
Arrival Information (Fall Enrollment 2022) 

  

以下の通り、京都外国語大学 Pick-up Service についてご案内します。 

 

1．Pick-up Service Questionnaire 

内容をご確認の上、下記リンクまたは QR コードから「Pick-up Service Questionnaire」を 7 月 20 日（水）までにご提

出ください。 

なお、「Pick-up Service Questionnaire」は、本学宿舎に住まない方も提出をしてください。 

 

Pick-up Service Questionnaire： https://forms.gle/pvFRv3demdoHWJFA8 

 

 

2．本学宿舎への入寮日 

2022 年 9 月 1 日（木）のみ  

 

3．京都外国語大学 Pick-up Service（本学手配のバス） 
 

【Bus A】 関空 11：00 発（10：45 集合） ￥4,000 

【Bus A’】 外大 12：30 発（12：15 集合） ￥500 

【Bus B】 関空 15：00 発（14：45 集合） ￥4,000 

【Bus B’】 外大 16：30 発（16：15 集合） ￥500 

 

※本学宿舎に住む人は、必ず Pick-up Service を利用してください。 

※入寮日当日の国際部開室時間は、9：00～17：00 です。開室時間以外は、対応できません。 

※集合場所および支払い方法については、後日お知らせします。 

※入国手続きには、2 時間以上かかる場合があります。上記の集合時間に間に合うようフライトを手配してください。

万が一、間に合わない場合は前日までに到着の上、ホテルに宿泊、Pick-up Service を利用してください。その際、

ホテルは各自で予約してください。 

 

 

★自分で宿舎を手配する人へ★ 

自分で宿舎を手配する場合でも、関西国際空港（KIX）から京都外大までの Pick-up Service を利用することができ

ます。 

【Bus A】 関空 11：00 発（10：45 集合） ￥4,000 

【Bus B】 関空 15：00 発（14：45 集合） ￥4,000 

 

以上、その他ご質問等ございましたら、国際部（incoming_oips@kufs.ac.jp）までご連絡ください。 

 

 以上 

京都外国語大学 国際部 

2022 年 7 月 

(JA) 



 

Arrival Information (Fall Enrollment 2022) 

 

We will inform you of the KUFS Pick-up Service as follows. 

 

1. Pick-up Service Questionnaire 

Please check the information below and submit ‘Pick-up service Questionnaire’ through the following like or QR 

code by July 20 (Wed.). Those who did not apply for the KUFS accommodation, must also submit the ‘Pick-up 

service Questionnaire’. 

 

Pick-up Service Questionnaire： https://forms.gle/pvFRv3demdoHWJFA8 

 

 

2. Move-in Date to KUFS accommodation 

September 1, 2022 (Thu.)  only 

 

3. KUFS Pick-up Service (arranged by KUFS) 
 

【Bus A】 11:00 departure from KIX (Meeting at 10:45) 4,000 yen 

【Bus A’】 12:30 departure from KUFS (Meeting at 12:15) 500 yen 

【Bus B】 15:00 departure from KIX (Meeting at 14:45) 4,000 yen 

【Bus B’】 16:30 departure from KUFS (Meeting at 16:15) 500 yen 

 

*For those who have applied for KUFS accommodation, please be sure to use “Pick-up Service”. 

*Please note that the office hour of Division of International Affairs is from 9:00 to 17:00. 

*We will later inform you of the meeting place and the payment method. 

*It may take more than two hours at the Immigration. Please book a flight that arrives well ahead of time for the 

pick-up service. If there aren’t any convenient flight, be sure to book a flight that arrives by the day before and 

stay at a hotel nearby, then use KUFS pick-up service. In this case, the hotel needs to be book by yourself. 

 

 

★For those who arrange the accommodation by yourself★ 

It`s possible to use KUFS Pick-up Service from Kansai International Airport (KIX) to KUFS. 

【Bus A】 11:00 departure from KIX (Meeting at 10:45)  4,000 yen 

【Bus B】 15:00 departure from KIX (Meeting at 14:45) 4,000 yen 

 

If you have any questions, please feel free to contact us (incoming_oips@kufs.ac.jp). 

 

 July 2022 

Division of International Affairs 

Kyoto University of Foreign Studies 

(EN) 


