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日歯発第 261号

平成 30年 5月 18日

(学術課・日本歯科医学会事務局扱い)

日本歯科医学会専門分科会代表者 各位

公益社団法人

会 長

第 106回 FD 1世界歯科大会

参加案内・予告プログラムの送付について(通知)

平素より本会会務運営に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標記 FD 1大会が本年 9月 5日(水)から 9月 8日(土)まで

の 4日間、アルゼンチンのブエノスアイレスにおいて開催されます。

この度、 FD 1大会の参加案内を作成いたしましたので、予告プログ

ラム(英語版)とともに送付いたします。

つきましては、 FD 1ブエノスアイレス大会への参加について、貴会

機関紙等を通じてご案内いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。

なお、各団体などで独自に大会参加ツアーを編成される場合には、下

記の事項にご留意いただき、特に企画される旅行会社にご指示いただき

ますよう重ねてお願い申し上げます。

ロレ圭-ロ

1. 大会参加者は、歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士および同伴者と

もに事前登録をされ開会式から参加できるようにされたい。

2. 開会式以降の学術行事にもなるべく参加できるように、開催地での

滞在日程を組むようにされたい。



第 106閤 FDI曹界曹科大金へ的重参加について

1. 大会参加登録について

第 106閤 FDI世界歯科大会はオンラインでの参加登録となります。 P.1.....4の f大会参加登録につい

てj をご参照の上、お手続きください。なお、各画面の捕捉事項は赤字で記載しています。

また、登録料などはクレジットカードまたは銀行送金で決済することになりますが、クレジットカー

ドによるお支払いが便利です。

大会参加護託銀の早期割引の締切りは6月1日(金)です。 8月25日(土)以降のお申込みについて

は、現地登録となりますので、ご注意ください。

2. FDI予告プ口グラムについて

第 106 回世界歯科大会の予告ブ口グラムは、大会ホームペー ジ

(hUp://www.worlddentalcongress.org/index. php/en!)のメニューから rScientificProgrammeJ (学術プ

ログラム)をご覧ください。なお、各種プ口グラムや日時などは変更される可能性がありますので、正

確な情報については、現地で配布されます当日プ口グラムで必ずご確認ください。

3. 大会ツアーについて

本会では、多くの会員に聞大会にご参加いただくため、株式会社 JTBをオフィシャルエージェンシー

に指名し、ツアーのご案内を用意いたしました。ツアーお申し込みの方に限り、大会参加登録の代行を

サーピスで法っております。詳細につきましては、同封のご諜内をご参照ください。

また、陪エージェンシーでは、大会参加登録の代行のみにつきましでも、有料にて謙っています。詳

細につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。

株式金社JTB東京中央支府営業第一課担当:渡遺・太田・高橋・多辺田

千100-0004千代田区大手町2・2圃 l新大手町ピル l階

Fax: 03幽 6737圃 9284 Tel: 03回 6737国 9281

営業時間:月~金/09:30幽 17:30(土日・祝日休業)



大会参加登録について

(http://www.worlddentalcongress.org/index.php/enJ)を聞きます。

メニューから rRegistration& AccommodationJ (登録と宿泊)を選び、赤い芯で囲んだ rREGISTER

NOWJ (畳録を行う)をクリックします。

①大会ホームページ

② 

|FDIブエノスアイレス大会ホームページ登録と宿泊画面
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③必要事項を入力し、赤い訪で囲んだ rNEXTJ (次へ)をクリックします。

E-mail 

敬称

名

姓

F?星
職業

携帯番号

千話番号

国
[固を選択くださし

市
ゴ

信三D



④個人のアカントが③により作成され、次のログイン画面が聞きます。左から『登録Jr宿泊Jr社交

プログラムJr小旅行Jr空港送迎Jr招聴状Jrミート・ザ・エキスパートセッションJr個人情報J
のタブとなっていますので、ご希望の手続きを進めてください。なお、アカントのユーザー10につ

いては自動で作成されますので rPersonallnformation(個人情報)Jにてご確認ください。

ログイン画面
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⑤支払が必要な項目については rCa向(買い物かご)に入ります。お支払はクレジットカー ドまたは

銀行送金で行うことができます。クレジツトカードでお支払の場合、赤い芯で囲んだ rc削 itCardJ 
tクレジットカード)をうリック《ださい。

※ここでは登録料のみの支払画面となっています。
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支払画面 1



⑥力一トの内容をご確認いただき、赤い訪で囲んだ rConfi川(確認)をクリックください。

※ここでは畳録料のみの支払画面となっています。
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支払画面 2

⑦支払確認画面が表示されますので、ご確認の上、クレジットカードの種類をお選びいただき、クリツ
クください。
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支払画面 3

payment confirmation 
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⑧クレジツトカー ドの情報を入力の上、 赤いるしで囲んだ rYes，I confirm my paymentJ (支払内容を確

認しました)をクリックします。

Verifi削 by

V/SA 

支払画面4

Paylllent confirmation 

Ordel" I"efel'e叫ce: '"令指場

Total charge : 405.60 USD 
※実際にはffl:号が記IWtされています。

Beneficiar-t : FD120J.8 Vid Ing居間icoFinancial Solutions NV/SA 

Pay with : V/SA 
臼吋holder's嗣alue*:[ 

Cardlnultlber* : [ 

Expi町 d誠 e(mmfyyyy)* :仁ヨ仁二三ヨ
Card四吋抗日t'Ioncode* : I 蝕 註叫世主
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