2019 年 1 月
京都外国語大学
国

際 部

Arrival Information
下記の内容を確認した上で、別紙「出迎えサービス希望調査票」を２月１４日（木）までに、本学（oips@kufs.ac.jp）へ
メール添付で提出してください。なお、
「出迎えサービス希望調査票」は、本学宿舎に住まない方も提出をしてください。
【本学宿舎への入寮日・入寮方法】
日

付：２０１９年３月２８日（木）のみ

入寮方法：
「京都外国語大学 出迎えサービス」を利用するか、指定の日時に国際部へ来なければ、入寮できません。
【京都外国語大学 出迎えサービス】
◎「京都外国語大学 出迎えサービス」を利用する場合
入寮日の３月２８日（木）のみ、関西国際空港から各留学生宿舎までのバス（本学手配）を運行します。
バス（本学手配）運行スケジュール
A：関西国際空港 １１：００発のバス （費用：４，０００円／留学生負担）
B：関西国際空港 １５：００発のバス （費用：４，０００円／留学生負担）
※集合場所は後日お知らせします。
※入国手続きには、1 時間以上かかる場合があります。３月２８日（木）に到着し、出迎え
サービスを利用する場合は、バスの出発時間に間に合うフライトを手配するようにしてください。
※なお、フライトの到着時間の関係で、上記 A・B に間に合わない場合は、前日３月２７日（水）に到着
の上、ホテルで一泊し、翌日３月２８日（木）の出迎えサービス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。
ホテル情報：ホテル日航関西空港 http://www.hotelnikkokansaiairport.com/
◎「京都外国語大学 出迎えサービス」を利用しない場合
「京都外国語大学 出迎えサービス」を利用しない場合でも、本学宿舎に入寮する場合は、下記の日時に国際部へ来室
しなければ入寮することはできません。
国際部来室後は、本学付近の宿舎に入寮予定の場合は徒歩で、それ以外の宿舎に入寮予定の場合は、バス（本学手配）
（費用：５００円／留学生負担）で宿舎へ移動します。
国際部への来室時間
C：３月２８日（木） １３：００に国際部へ来室
D：３月２８日（木） １７：００に国際部へ来室
※国際部の場所は４号館２階です。
※バス（本学手配）の料金は、当日現金で支払っていただきます。おつりは準備しませんので、事前に現金を準備して
おいてください。
※本学宿舎に住まない方で、上記の「京都外国語大学 出迎えサービス」を利用したい場合は、２月１４日（木）までに
国際部にメールをしてください。
※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。

January, 2019
Kyoto University of Foreign Studies
Division of International Affairs

Arrival Information
Please read the content below and fill out the ‘Pick-up service Questionnaire’ and send it as an attached file to
oips@kufs.ac.jp (Division of International Affairs) by February 14th (Thu). Those who did not apply for the KUFS
accommodation, must also submit the ‘Pick-up service Questionnaire’.
1. Move- in date:
March 28th (Thu), 2019
*You CANNOT move into the accommodation on any other day.
2. How to move-in:
Use our pick-up service or visit our office at the designated day and time. Otherwise, you CANNOT move
into your dormitory.
Please refer to the information below for the details of the pick-up service.
3. Pick-up service:
◎When using the pick-up service:
The bus will take you from Kansai International Airport to your dormitory ONLY on March 28th (Thu),which is
your move-in day
The schedule is as follows:
A: Departing from KIX at 11:00
B: Departing from KIX at 15:00

In either bus ride, you need to pay ¥4,000.

*We will later inform you where the meeting place would be.
*It may take more than one hour at the Immigration. If you are planning to use this pick-up service,
we strongly advise that you book a flight that arrives well ahead of time for the pick-up service.
*You may also book a flight that arrives on March 27th (Wed) and stay at a nearby hotel, then use the our
pick-up service on the 28th (Thu). In this case, please book your own hotel.
Hotel Nikko Kansai Airport: http://www.hotelnikkokansaiairport.com/
◎NOT using the pick-up service:
Even if you are not planning to use the pick-up service, you are REQUIRED TO visit our office at the
designated date and time in order to move into your dormitory.
After visiting the office, if your accommodation is near KUFS we will usher you there by foot, if not you will
take a bus prepared by KUFS to take you there. (Fee: 500yen per student)
Please come to the office at either of the scheduled time as followed:
C: March 28th (Thu) at 13:00
D: March 28th (Thu) at 17:00
*Our office is located at Building #4, 2nd Floor, Division of International Affairs
*The bus fares will be collected on March 28th (Thu). We will not have any change, please prepare the exact amount.
*For those who did NOT apply for the KUFS accommodation and wishes to use the pick-up service, please inform us
via email by February 14th (Thu).
*The office hour of International Affairs is from 9:00 to 17:00.

2019 年 1 月
京都外国语大学
国际部

Arrival Information
请仔细确认以下内容，并于 2 月 14 日（星期四）之前把「接机服务调查表」发送到本校国际部的邮箱（oips@kufs.ac.jp）
。
即使没有申请本校宿舍的学生也必须得提交「接机服务调查表」
。
【入住宿舍日・方法】
日期：2019 年 3 月 28 日（星期四）仅此一天
方法：不利用本校指定的接机服务或是不按照指定时间来国际部，不能住入宿舍。
关于接机服务，请参照以下内容。
【接机服务】
◎需要接机服务
入住宿舍日仅限于 3 月 28 日（星期四）
，本学校将提供从关西国际机场到各留学生宿舍的巴士。
巴士时间安排
Ａ：关西国际机场 １１：００出发 （费用：４，０００円／留学生负担）
Ｂ：关西国际机场 １５：００出发 （费用：４，０００円／留学生负担）
※当天机场集合地点另外通知。
※因为入境手续可能需要 1 个多小时，如果选择需要接机服务的话，请预约能赶上巴士出发
时间的航班。如果航班赶不上的话，请于 3 月 27 日（星期三）来日本在机场宾馆住一天，
然后第二天利用接机服务。如需宾馆，请自行预定。
宾馆信息：日航酒店关西机场 http://www.hotelnikkokansaiairport.com/

◎不需要接机服务
若不需要接机服务，住入本校指定宿舍的学生，请务必在以下时间来国际部集合。
来国际部集合之后，住入本校附近宿舍的学生将步行去宿舍，住入其它宿舍的学生利用本校指定巴士去宿舍。
（费用：５００日元／留学生负担）

国际部集合时间
Ｃ：3 月 28 日（星期四） １３：００于国际部
Ｄ：3 月 28 日（星期四） １７：００于国际部
※国际部在四号馆二楼。

※巴士费用需要当天现金支付，所以到时请备好现金和零钱。
※没有申请本校宿舍的学生，如果需要接机服务请于 2 月 14 日之前用邮件跟国际部商量。
※当天国际部营业时间是９：００～１７：００

