
2021 年 03 月 1９日 

広島県立広島叡智学園中学校   保護者様 

株式会社 ＪＴＢ広島支店 

支店長：野浪 健 

担当：金丸 汐希 

 

～ 広島叡智学園中学校令和３年度研修旅行費用お支払についてのご案内 ～ 

 

拝啓 皆様方におかれましては、益々ご清祥のことと心よりお慶び申し上げます。  

また、平素より弊社をご利用いただき誠にありがとうございます。 

 今般、下記に予定されております生徒様のご旅行の実施にあたりまして、弊社の旅行費用積立プラン“ＪＴＢ

教育旅行積立”をご採用いただく運びとなりましたので、旅行費用の積立等のお支払い方法につきまして、下

記の通り （１）毎月払いコース （２）一時払いコースを、ご案内申し上げます。お申込については、受付期間

がございますのでご注意ください。 

尚、ＪＴＢ教育旅行積立のお申込はインターネットからのお申込となります。旅行積立をご利用されないお客

様や受付期間にお申込のご登録をいただけないお客様、Web 環境をお持ちでないお客様につきましては、

ご旅行実施の２ヶ月前頃に請求書をご自宅宛に郵送または学校を通じてお渡しいたします。 

敬具 

-記- 

１．ご旅行名         広島叡智学園中学校令和３年度研修旅行 

２．ご旅行実施予定日   ２０２２年０１月１７日(月)～２０２２年０１月２１日(金) 

３．ご旅行予定地      シンガポール 

４．ご旅行概算積立費用  １２０，０００円 

５．お支払コース  

下記のお支払コースからご選択ください。 

 

（1）教育旅行積立 毎月払いコース ※毎月払いコースにはサービス額は付きません。 

お支払期間 毎月のお支払額 お支払回数 総積立額 

2021 年 05 月より 

2021 年 10 月まで 
20,000 円 6 回 120,000 円 

 

（2）教育旅行積立 一時払いコース 

お支払日 お支払額 お預入期間 サービス額 満期額 

2021 年 05 月 119,851 円 6 ヶ月 149 円 120,000 円 

 

尚、お引落しは、毎月６日（金融機関休業日の場合は翌営業日）です（通帳表記は『SMBC）JTB ツミタテ』

となります）。 

※一部ご利用いただけない金融機関がございます。詳細は【裏面】でご確認お願いします。 

 

（3）請求書払い（銀行振込払い） 

積立のお申込みを頂いていない方には、2021 年 11 月頃にご自宅宛に郵送または学校を通して、請求書を

お渡し致します。 

 

 

 

 

 

 



６．お申込み方法 

下記、URL または QR コードより旅行費用積立（お支払い方法）のお申込をお願いいたします。 

お申込は 2021 年 04 月 01 日(木)～2021 年 04 月 15 日（木）までにお願いします。 

尚、下記 URL よりお申込みいただく場合、初めに表示される画面に下記太枠内の旅行番号をご入力くだ

さい。 

※申込期限は 2021 年 04 月 15 日（木）までになります。申込期限を過ぎた場合、積立でのお支払いができ

ませんのでご注意ください。 

※スマートフォン、ＰＣ、タブレット以外は使用不可です。 

【ログイン URL】https://kyotsumi.jp/ 

【QR コード】 

 
※トップ画面に「旅行番号」を入力する画面が出てきます。「旅行番号」は、下記の番号をご入力ください。 

尚、QR コードを読み込んでいただいた場合は、旅行番号の入力は不要です。 

【旅 行 番 号】  186400185 
【申 込 期 間】  2021年 04月 01日（木） ～ 2021年 04月 15日（木） 
【申込受付時間】  平日（月～金）  8:00～21:00  /  土日・祝日  9:00～17:00 
【申込注意事項】 旧学年のクラス出席番号にて登録   
※Google または Yahoo!から 「kyotsumi.jp」 でもご検索いただけます。 

 

～お問い合わせ先～ 

ＪＴＢ広島支店 
営業時間   平日（月～金） ： 10:30 ～ 17:30 

ＴＥＬ：082-542-2711 

担当者    金丸 汐希 

７．その他ご案内 

（1）契約上の約款（毎月払いと一時払いでは異なります）は、ＪＴＢ教育旅行積立Ｗｅｂ申込時に画面に 

表示がされますので必ずご覧ください。 

（2）口座振替手続きが完了すると、登録完了通知メールが届きます。届かない場合は担当支店までご連絡く

ださい。また、初回引落月の 6 日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に、通帳記帳等にて引落がされてい

るかご確認ください。 

（3）預金残高不足等でお支払（引落）不能となった場合は、「ＪＴＢたびたびバンクセンター」よりメールにて 

通知があります。積立期間中にメールアドレスを変更された場合は、お手数ですが担当支店までご連絡くだ

さい。尚、お支払い（引落）不能分は、翌月のお支払い額に合算されて引落されます。また 3 ヶ月連続して引

落ができない場合は、引落中止となりますのでご注意ください。 

（4）旅行費用の調整をするため、最終引落月（毎月払い）または払込票にて差額分のご請求をする場合があ

ります。予めご了承ください。 

（5）ご登録いただいた個人情報は、ご旅行費用の請求手続き等の業務にのみ使用し、販促等を目的とし利

用することはありません。 

（6）ご旅行不参加の際には、既にお支払いただいた費用から返金手数料等５００円を差引いてご返金をいた

します。尚、不参加証明書または転校証明書などを学校から発行していただく必要がございます。また差額

が発生した場合にもご返金をいたしますが、返金手数料は不要です。 

（7）「本旅行積立の積立金を代金として引当てる旅行」および「旅行への引当てに際して積立金の支払を委

任する者」は以下の通りとなります。 

本旅行積立の積立金を 

引当する旅行 

旅行契約者 広島県立広島叡智学園中学校長 

旅行名 広島叡智学園中学校令和３年度研修旅行 

実施予定日 ２０２２年０１月１７日 

積立金の支払を委任する者 広島県立広島叡智学園中学校長 



以上 

～ お手続きの前にご確認ください ～ 

 

JTB 教育旅行積立Web 申込サービスはご契約者様のメールアドレスをご登録いただき、インターネットを通

じての手続となります。手続を開始する前に、次の６つの注意事項をご確認ください。 

 

①「kyotsumi.jp」からのメールが受信できるように設定をお願いいたします。 

②URL 付きメールの受信拒否設定をしている場合は、メールが受信できるように設定のご変更をお願いいた

します。 

③メールアドレスの入力相違がございますと、メールの受信ができません。 

ご入力前に有効なメールアドレスであることをご確認ください。 

④ご入力の際に、旧字体（旧漢字）や難しい漢字のご入力がいただけない場合があります。新字体や代用漢

字・ひらがな・カタカナで入力をお願いします。また外国籍のかたの氏名はカタカナでご入力ください。 

⑤入力をし直す際にはブラウザで戻らず、画面に表示されている「戻る」ボタンを押してください。 

ブラウザで戻ると、手続が中断され正常に完了することができませんのでご注意ください。 

⑥教育旅行積立（毎月払い・一時払い）を選択した場合、金融機関の口座振替手続に、預金通帳またはキャ

ッシュカードの情報が必要となります。手続開始前に、お手元にご用意ください。 

 

＊＊＊ メールが受信できない原因と対応 ＊＊＊ 

メールが正常に受信できない原因として、次の理由が考えられます。PCやスマートフォンの設定を確認のう

え、［QR コード］または［kyotsumi.jp］からもう一度操作をしてください。PCやスマートフォンの設定・操作方法

につきましては、お客様がご契約されている携帯電話会社や PCサポート窓口等にお問合せください。 

 

確認してください！ 解決方法 

メールアドレスは正しく入力されていますか？ 
「設定」や「アドレス帳」などから使用されているメールアドレスを確認

してください。 

“迷惑メールのフィルター設定”をしていませんか？ @kyotsumi.jp からのメールが受信できるように設定をしてください。 

ご利用場所の通信速度は安定していますか？ アンテナマークが表示されており、電波が強いことを確認してください。 

メールが迷惑メールフォルダ等に移動していませんか？ 迷惑メールのフィルター設定を解除してください。 

“URL 付きメールの受信拒否”設定をしていませんか？ 「URLリンク付きメール拒否」の設定を解除してください。 

＊au総合案内   （１５７ または ０１２０－９７７－０３３） 

＊SoftBank お客様サポート  （１５１ または ０８００－１７００－１５１） 

＊docomo インフォメーションセンター （１５１ または ０１２０－８００－０００） 

 

 

◆ご旅行およびお積立状況についてのお問合せ、ご登録内容の変更・解約、その他のお問合せは・・・ 
 

ＪＴＢ広島支店      担当者    金丸 汐希 

ＴＥＬ：082-542-2711   営業時間  平日（月～金） ： 10:30 ～ 17:30 
 

◆Ｗｅｂ申込の操作に関するお問合せは・・・ 
 

ＪＴＢ教育旅行積立Ｗｅｂサポートデスク 

電話番号：050-3816-7134 

受付時間：10:00～18:00 土・日・祝・年末年始は休業日 

 

< Memo > 

 

 

 

 



 

 

ＪＴＢ教育旅行積立ＷＥＢ申込サービスの受付可能な曜日・時間は 

 ・平日（月～金） ： 8:00 ～ 21:00 

 ・土日・祝日       ： 9:00 ～ 17:00    となります。 

上記の受付可能な曜日・時間は目安となり、金融機関によって異なります。詳しくは金融機関のホームページ等でご

確認ください。また受付可能な曜日・時間であっても、金融機関の都合や臨時のシステムメンテナンス等により、本サ

ービスをご利用いただけない場合がございます。余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。 

教育旅行積立Web申込みにて自動口座振替の取扱できない金融機関 
   

 2020 年 10 月現在 

◆第二地方銀行     

都道府県  金融機関名     

島根県 島根銀行     

 

  
◆その他金融機関     

信託銀行（全て）     

農業協同組合（全て）     

漁業協同組合（全て）     

商工組合中央金庫     

農林中央金庫     

外資系金融機関（全て）         
＜ご案内＞     
JTB教育旅行積立は、個人契約のため 法人名義口座および当座預金からの自動振替サービスはご利用いただけません。 
但し、ゆうちょ銀行（注）、ジャパンネット銀行、住信 SBIネット銀行、楽天銀行、GMOあおぞらネット銀行の 5行は法人名義口座でも自動

振替サービスがご利用いただけます。 
（注）ゆうちょ銀行の貯蓄預金口座は個人・法人に関わらずご利用いただけません。   

 


