区紙屋町2-2-2紙屋町ビル2F

ＴＥＬ：０８２(５４２)２７１１ ＦＡＸ：０８２(５４２)２７３８

営業時間 午前9時30分～午後5時30分（土・日・祝日休業）

総合旅行業務取扱管理者 眞田 直也

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の責任者です。この旅行

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、ご遠慮なく上記の旅行業務

取扱管理者にご質問ください。

観光庁長官登録旅行業第１７６９号



     送付先送付先送付先送付先        ⇒⇒⇒⇒    ⇒⇒⇒⇒    ⇒⇒⇒⇒    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    082082082082----542542542542----2738273827382738        

申込み締切り申込み締切り申込み締切り申込み締切り        ２０１４年２０１４年２０１４年２０１４年    ４月２２日（火）１７：００着４月２２日（火）１７：００着４月２２日（火）１７：００着４月２２日（火）１７：００着     

 

 

 

 

ふりがな ふりがな 

代表者氏名 

 

所属 

 

書類送付先 

〒      －        

         

TEL（      ）       －        FAX（     ）         － 

連絡先 

メール 

 

ふりがな 宿 泊  

氏名 

性別 

５/２２ ５/２３ 

第 2 

希望 

喫煙 

歓迎 

行事 

同室者 

（ﾂｲﾝ希望の場合） 

ひろしま たろう 記号 記号 記号 

例 

広島 太郎 

男 

Ｓ1 Ｓ1 Ｓ2 

 

禁 ・ 喫 

Ａ  

 

1    

  

禁 ・ 喫   

 

2 
 

    

禁 ・ 喫 

  

 

3 
 

    

禁 ・ 喫 

  

 

4  

    

禁 ・ 喫 

  

 

5 
 

    

禁 ・ 喫 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 申込み部数が複数枚になる場合は、コピーしてご利用ください。 

2. 控え（コピー）をお手元に保管ください。 

第６３回全国美術館会議総会第６３回全国美術館会議総会第６３回全国美術館会議総会第６３回全国美術館会議総会    お申込書お申込書お申込書お申込書 

＊JTB 欄 受付番号 

備考欄 
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