
企画：日本ソーシャルワーカー連盟（特定非営利法人日本ソーシャルワーカー協会、（公社）日本社会福祉士会、
（公社）日本精神保健福祉士協会、（公社）日本医療社会福祉協会）

協力：一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟

IFSW（The International Federation of Social Workers）・IASSW（The International Association of Schools 
of Social Work）・ICSW (The International Council on Social Welfare） の主催により、合同世界会議が開催さ
れます。日本ソーシャルワーカー連盟の企画及び一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟の協力により、
ツアーをご案内致しますのでお一人でも多くの関係者の皆様方にご参加賜りますよう、お願い申し上げます。

月日 都市名 時間帯 交通手段 日程

７／３

（火）

成田

ﾍﾙｼﾝｷ

ﾍﾙｼﾝｷ

ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ

11:00発 AY074

15:20着

16:15発 AY1385

17:25着

成田空港第2ターミナルに集合。チェックイン後、空路にてダブリンへ。

到着後、専用車にてホテルへ

※ご夕食は懇親会を予定しております。

（朝：×・昼：×・夕：懇親会） 【ダブリン泊】

７／４

（水）

ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ ※会議開催中の全体会
議にのみ専門通訳が付
きます。

終日：国際会議登録・フィールドビジット・ウェルカムレセプション

（朝： ○・昼：×・夕：×） 【ダブリン泊】

７／５

（木）

ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ 終日 終日：国際会議参加

（朝： ○・昼：×・夕：×） 【ダブリン泊】

７／６

（金）

ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ 終日 終日：国際会議参加

（朝： ○・昼：×・夕：×） 【ダブリン泊】

７／７

（土）

ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ 終日
終日：国際会議参加（最終日）

※オプショナルツアーあります【終日:ダブリン市内観光（昼食付き）】

（トリニティーカレッジ、ギネスストアハウス、ダブリン城、聖パトリック大聖堂etc）

（朝： ○・昼：×・夕：×） 【ダブリン泊】

７／８

（日）

ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ

ﾍﾙｼﾝｷ

ﾍﾙｼﾝｷ

10:25発 AY1382

15:25着

16:45発 AY071

朝食後、専用車にて空港へ。チェックイン、出国審査後、帰国へ

（朝： ○・昼：×・夕：×）

７／９

（月）
成田 08:05着 到着後、解散。 ○交通機関並びに時刻等は、変更になる場合がございます。

○宿泊予定ホテル：O’CALLAGHAN DAVENPORT

受託手配：東海教育産業㈱旅行部 イーエスツアー（写真：SWSD2018 HPより提供）

＜ツアー申込方法＞
①裏面の申込書に必要事項をご記入いただき、パスポートコピーを添付してFAX又はメールにてお申込み下さい。
②お申し込み後、予約確認書及びお振込みのご案内をお送りいたします。

※当社にて会議代行登録をご希望の場合、ご入金確認後に会議登録を致します。

＜会議参加登録料について＞

区分 ３月３０日まで ４月２日以降

①会員（Member of IFSW,
IASSW, ICSW or husITa）

€575.00 €675.00

②一般参加者
（Non-Member）

€650.00 €775.00

③学生
（Non Member Student）

€345.00 €345.00

※左記は国際会議のメインプログラムへの参加費です。
プレ会議シンポジウム、交流会、施設視察は別料金となります。

※注：代行登録の場合、代行手数料￥2,160が別途発生します。

※区分につきましては会議HPをご確認ください。
会議HP：https://www.swsd2018.org/

旅行期間：２０１８年７月３日（火）～ ７月９日（月）
旅行代金：314,000円（30名以上参加）

322,000円（25名以上参加）
※添乗員同行費用及び専門通訳費用込み。但し、空港税/燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ別

https://www.swsd2018.org/


旅行参加条件《抜粋》 
（お申し込みの際に必ず目をお通し下さい） 

●旅行費用  314,000円（30名以上） 

322,000円（25名以上） 

      333,000円（20名以上） 
※空港税/燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞは含んでおりません 

●最少催行人員        20名以上 

 ※催行人員に達せず、催行中止が決定した 

場合は個別に渡航のご案内を致します。 

●申込締切日       ４月２７日（金） 

 ※先着式です。空き状況次第では申込みを 

早めに締め切る場合がございます。 

●受注型企画旅行の契約 

この旅行は日本ソーシャルワーカー連盟が

主催し、その委託により手配する旅行であ

り、お客様は受注型企画旅行契約を結ぶこ

とになります。 

●旅行のお申し込みと契約の成立 

 当社所定（下記）の旅行申込書にご記入の 

 上、FAX又はメールにてお申し込み下さい。 

お申し込みの後、受託手配担当の東海教育

産業㈱より渡航及びお振込み手続きに関す

るご案内をお送り致します。 

●旅行代金に含まれるもの 

①旅行日程に明示した航空運賃 

（エコノミークラス） 

②旅行日程に明示した宿泊費及び税金等  

（2人部屋に2人利用） 

③旅行日程に明示した専用バス料金 

（ホテル⇔空港） 

④旅行日程に明示した食事料金、ｻｰﾋﾞｽ料金 

（但し、飲物代は含みません） 

⑤手荷物運搬料金（お一人様１個まで） 

⑥団体行動中のチップ、サービス料金 

⑦添乗員同行費用及び会議専門通訳 

※専門通訳は会議開催中の全体会議のみ 

●旅行代金に含まれないもの 

①渡航手続き関係諸費（旅券書類作成料金） 

②任意の海外旅行保険料 

③個人的性質の諸費用 

（飲み物代、クリーニング、電話代等） 

④1人部屋利用追加料金(5泊)￥122,500．－ 

⑤空港税/燃油サーチャージ ￥28,700.－ 

（※2018年1月現在です。 

為替レートにより随時変動します。） 

⑥会議参加登録料 ￥2,160．－ 

⑦ご自宅から空港までの交通費等 

⑧同時通訳用イヤホンマイク￥1,500｡－ 

●取消料（旅行契約の解除） 

 お客様は下記の「取消料」を支払うことに

より、いつでも旅行契約を解除することが

出来ます。 

取消料（旅行代金に対して） 

４／３０（月）以降 旅行代金の10％ 

５／２６（金）以降 旅行代金の20％ 

６／ ８（金）以降 旅行代金の30％ 

６／２９（金）以降 旅行代金の50％ 

旅行開始後の解除、 

又は無連絡不参加 
旅行代金全額 

●旅行内容・旅行代金の変更 

 天災事変、運送、宿泊機関のサービスの提 

供の中止など当社の関与しえない事由で、 

また運送機関の運賃・料金の大幅な改訂に 

より、旅行内容・旅行代金を変更する場合 

があります。なお、お客様のお申出により 

旅行内容の変更がある場合は別途所要経費 

を頂きます。また、運送・宿泊機関の利用  

人員により旅行代金が異なる場合、お客様 

の都合で利用人員が変更になったときは旅   

行代金を変更することがあります。 

●特別補償 

 当社は当社旅行業約款（受注型企画旅行契 

約）の特別補償により、お客様が旅行参加 

中に急激かつ偶然な外来の事故により被ら 

れた一定の損害についてあらかじめ定める 

額の補償金及び見舞金を支払いますが、傷 

害・疾病治療については補償いたしません。 

賠償責務者が外国の運輸・宿泊機関等の充 

分な補償が得られないこともありますの 

で、お客様自身で海外旅行傷害保険に加入 

されることをお勧め致します。 

●当社の責任 

①当社の故意または過失によりお客様に損 

害を与えたときは、損害を賠償致します。 

②当社は次に例示する事由では責任を負う 

ものではありません。 

＊天災事変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関 

 の事故、火災、遅延・不通による旅行内 

容の変更・短縮または中止。 

＊盗難、自由行動中の事故、疾病などお客 

 様の故意または過失によって生じた損害 

＊官公署の命令、伝染病、食中毒など 

●旅程保証 

 旅行日程に重要な変更が行われた場合は、 

その内容に応じて旅行代金の15％を限度 

として変更補償金を支払います。対象とな 

る変更の内容及び変更補償金の額は、当社 

旅行条件書によります。この旅行条件書は、 

201７年４月１日を基準としています。 

●主催窓口 

 公益社団法人 日本医療社会福祉協会 

 〒162-0065 
   東京都新宿区住吉町 8-20 四谷ヂンゴビル 2F 

ＴＥＬ：０３－５３６６－１０５７ 

  ＦＡＸ：０３－５３６６－１０５８ 

●取り扱い旅行代理店 

 神奈川県知事登録旅行業第２－８３９号 

 東海教育産業株式会社 旅行部  
イーエスツアー湘南旅行センター 

  〒257-0003 

  神奈川県秦野市南矢名 260-10  2 階 
  ＴＥＬ：０４６３－７７－３５２２ 

  ＦＡＸ：０４６３－７７－７２９４ 

  総合旅行業務取扱管理者：渡辺正史  

担当者：田中大成 

お申込先 メールアドレス：tanaka-tai@tokai-eic.com ＦＡＸ:0463-77-7294 締め切り：４月２７日（金） 

※お申込みの際は下記の申込書にご記入頂き、パスポートコピーを添付してお送りください。 

参加申込書『SWSD2018 アイルランド（ダブリン）』          （201８年   月   日） 

ﾌﾘｶﾞﾅ  ﾛｰﾏ字(ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄと同じ) 生年月日 

西暦１９  年 

 月  日 

性別 
 

男・女 
参加者 

氏 名 

 

 
 

所属 

団体 
会員（団体名：                   会員番号：               ）・非会員 

会議 

登録 
□ご自身で登録する  □弊社に依頼する（区分：会員 ・ 一般 ・ 学生 ） ※✓にてお選びください。 

ﾒｰﾙ 

ｱﾄﾞﾚｽ 
    ＠ 

ﾌﾘｶﾞﾅ  同行者の有無 

現住所 
〒 

                      ＴＥＬ：   （   ） 
□１名参加（ｼﾝｸﾞﾙ追加代金￥122,500.-） 

□２名参加 同室希望：     様 

会社名 

会社名：                  役職： 

 

住所 ：〒                 ＴＥＬ：   （   ）  

オプショナルツアー【7/7 ダブリン市内観光】 

□参加します（￥9,800） 
 ※但し、最少催行人員 15 名以上です。 

□不参加です 

留守宅 

連絡先 

氏名：                   本人との関係：      

住所：〒 

                      ＴＥＬ：   （   ） 

同時通訳用イヤホンマイク 

□希望する （￥1,500） 

□希望しない 
※ 上記個人情報は厳重に管理され、本旅行手配・手配以外の目的で使用されることはありません。 

※ アイルランド入国の際は、パスポートの必要残存期限が出国時6ヵ月以上（２０１９年１月９日以降）必要となります。更新が必要な方はご確認をお願いします。 

mailto:tanaka-tai@tokai-eic.com

