
第68回 

リーガロイヤルホテル京都 

Ｙツアーズ株式会社 京都支店 
    〒604-8241 

    京都市中京区三条通新町西入ル釜座町 22 

       ストークビル三条烏丸 409  

    TEL：075-746-2913 FAX：075-746-2914 

     E-mail:kyoto＠ytours.jp 

    営業時間 9：00～18：00(土・日・祝日休み)

第 69 回

全国乳児院協議会

《参加・交流会・宿泊等のご案内》



1. お申込について
(1)申込方法

参加希望者は「申込書」(本案内巻末)に必要事項をご記入の上、8 月 30 日(金)迄に Y ツアーズ

㈱京都支店まで FAX または郵送、E-mail にてお申込みください。

 ※申込書データ(Word)をご希望の方は、その旨をメール(kyoto＠ytours.jp)にて

  お送りください。申込書データ(Word)を添付して返信いたします。

 ※宿泊等が不必要な場合でも協議会にご参加される場合は必ず申込書にてお申込下さい。

(2)経費の支払いについて

ア.9 月上旬頃に Y ツアーズ(株)京都支店より参加申込施設へ、各種予約券及び請求書を送付い

たしますので、期日までにご送金下さい。

  【振込期限： 9 月 13 日(金)】
イ.振込手数料はお客様負担になりますので予めご了承下さい。

ウ.領収書は原則として金融機関発行の振込受領書をもって換えさせていただきます。

①申込書送付 (FAX・郵送・メール) 8 月 30 日(金) 申込締切 

   ②各種予約券・請求書送付 (9 月上旬頃) 
③費用振込( 9 月 13 日(金)まで)

2. 参加費用について
○参 加 費…お一人様１７，０００円

○協議会日程…9 月 26 日(木)13：00～17：30 開会・表彰式/行政説明/基調報告/特別講演

9 月 27 日(金)9：00～12：15  分散会/閉会式

○会   場…リーガロイヤルホテル京都(全体会場：２Ｆ「朱雀」) 
       〒600-8237 京都府京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町 1 

 ＴＥＬ 075-341-1121 
※お申込後、8 月 30 日（金）以降の参加取消の場合、参加費はご返金できません。

後日、協議会資料を送付致します。

3. 交流会について
〇日時・・・9月 26 日（木）18：30～20：30 

〇会場・・・リーガロイヤルホテル京都２階「春秋」 

〇交流会費・・・９，０００円 

参加ご希望の方は申込書の「交流会」欄に〇印をご記入ください。全国の参加者との意見、

情報交換できる数少ない機会ですので、是非、お誘い合わせの上、ご参加をお待ちしており

ます。 ※事前予約制（当日の申込はできませんので予めご了承ください） 
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４. 宿泊斡旋ホテルについて
弊社が斡旋するホテルにご宿泊希望される場合は下記の【ご宿泊ホテル一覧表】より希望ホテ

ルをお選びいただきお申込みください。

○宿泊日…【大会前泊】９月２５日（水）【大会当日】９月２６日（木）

※ホテル名、ご宿泊日、お部屋タイプ、宿泊代金からお選びいただき、「申込書」の記入欄へ申

込記号と料金をご記入ください。

              【ご宿泊ホテル一覧表】

 宿泊代金／お一人様料金／税込み（京都府宿泊税込み）（１泊朝食付（一部を除く））

ホテル名 申込

記号
部屋タイプ 料金（円） アクセス

京都プラザホテル ① 禁煙シングル、

喫煙シングル

8,950 円 ＪＲ・近鉄・地下鉄京都駅八条

西口より徒歩８分

アパホテル京都駅

堀川通

② 禁煙シングル

（朝食設定な

し）

9,720 円 京都駅西洞院口（AM10 時～

PM9 時）より徒歩２分。烏丸中

央口より徒歩６分。リーガロイ

ヤルホテル京都（協議会会場）

向かい。

都ホテル京都八条 ③ 禁煙シングル、

禁煙ツイン

シングル

16,000 円

ツイン

10,000 円

（2 名 1
室のお一

人様当た

り）

京都駅八条口より徒歩２分

R＆B ホテル京都駅

八条口

④ 禁煙シングル 8,700 円 京都駅八条口より徒歩３分

ホテルエルシエント

京都
⑤ 本館禁煙シング

ル、本館喫煙シ

ングル

11,600 円 京都駅八条東口より徒歩２分

京都第一ホテル ⑥ 禁煙シングル 10,800 円 京都駅八条西口より徒歩６分

「ご注意」

□原則として、先着順にてご用意させていただきます。また、お部屋数の関係で満室になった

場合は第 2 希望のホテルで対応させていただきます。

□禁煙・喫煙部屋のご指定は予約状況により、ご希望に添えない場合もありますので、予めご

了承下さい。

□宿泊に関わる上記以外の個人利用分(電話代等)はチェックアウト時に各自にてご精算くださ

い。

□全体会場である、リーガロイヤルホテル京都２Ｆ「朱雀」の横にクロークはございますが、

お荷物は各ホテルにお預けのうえ、協議会会場にお越し下さい。



5. 変更・取消について
■変更・取消は申込書の控えに内容を記入いただき必ず書面(ＦＡＸ等)にてご連絡ください。

■トラブル防止のため、電話での変更・取消は受け付けておりませんのでご了承ください。

■変更・取消の連絡が Y ツアーズ（株）京都支店の営業日・営業時間外の場合は次の営業日・

時間に持ちこされますので予め、ご了承ください。

■お客様のご都合でご予約を取消される場合は以下の取消料を申し受けます。

《取消料》

取消日 21 日前 20～8 日前 7～2 日前 前日 当日 無連絡不参加

宿泊・交流会 無料 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％

6. 個人情報取扱いについて
Ｙツアーズ株式会社は、お申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡

や輸送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただく

ほか、必要な範囲内で当該機関及び手配代行者に提供いたします。また、主催者にも提供しま

す。それ以外の目的では個人情報を利用いたしません。

7. ご旅行条件の要約

旅行の申し込み及び契約成立

所定の申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸ又は郵送、Ｅ-mail にてお申込み下さい。また指定

の期日までに代金をお振込み下さい。本協議会は組織募集であり、主催者が確定しているため、

旅行契約はお申込み金振込前であっても、「申込書」を頂いた時点で成立するものとします。

旅行代金に含まれるもの

各プランの旅行日程に明示された宿泊費、消費税が含まれます。なお、行程に含まれない交通

費等諸費用および個人的費用は含みません。

旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は令和元年 6 月 28 日を基準としています。旅行代金は令和元年 6 月 28 日現在有

効な運賃・規則を基準としております。

8. お問い合わせ・申込書送付先

Ｙツアーズ株式会社 京都支店『第 69 回全国乳児院協議会』係

〒604-8241 京都市中京区三条通新町西入ル釜座町 22 ストークビル三条烏丸 409 
    ＴＥＬ：075‐746‐2913、ＦＡＸ：075‐746‐2914 
    Ｅ-mail：kyoto@ytours.jp

担当：佐藤（さとう）・畑中（はたなか）

       営業時間 9：00～18：00（土・日・祝日休み）



【協議会会場 MAP】

リーガロイヤルホテル京都は京都駅より徒歩約 7 分、「京都」駅からの送迎バスや無料駐車場

もございます

住所

リーガロイヤルホテル京都

〒600-8237	京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町 1番地
TEL：（075）341-1121 FAX：（075）341-3073	



無料シャトルバスのご案内

リーガロイヤルホテル京都は、JR「京都」駅八条口より、無料送迎バスを運行いたしており

ます。

運行時間 毎日 7：30～21：00 （所要時間約 5 分 / 15 分間隔で運行）

乗降場所：JR「京都」駅八条口

交通事情により遅れる場合があります。

定員は 23 名です。

JR「京都」駅 送迎 （定員 23 名様）

時 ホテル発

7 30 45

8～20 00 15 30 45 

21 00

時 JR「京都」駅発

7 35 50

8～20 05 20 35 50 

21 05



JR「京都」駅バスのりば

JR「京都」駅八条東口より西へすぐ、新幹線八条口より東へすぐの場所にある送迎バス乗り

場。

時間によって停車場所を変更いたしますので、「送迎バス」の看板付近でお待ちください。ボ

ードを持った係が、ご案内いたします。



【宿泊設定ホテル情報】

京都プラザホテル・・・京都市南区西九条蔵王町 28 TEL（075）691-0100 
設定客室・・・新館禁煙シングル、喫煙シングル。1 泊朝食付き。

アパホテル京都駅堀川通・・・京都市下京区油小路通塩小路西油小路町 1 
TEL（0570）076-111 
設定客室・・・禁煙シングル。1 泊食事なし

都ホテル京都八条・・・京都市南区西九条院町 17 TEL（075）661-7111 
設定客室・・・禁煙シングル、禁煙ツイン。1 泊朝食付き。

R＆B ホテル京都駅八条口・・・京都市南区東九条上殿田町 41-1 
TEL（075）693-2121 
設定客室・・・禁煙シングル。1 泊朝食付き。

ホテルエルシエント京都・・・京都市南区東九条東山王町 13 TEL（075）672-1100 
設定客室・・・本館禁煙シングル、本館喫煙シングル。1 泊朝食付き。

京都第一ホテル・・・京都市南区東九条下殿田町 45 TEL（075）661-8800 
設定客室・・・禁煙シングル。1 泊朝食付き。


