
公益社団法人 日本発達障害連盟

第22回アジア知的障害会議
参加の旅

【会議期間】2015年10月3日（土）～7日（水）
【開催地】コロンボ（スリランカ）
【滞在先】シナモン・グランドホテル（Cinnamon Grand Colombo）又は同等ホテル
【主催】アジア知的障害連盟

【プログラム】全体会、分科会、ワークショップ、ポスターセッション、スタディツアー
【言語】英語
【発表】分科会、ポスター発表をされる方は1月31日（土）までに英文抄録を現地事務局へ提出する必要があ

ります。英文抄録の提出方法に関しては、日本発達障害連盟にお問い合わせください。
また、障害のある方は日本発達障害連盟がお手伝いいたしますので、詳細は別紙をご参照ください。

大会企画：公益社団法人 日本発達障害連盟
〒114-0015東京都北区中里1-9-10 パレドール六義園北402号室 TEL：03-5814-0391
旅行企画・実施：日本旅行 公務法人営業部
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-18-19 虎ノ門マリンビル11F TEL：03-5402-6401

アジア知的障害会議は、アジアの13の国と地域が加盟する「アジア知的障害連盟」が2年に一度、会員国持ち回

りで開催している国際会議です。1973年、フィリピンのマニラで第１回が開催されて以来、40年が経っています。

この会議では、福祉、教育、医療、労働、行政など様々な分野の専門家と、当事者、保護者が参加し、全体会、

分科会を通じて、熱い議論と情報交換、そして友情の輪が広がります。知的障害、発達障害の当事者が、家族のこと、

仕事のこと、自分の夢を語り合う分科会や、リクレーションもあります。

2014年１月、国連の障害者の権利条約が日本でも批准され、共生社会の実現をめざして様々な取り組みが行われ

ています。それは世界中で、そしてアジアの国々でも同じです。歴史的文化的に共通の背景を持つアジア諸国が集う

ことは、大きな意義があります。

貴重な仏教遺跡と豊かな自然に恵まれた島国、スリランカで、世界の友と未来を語り合いませんか。

公益社団法人 日本発達障害連盟会長 金子 健

会議ＨＰ：http://www.afid73.org/

会議概要



●旅行期間：2015年10月3日（土）～10月8日（木） 6日間

●募集人員：36名（最少催行人数30名）

●申込締切：2015年7月31日（金）

●但し、満員になり次第締め切らせて頂きます。
●食事：朝食4回・昼食0回・夕食1回

※ただし機内食は除く。

●利用予定航空会社：スリランカ航空利用予定
●利用予定ホテル：シナモン・グランドホテル（Cinnamon Grand Colombo）又は同等ホテル

●添乗員：成田空港より1名の添乗員が同行いたします。

※一人部屋追加代金：48,000円
※旅行代金には、会議参加登録料（登録料のご案内参
照）、成田空港施設利用（2,090円）、旅客保安サー
ビス料（520円）、現地空港諸税（目安2,760円）が
含まれておりません。
※会議参加登録代行（手数料（3,240円））、VISA申
請代行（手数料（4,320円））サービスについては、
別途手数料がかかります。

会議参加ツアーのご案内

※上記日程は現地事情・交通事情により、予告なく変更になる場合がございます。

185,000円
（お1人様につき・2名1室・エコノミークラス利用）

★ご旅行日程★

分類/〆切期日 2015年7月31日まで 2015年8月1日以降

一般 $275 $325

障害者/
障害者の支援者

$200 $225

★会議参加要項（登録料のご案内）
（単位は米国ドル）※日本円の相当額は後日決定いたします。

会議・事前セミナー（Pre-Conference Workshops）の内容に関しては日本発達障害連盟までお問い合わせ下さい

会議情報は必ず会議HP http://www.afid73.org/で最新情報をご確認下さい。
★登録料に含まれるもの：
会議資料、Welcome Dinner、Friendship Night （2015年10月6日開催）、Study Tours、Luncheons 及び Tea-breaks
★キャンセル料について：
登録料の返金については、会議HPをご参照いただくか、日本発達障害連盟までお問い合わせ下さい
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◆ 第22回アジア知的障害会議参加

・AM ホテル→会議会場
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・期間中1回の夕食会開催有（日程未定）
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別途会議主催者が用意する食事がございます。（昼食3回。夕食2回）
*計朝食4回・昼食3回・夕食3回が会議・ツアー参加者に用意されます。

※旅行代金には、燃油サーチャージ（目安30,000円）
2014年10月1日を基準）が含まれておりません。

※車イスをご利用の方は事前にお申し出ください。
※ひととおり身の回りのことをひとりでできる方は、
一人参加可能です。

※支援者が必要な方は、支援者とご参加ください。

※ 会議参加登録料は早期申込み(2015年7月31日まで）だと割引になります。

http://www.afid73.org/


●航空運賃：日程表に明示された区間
（エコノミークラスの団体運賃）
●宿泊料金：2名1室を基準とします
●バス・ガイド料金
●添乗員料金
●団体行動中の乗物料金
●団体行動中の税・サービス料・チップ
●手荷物料金：お1人様20kgまで

●一人部屋追加料金（48,000円）
●超過手荷物運搬料金(お一人様20Kg以上) 
●海外旅行傷害保険
●クリーニング代、電話代、飲食代等個人的性格の費用

●成田空港施設利用料（2,090円）
●旅客保安サービス料（520円）
●スリランカの空港税（約2,760円）
●燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ（往復30,000円）
●会議参加に掛かる費用
※諸税、及び燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞに関しましては、
各種規定の変更により予告なく変更となる場合がございます。
(2014年10月1日現在)

ご旅行代金に含まれるもの ご旅行代金に含まれないもの

オプショナルツアーに関して

会議後と、会議の合間をぬって各種オプショナルツアーをご用意いたしました。
詳細につきましては旅行のお申し込みを受付後、ご案内いたします。

株式会社 日本旅行 公務法人営業部
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3－18－19

虎ノ門マリンビル11階
ＴＥＬ: 03-5402-6401 ＦＡＸ： 03-3437-3955

担当：第22回アジア知的障害会議参加の旅デスク

申込書送り先 : ＦＡＸ： 03-3437-3955

旅行申込み・会議参加要項・注意事項

•旅行申込み方法
当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、下記へFAXにてお申し込み下さい。
FAX：03-3437-3955

会議登録料のレートは各登録締め切りの2ヶ月前頃に確定予定です。確定レートにて旅行費用残金と併せ
てご連絡致します。お申込金は旅行代金、取消料、又は違約料の一部、又は全部として繰り入れます。募
集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立致します。契約が成立致し
ましたら、出発までのスケジュール案内等を送付させて頂きます。（出発の2週間前後を予定）詳しい旅
行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込み下さい。

•会議参加登録方法（旅行お申込者の方への有料付帯サービスとなります。）

参加申し込みをお受けし、登録費のご入金を確認後、旅行会社が会議登録手続きの代行を致します。

•渡航手続きについて
旅行参加申込み受付後、遂次旅行会社よりご案内いたしますが、パスポートをお持ちでない方及び有効残
存期間が入国時に6カ月以内の方は、予め各自で取得して頂くようお願い申し上げます。

•申込〆切日 2015年7月31日（金）
但し、会議登録手続き並びに旅行手配の都合上、出来る限り6月1日（月）までにお申し込み下さいますよ
うお願いいたします。特に、発表を希望される方は抄録の提出期限が1月31日（土）までとなっておりま
すのでご注意下さい。
※障害者ご本人で、抄録の翻訳を公益社団法人 日本発達障害連盟に依頼する場合の抄録の提出期限は

12月25日（木）になります。

＜その他＞

※車イスをご利用の方は事前にお申し出ください。
※ひととおり身の回りのことをひとりでできる方は、
一人参加可能です。

※支援者が必要な方は、支援者とご参加ください。



●募集型企画旅行契約
この旅行は、㈱日本旅行（以下「当社」といいます）が企画・募集す
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」）を締結することになります。
１．旅行の申込みと契約の成立
(１) 当社所定の旅行申込書に必要事項をご記入の上、お一人様
につき下記のお申込金を添えてお申込下さい。お申込金は旅行
代金、取消料、又は違約料の一部又は全部として繰り入れます。

(２) 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
時に成立いたします。
(３) 旅行残金は出発の21日前までにお支払いいただきます。
(４) 団体、ｸﾞﾙｰﾌﾟ（家族）の代表者を契約責任者として契約の締結
及び解除に関する取引を行います。
２．旅行中止の場合
ご参加のお客様が当ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄに明示した最少催行人員に満たな
い場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目（取消料の項
の注に規定するﾋﾟｰｸ時に旅行を開始するものについては33日目）
に当たる日より前に連絡させて頂き、お預かりしている旅行代金の
全額をお返しします。
３．旅行代金に含まれるもの
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄに記載された日程に明示された交通機関の運賃（ｴｺﾉﾐｰ
ｸﾗｽ）、送迎ﾊﾞｽ等の料金、宿泊料金、食事料金、ｽｰﾂｹｰｽ等１個
の受託手荷物運搬料金（１人20㎏以内）、現地係員費用、記載の
食事料金、団体行動中のチップ・並びにサービス料、
添乗員付きコースの添乗員の同行費用、観光に係る費用。

５．取消料
お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除
することができます。なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業
時間内に解除する旨お申出頂いた時を基準とします。
〈表〉取消料

<注>「ピーク時」とは、１２月２０日から１月７日まで、４月２７日から
５月６日まで及び、７月２０日から８月３１日までをいいます。
６．海外旅行傷害保険加入のおすすめ
安心して旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をおかけになる
ことをお勧めいたします。

申込金（おひとり様）

旅行代金の20％以上旅行代金まで

９．旅券・査証について
旅行参加には、下記記載の残存有効期間を満たす旅券が必要
となります。査証が必要です。

取消日 取消料（おひとり様）

旅行開始日の
前日から起算
してさかの
ぼって

40日目以降31日目にあたる
日まで

ピーク時に旅行を開始する場合：旅行代金の
10％（５万円を上限）

ピーク時以外に旅行を開始する場合：無料

30日目にあたる日以降15日
目にあたる日まで

50,000円

旅行開始日の14日目に当たる日以降３日目
にあたる日まで

旅行代金の20％

旅行開始日の前々日･前日及び当日 旅行代金の50％

無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100％

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、
事前にご確認の上、お申込下さい。

４．旅行代金に含まれないもの
超過手荷物料金、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、電報電話料金、ﾎﾃﾙのﾎﾞｰｲ・ﾒｲﾄﾞ等に
対するﾁｯﾌﾟ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用、渡航手続関
係諸費用、日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料、日
本国外の空港税、出国税及びこれに類する諸税、燃油サーチャー
ジ、お１人部屋を使用される場合の追加代金、日本国内におけるご
自宅から出発空港までの交通費や宿泊費等。

７．ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件・旅行代金は2014年10月1日を基準としています。

●ご旅行条件（要約） ※お申込の際、必ず旅行条件書を別途お受け取りいただき、ご確認の上、お申込下さい。

●総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店・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不明な点があれば、ご遠慮なく取扱管理者にお尋ね下さい。

旅行企画・実施 ※ツアーのお問い合わせ・お申込はコチラへ

《旅行企画・実施》 観光庁長官登録旅行業第2号

株式会社 日本旅行 公務法人営業部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19虎ノ門マリンビル11F
<営業時間>月～金：9：30～17：30 （土・日・祝祭日休業）

ＴＥＬ: 03-5402-6401 ＦＡＸ： 03-3437-3955
担当：第22回アジア知的障害会議参加の旅デスク 木村
総合旅行業取扱管理者/阪本 雅弘

８．個人情報の取扱い
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書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ﾋﾞｽの手
配及びそれらのｻｰﾋﾞｽの受領のための手続に必要な範囲内で利用させて
頂きます。※このほか、当社及び販売店では、①会社及び会社と提携する
企業の商品やｻｰﾋﾞｽ、ｷｬﾝﾍﾟｰﾝのご案内②旅行参加後のご意見やご感想
の提供のお願い③ｱﾝｹｰﾄのお願い④特典ｻｰﾋﾞｽの提供⑤統計資料の作成
に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。当社は、当社
が保有するお客様の個人ﾃﾞｰﾀのうち、氏名、住所、電話番号又はﾒｰﾙｱﾄﾞﾚ
ｽなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについ
て、当社ｸﾞﾙｰﾌﾟ企業との間で、共同して利用させて頂きます。当社ｸﾞﾙｰﾌﾟ企
業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただ
いた商品の発送のためにこれを利用させて頂くことがあります。

なお、当社ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社の名称及び各会社における個人情報取
扱い管理者の氏名については、当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
(http://www.nta.co.jp/)をご参照ください。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
人ﾃﾞｰﾀ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、ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ番号及び搭乗される航空便名等に係る個人
ﾃﾞｰﾀ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、これらの事業者への個人ﾃﾞｰﾀの提供の停止を
希望される場合は、当社担当者まで、ご出発の１０日前までにお
申し出ください。

現在お持ちの旅券が有効かどうかの確認、並びに旅行に必要な旅券・査証・
再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続き書類の作成はお客様
ご自身の責任で行っていただきます。但し、当社らは所定の料金を申し受け、
別途契約（渡航手続き代行契約）として渡航手続きの一部代行を行います。こ
の場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得が
できなくてもその責任は負いません。（日本国籍以外の方は、自国の領事館、
渡航先の領事館にお問い合わせ下さい。
１１.その他
（1）渡航先の衛生状況は厚生労働省のホームページでご確認下さい。
（http://www.forth.gp.jp/)
(2)外務省「海外危険情報」等渡航先に関する情報が発せられている場合は
書面で通知いたします。また、下記外務省海外安全ホームページでもご確認
下さい。（http://www.pubanzen.mofa.go.jp/)

国名 旅券（パスポート）残存有効期間

スリランカ 入国時６ヶ月以上

大会企画

公益社団法人 日本発達障害連盟

〒114-0015 東京都北区中里1-9-10パレドール六義園北402号室
TEL：03-5814-0391     FAX：03-5814-0393
担当：沼田・皆川・清水
電話受付時間：10：00～17：00
（土・日祝祭日を除く）

e-mail：jlid@cf.mbn.or.jp
URL：http://www.jldd.jp/

http://www.forth.gp.jp/

