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2016年 8月 3日版 

～ インターネットでの参加登録方法マニュアル ～ 

「第 32 回国際アルツハイマー病協会国際会議・2017・京都」への参加登録は、インターネットを

使った申し込みしかできません。このマニュアルは、参加登録の方法を分かりやすく解説したもの

です。ぜひご活用ください！ 

 

Step１：登録のページを開こう 

 

登録は、パソコン、タブレット、スマートフォンからできます。ただし、文字入力が多いので、スマー

トフォンはあまりお勧めしません。 

 

(1)登録のページを開くには、いくつかの方法がありますが、次の 3 つの方法があります。 

 

方法１ 

このマニュアルをPDFで開けている場合は、下記のhttps:～の文字部分をクリックしてください。

登録のページが開きます。 

 

https://amarys-jtb.jp/adi2017-registration/?&g=0 

 

 

➡Step２「参加登録をしよう」へ。 

方法２ 

①Yahoo!Japan、Google、Bing 等のホームページで、「ADI2017」と検索。「ADI2017-ホーム」

をクリックして、国際会議公式サイトを開きます。 

 

②次のような国際会議公式サイトが開きますので、画面を下の方に移動（スクロール）させ、下図

 

https://amarys-jtb.jp/adi2017-registration/?&g=0
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右のような「登録」と書かれたアイコンをクリックします。 

                  

③「登録受付を開始しました」の部分をクリックしてください。登録のページが開きます。 

          

➡Step２「参加登録をしよう」へ。 

 

方法３ 

タブレットや、スマートフォンで登録する場合は、下記のQRコードを読み取ってください。登録

のページが開きます。 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/J9AAmG 

 

➡Step２「参加登録をしよう」へ。 

 

Step２：参加登録をしよう 

 

（1）左下にある「はじめてご利用される方」の中にある、赤色の「次へ」をクリックします。すると、「一

人での申し込み」か「グループでの申し込み」か、を選択できます。 

下の方に・・ 
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（2）一人で申し込む場合は、左側の を。支部や施設等グループ登録の場合は、右の をクリッ

クしてください。グループ登録の場合は､「Step4：グループ登録をしよう」をご覧ください。 

 

（3）「個人情報登録」を行います。各項目に入力、または選択をします。 

赤字の※がある項目は、必ず入力する必要がある必須項目です。それぞれの項目入力について

は、次の説明を参考に入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ログイン情報 

ログイン ID※ ログインするための ID を登録してください。 

６文字以上のアルファベットか、数字を半角で入力してください。 

入力例 tanaka ／ Suzuki ／ tarou2017 ／ tokyo2016 など 

 

「登録ずみの ID かチェック」ボタンをクリックすると、登録できる ID かどう

かがわかります。もしも、すでに使われている場合は、使用可能な IDが自

動的に提案されます。 
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パスワード※ IDが本物である事を確認するための、パスワードを登録してください。 

６文字以上のアルファベットか、数字を半角で入力してください。 

「ログイン ID」「パスワード」は今後必要になるので、どこかにメモをしてお

いてください。 

個人基本情報 

敬称 名札等に表記する、敬称を選択してください。文字の前にある○をクリック

すると、選択されて、○●のようになります。 

Prof.：教授 ／ Dr.：医師 ／ Mr.：男性 ／ Ms.女性 

入力例 教授でも医師でもない女性の場合 ： 

 

 

 

氏名（漢字）※ 漢字で氏名を入力してください。 

入力例 氏：家族 ／ 名：花子 

氏名（ローマ字）※ ローマ字で氏名を入力してください。(半角) 

入力例 氏：KAZOKU ／ 名：HANAKO 

性別 男性または女性を選択してください。右側のをクリックすると、選択肢が

表示されますので、該当する部分をクリックしてください。 

 

下記住所は この後に入力する「住所」が、「ご所属先」か「ご自宅」を選択します。 

文字の前にある○をクリックすると、選択されて、○●のようになります。 

※いずれか、該当する方を選択してください。 

郵便番号 ７桁の数字を半角で入力してください。ハイフンは自動で入ります。 

入力後、右の「住所検索」ボタンを押すと、この後の都道府県・市町村が

自動で入力されます。 

都道府県 都道府県を選択します。右側のをクリックすると、選択肢が表示されま

すので、該当する都道府県をクリックしてください。 
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市区町村※ 市区町村と、町名・字などを入力してください。 

番地等 番地を入力してください。半角でも全角でもどちらでも OKです。 

ビル・マンション名 ビル・マンション名、建物名、号室などを入力してください。 

国名※ 右側のをクリックすると、選択肢

が表示されますので、「Japan」（日

本）をクリックしてください。 

アルファベット順にすべての国名

が並んでいますので、表示しきれ

ません。右側にある「スクロールバ

ー 」 で 下 の 方 に 移 動 さ せ 、

「Japan」を探して選択してくださ

い。 

電話番号※ 市外局番から、入力してください。携帯電話も入力可能です。 

PC メールアドレス 

※ 

パソコンのメールアドレスを入力してください。 

確認として２回入力する必要がありますが、２回目は、@の前後で分けて

入力する必要があります。 

入力例 「office@alzheimer.or.jp」を入力する場合 

 

所属先情報 

(会社名、団体名、

学校名等）※ 

所属先名・勤務先・学校名などを入力します。特に所属先がない場合は、

「個人」と入力してください。 

入力例 「「家族の会」青森県支部 / グループホーム○○園 / 個人 

連絡先 

連絡先※ 

メール送信先 

PC メールアドレスが選択され○●になっています。特に変更の必要はあり

ませんので、ここはそのままにしておいてください。 

食事制限 

食事制限がある方

はお書きください。 

食事について、制限がある場合は、該当するものを選択してください。特

にない場合は、「該当なし」のままで結構です。 

項目 説明 

該当なし 下記以外の方 

菜食 ベジタリアンの方 

絶対菜食 卵・チーズ・牛乳もNGの方 

※アレルギーではなく、「主義」として食べない場合。 

グルテン 

アレルギー 

小麦粉などに含まれるグルテンに対してアレルギーの

ある方 

スクロールバー 
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コーシャー ユダヤ教に基づく食事制限のある方 

ハラル イスラム教に基づく食事制限のある方 

豚肉NG 宗教等の理由で豚肉が食事制限のある方。 

その他 卵、牛乳、ピーナッツ、そば、甲殻類などの食物アレル

ギー、その他の食事制限のある方。→下にある「その他

をお選びの方、具体的にご記載ください」へ入力してく

ださい。 
 

特別なご要望 

主催者へのご連

絡・要望などをご

記載ください 

障害（車いす、聴覚、視覚、オストメイト等）にかかわる要望や、宗教上の

制限等、特別な配慮が必要な場合は、こちらに記入してください。 

 

 

同行者登録  

 「0」を選択してください（つまり、何も変更しない）。

「同行者」とは、認知症の方と一緒に行動する「介

護者」や、一緒に行く仲間（グループ）ではありま

せん。 

これは、『会場には行くが、メインホールや会議

場・分科会内には入場しない、同行するだけの

人』です。まれに、配偶者や子供を会場までは連

れてくる場合があるため、この項目があります。 

個人情報の取り扱いについて 

 「同意する」の前あるをクリックすると、のようにチェックすることが出来

ます。必ずチェックしてください。 

 

「個人情報の取り扱いについて」をクリックす

ると、JTB の個人情報保護に関する方針な

どを確認することが出来ます。 

 

（4）すべての項目が入力出来たら、一番下にある、「次へ」をクリックします。 

 

 

0 のまま、 

変更しない！ 
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もしも、この時、入力漏れなどがある場合は、下図のように と、警告が出ますの

で、その内容を入力してください。 

 

（5）正しく入力されていると、今入力した内容の確認画面が表示されます。一度、入力した内容を

読み直していただいて、正しければ一番下にある、「登録」ボタンを押してください。 

 

       

 

「個人情報登録」を行います。各項目に入力、または選択をします。 

 

（6）次に、同行者がいる場合の参加登録になりますが、通常は同行者「0 人」のため、ここはそのま

ま、「次へ」をクリックしてください。 

 

正しければ 
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（7）次に、参加種別を登録します。 

それぞれの種別については、次の一覧を参考に登録して

ください。 

なお、「認知症の本人」「介護者」は、自己申告となります。 

 

 

 

早期（～2/6）、前期（2/7～4/7） 

区分 説明 早期 前期 

一般（全日程参加） 下記の区分にあてはまらない、一般の方。 ¥77,000 ¥84,000 

認知症の本人 認知症の人ご本人。１名での参加、介護者の付き

添いはなし。 
¥24,000 ¥24,500 

認知症の本人 1 名

＋介護者 1名 

認知症の人ご本人と、その介護者。 

合計 2名での参加。 
¥45,000 ¥50,000 

介護者 介護者の方。 ¥39,000 ¥45,000 

中低所得国からの

参加者 

アフガニスタン、アルバニアなど国連の定める中低

所得国からの参加者。 
¥39,000 ¥45,000 

学生 学生証の写真をアップロードする必要があります。 ¥24,000 ¥39,000 

「家族の会」会員 公益社団法人認知症の人と家族の会の会員の

方。（正会員、賛助会員） 

個人・団体にかかわらず、１つの会員番号に対し

て、１名まで参加できます。 

¥32,000 ¥39,000 

一
般 

1日のみ 

（4/27) 

1日だけ参加する場合。 

2日間の登録はありません。 
¥44,000 ¥50,000 

同  （4/28) 同上 ¥44,000 ¥50,000 

同  （4/29) 同上 ¥44,000 ¥50,000 

一
般
以
外
の
方 

1日のみ 

（4/27) 

本人、介護者、「家族の会」会員などが、1 日だけ

参加する場合。 
¥11,000 ¥16,000 

同  （4/28) 同上 ¥11,000 ¥16,000 

同  （4/29) 同上 ¥11,000 ¥16,000 

ブース出展者 企業や団体などで、ブース出展を行う場合、規模

に応じて入場パスが発行されますが、一定数を超

える場合は有料となります。 

¥17,000 ¥17,000 

参加しない 登録後、「キャンセル」をする場合に使用する項目

のため、通常は使用しません。決済後の返金（キャ

ンセル）は、手数料(¥3,400)を引いた額を、会議

後に振り込みます。 

¥0 ¥0 

※ 同行者がいる場合は、別に登録料がかかります。（早期：¥5,500、後期：¥7,500） 
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(8)「家族の会」会員の場合は、文字の前にある○をクリックすると、選択されて、○●のようになります。 

 

なお、「家族の会」へは、どなたでも入会できますので、会

議参加を予定されている方に、積極的に案内してください。 

 

 

（9）次に、「認知症の本人＋介護者 1名」の区分で申し込んだ方は下記にご記入ください。 

他の区分を選んだ方は、記入の必要はありません。次の（10）に進んでください。 

 

画面上に項目の内容が書かれていますので、よく読んで入力してください。 

 

 先に登録いただいた方と、一緒に参加申し込みをする方の名前を入力してください。 

 この方が「認知症のご本人」か「介護者」かを選択してください。 

 会議ディナー（4月 28日（金））に出席するかどうかを選択してください。 

 食事制限について選択してください。食事制限で「その他」とした場合は、記入欄に具体

的な内容を記入してください。 

 

（10）画面を下にスクロールして、懇親プログラム（会議ディナー）への参加・不参加を選択します。

「参加」を選択された場合は、参加費（8,000円）が請求されます。 

 

懇親プログラム（会議ディナー）は、4 月 28 日（金）の夜に開催されるもの

で、国際会議場近くのホテルでの開催が予定されています。定員がありま

すので、希望される方は早めにお申し込みください。 

 

 

（11）「職種」は、次のいずれかの中から選択をしてください。統計的なデータとして集計します。 
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右側のをクリックすると、選択肢が表示されますので、該当す

る職種をクリックしてく 

 

 

介護者 教育者  一般開業医 専門医  企業  神経学者 

看護師 認知症の本人 心理学者 研究者  心理学者 研究者 

スタッフ・ボランティア 学生  その他 

 

（12）「その他質問」では、この国際会議を知ったきっかけを選択してください。統計的なデータとし

て集計します。 

 

認知症の人と家族の会、ＡＤＩ2017 からのメール、他の会議での宣伝、

ADI のウェブサイト等、口コミ、新聞記事や広告など、の中から該当する

ものの文字の前にある□をクリックして、選択してください。 

複数選択が可能です。 

 

 

（13）「ご登録者情報について」は、ご自身のメールアドレス・名前等を、ブース出展企業や ADI の

今後のお知らせなどに使っていいかを確認します。 

「はい」を選んだ場合は、企業・ADI・他の参加者・次回開催国等に、メールアドレスや氏名な

どが提供され、メールによる案内などが届くようになります。 

「いいえ」を選んだ場合は、情報提供を行いません。 

＜選択項目＞ 

 出展企業への共有を許可 

 ADIからの情報発信を許可 

 他の参加者との共有を許可 

 次回の ADIへ共有を許可 

 

（14）「緊急連絡先」は、参加者本人に、事故やケガがあった場合の連絡先です。ご家族などの連

絡先を入力してください。 

＜入力項目＞ 

 連絡先のお名前 

 ご関係 

 電話番号 

 

（15）「「家族の会」会員」の区分を選択した方は、「AAJ（認知症の人と家族の会）の会員番号」に、

会員番号を入力してください。通常は、会員へ毎月お送りする会報の宛名ラベルに、印字さ
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れています。 

正会員(個人・団体)、賛助会員（個人・団体）にかかわらず、１つの会員番号に対して、１名の

み、この区分で参加できます。記入がない場合は、「一般」として区分変更される場合がありま

すので、忘れずに記入してください。会員の方は、（18）へ進んでください。 

 

なお、会員番号がわからない場合は、本部事務局（075-811-8195）までお問い合わせくださ

い。 

 

（16）「学生」の区分を選択した方は、学生証を写真で撮影して、アップロードしてください。 

 

ファイル形式は JPEG、PDF、ファイルサイズ

は 2MBまで可能です。 

「ファイルアップロード」をクリックして、ファイル

を送信してください。 

 

（17）「Invitation Letter」は、公式な招待状が必要な場合に使いますが、これは海外の方が日本へ

の入国のためのビザを申請するための書類です。日本人には関係ありませ

ん。何もせず「不要」のままにしておいてください。 

 

 

 

 

（18）すべての内容を入力して頂いたら、「次へ」をクリックします。 

 

 

（19）今、入力した内容の確認画面に移動します。内容が正しいかを確認してください。特に、一番

下にある「請求額」（合計金額）が間違っていないかをご確認ください。修正が必要な場合は、

下にある「戻る」ボタンをクリックして、修正することが出来ます。 

正しければ、「申し込み」のボタンをクリックしてください。 

 

「家族の会」会員 32,000円 

+ ディナー8,000円 

＝ 合計 40,000円 
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Step３：支払をしよう 

 

（１）支払方法は、次の 5種類が可能です。クレジットカードが手数料もかからず、お勧めです。 

支払方法 利用可能な金融機関等 手数料 

クレジット 

カード 
         

無料 

インターネット 

バンキング 

銀行（都銀・地銀・ゆうちょ）、信用金庫、信用組合、労働金庫な

ど、全国で 377機関。 
420円 

コンビニエンス 

ストア 
 

420円 

ATM 

ゆうちょ銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、三井住友銀

行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、群馬銀行、千葉銀行、横浜銀

行など、全国 18銀行。 

420円 

銀行口座への

振込 

三菱東京 UFJ銀行（千代田支店）の JTB西日

本の口座へ振り込み。 

送金日の指定が必要です。 

振込手数料 

 

注意 宿泊費の支払いについて 

宿泊の申し込みは、独立したシステムとなっているため、基本的には「参加費」と「宿泊費」

を一緒に払う事はできません。 

 

 

（2）送金手続きの前に、まず、請求内容確認の下にある「□申込内容を確認しました」と書かれた

部分をクリックして、チェックを入れてください。 
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（3）次に、支払方法を 5種類の中から選択します。 

画面上から、希望する支払方法のボタンをクリックしてください。 

 

 

クレジットカード 

下にスクロールすると、カード会社・クレジット番号・有効期限・名義人氏名を入力しる部分がありま

す。請求額も表示されますので、その内容を確認の上、クレジットカードの内容を入力してください。 

入力後、下にある「次へ」をクリックします。 

 

入力例（VISAの場合） 

 

 

会社を選択 
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この後は、クレジットカード会社のページに移動しますの

で、会社によって画面が異なります。会社によっては、右に

説明する「セキュリティコード」（３~４桁）の入力が必要な場

合があります。必要に応じて、クレジットカード裏面または表

面のセキュリティコードを確認してください。 

 

インターネットバンキング 

 

インターネットバンキングの口座をお持ちの場合は、直接、インターネットバンキングの画面に移動

できます。すでに口座をお持ちの場合は、左の「1.インターネットバンキングでのお支払い（直接リ

ンク）」を選択してくださ

い。 

 

 

注意事項が表示されますので、内容を確認していただき、よろしければ、「同意する（金融機関選

択へ）」をクリックします。 

 

 

次に利用する金融機関を選択します。 

 

 

内容を確認していただき、よろしければ、「お支払いする（金融機関サイトへ）」をクリックします。 
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移動することの確認画面が出てきますので、「移動する」をクリックします。 

 

 

それぞれ、ご利用のインターネットバンキング画面になりますので、手順に従って、送金手続きをし

てください。（例は、三菱東京 UFJの場合） 

 

コンビニエンスストア 

利用するコンビニエンスストアのロゴマークをクリックします。 

 

内容の確認画面が出てきますので、「お支払方法を確定する」をクリックします。 

「インターネットショッピング払込票」が表示されるので、右上にある「印刷用画面表示」をして、それ

を印刷して、コンビニの店頭で支払いをしてください。なお、払込期限は２週間以内です。 
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また、スマートフォン・携帯電話へ、この内容をメールで送ることが出来ます。 

画面上部に、スマートフォンや携帯電話のアドレスを入力して、「メール送信」をクリックしてください。 

ATM 

ATMでの支払いは、上記の「インターネットバンキング」と同じシステムを使います。 

 

 

 

 

表示される、「収納機関番号」「お客様番号」「確認番号」のメモをお取りになり、ペイジー対応の

ATM またはインターネットバンキングでお支払いください。 

なお、スマートフォンや携帯電話に、この内容を送信することが出来ます。画面上部にメールアド

レスを入れる欄がありますので、そこにメールアドレスを入れて、「メール送信」をクリックします。（画

面例参照） 

 

 

銀行口座への振込 

銀行口座が表示されますので、それを記録してください。「次へ」

をクリックすると、支払い手続きが確定します。できるだけ早目

（１週間以内）に振り込みを行ってください。なお、払込の確認

は、JTB 側が手動で行うため、時間がかかります。また、万一の

ために、払込の証書は、大切に保管してください。 

 

以上で支払いは終了です。終わる時は、右上のボタンでウィンドウを閉じていただいても、右上

の「ログアウト」をクリックして終了していただいても、どちらでも結構です。 
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Step４：グループ登録をしよう 

 

まず、「Step1」の説明をご覧いただき、登録ページを開きます。 

 

（1）左下にある「はじめてご利用される方」の中にある、赤色の「次へ」をクリックします。すると、「一

人での申し込み」「グループでの申し込み」を選択できますので、右の をクリックしてください。 

   

 

（２）基本的な登録方法は、個人の場合と同じですが、グループの場合は、まず、グループ名を登

録します。支部名や、お好きな名前で登録が可能です。 

 
 

（3）初めに、代表者としての登録をしてください。代表者の「ログイン ID」「パスワード」「名前」等を

入力してください。 

それぞれの項目の中身については、3ページからの項目説明をご覧いただき、入力してください。 

 

（4）一番下から二つ目の項目が「団体人数」となっています。右側のをクリックすると、選択肢が

表示されますので、1~20を選択してください。（個人の場合は同行者となっていた部分です） 

代表者以外の人数を選択してください。 

 

総勢５人で登録する場合は、1 名を代表者として登録する

ので、「４」とします。 

なお、代表者を含め 22名以上での申し込みはできません。

その場合は、別のグループとして、申し込んでください。 
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(5)一番下の「同意する」にチェックを入れて、「次へ」をクリックします。 

 

もしも、この時、入力漏れなどがある場合は、次図のように と、警告が出ますの

で、その内容を入力してください。 

 

（6）正しく入力されていると、今入力した内容の確認画面が表示されます。一度、入力した内容を

読み直していただいて、正しければ一番下にある、「登録」ボタンを押してください。 

 

       

 

 

（7）正しく入力されていると、今入力した内容の確認画面が表示されます。一度、入力した内容を

読み直していただいて、正しければ一番下にある、「登録」ボタンを押してください。 

 

正しければ 
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（8）次に、各メンバー分の情報を入力していただきます。項目としては次の内容です。 

 個人基本情報 

 敬称 

 氏名（漢字） ／ 氏名（ローマ字） 

 性別 

 国名 

 所属先情報 

 所属先 

 食事制限 

 特別な要望 

これらも、先の項目説明（3ページ）をご覧いただき、人数分の情報を入力してください。 

 

（9）すべての入力をしたのち、一番下にある「次へ」をクリックして、登録した内容を確認します。 

 

（10）これ以後は、Step2 の（7）「参加種別登録」を人数分繰り返して

ください。 

 

 

 

 

（11）登録後の支払いについては、「Step3支払いをしよう」と同じ流れになります。 

 

注意 宿泊費の支払いについて 

宿泊の申し込みは、独立したシステムとなっているため、基本的には「参加費」と「宿泊費」

を一緒に払う事はできません。 

 

（12）送金手続きの前に、まず、請求内容確認の下にある「□申込内容を確認しました」と書かれた

部分をクリックして、チェックを入れてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数分、これら

の内容を入力。 

人数分、これらの

内容を入力。 
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（13）次に、支払方法を 5 種類の中から選択します。画面上から、希望する支払方法のボタンをクリ

ックしてください。 

 

 

この後の送金方法は、13ページからの送金方法の説明をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

●このマニュアルについてのご不明な点は、「家族の会」国際会議事務局（075-811-8399）までお

問い合わせください。 

 

●具体的な入力方法や、支払方法、修正等については、JTB が電話でサポートを行っていますの

で、そちらにお問い合わせください。 

株式会社 JTB西日本ＭＩＣＥ事業部「2017年 ADI国際会議 （参加登録）」係 

TEL：06-6252-5044  E-mail ： adi2017@west.jtb.jp 

営業時間： 平日 09：30～17：30 土・日・祝日 休 

 

 

 

国際会議に参加しよう！～インターネットでの参加登録方法マニュアル～ 
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