
 

第 20 回 IPPNW 世界大会 

参加登録募集要項 
 

■事前登録について  
第 20 回 IPPNW 世界大会では当日受付がスムーズに行えるよう事前参加登録をご用意しております。 

できるだけ事前にお申込みいただきますようお願い申し上げます。 

  

■事前登録費  
*参加登録料は 2012 年 7 月 1 日 0:00 に変更されます。  

  区分 
早期参加登録料 後期/当日参加登録料 

（2012 年 6 月 30 日まで） （2012 年 7 月 1 日以降） 

先進国 

医師 35,000 円 40,000 円 

医学生 15,000 円 20,000 円 

同伴者 12,000 円 17,000 円 

開発途上国 医師 12,000 円 17,000 円 

（下記 ODA 受給国リスト参照） 医学生 3,000 円 4,000 円 

 同伴者 6,000 円 12,000 円 

 

[参加費に含まれるもの] 
・医師： 

本会議参加パス、昼食、休憩時のコーヒー、２３日ウェルカムパーティ、２５日招宴（県知事・市長招宴の予定）、資料 

・医学生： 

医学生会議参加パス、本会議参加パス、昼食、休憩時のコーヒー、２３日ウェルカムパーティ、２５日招宴（県知事・市長招宴の

予定）、８月２１日～８月２６日までの宿泊 

医学生は別途宿泊ホテルをご用意しておりますので、参加登録の際に画面上にてご宿泊希望日をご選択ください。 

・同伴者： 

本会議参加パス、昼食、休憩時のコーヒー、２３日ウェルカムパーティ、２５日招宴（県知事・市長招宴の予定） 

 

【夕食会-銀河瀬戸内海クルーズ】 
日時: 8 月 24 日（金） 18:00 出発～21:00 帰着 

集合場所： 国際会議場 1 階ロビー   会費：5,000 円 

 

■ODA 受給国リスト  
OECD/DAC が発行する ODA 受給国リストに掲載される国の方は開発途上国料金が適応されます。 

ODA 受給国リスト ※別紙をご覧ください 

■お申込方法  
お申込み書に必要事項をご記入いただき、ＦＡｘにてお申込みください。 

 

■お支払方法  
請求書の内容をご確認の上、記載されております弊社指定口座へお振込みください。なお、振込手数料は申込者負担とさせて

いただきますので、予めご了承ください。 

 

■ご登録の確認  
事前参加登録申込データの到着と登録料のご入金確認をもって登録が完了します。 

なお、大会へご参加の当日、郵送いたします参加登録確認書を必ず持参のうえ、受付へお越しください。  

 

■ご登録の取消・修正について  
登録内容を修正・取り消しする場合は、FAX にて修正・取り消しを行ってください。 

     [参加費の取消料]   ※参加登録費の入金後の返金はございません。  

     [夕食会（銀河瀬戸内海クルーズ）取消料] 



取 消 料 

旅行開始日の前

日から起算して

さかのぼって 

ご出発の４日目にあたる日以前の解除  無料

３日目にあたる日以降の解除 旅行代金の１０％

２日目にあたる日以降前日の解除 旅行代金の３０％

当日の解除 旅行代金の５０％

開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の１００％

 

■お申込締切  

２０１２年８月７日（火） １７：００ 迄 

（早期参加登録の締切りは 2012 年 6 月 30 日迄です。） 

８月８日以降の申込みは日本支部事務局へお問い合わせください。 
 

■テクニカルツアーのご案内  
 

【午前】放射線影響研究所視察  

内容 

※時間等若干の変更の可能性がありますのでご了承ください。 

09:00 国際会議場発 バスにて放射線影響研究所へ移動 

09:20 放射線影響研究所着 

11:00 放射線影響研究所発 

11:30 国際会議場着 

催行日時 8 月 23 日（木）午前 9:00-11:30 

旅行代金 参加費無料 最少催行人員 必ず催行 

 

【午後】広島原爆資料館見学  

内容 

※時間等若干の変更の可能性がありますのでご了承ください。 

13:30 国際会議場発 徒歩にて広島原爆資料館へ移動 

13:40 広島原爆資料館着 通訳案内士とともに見学 

15:30 国際会議場着 

催行日時 8 月 23 日（木）午後 13:30-15:30 

旅行代金 参加費無料 最少催行人員 必ず催行 

※諸般の事情によりコースが変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

■お申込方法  
お申込み書に必要事項をご記入いただき、FAX にてお申し込みください  

 

■ご予約の確認  
テクニカルツアーへご参加の当日、送付させていただく予約確認書を必ず持参のうえ、受付へお越しください。 

 

■ご予約の取消・変更  
予約内容を取消・修正する場合は FAX にて取消・修正を行ってください。 

■お申込の締切  
２０１２年７月３１日（火） １７：００ 迄 

※定員になり次第締切らせていただきます。  

 

■大会・テクニカルツアー・懇親会についてのお問合せ先  

核戦争防止国際医師会議 

日本支部事務局 

  

TEL： 082-232-7211 

FAX： 082-293-3363 

E-Mail: gaku@hiroshima.med.or.jp 



 

IPPNW 世界大会 

宿泊・オプショナルツアーのご案内 
 

この度第 20 回 IPPNW 世界大会に出席されます皆様方のご便宜を図るため、宿泊・オプショナルツアー等のお世話を 

株式会社 JTB 中国四国広島支店にてさせていただくことになりました。 

  全国各地より参加される皆様方に以下ご案内を申し上げます。 

 

１．宿泊のご案内 
宿泊の取扱いは、㈱ＪＴＢ中国四国 広島支店が旅行企画・実施する「募集型企画旅行」です。 

●ホテル情報はお申込み時に表示されますホテル一覧をご確認ください。 

●宿泊設定日：２０１２年８月２１日（火)、２２日（水）、２３日（木）、２４日（金）、２５日（土）、２６日（日）、２７日（月）の期間 

●旅行代金は一泊朝食付・サービス料・税金込みのお一人様あたりの宿泊代金です。 

   (例：ホテルグランヴィア広島ツインに２人で宿泊の場合\9,450×2 人＝\18,900) 

   ※以下のホテルのご朝食は、軽朝食となっております。  

   ⇒「13. コンフォートホテル広島大手町」、「14. コンフォートホテル広島」 

●添乗員：この旅行では、添乗員が同行せず、約款に定める旅程管理は行いません。お客様に旅行サービスの提供を受け

るために必要な確認書類をお渡しいたしますので、お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名様 

  何卒ご利用賜りますようお願い申し上げます。 

 

◆申込番号 申込書へ必ずご記入ください。 

宿泊ホテル名 申込記号 宿泊代金(お一人様当たり) 

① 

ホテルグランヴィア広島 
Ｓ-１ シングル ￥11,550

（ＪＲ広島駅新幹線口出口→徒歩約０分） 

広島県広島市南区松原町１－５ 

082-262-1111 
Ｔ-１ ツイン ￥9,450

② 

ホテルヴィアイン広島 
Ｓ-２ シングル ￥7,400

（ＪＲ広島駅南口出口→徒歩約 1 分） 

広島県広島市南区松原町２－５０  

ＴＥＬ 082-264-5489  
Ｔ-２ ツイン ￥5,100

③ 

チサンホテル広島 
Ｓ-３ シングル ￥7,900

（広島電鉄銀山町電停下車→徒歩約 1 分） 

広島県広島市中区幟町１４－７  

ＴＥＬ 082-511-1333  
Ｔ-３ ツイン ￥6,900

④ 

リーガロイヤルホテル広島 
Ｓ-４ シングル ￥14,000

（ＪＲ広島駅南口出口→広島電鉄紙屋町西駅下車→徒歩約３分）

広島県広島市中区基町６－７８ 

082-502-1121 
Ｔ-４ ツイン ￥12,000

Ｅ-４ ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾂｲﾝ ￥16,000

⑤ 

ＡＮＡクラウンプラザホテル広島 
Ｓ-５ シングル ￥12,600

（ＪＲ広島駅南口出口→広島電鉄袋町駅下車→徒歩約３分） 

広島県広島市中区中町７－２０ 

082-241-1111 
Ｔ-５ ツイン ￥11,500

⑥ 

オリエンタルホテル広島 
Ｓ-６ シングル ￥9,500

（ＪＲ広島駅南口出口→広島電鉄胡町駅下車→徒歩約７分） 

広島県広島市中区田中町６－１０ 

082-240-7111 
Ｔ-６ ツイン ￥8,000

Ｄ-６ ダブル ￥6,500

⑦ 

ホテルサンルート広島 
Ｓ-７ シングル ￥9,000

（ＪＲ広島駅南出口→広島電鉄中電前駅下車→徒歩約２分） 

広島県広島市中区大手町３－３－１ 

082-249-3600 
Ｔ-７ ツイン ￥8,000

⑧ 

三井ガーデンホテル広島 Ｓ-８ シングル ￥9,975

（ＪＲ広島駅南口出口→広島電鉄袋町駅下車→徒歩３分） Ｔ-８ ツイン ￥8,925

広島県広島市中区中町９－１２ 

082-240-1131 
Ｄ-８ ダブル ￥7,350



宿泊ホテル名 申込記号 宿泊料金(お一人様当たり) 

⑨ 

ホテル東急ビズフォート広島（旧：広島東急イン） 
Ｓ-９ シングル ￥8,000

（ＪＲ広島駅南出口→広島電鉄八丁堀駅下車→徒歩約８分） 

広島県広島市中区三川町１０－１ 

082-244-0109 
Ｔ-９ ツイン ￥6,500

Ｄ-９ ダブル ￥6,000

⑩ 

パークサイドホテル広島平和公園前 
Ｓ-１０ シングル ￥8,500

（ＪＲ広島駅南出口→広島電鉄紙屋町西駅下車→徒歩約５分） 

広島県広島市中区大手町２－６－２４ 

082-244-7131 
Ｔ-１０ ツイン ￥7,000

⑪ 

ドーミーイン広島 
Ｓ-１１ シングル ￥8,500

（ＪＲ広島駅南出口→広島電鉄中電前駅下車→徒歩約 2 分） 

広島県広島市中区小町３  

ＴＥＬ 082-240-1177  
Ｔ-１１ ツイン ￥7,500

Ｄ-１１ ダブル ￥6,800

⑫ 

ホテル法華クラブ広島 

Ｓ-１２ シングル ￥8,000
（ＪＲ広島駅南口出口→広島電鉄袋町駅下車→徒歩約５分） 

広島市中区中町７－７        

ＴＥＬ 082-248-3371 

⑬ 

コンフォートホテル広島大手町 ※軽朝食 
Ｓ-１３ シングル ￥7,000

（ＪＲ広島駅南口出口→広島電鉄中電前駅下車→徒歩約 1 分） 

広島県広島市中区大手町 3 丁目 7-9 

082-545-7811 
Ｔ-１３ ツイン ￥7,000

⑭ 

コンフォートホテル広島 ※軽朝食 
Ｓ-１４ シングル ￥5,800

（ＪＲ広島駅南口出口→広島電鉄中電前駅下車→徒歩約３分） 

広島市中区小町３－１７     

ＴＥＬ 082-541-5555 
Ｔ-１４ ツイン ￥4,500

 

⑮ 
 

広島文化交流会館（旧：広島厚生年金会館） 

Ｓ-１５ シングル ￥8,800
（ＪＲ広島駅南出口→広島電鉄市役所前駅→徒歩約１０分） 

広島県広島市中区加古町 3-3 

ＴＥＬ 082-243-8881 

 

⑯ 
 

ダイワロイネットホテル広島 
Ｓ-１６ シングル ￥8,000

（ＪＲ広島駅南出口→広島電鉄中電前駅下車→徒歩約１分） 

広島県広島市中区国泰寺町１－３－２０ 

082-545-2955 
Ｔ-１６ ツイン ￥7,350

 

※ご予約は、お申し込み順とさせていただきますが、部屋数の関係でご希望通りにならない場合は、 

他のホテルへご案内させていただきますので、あらかじめご了承ください。 

※宿泊ホテル名は第二希望までご記入をお願いします。 

 

■お申込の締切  

２０１２年７月３１（火） １７：００ 迄 

※満室になり次第締切らせていただきます。 

 

■ご予約の取消・変更  

●予約内容を取消・修正する場合は FAX にて取消・修正を行ってください。 

●申込の取消につきましては、下記取消料を申し受けます。 

●旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して７日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいた 

します。 

 

取 消 料 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 
１）７日目にあたる日以前の解除 無料

２）６日目にあたる日以降の解除  旅行代金の２０％

  
３）旅行開始日の前日の解除 旅行代金の５０％ 

４）旅行開始当日以降の解除または無連絡不参加 旅行代金の１００％ 

 



 

２．オプショナルツアーのご案内 
オプショナルツアーの取扱いは、㈱ＪＴＢ中国四国 広島支店が旅行企画・実施する「募集型企画旅行」です。 

 

1 日観光 

内容 

09:15 国際会議場発 徒歩にて元安橋へ移動 

09:50 元安橋発 フェリー（世界遺産航路）にて宮島へ移動 

10:35 宮島着／厳島神社・五重塔・千畳閣・弥山（獅子岩）観光 

    [昼食] 

15:30 宮島発 フェリーにて宮島口浅橋へ移動 

15:45 宮島口浅橋着 バスにて広島市内へ移動 

17:00 広島市内着 

催行日時 8 月 23 日（木）・27 日（月） 

旅行代金 

お一人様 11,500 円 

*旅行代金に含まれるもの：通訳ガイド、貸切バス代、有料道路・駐

車代、昼食代、入場拝観料、乗船料 

募集人員 定員 50 名様 （最少催行人員： 15 名様） 

 

半日観光 

内容 

08:30 国際会議場発 バスにて和風堂へ移動 

09:00 お茶体験（上田流和風堂）  

10:30 和風堂発 バスにて縮景園へ移動 

11:00 縮景園着 

11:40 縮景園発 バスにて広島市内へ移動 

12:00 広島市内着 

催行日時 8 月 23 日（木）・27 日（月） 

旅行代金 

お一人様 10,500 円 

*旅行代金に含まれるもの：通訳ガイド、貸切バス代、有料道路・駐

車代、入場拝観料 

募集人員 定員 25 名様 （最少催行人員： 15 名様） 

 

1 泊 2 日観光 

内容 

（1 日目） 

08:38 広島駅発 新幹線にて博多へ移動 

      博多にて特急かもめに乗り換え長崎へ移動 

11:48 長崎駅着／長崎平和公園・資料館見学 

16:00 長崎市内着 （ホテル 1 泊朝食付） ※夕食は含みません。 

（2 日目） 

08:30 ホテル発 長崎市内観光へ／グラバー園・大浦天主堂・出島 

14:21 長崎駅発 特急かもめにて博多へ移動 

     博多にて新幹線に乗り換え広島へ移動 

17:37 広島駅着 

催行日時 8 月 22 日（水）～23 日（木）・8 月 27 日（月）～28 日（火） 

旅行代金 

お一人様 50,000 円 

*旅行代金に含まれるもの：通訳ガイド、貸切バス代、有料道路・駐

車代、昼食代、入場拝観料、 

宿泊代（朝食付） 

募集人員 定員 30 名様 （最少催行人員： 15 名様） 

※諸般の事情によりコースが変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。  

※添乗員は同行いたしません。 

 

■ご予約の取消・変更  

●予約内容を取消・修正する場合は FAX にて取消・修正を行ってください。 

●申込の取消につきましては、下記取消料を申し受けます。 

●旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して７日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいた 

します。 

 

 

 



 

 
    【日帰り用】 

取 消 料 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

ご出発の１１日目にあたる日以前の解除 無料

１０日目にあたる日以降の解除 旅行代金の２０％

７日目にあたる日以降の解除 旅行代金の３０％

旅行開始日の前日の解除 旅行代金の４０％

当日の解除 旅行代金の５０％

旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の１００％

 

    【１泊用】  

取 消 料 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

ご出発の２１日目にあたる日以前の解除  無料

２０日目にあたる日以降の解除 旅行代金の２０％

７日目にあたる日以降の解除 旅行代金の３０％

旅行開始日の前日の解除 旅行代金の４０％

当日の解除 旅行代金の５０％

旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の１００％

 

■お申込の締切  

２０１２年７月２０日（金） １７：００ 迄 

※定員になり次第締切らせていただきます。  

 

■宿泊・オプショナルツアーについてのお問合せ先  
                                 

（受託販売）  

株式会社JTB西日本  

コミュニケーション事業推進室 MICEセンター 

「第20回IPPNW世界大会」係 担当：貞森 
ＴＥＬ：06-6252-2861  ＦＡＸ：06-6252-2862 

Eメールwestec_op3@west.jtb.jp 

営業時間 平日／９：３０～１７：３０ （土曜・日曜・祝日休業） 
総合旅行業務取扱管理者 福永 哲也 

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責任者です。

ご旅行の契約に関し担当者からの説明に不明の点がありましたら、ご遠慮なく上

記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 

旅行企画・実施 

株式会社 

 

 

 
〒730-0031広島市中区紙屋町2-1-22 

観光庁長官登録旅行業1769号 

日本旅行業協会正会員・旅行業公正取引協議会会員 

 

                        

 



   
■旅行条件の要約 
お申し込みの際には必ず旅行条件書（全文）を（お申込み過程で画面表示）にて事前に内容をご確認の上、お申し込み下さい。 

●募集型企画旅行契約 

この旅行は（株）ＪＴＢ中国四国（広島県広島市中区紙屋町 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）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。（２）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとしま

す。 

●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（もしく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、前頁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 

各旅行日程およびご案内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。） 

●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。） 

身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒書状（継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる

中毒症状を除きます。）を含みます。 

ただし、細菌性食物中毒は含みません。＜免責事項＞ 

●「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。 

（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） 「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカ

ードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引

いた額を解除依頼日の翌日から起算して 7 日間以内をカード利用日として払い戻します。） 

（３） 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 

旅行先において、病気・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、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、お申込個所にご通知ください。（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 

当社は、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、大会運営に伴い大会主催事務局へ情報を提出し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 2012 年 2 月 1 日を基準としています。又、旅行代金は 2012 年 2 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。 

 


