
■宿泊プランのご案内 

（※当社との募集型企画旅行契約となります。） 

この度公益社団法人日本口腔インプラント学会 第 41 回関東・甲信越支部学術大会に出席され

ます皆様方のご便宜を図るため、宿泊のお世話を株式会社 JTB 虎ノ門第四事業部にて取り扱わ

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ご宿泊のご案内を申し上げます。 

 

●ホテル情報は「宿泊ホテルのご案内」又は申込時に表示されます「詳細情報」をクリックするとご

確認いただけます。 

●宿泊設定日：2022 年 2 月 26 日（土）の宿泊 

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

 

●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、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 

●この旅行条件は、2021 年 8 月 1 日を基準としています。 

●旅行代金は 2021 年 8 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。 

 

●宿泊プランの行程 

日次 
行程 

（往復の交通費は含まれていません） 

食事条

件 
宿泊地 

1 日目 
自宅または前泊または各地 → （交通はお客様負担） 

→ 各宿泊施設 

朝食×  

昼食×  

夕食× 

新宿区 

2 日目 
各宿泊施設 → （交通はお客様負担） →  

自宅または後泊または各地 

朝食○  

昼食×  

夕食× 

 

 

 

 

何卒ご利用賜りますようお願い申し上げます。 

 

  



■宿泊ホテルのご案内 

●ホテル詳細情報は「詳細情報」をクリックするとご確認いただけます。 

●宿泊日・宿泊人員毎の旅行代金は「詳細情報」をクリックし、ホテル空室状況一覧をクリックする

とご確認いただけます。 

●全室バス･トイレ付き 

 

旅行代金（1 泊お 1 人様あたり：税サ込み） 

1.京王プラザホテル 

ツインのシングルユース 一泊朝食付 

1 人 

旅行代金  ￥33,000 

2.京王プレッソイン新宿 

シングル 一泊朝食付 

1 人 

旅行代金  ￥9,900 

 

■申込代金・支払方法 

申込完了後、[支払手続き]ボタンをクリックしてください。 

支払方法はクレジットカード決済、またはコンビニ支払い、インターネットバンキング／ペイジー支

払い、銀行振込にてお願いします。 

申込み後、14 日以内に必ず支払手続きをお済ませ下さい。 

最終支払期日は 2021 年 12 月 24 日となっております。それ以降のお支払いはできませんので

ご注意ください。 

支払いに関する詳細は、マイページの[支払状況の確認（支払手続き）]ボタンをクリックし、【支払

方法について】からご確認ください。 

 

申込に際しましては、申込金として旅行代金（宿泊プラン代金）の全額を頂きます。 

 

 

◆クレジットカードでの支払いについて： 

クレジットカードの請求は『JTB インターネット決済（アマリス）』で行われますのでご

注意ください。 

 

以下のクレジットカードでオンライン決済いただくことができます。 

 

Visa、MasterCard®、JCB、 AMEX、Diners Club  の５ブランド 



 

1）Visa、MasterCard®、JCB をご利用の皆様へ 

 

より安全にオンライン決済を利用いただくために、本人認証サービスに対応しています。 

 

 **本人認証サービス（通称：3D セキュア）とは? 

  クレジットカード会社が、オンライン決済に際して、 

  カード契約者様が予め登録されているパスワードをクレジット会社の本人認証画面へ入力させ

ることで、 

  本人認証を行い、決済を承認するシステムです。 

  各カード会社の認証サービスは以下の通りです。 

    Visa（VISA 認証サービス） 

    MasterCard®（SecureCode） 

    JCB（J/Secure） 

 

・ 上記カードでパスワードを登録されている方は、 決済時に必ずパスワードの入力が必要になり

ます。 

  支払手続きに進まれる前に事前にご準備ください。 

  ※ご本人様が契約されているカード会社のインターネットサービスへログインする際のパスワー

ドです。 

 

・ 登録したかどうかわからない方、もしくはお忘れになった方は、カード会社にお問い合わせくだ

さい。 

 

・ 実際の決済時において、カード情報（会社名、カード番号、有効期限、名義人名）を入力後、 

  「次へ」ボタンを押下すると、パスワードを設定されている方はクレジットカード会社の認証画面

に 

  遷移します。 

 

・ パスワードを登録されていない方は、カード番号と有効期限の入力のみで決済完了となりま

す。 

 

【注意点】 

・ クレジットカード会社の認証画面で手続きを中断されますと決済は完了いたしません。 

  （ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。） 

  また、手続きを中断することによって、現在の申込画面にも戻れなくなりますので、 

https://www.visa.co.jp/pay-with-visa/security/secure-online-shopping.html
https://www.visa.co.jp/pay-with-visa/security/secure-online-shopping.html
https://www.mastercard.com/jp/personal/jp/cardholderservices/securecode/index.html
https://www.mastercard.com/jp/personal/jp/cardholderservices/securecode/index.html
http://www.jcb.co.jp/Jsecure/whats.html
http://www.jcb.co.jp/Jsecure/whats.html


  再度、申込みのトップページからログインし直して、支払手続きを進めてください。 

 

・ 万が一決済できなかった場合は、カード番号・有効期限を再度確認の上、再度手続きいた 

  だくか、別のクレジットカードでの手続きをお願いいたします。 

 

2） AMEX、Diners Club をご利用の皆様へ 

 

・ カード番号、有効期限、セキュリティコードの入力による決済となります。 

 ※セキュリティコードとは、カード裏面の 3 桁もしくは、カード表面の 4 桁です。 

 

 

◆コンビニエンスストアでの支払いについて： 

支払いにご利用されるコンビニエンスストアを選択して、画面の指示通りに進んでください。 

最後に「お支払い受付番号」（名称はコンビニエンスストアによって異なります）または「払込票」が

表示された画面を印刷するかメモをお取りいただき選択されたコンビニエンスストアで支払いくだ

さい。 

※「お支払い受付番号」または「払込票」は、支払画面で選択されたコンビニエンスストアのみでご

利用可能です。 

異なるコンビニエンスストアではご利用できませんのでご注意ください。 

※請求金額にはコンビニ収納代行手数料 420 円（税込）が別途加算されます。 

※コンビニエンスストアで支払いを希望される方は、支払手続きから 14 日以内に入金をお済ませ

ください。 

 

◆ペイジーでの支払いについて： 

ペイジーを選択して、画面の指示通りに進んでください。 

※請求金額にはペイジー収納代行手数料 420 円（税込）が別途加算されます。 

※ペイジーで支払いを希望される方は、支払手続きから 14 日以内に入金をお済ませください。 

 

◆ネット振込での支払いについて： 

インターネットバンキングを選択して、画面の指示通りに進んでください。 

※ご契約の金融機関を選択して次へ進むと、ご契約金融機関のインターネットバンキングに遷移

します。 

※請求金額にはペイジー収納代行手数料 420 円（税込）が別途加算されます。 

 

◆銀行振込での支払いについて： 

「支払予定日」を指定して[次へ]ボタンをクリックしてください。 



「銀行口座振込での支払いについて」に表示されている口座情報を印刷の上、表示されている請

求額を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。 

■旅行条件 

 

 

旅行条件書（国内募集型企画旅行）（別紙） 

 

■予約の確認 

申込金（ご旅行代金の全額）の支払いをもって契約が成立します。 

上記手続き完了後、マイページの[確認書]ボタンが表示されますので、確認書を印刷してくださ

い。 

※なお、印刷いただきました宿泊募集登録確認書を必ずご持参のうえ、宿泊先までお越しくださ

い。 

■予約の変更・取消 

●予約内容を変更・取消する場合はマイページの[変更]もしくは[取消]ボタンより操作してください。 

●予約の取消につきましては、お一人様あたり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。 

●下記取消料は宿泊一泊分に対する料金です。 

 

 

取 消 料 

旅行開始日の前

日から起算して 

さかのぼって 

1）32 日目にあたる日以前の解除 無料 

2）31 日目にあたる日以降の解除 旅行代金の 10％ 

3）21 日目にあたる日以降の解除 旅行代金の 20％ 

4）14 日目にあたる日以降の解除 旅行代金の 30％ 

5）7 日目にあたる日以降の解除 旅行代金の 40％ 

6）2 日目にあたる日以降の解除 旅行代金の 50％ 

 7）当日の解除 旅行代金の 100％ 

 

 

https://amarys-jtb.jp/NOZData/Img/FileUp/Honban/pageedit/pag_0_856.htm


■申込の締切 

 

 

２０２１年１２月２０日（月） ２１：００ 迄 

※満室になり次第締切らせていただきます。 

 

■宿泊募集についてのお問い合わせ先 

マイページの「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。 

 

 

株式会社 JTB 虎ノ門第四事業部 

「公益社団法人日本口腔インプラント学会 

第 41 回関東・甲信越支部学術大会」係 

TEL： 03-6737-9324 

FAX： 03-6737-9328 

E-mail： y_iwatsuki008@jtb.com 

営業時間： 9:30-17:30 

 （土・ 日・祝祭日は休業） 

総合旅行業務取扱管理者： 太田 諭史 

 

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様

の旅行を取り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。 

 

■旅行企画実施 

  

 

 

株式会社 JTB 

 

  

観光庁長官登録旅行業第 64 号 

（一般社団法人）日本旅行業協会正会員 

〒140-8602  

東京都品川区東品川 2-3-11 

 

 

 



 

■お申込システムの操作方法についてのお問い合わせ先 

 

 

株式会社プロアクティブ 

「公益社団法人日本口腔インプラント学会 

第 41 回関東・甲信越支部学術大会」係 

FAX： 078-332-2506 

E-mail： info@pac.ne.jp 

営業時間： 9:30-17:00  

（土・日・祝日は休業） 

 


