
 

 

第３７回（令和５年）地域医療現地研究会 

大会参加・宿泊・昼食・オプショナルツアーのご案内 

  

 

  皆様方におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度、「第 37回（令和 5年）地域医療現地研究会｣が、来る 5月 12日～13 日に香川県観音寺市、琴平

町にて、開催されますことを心よりお祝い申し上げます。 

さて、私ども株式会社ＪＴＢ高松支店が、研究会に参加される皆様方のご便宜をお図りするため、大会

参加受付・宿泊・昼食・オプショナルツアーのお手伝いをさせていただく運びとなりました。研究会のご

成功をお祈りし、皆様のご来県とご利用を心よりお待ち申し上げております。 

株式会社ＪＴＢ高松支店 

 

 

 

１．お申込みについて 
専用インターネット申込システム https:// amarys-jtb.jp/37jncs/にてお申込下さい。 

申込後は、請求書を出力可能です。お支払後は、各種ご予約の登録確認証を出力できますので各自、プリ

ントアウトをお願いいたします。 

また、申込後の変更や取り消しについては、ＷＥＢにてお願いいたします。 

 

 

 

*全国国民健康保険診療施設協議会の 

ホームページから申込システムに入る 

ことができます。 

 

 

 

 

                              ＜申し込み受付期間＞ 

 

 

 
*3月 10日(金)までに各都道府県国保連合会様

へ申込み状況を連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専用インターネット申込システム 
https:// amarys-jtb.jp/37jncs/ 
にて入力・申込してください。 
登録完了後、「登録確認証」を出力（プリントアウト）
され、お手元に保管の上、当日ご参加の方につきまし
ては、ご持参ください。 

〈お申込み受付期間〉 

令和５年２月３日（金）～３月３日（金）までに 

申込後、請求書をプリントアウトして 4 月 14 日(金) 
までに、代金のお振込みをお願いいたします。 

お振込み後、3 営業日後に大会参加・交流会参加・宿泊・

昼食・オプショナルツアーの登録確認証が出力可能と

なります。 

各自にてプリントアウトをお願いいたします。 



 

 

２．参加費用について  
●参加費：お一人様 14,000円（資料代等含む） ※申込後、請求書を各自出力いただくことが可能です。 

●オンライン参加費：お一人様 14,000円 

●交流会参加費：お一人様 8,800円 

●昼食代：お一人様 1,650円 *ご昼食は１日目のハイスタッフホールにてご準備しております。 

●申込先：株式会社ＪＴＢ九州中国四国ＭＩＣＥセンター 

●締切日：2023年 3月 3日（金） 

（注）お振込後の参加取消や本研究会当日の欠席の場合、参加費は返金致しません。 

なお、本研究会資料が必要な場合は、事務局までお知らせください。 

 

３．宿泊プランのご案内 

   
●宿泊設定日：令和 5年 5月 11日（木）【前泊】・12日（金）【当日泊】をご用意いたしております。 

●ご旅行代金（宿泊代金） 

※ご旅行代金には 1泊朝食、税金・サービス料が含まれております。 
 

地区 ホテル名 部屋タイプ 
ご旅行代金 

（1名料金） 

琴平町 琴参閣【会場ホテル】 

和室(12.5畳)２名１室利用 15,000円 

ツイン１名１室利用 11,000円 

観音寺市 
観音寺グランドホテル シングル 9,500円 

シェトワ観音寺 シングル 8,500円 

●お申込みの受付は先着順とさせていただきます。ご希望のホテルやお部屋が満室の場合、ご希望以外の

ホテルになる場合がございます。予めご了承下さい。 

●ホテルの客室は、バス・トイレ付です。 

●個人的利用に伴う費用につきましては、ホテルチェックアウト時にご精算下さい。 

 

 

 

 

 

４．昼食のご案内 
●5月 12日(金)のご昼食として、ご用意します。 

●昼食 ･････１食 1,650円（税込) *ご昼食は１日目のハイスタッフホールにてお弁当をご準備しております。 

 

５．オプショナルプランのご案内 
研究会に参加されます皆様に、初夏のさぬき路を満喫していただけるよう、オプショナルツアーをご用意いたし

ました。 

■募集人員 各コース４０名（最少催行人員 20 名） 

■添乗員   同行いたします。 

■食事条件 A コース・B コースとも：昼食１回 

 

A コース こんぴらさんと日本最古の芝居小屋金丸座 町歩きコース          ご旅行代金 4,000 円 
 

５/１３ 
（土） 

 

         昼食・さぬきうどん打ち体験 

琴参閣（会場）・・・琴平中野うどん学校・・・〇金刀比羅宮・・・◎金丸座・・・ 

12:10   12:20    14:00   14:40     15:30 

JR琴平駅      

16:30                                    

食事 

朝：－ 
 
昼：〇 
 
夕：－ 

・・・徒歩  ◎入場 〇下車 △車窓 

※JR琴平駅からは、岡山駅行き南風 20号 16:44発、高松空港行き琴空バス 18:00発がございます。（2022年 9

月現在、別途料金がかかります。） 

宿泊の取扱いは、株式会社 JTB高松支店が旅行企画・実施する『募集型企画旅行』です。 
・添乗員は同行しません。（チェックインの手続きはお客様ご自身で行っていただきます。） 

・最少催行人員１名。 

 



 

※Aコースは徒歩でのまち歩きコースのため、旅行の募集型企画旅行契約は適用いたしません。 
B コース 弘法大師のふるさと善通寺と、大名庭園栗林公園コース        ご旅行代金 7,500 円 

５/１３ 
（土） 

 

        昼食・さぬきうどん打ち体験 

琴参閣（会場）・・・琴平中野うどん学校 ◎善通寺 ◎栗林公園  

12:10   12:20    14:00  14:20 15:20  16:10 17:20 

JR高松駅 高松空港      

17:35     18:20                              

食事 

朝：－ 
 
昼：〇 
 
夕：－ 

旅行日数 日帰り  バス ・・・徒歩  ◎入場 〇下車 △車窓  バス会社：西讃観光バス 

※JR高松駅からは、岡山駅行きマリンライナー54号 18:10発、高松空港発羽田行き ANA540便 19:40発、JAL486

便 20:15発がございます。（2022年 9月現在、別途料金がかかります。） 
※Bコースは株式会社ＪＴＢ高松支店が実施する募集型企画旅行です。 

 

６.変更・取消について 
 

●お申込み後の変更・取消については、4 月 14 日までは、インターネットより変更・取消が可能です。4

月 15日以降は、お問い合わせ窓口の JTB九州中国四国 MICEセンターまでメールにてご連絡下さい。 

●本研究会参加の取消については、お振込み後は、参加費を返金致しませんので、予めご了承下さい。 

●交流会・宿泊・弁当の取消については、取消日により下記の取消料が発生します。 

●本研究会当日、会場にてご返金の申出がございましても現金での返金は致しかねますので、予めご了承

下さい。 

●取消の基準日は、当社の営業時間内（月～金／9：30～17：30）のＦＡＸ通信を有効と致します。 

旅行開始日の前日から起算して 

 
21日前ま

で 
20～8 日前まで 7～2 日前まで 前 日 

当日 
（旅行開始後及び

無連絡を除く） 

旅行開始後及び無連絡 

宿泊・ 無料 代金の 20％ 代金の 30％ 代金の 40％ 代金の 50％ 代金の 100％ 

ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰ 無料 代金の 30% 代金の 40％ 代金の 50％ 代金の 100％ 

昼食・交流会 無料 代金の 100% 

 

７．各会場へ交通のご案内 
ハイスタッフホール（ＪＲ観音寺駅より徒歩 3分）開講式・概要説明会場                          

◆航空便ご利用の場合 

高松空港から JR観音寺駅まで（約 44km）⇒バスと JRにて約１時間 45分 

◆ＪＲご利用の場合 

JR岡山駅から JR観音寺駅まで、約 60分  

◆車をご利用の場合 

岡山・高松方面から、さぬき豊中 ICから約 15分 

松山・高知方面から、大野原 ICから約 15分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

琴参閣（会場ホテル） 全体討議・地域医療交流会・閉講式会場                                     

◆航空便ご利用の場合 

高松空港から琴参閣まで（約 25km）⇒バスにて約 50分 

◆ＪＲご利用の場合（JR琴平駅より徒歩 5分） 

JR岡山駅から JR琴平駅まで、約 55分 
◆車をご利用の場合 

善通寺 ICから約 10分 

 
≪無料送迎バスのお知らせ≫ 

 5月 12日（第 1日目） 

  ※1琴参閣、観音寺グランドホテルならびにシェトワ観音寺に前泊の参加者様 

  ハイスタッフホール行（開講式会場）のバスをご利用ください。 

  出発時間（予定） 琴参閣 8時 20分  

シェトワ観音寺 9時 00分 観音寺グランドホテル 9時 10分 

  ※2 視察は琴参閣（交流会場）が最終目的地となります。視察研修終了時、交流会に参加されない参

加者様は、各宿泊場所までのバスを配車予定です。 

※3交流会終了後、琴参閣より各宿泊場所までのバスを配車予定です。 

5月 13日（第 2日目） 

  ※4シェトワ観音寺ならびに観音寺グランドホテルに宿泊の参加者様 

   琴参閣行（全体討議・閉講式会場）のバスをご利用ください。 

出発時間（予定） シェトワ観音寺市 7時 30分 観音寺市グランドホテル 7時 40分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．お申込み・お問い合わせ先 
 

株式会社ＪＴＢ九州中国四国 MICE センター 

住 所：〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBCビル 5F  

Ｔ Ｅ Ｌ：０９２－７５１－２１０２ 

Ｆ Ａ Ｘ：０９２－７５１－４０９８ 

Ｅ-mail  ：37udon＠jbn.jtb.jp 

担 当：「第 37回地域医療現地研究会」係  

受付時間：平日 10時 00分～17時 00分（土･日･祝祭日は休業） 
《旅行企画・実施》 株式会社ＪＴＢ 高松支店 

《お問い合わせ先》 
観光庁長官登録旅行業第 3-7539 号 総合旅行業務取扱管理者：入江敬   

総合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に関する責任者です。この旅行契約に関し、 

担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なくうえ上記の取扱管理者にお尋ねください。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                      ご旅行条件（要約） 
お申し込みの際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。 

●募集型企画旅行契約 
この旅行は（株）ＪＴＢ高松支店（香川県高松市鍛冶屋町7-6 観光庁長官登録旅行業第64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 
（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）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 
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、募集要項記載の取消料を収受いたします。 
契約解除の日 取消料（お１人様） 
１．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 

      （日帰り旅行にあっては11日目）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・無 料 
  ２．20日目（日帰り旅行にあっては10日目）にあたる日以降の解除（３～５を除く）・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の20％                                                                                                     

 ３．７日目にあたる日以降の解除（４～５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．旅行開始後の解除または無連絡取消・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の100％                                                                                                                                                                                                         

●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、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 
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) 通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到着したときに成立するものとします。 
   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 
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。また、大会主催者事務局へ提出します。ご提出いただいた個人情報をそれ以外の目的で 
は使用いたしません。 

●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2022年12月1日を基準としております。又、旅行代金は 2022年12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。                       
                                                        


