
会      場 ：  沖縄 残波岬ロイヤルホテル 

対   象 ：  臨床研修医（後期も含む） 

定   員 ：  120名 

参加費用 ：  63,000円（消費税込） 
                 *宿泊料金･交通費等は含まれておりません。 

主   催 :  臨床研修プログラム研究会 

         スナッジ・ラボ株式会社 

ＥＲ アップデート in沖縄 2012 
日程:2012年7月6日(金)～8日(日) 

詳細は、スナッジ・ラボのホームページ 
     （http://snudge-lab.com/）をご覧下さい。 

お申込み・ 

お問合せ先 

スナッジ・ラボ株式会社   
〒164-0012 東京都中野区本町4-44-18 ﾋｭｰﾘｯｸ中野ﾋﾞﾙ8F  

http://snudge-lab.com/ 

E-mail: event06@snudge-lab.com 

TEL: 03-5342-0787    FAX: 03-5342-0790 



７月６日(金) 
15:00 - 15:50 セミナー受付 

16:00 - 16:15 Welcome Speech 

16:15 - 16:50  Step Beyond JATEC！ お作法脱却の外傷診療 林 寛之  
16:50 - 17:00 休憩 

17:00 - 19:10 ワークショップ①（ワークショップ）  
    1.『私が悪ぅございました！』 ～医療ミスからクレーマー対処まで～  林 寛之 
       2. ｢見える？見える！！」  箕輪良行 
    3. BPPV－治せば天国、治せなければ地獄！  田中和豊 
19:20 - 21:20 みんなではじけよう！懇親会 

 
７月７日(土)  

 7:35 -  朝食(会場にご用意致します） 

 8:00 - 8:30 分かったようで分からない酸塩基平衡－ズバッと解決！  田中和豊 
 8:30 - 9:00  ｢いたくない・・・痛くない？」  箕輪良行 
 9:00 - 9:30  「安心は必要ない。必要なのは安全だけだ」  岩田健太郎 
 9:30 - 10:00 研修病院自慢   
  
10:00 - 16:30 フリータイム 

11:45 - 13:00 Meet the Professor：講師と一緒にランチビュッフェ 
    (夢も悩みも語り合おう！自由参加)  

  
16:30 - 19:25 ワークショップ②（ワークショップ）  
    4.画像診断；「その指示の仕方で大丈夫？」  寺沢秀一 
    5.まずopen bookから（骨盤X線読影マスター）  今 明秀 
    6. 「過換気・動悸の奥にあるアレ」-不安症のスクリーニング面接-  井村 洋 
    7. 「なぜか真夏のインフルエンザ診療ロールプレイ。  診断の本質とは」  岩田健太郎 
 
７月８日(日)  

 7:15 -  朝食(会場にご用意致します） 

 7:30 - 8:00  ｢危険じゃなくても頭痛はイタイ」-緊急疾患除外後の頭痛診療-  井村 洋 
 8:00 - 8:30 甘く見るな、低血糖  今 明秀 
 8:30 - 9:10 救急医、総合医、救急に強い各科専門医 寺沢秀一 
 9:10 - 9:40  Visual Diagnosis in ER, Part ８ (回答・解説)  小淵岳恒 
 9:40 - 10:00 質疑応答 & 修了証授与 

10:00   解散 
 

 

■プログラム 

（注）プログラムは変更させていただく場合がございます。 

☆ ☆ ☆  「研修病院自慢」発表者募集 ☆ ☆ ☆  

皆様の研修病院自慢を発表して下さる方を募集いたします。発表時間は一施設5分（パワー
ポイントスライド5枚程度）の予定です。発表を希望される方はセミナー申込用紙の申込欄に
ご記入下さい。発表を希望される方にはセミナー事務局より改めてご連絡を差し上げます。 

（敬称略） 

「明日から使える!」を合言葉に日常の研修では学ぶことのできない魅力いっぱいの講義やワークショップが
満載の「ＥＲアップデート」は、2012年の夏もおなじみ沖縄の地で開催予定です！回を重ねるたび進化をし
続けるＥＲアップデートは、第13回目の今回も勉強と遊びに充実した3日間をご用意して先生方のご参加を

お待ちしています。全国から集う熱い志を抱いた研修医の先生方と一緒に語り、磨き合う、かけがえのない
時間を過ごしてみませんか?この機会にぜひ、ご参加下さい!! 

*なお毎回応募者多数のため、キャンセル待ちや、残念ながらご参加いただけない場合もございます。ご了承下さい。 



■講師紹介(五十音順) 

* 2012年2月開催のセミナーにご参加いただいた研修医のアンケートより抜粋 
セミナー受講者の感想* 

井村 洋 先生 
麻生飯塚病院 総合診療科部長 
藤田保健衛生大学で研修、その後も大学の人事で市中病院勤務し、開業医を継ぐつもりで、我流でエセ総合内科医を続けて
いたのに、運命に流されるように現職にいたっております。仕事選びは、Destinyです。現在の主たる活動は、重装備救急総合 
病院の総合内科外来診療と、週に一回の雇われ開業診療外来です。病院と診療所の場所の変化に対応して、自分自身の 
判断や態度も変化することを楽しんでいます。救急外来でも一般外来でも必要な何かを、お伝えできるように健闘します。 
 

岩田 健太郎 先生 
神戸大学医学部附属病院 感染症内科教授 
今回は、診断の本質と、安心安全についてお話します。といっても、いつも通り軽いネタなのでぼんやり楽しんでください。 

 
小淵 岳恒 先生 
福井大学医学部附属病院 救急部助教 
2000年福井医科大学卒。5年一般消化器外科医として勤務後、寺澤教に入信。家族とERとハンドボールをこよなく愛する男、 

「ハンドボールバカ」といわれつつ夜勤明けでも練習に参加してます。自称初期研修医・後期研修医教育担当、自分も成長 

しながら愛情と熱意をもって教育してます！寺沢先生とはじめた企画を引継ぎ、「明日から使える！」をキーワードに日々面白く 
てためになる症例をERアップデートのために集めては仕事をしています。今回もたくさんの症例を準備しております、みんなで 

楽しみながら知識をアップデートしましょう♪ 

 

今 明秀 先生 
八戸市立市民病院 副院長兼救命救急センター所長・臨床研修センター所長 
昭和58年自治医科大学卒業。僻地医療を5年、外科医師を8年行なった。平成10年日本医大救急医学教へ入局、川口市立 
医療センター救命救急センターへ赴任する。外傷外科医と救急医の修練が始まった。平成16年より青森県で救急発展途上 
地域の開発に挑む。三次救急集中治療とERを両立できる救急医を養成したい。 

 

田中 和豊 先生 
福岡県済生会福岡総合病院 臨床教育部部長  
アメリカには “refreshers’ course”とか言ってリゾートホテルでの講習会があります。そんなのが日本でもあればいいなと思って
いたら、なんと「ＥＲ アップデート」とかいうのがあるではありませんか！いつか自分も出たいなと思っていて出るチャンスがな
かったのですが今回やっとその機会に恵まれました。初参加ですが今回は皆さんと思いっきり楽しみたいと思います。どうぞよろ
しくお願いいたします。 

 

寺沢 秀一 先生  
福井大学医学部 地域医療推進講座教授 
昭和51年金沢大学医学部卒業。同年沖縄県立中部病院研修医。昭和55年同病院救急外来専従医師。昭和56年北米（トロント
総合病院、デンバー総合病院）で救急医学研修。昭和58年福井県立病院救急外来専従医。平成11年福井医科大学救急部助教
授。平成12年福井医科大学救急医学講座教授。平成14年福井医科大学総合診療部教授。（救急部長、総合診療部長併任）。
平成15年福井大学医学部付属病院副院長。平成23年 「教育に専念したいので--」と、この数年懇願して、やっと副院長を辞めさ
せていただきました。 

 

林 寛之 先生 
福井大学医学部附属病院 総合診療部教授 
笑いの絶えない若者達の集いの場を提供する救急総合診療に従事。その気にさせる愛と気合いのER＆家庭医福井県 

キャリアアップコースもやってるよ。患者を満足させてナンボ、笑わせてナンボ、と怪しい教育方針で奮闘中。 

研修医教育は子育てに通じるところがあり、一緒に楽しんでこそ吉なのだ。今年も最強の講師陣であなたを迎えます。 

セミナー後は賢くスマートな「できる医師」に大変身しちゃいましょう。ではまた沖縄でお会いしましょう！(^o^)/~~~ 

 

箕輪 良行 先生 
聖マリアンナ医科大学 救急医学教授・救命救急センター長・臨床研修センター長 
子供は一人抜け二人抜けと減っていき、夫婦の歳嵩だけが増えるばかりです。聖マリも8年生となり、小学校、医学部、離島医
療と並んでそろそろ卒業かと思いますが、すでに2年多留です！ 救急施設として、1次から3次までの初期診療、救急集中治療、
救急放射線の3本柱で改めて売り出し中です。  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

予想以上にたのしかった2日間でした。（卒後1年目） 
本当にたのしく、勉強になりました。ありがとうございました。また参加したいと思います！  

（卒後1年目）  
知識のBrush Upだけでなく、診療態度など自分を見直す良い機会になりました。              

（卒後2年目） 
有意義でした。ありがとうございました。（卒後2年目） 
参加できてとても刺激になりました。若いDr.のための会に出るのは恥ずかしかったですが…。 

すごく勉強になり、戻ったらうちのレジデントにも紹介してあげたいです。（卒後7年目） 
“うける”スライドの作り方のワークショップを！ 2日間楽しかったです。又、参加させて頂きた
いです。（卒後26年目） 



【旅行企画・実施】(株)JTB法人東京 東京都新宿区西新宿3-7-1    

                ＜観光庁長官登録旅行業第1767号＞ ＜一般社団法人日本旅行業協会正会員＞ ＜旅行業公正取引協議会会員＞ 

【お申込み・お問合せ先】 

ＪＴＢ法人東京 西東京支店 TEL:042-521-5551(代)FAX: 042-521-5558  担当：井上・河野  
〒190-0012 東京都立川市曙町2-42-1 パークアベニュー8階 営業時間：09:30～17:30(土・日曜・祭日休み) 

   email:erupdate@bwt.jtb.jp             総合旅行業務取扱管理者：秋 秀利 

 

 航空便の手配：航空便予約は2ヶ
月前から可能です。この時期は繁
忙期であり予約できなくなる可能性
がありますので、ご自身で手配され
る際はお早目の手配をお勧めいた
します。 

 前泊・延泊を希望される方は添付
の申込用紙にてお申出願います。 

宿泊プランのご案内 

この度、ＥＲｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄin沖縄2012にご参加の皆様方のご便宜を図る為宿泊のお世話を㈱ＪＴＢ法人東京 西東京支店 

にて取扱することとなりました。全国各地より参加される皆様方に特別料金で宿泊プランのご案内を申し上げます。 

この宿泊プランは、当社の企画・実施する募集型企画旅行にてご用意させて頂きます。 

 設定期間・ご旅行代金 

 旅行期間： 2012年7月6日（金）～8日（日） 2泊3日 

 宿泊利用ホテル：沖縄残波岬ロイヤルホテル（セミナーも同ホテルでの開催となります。） 
             〒904-0394  沖縄県中頭郡読谷村字宇座1575 
             TEL:098-958-5000 FAX：098-958-3970  

 定 員：      120名様 

 ご旅行代金： お一人様＠ ¥25,200            
            （宿泊条件：二名様１室ご利用時・ツイン２泊２朝食付/税サービス料込） 
            一人部屋（ﾂｲﾝのｼﾝｸﾞﾙﾕｰｽ）ご利用の場合、お一人様@¥42,000（2泊2朝食付) 
            三人部屋（トリプル）ご利用の場合、お一人様@¥21,000（2泊2朝食付） 
            四人部屋（４ベット）ご利用の場合、お一人様@¥18,800（2泊2朝食付） 

 申込期間：   2012年4月2日（月）～2012年6月4日（月） 
             （尚、定員になり次第締切となりますのでお早目のお申込をお勧めいたします。） 
             ＊ご家族・ご友人等セミナー出席者以外の同伴者も歓迎いたします。 
  添乗員：       沖縄残波岬ロイヤルホテルでのセミナースケジュール内のみ同行致します。 
  最少催行人員：８０名様 （但し、この人数はセミナーの参加者の人数となります。この人数に同伴者は含みません。）     

契約解除の日 取消料 

旅行開始日の21日前まで 無料 

旅行開始日の8日前～20日前 旅行代金の20％ 

旅行開始日の2日前～7日前 旅行代金の30％ 

旅行開始日の前日 旅行代金の40％ 

旅行開始当日（18時まで）の解除（連絡あり） 旅行代金の50％ 

当日18時以降の解除又は無連絡の不参加 旅行代金の100％ 

セミナー申込要項 

 お申し込み方法： 添付のお申込書にご記入の上、スナッジ･ラボ株式会社までE-mail 又はFAXでお送りください。    
こちらからお申込み確認のE-mail 又はFAX をお送りいたします。 

 費用のお支払い： 弊社よりセミナー申込確認のE-mail 又はFAX到着後 、1週間以内にセミナー費用63,000円（税込）を
下記口座にお振込下さい。費用をお振込みいただいた時点でセミナーの登録が完了致します。 

 振込先：みずほ銀行 麹町支店 口座番号：普通１０６１７９０ 口座名：スナッジ・ラボ株式会社 

 参加費用に含まれないもの： 航空運賃、空港からホテルまでの交通費、朝食、夕食(７/７分）、その他個人行動に要する費用 

 最少催行人員： 80名（もし参加人数が80名未満の場合はこのセミナーは中止し、費用は全額返還させていただきます）  

 取消料： お客様のご都合でお申し込みを取り消される場合は、セミナー開催1ヶ月前（6月5日）以降、全額(63,000円)を
取消料として申し受けます。 

 宿泊および航空券手配： (株)JTB法人東京 西東京支店で承ります。詳細につきましては下記をご覧下さい。 

日程 行程（往復の交通費は含まれておりません） 食事条件 

7月6日（金） 自宅または各地→(交通はお客様負担。弊社手配も可能です）→沖縄残波岬ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙﾁｪｯｸｲﾝ 

セミナー参加後 沖縄残波岬ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ宿泊 

朝× 昼× 夕×（セミナー参加者
の夕食は、セミナー参加費用に含まれ
ています ） 

7月7日（土） セミナー参加後 沖縄残波岬ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ宿泊 朝○ 昼× 夕×  

7月8日（日） セミナー参加後 沖縄残波岬ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙﾁｪｯｸｱｳﾄ→（交通はお客様負担。弊社手配も可能です）→各地または自宅 朝○ 昼× 夕× 

お申込要項 

 お申込方法：添付の「宿泊お申込書」に必要事項をご記入の上、（株）ＪＴＢ法人東京 西東京支店まで 

  ご郵送・ＥメールまたはＦＡＸにてご連絡願います。 

 （株）ＪＴＢ法人東京 西東京支店にてお申込確認後、宿泊手配（台帳登録）させていただき、手配完了後、参加者各
位（代表者）にご郵送又はEメールにてご連絡および代金お振込のお願いを申し上げます。 

   振込先：みずほコーポレート銀行 十二号支店 普通預金１１４５１２７ 株式会社ＪＴＢ法人東京 

 部屋割り：ご友人と一緒に申し込まれる場合は、お申し込みの際、部屋希望欄にご友人のお名前をご記入頂くと同室にて手配させて頂きます。 

 取消料：  



E-mail: event06@snudge-lab.com
FAX: 03-5342-0790

スナッジ・ラボ株式会社　行

フリガナ 性別 年齢

氏 　 名 男 ・ 女 才

フリガナ

（〒　　　－                    ） 携帯電話

自宅電話

FAX番号

ご連絡はなるべくE-maiｌでさせていただきますので、お持ちの方ははっきりとご記入ください。

施 設 名

所属科名

出身大学 卒業校 卒業年

　うちの研修病院
　自慢コーナー

発表する 発表しない

「ER アップデート」
参加状況

初めて 2回目以降（　　　　　　　回目）

よろしければ、以下の質問にお答えください。

　■今回のセミナーに期待すること

　■ご自分の課題について

その他ご希望・
連絡事項

【問い合わせ先】  スナッジ･ラボ株式会社 〒164-0012　東京都中野区本町4-44-18 ヒューリック中野ビル8F
 TEL: 03-5342-0787   FAX: 03-5342-0790   E-mail: event06@snudge-lab.com

「ＥＲ アップデート in 沖縄 2012」 参加申込書

住　  所

西暦         年      月      日

以下にご記入頂く個人情報は、スナッジ・ラボ株式会社が厳重に管理し、本セミナーの連絡ならびに、
各種セミナーやサービスのご案内の範囲内で利用させていただきます。

        -           -    

送付物送付先

※都道府県から
　　　記入ください

（〒　　　－                    ）

2012年　　　月　　　日

電話及びFAX番号

本セミナーに参加ご希望の方は下記申込書にご記入の上、E-mail又はFAXでお送り下さい。こちらから
お申込み確認のE-mail 又はFAX をお送りいたします。

E-mail

生年月日

        -           -    

@

        -           -    

お申し込み先



 

 
セミナーご出席者お 1人様 1枚ずつご記入ください。 

「ＥＲアップデート in 沖縄 ２０１２」  宿泊プラン/交通お申込書 
【お申込先】(株)ＪＴＢ法人東京 西東京支店    

原則郵送又はＥメールでお送り下さい。  

※ ＦＡＸ送信の場合は個人情報保護の観点から番号の押し間違いにご注意頂き、送信後は必ず着信確認のお電話をお願い申し上げます。 

 E-mail：erupdate@bwt.jtb.jp  FAX：042－521－5558 

フリガナ  性別 生年月日 年齢 

氏    名 
 

男・女 昭和  年  月  日  

フリガナ  

資料送付先住所 

〒 携帯電話 （   ）     -     

自宅電話 （   ）     - 

F A X （   ）     - 

ご
勤
務
先 

フリガナ  

お役職 

 

病院名 
 

所在地 
〒 

        ＴＥＬ：（      ）     －      /FAX: （      ）     －  

Ｅ-mail アドレス ＠

 

旅行中連絡先 

（家族・親族） 

住所 
〒 

ＴＥＬ：（      ）     －            

氏名  続柄  

部屋希望 

□二人部屋（おひとり¥25,200（２泊分）（同室希望者名①          ） 

□一人部屋（おひとり¥42,000（２泊分） 

□三人部屋（おひとり¥21,000（２泊分）（同室希望者名①         ②           ） 

□四人部屋（おひとり¥18,800（２泊分） 

（同室希望者名①          ②          ③          ） 

喫煙の有無 □喫煙する      □喫煙しない 

前泊希望 □あり       日       □なし 延泊希望 □あり       日       □なし 

ご同伴者 

セミナー参加者以外の 

ご家族・ご友人 

□あり 

フリガナ 

氏名 
年齢  

フリガナ 

氏名 
年齢  

航空券手配希望 
□ あり （変更可能な普通航空券にてお手配いたします⇒早割り、特定便割引等ご希望の場合は明記願います） 

※お申込み後、変更や取消が生じた場合、航空会社規定の払戻・取消手数料が必要となります。 

往路月日 
 便名 発着地 空港（   ：   ）⇒（   ：   ）       空港 

 便名 発着地 空港（   ：   ）⇒（   ：   ）       空港 

復路月日 
 便名 発着地 空港（   ：   ）⇒（   ：   ）       空港 

 便名 発着地 空港（   ：   ）⇒（   ：   ）       空港 

◆ その他ご依頼・ご連絡事項（客室、航空便について、他ホテルの手配についてなど） 

 

《個人情報のお取扱いに関するご案内》 
パンフレット及び旅行条件書（運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを除く）に記載の旅行条件及び旅行手配の為に必要
な範囲内での運送・宿泊機関等への個人情報の提供について同意の上、以上の旅行を申し込みます。 
 

※ご連絡はなるべく E-mailでさせていただきますので、お持ちの方ははっきりご記入ください。 



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法人東京（東京都新宿区西新宿３－７－１  観光庁長官登録旅行業１７６７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）所定の申込書に必要事項を記入し、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～ご旅行代金全額 

●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、次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（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（３～６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．旅行開始当日（１８：００まで）の解除（連絡あり）（６を除く） 旅行代金の５０％ 

６．旅行開始当日１８時以降の解除又は無連絡不参加 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。） 

●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） 「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 
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。 

（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。 

 

●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2012 年 03月 01日を基準としています。又、旅行代金は 2012年 03 月 01日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 
 

〔お申込み・お問合せ〕 
㈱ＪＴＢ法人東京 西東京支店 担当：井上・河野 

〒１９０－００１２ 東京都立川市曙町２－４２－１ パークアベニュー８階 

ＴＥＬ：０４２－５２１－５５５１ Ｆａｘ：０４２－５２１－５５５８ 営業時間：９：３０～１７：３０（土・日曜・祭日休み） 

総合旅行業務取扱管理者：秋 秀利 

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の責任者です。 

このご旅行の契約に関し、担当者からのご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お尋ね下さい。 

 

〔旅行企画・実施〕 
㈱ＪＴＢ法人東京 〒１６３－１０６５ 東京都新宿西新宿３－７－１  観光庁長官登録旅行業１７６７号 

一般社団法人日本旅行業協会正会員、旅行業公正取引協議会会員 

 


