
 

 

 

 

 

株式会社近畿日本ツーリスト東北 

仙台教育旅行支店 

〒980-0021 

宮城県仙台市青葉区中央 1-7-20 

東邦ビル 5Ｆ 

TEL：022-221-6711 

FAX：022-221-6180 

支店長：澤田 幸浩 

担当者：西村 康治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 57回 全国高等学校教頭・副校長会 

総会及び研究協議大会 宮城大会 

参加申込のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

株式会社近畿日本ツーリスト東北は 2017年 1月にプライバシーマークの更新をいたしました。 

プライバシーマーク制度とは、個人情報を適切に取り扱っている組織を一定の基準で認定する制度です。 

 

 

 

 

 

 



謹啓、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57 回全国高等学校教頭・副校長会 総会及び研究協議大会 宮城大会」が開催されますことを、

心よりお祝い申し上げます。 

 さて、全国各地より大会に参加されます皆様方の便宜をお図りするため、大会参加ならびに宿泊等のお世話を 

株式会社近畿日本ツーリスト東北 仙台教育旅行支店でお取扱いさせていただくことになりました。 

 つきましては、申込方法について下記の通りご案内申し上げます。皆様方のお越しを心よりお待ち申し上げます。 

謹白 

 

株式会社近畿日本ツーリスト東北 

仙台教育旅行支店 

支店長 澤田幸浩 

 

申込方法について  
 

インターネット受付システムにて、大会参加登録を行ってください。 

 

① 大会参加登録用ＷＥＢサイト 

パソコンをご利用の方は、以下のURLにアクセスいただき、大会参加登録を行ってください。 

 

http://www.knt-th.co.jp/ec/zenkoku-kyoto/  

 

スマートフォンをご利用の方は、以下のＱＲコードよりアクセスいただき、大会参加登録を行ってください。 

 

                 

  

 

 

 

 

 

ホームページ登録画面右下の「新規申込」をクリックし、個人情報登録画面にお入りいただき、ログイン情報・

個人基本情報・所属先情報を登録してください。新規ユーザー登録画面で登録した方が申込代表者になります。

登録内容の確認メールは、こちらの画面で入力したメールアドレスに送信されます。 

2回目以降の操作の際は、トップ画面にある「ユーザーIDとパスワード欄」にご登録の ID･パスワードを入力

して「ログイン」をクリックしてください。 

 

② ご一緒に大会参加費等をお支払になる同行者がいらっしゃる場合は、個人情報登録後、「別の参加者を登録す

る」をクリックし、同時登録をしてください。 

 

③ 個人情報登録後、参加登録におすすみいただけます。 

 

④ 宿泊の手配の必要な方は、続けて宿泊予約を行ってください。 

 

⑤ すべての予約が完了されましたら、支払手続き画面にて支払方法の選択を行ってください。 

 

 

申込締切 平成３０年６月８日（金） 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.knt-th.co.jp/ec/zenkoku-kyoto/


お支払い方法について 
大会申込金等のお支払方法は以下の2通りご用意しております。 

① 銀行振込（ATM可） 

大会参加登録ホームページ内、「支払」より銀行振込を選択してください。 

ご登録後、ご請求書をご郵送致します。 
 

振込先銀行口座 

 三菱UFJ銀行 振込第二支店 普通 8481463 

 口座名義：（株）近畿日本ツーリスト東北（カ）キンキニッポンツーリストトウホク 
 

  ※振込手数料はご負担くださいますよう、お願いいたします。 

 

② クレジットカード決済 

 大会参加登録ホームページ内、「支払」よりクレジットカードにてオンライン決済がご利用いただけます。 

   ※手数料はかかりません。 

 

公費支払い分は銀行振込、私費支払分はクレジットカード決済など併用も可能です。 

 

大会申込金等支払締切  平成３０年７月６日（金） 
 

お支払の完了された方には7月９日以降、お申込みいただいた内容にてネームカード兼用の大会参加証、分科会、

教育懇談会、昼食弁当確認書、宿泊券等を郵送いたします。大会当日、忘れずにご持参ください。 

 

領収証の発行について 

 

  大会申込金の領収書は、大会当日にお配りする資料に含めてお渡しします。また、教育懇談会費の領収証は、

教育懇談会受付にてお渡しいたします。原則としてお一人様につき 1 枚発行しますが、地区などでまとめて 1

枚にするなどのご希望は大会当日（8月2日）に会場受付にて対応いたします。 

  宿泊費・昼食弁当代の領収証は、近畿日本ツーリスト東北にて発行いたします。①お問合せNoもしくはご登

録代表者名、②領収証宛名、③金額（1 泊分のみ、など指定のある場合）、④但書（基本的には、○月○日～○

泊、ご宿泊代として○月○日△△にてご入金分という記載になります。）、⑤領収証送付先（登録住所と異なる場

合）を近畿日本ツーリスト東北 仙台教育旅行支店までメール又はＦＡＸにてご連絡をお願いいたします。 

  宿泊費・昼食弁当代の領収証は、大会参加券等の郵送物と合わせてお送りします。 

 

大会参加のご案内  

 

大会申込金 会員 お一人様 ８，０００円（参加費４，０００円・資料代４，０００円） 

※7月2日以降、大会に出席出来ない場合でも、資料代及び参加費の払い戻しはいたしません。当日欠席の際は、

大会終了後に資料を送付します。 

 

分科会のご案内  

 

分科会参加費は大会申込金に含まれます。以下の分科会よりご希望の分科会を選択いただき、ご登録ください。 

・第１分科会：管理運営研究（教頭・副校長の職務内容と管理運営上の諸問題） 

 研究発表：東北（宮城）・関東（茨城）・東海（岐阜）・四国（徳島）・紙上発表（奈良） 

 指導助言：文部科学省（予定）、宮城県公立高等学校長 

 

・第２分科会：高校教育研究（高等学校の教育課程と学習指導に関する諸課題） 

 研究発表：北海道・東北（宮城）・近畿（大阪）・九州（鹿児島）・紙上発表（和歌山） 

 指導助言：文部科学省（予定）、宮城県公立高等学校長 

 

・第３分科会：生徒指導研究（生徒指導・進路指導・特別指導に関する諸課題） 

 研究発表：東北（宮城）・東京・北信越（福井）・中国（広島）・紙上発表（京都） 

 指導助言：文部科学省（予定）、宮城県公立高等学校長 



昼食弁当のご案内  

 

8 月 2 日（木）の昼食弁当をご用意いたします。大会会場周辺には飲食店が少なく、昼食時間が周辺オフィス街

の昼食時間と重なるため、ぜひご利用ください。なお、ご予約されていない方への当日の販売はございませんので、

必ず事前にお申込みください。 

 

昼食弁当代：１食１，０００円（お茶付・税込） 
 

 

教育懇談会のご案内  

 

8月2日（木）18時30分よりご参加いただいた皆様の交流の場を設けます。ふるってご参加ください。 

会場は「パレスへいあん」です。（総会会場・分科会会場より徒歩約20分かかります） 

 

教育懇談会参加費：１名4，０００円（税込） 
 

 

宿泊のご案内 ※宿泊は近畿日本ツーリスト東北 仙台教育旅行支店が企画・実施する募集型企画旅行です。 

 

8月1日（水）、8月2日（木）につきましては、本大会ご参加者様用に下記ホテルをご用意いたしました。 

なお、宿泊施設は先着順での受付となりますので、ご希望の方はお早めにお申し込みください。 

 

ホテル名 宿泊代金 最寄駅  会場より徒歩 

ホテルパールシティ仙台 ７,500円 地下鉄東西線 青葉通一番町駅より徒歩3分  徒歩18分 

仙台ビジネスホテル 8,000円 地下鉄南北線 勾当台公園駅より徒歩5分  徒歩15分 

ホテルグリーンライン 8,500円 地下鉄南北線 勾当台公園駅より徒歩13分  徒歩4分 

ホテルグリーンウィズ 8,500円 地下鉄南北線 広瀬通駅より徒歩9分 徒歩11分 

ホテルグリーンアーバ 8,500円 地下鉄東西線 大町西公園駅より徒歩7分 徒歩7分 

ホテルグリーンパシフィック 9,000円 JR仙台駅より徒歩7分 徒歩21分 

ホテルプレミアムグリーンソブリン 9,000円 地下鉄南北線 勾当台公園駅より徒歩7分  徒歩7分 

ホテルグランテラス仙台国分町 9,500円 地下鉄南北線 広瀬通駅より徒歩8分 徒歩12分 

ホテルモンテエルマーナ仙台 11,000円 JR仙台駅より徒歩7分 徒歩23分 

仙台国際ホテル 12,960円 JR仙台駅より徒歩10分 徒歩25分 

 

部屋タイプは全てシングルにてご用意しております。 

先着順にて一部のホテルを除き、禁煙・喫煙を指定してご予約いただけます。満室の際はご希望に添えない場合が

ございます。予めご了承ください。 

宿泊代金：1泊分（朝食付き・消費税・サービス料金及び企画料金を含んだお一人様あたりの旅行代金です） 

最少催行人員：1名 

添乗員は同行いたしませんので、諸手続きはお客様ご自身でお願い致します。 

 

教育旅行ツアーのご案内  

 
※本ツアーは、近畿日本ツーリスト東北仙台教育旅行支店が企画・実施する募集型企画旅行です。 

宮城県の教育旅行の素材＋αの充実したツアーですので、この機会にぜひご参加ください。 

・ご旅行日：平成 30年 8 月 3 日（金）～8 月 4日（土）1泊 2 日 

・旅行代金：お一人様につき 27,000円 

上記料金には、貸切バス代、宿泊代（1泊 2食付）、2 日目昼食代、入場料、添乗員費用が含まれます。 

※お食事時の飲物代、その他個人的な費用につきましては、お客様負担となります。 

   

 

 

 



・スケジュール 

【旅行条件】 

① 最少催行人員は 20 名となります。人員に満たない場合はツアーを中止する場合がございます。 

中止する場合は 7 月 20日までにご連絡させていただきます。 

② 募集人員は 30 名、定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。 

③ 全行程、添乗員が同行し、旅程管理を行います。 

④ ご参加の方にはＡ４版３枚程度のアンケートにお答えいただきます。 

⑤ 宿泊ホテル：南三陸ホテル観洋は定員利用（3 名様１室利用）となります。 

⑥ 利用予定バス会社：日本三景交通 

⑦ 食事回数（夕食 1 回、朝食 1 回、昼食 1回） 

 

変更・取消について  

 

登録内容の変更・取消は大会参加登録サイト内の「マイページ」より操作してください。 

聞き間違い等のトラブルを避けるため、お電話での変更・取消はお受け出来ませんので予めご了承ください。なお

取消の際は下記の取消料を申し受けます。 

■ 大会申込金 

契約解除の日 7月2日（月）以降 

取消料 100％（返金なし） 

■ 教育懇談会費 

契約解除の日 7月26日（木）以降 

取消料 100％（返金なし） 

■ 宿泊 

契約解除の日 
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 

宿泊開始の前日 当日の10時まで 
宿泊開始当日10時以降

又は無連絡不参加 8日目にあたる日以前 7日目にあたる日以降 

取消料 無料 20％ 40％ 50％ 100％ 

■ 昼食弁当 

契約解除の日 8月1日（水）以降 

取消料 100％ 

■ 教育旅行ツアー 

契約解除の日 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 

前日 
当日 

旅行開始前 

旅行開始後又は

無連絡不参加 
21日目に当る

日以前 

20～8日目にあ

たる日 

7日目に当る日

以降 

取消料 無料 
旅行代金の 

20％ 

旅行代金の 

30％ 

旅行代金の 

40％ 

旅行代金の 

50％ 

旅行代金の 

100％ 

日程 コース内容 食事 

1 日目 

8/3 

（金） 

 

トークネットホール仙台====瑞巌寺・円通院 （@宮城県松島高等学校観光科生徒観光ガイド） 
        12:45  13:40                        15:00 

 

========志津川語り部ガイド===========南三陸ホテル観洋 
      16:00              17:20    17:30 

  

 

 

昼：× 

 

 

夕：○ 

2 日目 

8/4 

（土） 

 

 

ホテル==============志津川さんさん商店街========== 
  9:00      9:10                  10:10 

 

==========伊達の牛タン東インター店==========仙台駅東口バス駐車場 
        11:30                    12:30   13;00 

 

 

 

朝：○ 

 

昼：○ 

 

 

記号について：バス======== 



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）近畿日本ツーリスト東北 仙台教育旅行支店（宮城県仙台市青葉区中央 1-7-20  観光庁長官登録旅行業第
1925 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、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。 
●旅行代金のお支払い 

旅行代金は当社が指定する期日までにお支払ください。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。 

●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：１，５００万円    ・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。） 
●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、販
売店の係員にお問い合わせください。 

●事故等のお申し出について 
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・輸送・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。） 

●個人情報の取扱いについて 
 １.当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際にご提出いただいた
個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約の
責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。また、旅行先で
のお客さまのお買い物等の便宜のため、お客さまのお名前および搭乗される航空券等に係る個人情報を、電子的方法等
で免税店等の事業者に提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客さまに同意い
ただくものとします。   

 ２.当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご連絡や対応の
ために、当社グループ企業および販売店と共同利用させていただきます。当社グループ企業および販売店が共同利用す
る個人情報は以下のとおりです。住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス 

 ３.上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認下さい。                                                                          
●旅行条件・旅行代金の基準 

この旅行条件は２０１８年４月１８日を基準としています。又、旅行代金は２０１８年４月１８日現在の有効な運賃・
規則を基準として算出しています。 

≪旅行企画・実施≫ 

株式会社近畿日本ツーリスト東北 仙台教育旅行支店 

「第 57回全国高等学校教頭・副校長会総会及び研究協議大会」係 

TEL：022-221-6711 FAX：022-221-6180 
E-mail：sendai-kyoiku@or.knt-th.co.jp 

営業時間／9：00～17：45（土・日・祝日休業） 

 総合旅行業務取扱管理者：川越 輝仁 
 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、 

  ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。 

 

株式会社近畿日本ツーリスト東北 仙台教育旅行支店 

観光庁長官登録旅行業 第 1925号 JATA正会員 ボンド保証会員 旅行業公正取引協議会会員 

〒980-0021 仙台市青葉区中央 1-7-20 東邦ビル５Ｆ TEL：022-221-6711 FAX：022-221-6180 

担当：西村 康治、加藤 里美 

      パンフレット作成日：平成３０年４月１８日 承認番号：１５９５－１８－０４０００５ 

mailto:sendai-kyoiku@or.knt-th.co.jp

