第 107 国 FDI世界歯科大会への参加について

1．大会参加登録について
第 107 回 FDI 世界歯科大会はオンラインでの参加登録となります。大会ホームページ
(https://www.world-dental-congress orgノ） にアクセスの上、大会登録を行ってください。登録の最後に
クレジットカードでの決済が必要となります。また、今大会より「VIP アップグレード」が新設されて
いますのでご希望の方は併せてご確認ください。
なお、今大会では、参加される学術プログラム（講演など）および社交プログラム（開会式を含む）
の事前登録が、プログラムの有料・無料に関わらず、座席確保のため求められていますので、ご自Hの
登録ページにて必ずお申し込みください。また、学術プログラムなどについては順次追加される旨、大
会組織委員会より連絡がございましたのでご留意ください。
大会参加登録の早期割引の締切りは日本時間で 5 月 1 日（水）8: 00 です。8 月 17 日（土）8: 00
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 予告プログラムについて
各種プロ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
されます当日プロ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、多くの会員に同大会にご参加いただくため、東武トップツアーズ株式会社をオフィシャル
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ビスで承っております。詳細につきましては、同封のご案内をご参照ください。
また、同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ても、有料にて承っています。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。

東武トップツアーズ株式会社東京法人西事業部第 2 営業部担当；佐藤, 足立, 箱崎, 川上千晶
9 102-0075 東京都千代田区三番町 5-7 精糖会館 4 階
TEL : 03-5212-7102 FAX : 03-5212-7095

第107回ED!サンフランシスコ大会
日本歯科医師会公式旅行代理店
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第 l07回FDl世界歯科大会
参加のご案内
旅行期間】2019年9月3日（火）~9月9日（月）5泊7日
この度、東武トップツアーズ株式会社東京法人西事業部では「第107回FDlサンフランシス
コ大会」にご参加される皆様へ、専用ツアーをご用意させていただきました。
ご参加される皆様方にとって、よりスムーズでご満足いただけますよう努めてまいります
ので、下記ご案内をご一読の上お申込いただけます様お願い申し上げます。
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啄~’ 日本歯科医師会会員様向け専用ツアー
大会登録代行！面倒な手続きは不要です
く公式行事〉日本歯科医師会主催レセプション（ジャパンナイト）の
招待状付！

2019年FDIサンフランシスコ大会 大会概要
間：2019年9月4日（水）~9月8日（日）
●期
●会
場：モスコーニセンター（Moscone Center)
●登 録 料】専用ツアーにご参加の方および東武トップツアーズに大会登録を依頼する場合
登録料

呈期登録

（日本時間）

(-4月26日 17:00まで）

歯科医師
歯科医師VIPアップグレード

39,500円
11,500円

同伴者

無料

無料

23,000円

34,500円

同伴者VIPアップグレ―ド

皇前登録

(4月26日 17:01以降～
8月9日 17:00まで）
50,500円
11,500円

※東武トップツアーズ株式会社の固定レートが適用となり 日本円でのご請求となります。
※ご自身で公式サイトより大会登録される場合と期日は異なります。~
登録料に含まれるもの】
●学術プログラムの聴講（但レ、座席確保のため事前に聴講を希望するプログラムの登録が必要です）
●世界歯科商工展●ジャパンナイトレセプション●オープニングセレモ二ー●大会関連書類
※Fa世界歯科大会ご参加の方は登録が必要となります。歯科医師以外の登録料につきましてはお問い合わせ＜ださい。
なお、 Fa大会ホームページ（https://www.world-dental-congress. org/reいstration/pricing) からもご確認いただけます。
弊社にて登録代行の場合、専用フォームでの記載が必要となりますので、別紙をご確認＜ださい。

【旅行企画・実施】 東武トップツアーズ株式会社 東京法人西事業部
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スケジュール：第107回FDIサンフランシスコ大会7日間
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※上記日程、発着時間等は現地事情により変更になる場合がございます。

旅行期間：
7日間
2019年9月3日（火）~9月9日目）
旅行代金：264.卿円（2名様 I室の場合）
（燃油サーチャージ、空港諸税、空潜施設使用料は旅行代金に
含まれておりません．)
・
※おー人様部屋追加料金

最少催行人員：羽田空港発

10名様

※申込者が最少催行人員に満たない場合は、新たに旅行代金を設定して
改めて募集のご案内をさせていただきます。
※羽田空港以外の空港をご希望の方は、ご相談下さい。
◆添乗員】同行致しません。 （現地係員がご案内致します）

13Q000円
・
おー人様参加の方で、相部屋をご希望の方はお申し出下さい。
・
その際、人数等の関係で組み合わせが出来なかった場合に、
お―人様部屋追加代金をいただく場合がございます。予めご了承下さい。

◆食事条件【朝0回、昼0回、タ1 回（機内食除く）

く旅行代金に含まれないもの〉

◆利用予定航空会社】日本航空 (JL)
上記の航空会社にてご案内予定でございます。

◆燃油サーチャージ】35,600円 （目安）
◆羽田空港使用料】3,570円（出国税含む）

◆利用予定ホテル
次ページのご宿泊ホテルー覧の中からご案内予定でございます。

くお申込みの締切りにつきまして〉
別紙の旅行条件書を事前にご確認の上、お申し込みください。

◆海外空港諸税】l I 730円（目安）
※2O19年3月現在の料金となります。
発券時に増額になった場合は不足分を申し受け、
減額になった場合は差額を返金させていただきます。
◆大会登録料
◆その他
日程表以外に行動される場合の費用・個人的性格の諸費用・
（電話代、クLi ーニング等）・パスポート取得費用・海外旅行保険・
ESTA申請費（5,400円）

①大会登録代行
早期登録】2019年 4月26日（金）17:00まで
事前登録】2019年8月9日（金）17:00まで
※大会登録のみのお申し込みも承ります。
大会登録のみの場合は、別途手数料とレてa240円を
頂戴させていただきます。
※取消し料】大会登録後のキャンセルはできかねます。
②第l07回Faサンフランシスコ大会 7 日間
2019年6月28日（金）17:00まで
※取消し料】別紙をご参照＜ださい。

Axiom Hotelでは、光ファイバー対応無料wトH、センサーロック、オンラインチェックインなど、
先端テクノロジーを体験できます。館内バーにラウンジエリアがあります。100年前の建物を電化し、

モダンなデザインと融合したブティックホテルです。
各お部屋に、サムスン製48インチ薄型スマートテレビ（無線ストリーミング機能付）、
Kubeクロックラジオ（Bluetooth対応） 、ラップトップサイズ・電子式セーフティボックス、
高級リネン、 Axiom特製バスローブ、LATHERプラ ンドのバスアメニティが備わります。
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環境に優しい現代的なホテ旧まサンフランシスコのダウンタウンの理想的な立地にあり、
ユニオンスクエアから徒歩7分です。ジム、室内スパサーピスを提供しています。
Hotel Zelos San Franciscoのモダンな内装の明るいお部屋には薄型テレビ、
IPodドッキングステーションが備わり、豪華なバスロープを用意しています。
併設レストラン＆バーarty Habitiこは暖房付きの屋外パティオがあります。

サンフランシスコのソーマエリアを一望するInterContinental San Franciscoは、市内中心部から
すぐの場所にあり、モダンな室内設備を提供しています。ショップと飲食店が集まる
ユニオン・スクエアから徒歩10分です。
InterContinental San Franciscoに滞在中は、 24時間対応のフィツトネス施設
（屋内ラッププール付）、敷地内のギフトショップ、 Luceレストうン、バ1888を利用できます。

選’

フランス風の建築様式を誇るThe Marker San Francisco，は、市内中心部のユニオンスクエアから
徒歩わずか7分の絶好の場所にある工コフレンドリーなホテルです。スパ設備を併設しています。
モダンなイタリアン・トラットリアのTratto (館内レストラン）では、シェアできる素朴な伝統料理
や手作りの力クテルを楽しめます。Trattoは毎日の朝食、ハッピーアワー、ディナー、週末のブラン
チに営業しています。

"'-

an Francisco Marnott Uni
on Square

ユニオンスクエアまで1ブロックの好立地。エレガントで快適な客室は、全室高速ワイヤレスインタ
ーネットや大型デスクがあり、ピジネスの方にも利用しやすくなっています。ホテル内にはレストラ
ン、フィツトネスセンター、 24 時聞ビジネスセンター、会議室などがあります。チャイナタウン、
劇場地区、金融地区、コンベンションセンターなどへも歩いて行ける場所にありとても便利です。

伽．喫鈍編誠“「
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Hotel Abri Union Scivaroは、モダンな客室（42インチ薄型テレビ、無料Wi-Fi付）を提供していま
す。 1ブロック先のBARTパウ工ル・ストIJ ート駅から、ベイエリア各所ヘアクセスできます。
現代的なデザインの客室にはiPod用ドッキングステーション、冷蔵庫、バスローブが備わり、新聞も
提供しています。

Union Square Abri Hotelからチャイナタウンまで徒歩20分、
Joseph L. Alioto Performing Arts Plazaまで徒歩15分です。

首客室の―例
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FDI大会会場

（旅行条件） 本旅行条件書は、旅行業法第ユ2 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の 部となります。この条件に定めのない事項は、
当社旅行業約款（琳型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款は当社ホームページからご覧し叱だけます。

この焔m戴トy;yアー~陳就人西鵬1（以下「当社」といいま
主）が企画‘男恒す翻テであり、この崩桁に参IL陰れるお客I蝋よ当社と加些
企直輸i難］（以下「旅1う細」といいます。）を’軸するこどこなります。撤テ
鍋加区臓剰牛は、当（ンフレ
J
yトのi司柵、オ訪恒う条円害、る”面（最
終日辱〕並びに当●端う謝蝋欠（琳型企i画断布ミ野加官田によります。

1 、お暇zみ方法・条ィl化用う難1茄党立
(1) 融‘1瑞客棚こよるこ’桁の場合は、あら川」め細’】体・グ
a、います。）
ルーブにおける劃勤る1鵬（以下「野‘］責任者」
1也、．当主」」よ、難加鵬・解
を励た上で、当社にお劇M,く’
略こ関する』ゆ栂里侮を謝t賃鵬力晦Jてしるも切とみなし、
こ保瑞う糊こ関する鵬は、●聯勺責任者と
その団林・m一1
の間で行し、ます．
（乃当社0定める方去こよ’篤車J」
aみ下さい。下言己1)1三伸」2叫
」航の棚こより当，加〕定める日までにお支払下さい．申］同よ、
「崩うイ桧」「取 j堺斗」「」飾潮」のそれal」，又は全言叱して取

I憲います．（司お目＝i3みの毒よiでl 嫌行曹酬嚇成立しておりませ
ん。棚う野tlよ、当出】鰍庵柳J、嚇IL雌瑚未’散成i1
するものとします．(4)20 才床溝I方は辛馴長者1漏厭書が必要です。
15才蜘り方lJ源貝叱して同●緒の劃1叱条件と‘康支 (5) 障が
しゆあるお客様、融加冷客様、囲長報Dお客欄jど、橋機D状
測こよつては当祖め郵己梱こ含ま才にいな叫酬ぬ配慮、描置
が必要こなる司能勘協ります．，栃リな百醸・,樋力険鰍なる可
能性力略方は、ご●眺せてしりけ些ますので、必す’虻お申
し出くj主い。
お申］猛【 30, 000 円

2, 榊うイ瞬弗支まIい
榊剥恰は、棚うモ融自日の前日か魂舞Jて10120憲って 60 日に
あたる日以m当主功（通る日までにお支生11,1昧婚ます．

3' 町続
現曲持タ刀棚が今恒10端うfこ柳噴力切●極忍勝・査
言諏1需は梅撤1）責任で行なって下さい．（日本匡崩以外の方よ
自匡M）令藤官闘こ主揚でお間い合わせ下さしい

4 、海外安全盾報・保●剣ミ注I酬‘
m加）「海外安全聞田は、タI船海外安全ホームページ】
h 即：ガwvw.anzen.mofa,go.jptI、 ま IL鴛田犬況にしには、唯
~
1 FORTH (Forllavelers'He肋〕ホームベージ’
h即://www61rth.go j pノで葺碑下さい。旭奥園助暁世れて
いる場合よ書面こてこ蹴Lます．
5' 柵刊畑こ含まれる切
柑i日樹こ鵬謝1た以下のものが含まれます，
(1) 鵬機、奇罰自、鏡鰍よど矛棚運謝郡嗣運賃一料金〔過割棚肋課す村加
運貧・料金（燃油サーチャージな日を含みません。〕(2) 4105白料銀IJ税‘サー
ビス料金〔 3) 食●斗金及び観光料金伏ス尋1琳輪、lIイド料金、入馴治
等〕、送i聯斗金（お客撮負担と表記してある場合を除く）（の手荷吻幽斗金
(司団粥5動中のチップ(6) 添果員同行コースの顧員局肝費用 ＊上言21者
費用よ、お伽に都合により倍仰暁建れなくて村I国Jはいたしません．
6 、旅行イ畑こ含まtぬい910
lを●示ほす。
第 5 項言醜Jたもの以外は揃う1畑こ含まれません。その」
(1) 超過手荷物料金・」舶h空会社7)受託引苛物幽斗金（2) クリーニング
代、．辞斗、ホョ1の1嫌員鰍こ対するチップ、その価自」］欧~個人的峨
の暗費用（3) 軸i馴制細“）運00郷加海果すイ肋胆賃嘩桧（燃由サ
ーチャーう二など孟」」］I運貸準雄‘塊動陵勲才暁堤合、不足分I」追加融収し、減
額分は」闘Jます．) (5) 各匡空部t吐低脱及LIこれI瀕するI都tG）日
本国内空巷畑使用料（刀ご自宅2:集合・解訓也間の郵西費や宿泊費等
（町 メ、音喝自1］田七金（9) オプショナルツJフーの代金、等
7, 桶i嶋・崩刊柳凌更
(1）当社は、天災it崎、馴話L 昌動、官公署の命令、過苦4お白柚’謄の旅行
サー t久提甘加）中止、当祖M煽i計画によらなし逼苦サーピスの提り提の他当社
刀関与｛用ない鼻功生じた場合こおいてやむを融いとぎよ、桶う酷・’桁代
銃変更することカ鵬す．月蜘不司」
Ii力によ！~1垣苦細サー
ビスが中止又は」騒正となり、行勧変醐が生じた増合の1団白費、粥西員等よお
客撒I)負」比なります．(2）お嚇2み鳳いた人数0l1を月又消される場台は」聯 )
尉判〕変更となります。実開に割1ロ］頁くお醐刀湘うイ塗力唆丑なる場合力協
！はすのであらかじぬ二了承下さい。

14 、個大I酎即〕叫ノ、
(1 ）当川よ旅行のお嚇1061にあたってお動’〕するお客換1）個大~麟尉こつきまし
て、お客槻：の遍＆お申iめいた芯ノ峻桶iの発叱桶iサー I久0）」別キ、凱土
(3) 月it入メ撒力隈l」催行人員に淘とないときは、崩う切刻恒を中止
の棚う謝］上の蔵琳軸散）賢瞬担保する~統Dた峨J曜せて
します．こ瑚合、棚i開始日の前日か報旦鯛JてさかaIIわて 23
日目（ビーク嫌i桶壷間始するものについては 33日団に当たる日よ煽可まで いただくほか、お客様への醒ilやキャンノやンのこ軸、ご意見に融恩等のりりカ
ート1滞願い、お客伽）お買し吻の殖、データ処里崩i参力叩剖こおけるこ案
I酬iを中止する旨をi酬1ノます．
内などめた胡師卿せていたJさます．(2 〕当社よ、本項 (1）の甲囲目的
叫皿内で、‘固人」削肥）眼、につしに当’」士契講を‘網Jてしる遥苦4司白槻
嚇阻」国寺又は帰匡●剖こ~矛囲するコース並く月こ本 j砂睦出弾也
関、保険会社、免*11461吉などの土屋吻苫、当姐メ脳i手西洗委i乱ている手配
及理卿世するコーみD助幽】
取消料
旅行契約の解除期日
柑者、当主雌型企直端iI眺委i陰社あるいはデータ処I里や~
旅行，融台日がピークI加とき、桶ラ開始日の前日から起
J
I看号ならびに」縄れる航
断桁イm
郵乱,てい課者等こ対し、お客機D氏名、（スポー
算してさかαまって 40 日目にあたる日以降 31日目に
空便錦、年令、性別、住所、．舌番号、匡崩割〕個大聞‘を、あら州シめ電子
1
0%
あたる日まで
的方法お劃言する級方潔こより」是＃槌せていた1きます．また、費細牲に
姉l融台助前日1~ノてさ加×めて
崩馴瞬D
30 日目「あたる日以降 3日目Iあたる日まで
20%
~）」畑寺（I〕餌斗」曲l及び国土交書省・働竹亨その他官公勘’らの要
棚うイ画
調こより個大聞即班り’に協力する場台力電】ます。 (3 ）当社よ、崩刊末儒
篇ラl融台印）前々日ljら当日まで
5 0%
柵力晦った埼合に儒え、お客1撒) 精テm匡約」尊苗もの方の個大1削長をお伺
崩1山D
旅行I融台後又は細各f勘Iゆ場合
1 00%
いしておtます．
i二の個人鵬よ、お客棚こ”力吻った場合において、国P理
◆「ピーク時」】12 月 20 日から 1 月7 日まで '4月27 日から 5月6日まで
絡知〕方こ増肋‘働悔ると当肋‘曲た場合こ‘朝建せていJけ遣ます。お客
及びフ月 20 日から日月 31日まで。
棚よ、国画各知〕方の個人廠覧当社d尉甘るこどごフしに、国柳各うロ〕
9' 棚踏里及こ瞬細〕細
方の肩厭得るも061ほま (4 〕申i層、割1鵬鳳お伺し瞬〕記肋
(1) ’繰員09桁の有鰍IL)（ンフレ叶撒 I)契描層面こ明万it,,ます。
容こi見功あった網合、旅iの手配やサービスのま副矧こ支眺刑とす謝功呪
(2) 添乗員が辰桁するコースにあっては添乗員が、また添乗員力編貯しなし味行 ますので、正磁‘記入をお願しします。お嚇aみい夫だく鳳こは、これらイ固人卿員
にあつては現地係員が、旅程管1里細その他当祖秘要mる細を行いま の提側こつしてお唇1筑こ同意叫と+9ものとします。 (5 〕個人I胤艮7)甲明］目的
す．
の】敢0、個人・圃即）開示、個人碑助司正・追加‘肖腺、個人I用風D甲明まD停
10 、当社T)責任及び只嚇項
止、個人欄即〕消去又よ第三者への提＃め停止航ご希敦）網合は、月紺及喫
(1）当社よ、当社又は手配憎i者1撤意又は」礁によりお客棚i損
所へお申歌九きい．なお、個人」馴卿里責硝よ当社コンプライアンス室艮：なり
航与えたと剖よ、その」瞬願はす。ただノ、~I月贈
ます．
につしには、21 日以内こ当●」に対してi酸助偽った場合こI艮）、
15、お融）婚
お 1 人様 15 万円をI眼：して賠億ノます．（当社加又は重大な
お客棚よ、当出メ承餌ノた場合、謝’］上の’概立を呂I0方i魂1寝すことができます
」映力晦る堀台を除きます．)(2) お客働’、次Dような当社の関
が、畑こ要する桝“山てお 1入様10,000 欧’幽’別）をI賠ます，また、
与し得壮い軸によ！IL畑を価れ1比ぎま、本項(1）の場合を嚇当社は貴駐 聞こ~鋤ノている場合は、月幽i隊に閲っる費用（崩i地・確
負いません。
会社により異なります．〕を申ノ受けます。なお、贈i曹えに伴し噺~に議
①天災」皿、単話L 梱り、テ口、官公暑の命令等又はこれらによる日穏度更や 力生じるときは併せてその議Eお客機1)側壁します．
姉の中止（D過苦4司~のサービス」剥1の中止等又はこれらによる日程 1 6, その他
の変更や桶孔沖止①自断魂川切撒④食‘嶋（⑤轟雀⑥還鍬如 (1）当社は助’なる場合も断市の囲何よいたしません。
遅正、不通、スケジュール頗、●翌睡更又はこれαこよる日勧変更や目的」也 (2滞申izめの際ま、ご崩iに使用するパスポー H言己肋れているtおり0刀ーマ
細寺曲柳
字縄】で田習こ瞬記入して下さい．お鋤〕昭及L姓8鵬］正大人・こど
11, 肥策正
む幼児の叫図う1茄］正、その世落撒1堵●台による変動‘姓した場台は、
(1）当主」は野’眉面及て月碇師1こ言醐夫劉勺内勘カち、次の
：の場合、
i
~
I）踏i曹え、関係する柳'\fl)購］正なとガ叱圏こえ起はす．
①～＠耳あたるm姫1］生ンた場合は、桶予代郵こ1'-'SitI幼所
当ネガよ、第 15 加~1)衝掛斗にI糾流瑚斗を］財ます．なお、配こ
割雌剰決~難I山壊す。た想 ', 1 榊i難1こ
~を発朔」ている場合には、8瞬行脅えに町）る員用（桶i地・~
つき留十 15itもを上限とし、割と糊始1冶助71,000 円柳〕と剖よ
ネガこよ！展樹）ます．〕を車J受けるほか、踏う曹えに像ノ~胃に智助性じ
お支払Jいたしません．
るときは、併せてその議t違落抽）負」旦：します。また運苦・1可白機関1）事億こ
4）棚う’融台日又は旅行終了日（2）入堤する働桝”又は働鵬、レストラン、そ より氏名加］助mられなし叱剖よ、桶i契約を鋼曽頂く場合も叔〕ます．この場
の他の桶i目自’地（ユ）適謝議脚〕融又は細〕よ！x風嘩恰のものノ\ff)変更 合には、第 8 項（lp当’
611定の取う桝ミ俺頂きます。(3）お客靴01便宜
④運苦機閲I〕
1獅又は会社名⑤本邦m）出畑巷又は’~加異なる便 をはかるため土屋鵬iここ網内すること力電はすが、お園航際
へ10変更（‘〕直行働、ら剰連便又11軸艇八の変更⑦1寓白~又は名 しましては、お客撤7)責任でご爾入下さい．④当’坦お客様力曝
称⑧宿泊機関1落室の1醐、設備、景観そ0川助客割）網牛⑨前各号に掲 力団、助ョ】員、副コ団関曜、その他反社会自く騰力であると判明
ける頗のうちり17’ータイ N川●こ言醐悔素事項
したと割ま、お嚇珊呪ける、あるしロ棚喫粘庭解徐するこ
(2）たたし、次4場台は、当’」は頭柳銃支ま/1,1ません．
とがあります。(5）この崩う条｛牛旅1う”協《臨」隼日よ
①渉支掲ける事由こ‘破更の場合（加日ノ、サービス提り割部月
2019 年 3月14 日現在Iす．
また、嚇入A数Iおー音功人競取’坐れる場台も、桂己助肖林D
対象ニな！はす。

の予帯超週こよる頼の場台を除きます．〕
ア．桶テ叫こ支眺もたらす悪天民天災’峻 ィ 戦乳ウ. 轟力
工‘宜」思1）命令オ，瓶不通、~苦4首白機関尋サービス提り切 ．お嚇2み，お，胎わせは
中止カ i園正、運苦スクジューJ"D変~祖軸弘植1こ土らなし運苦サー 【劃甘う企画・劉 I】●島’竹長~う業第 38 号
ビみ01是供キ, 旅う翻］『者り注命又は身肋安野帆旅胡LI腰掛師

Q喫謎層面市“面こ記鰍しIl桶iサービスの」融掩翼’る胴勃変更になっ
九帰合でも、旅テ中こ~iサービス剛是供を弘プることができた場合。

(3）当社は、お客敏x司意を博て、益気よる無補嚇1】支翌い
に航、こ才v編階又はそ才山I皿）‘酬直Dある鶴l又は蝋iサービ
ス4H是●掩もって補趣行うことカ賜tはす．

1 2, 与朝」補賞

@

く東武トップツアース‘株式会社

東弱去人I~，第2 営難，
東就耳イ畑区三番町 5-7 ,畿会館4 階
爾活番号：03-5212-7102 FA11番号【 03-5212-7095

En,ail nac】ー田b＠いbulnptours.am

当社よ、，胡」翻繊和定め設ころに！）、お客勘’融かつ

営業日月～金（土鰍兄日欄柳調 9 】 00'-'lS【 00

m外痢）軸こより崩字判こその身体又は1瑚こ描れた―定

→蛙垣怯人日本桶i業睡正会員 ポンド儒除員

の損言こつしに、補雌及［j~支」
Iいます．

総台断桁~扱響里者】里科寸●編 承j晒号 客海 19-042

13、お客徴7)責任
8, 桶う契級朋壊
担当：佐藤・卿寿足立・川上千晶
12かっ
(1) お署●筑よ、桂己取消拳をお支払い1譲ことによ13, いつで主蝋ョ難庵飼除す (1) お客徴D故取は過失、法令追反、当社刀畑う獅鰍の青腕を守ら
受けます．
ZL4IL
より凱胡瞬受ナた場合は、お客様から」●
1
）賠償を申
J
九
11朋鵬吐は、
旅行糊~里者とはお客様茄伯)を取！級う営籾iでの
ることができます．なお、断市契’
(2) お客棚ま、当社カち提り樹161酒報
取引の責イ緒です．このこ旅行の野、】に関ノ，担当者から0滞l
当社の醜日・帥寺間勺こ鋼徐する旨をお眠ノ出」りと11いた時を
を活鳳J、お~断リ・細その廿味行I難切内容こフいて」響に努めなけれ
基靴します．また、豊は撒州i掛t撒誠腕に基づき、旅行
明にご不月な点がござしましたら、遠慮なく旅行業務取脚里
I立蛇蔵せん一 (3) 旅テ’勘台徴こ、パンフレッ同秘れた内敵実際1)サービス
割こお馴ュく1畠し、
開始前及I肺ラ1融搬であつても、お客般10断‘科酬を燭徐する
内勘’異なると認靭た場合、崩i唄こ翻批功叫虎場合は、崩i地こお
こと力電〕ます。
いて還働'に当社、手配191i者又は旅行サービス」別細こお劇」廿下さい．
（乃お客撤1だ都合で苗桁”散台IL協るいはコースを頭される場台、

くお申込み書 1 〉大会登録代行

FAX:03-521 2-7095

東武トップツアーズ網 東京法人西事業部

E-mail : nao_sato@tobutortours.co.j
ま日当】佐藤ノ箱崎ノ足立ノ川ト千晶
TEL 】 03-5212-7102
※下記ロヘチェックを記載下さい。
ロ大会登録代行のみに申し込む（お申込み書①をご記入下さい）
ロ第107回Faサンフランシスコ大会に申し込む（お申込み書（」）②）をご記入下さい）
ご記入いただきました個人情報については第107回Faサンフランシスコ大会の登録にのみ利用させていただきます。
また、参加者確認および大会運営のために当大会の事務局である公益社団法人日本歯科医師会へ提供致します。
フI-)カナ

お呂前
フリガナ

住山

〒

生年月日
(

TEL
E-i

）

緊急連絡先

19
(B,

（

大

背

UD
oJ,

)

しっ

※下記ロノ＼チ 工ックを記載下さい。

釜録料

U

歯科医師

39,500円

50,500円

■

歯科医師VIPアップグレード

11,500円

11,500円

U

同伴者

無料

無料

U

同伴者VPアップグレード

23,000円

34,500円

※下記ロへチ工ックを記載下さい。※社交プログラムにっきましては、別途のプ口り プラムをご覧下さい。

U
〒rぎっ口りラム
l 仕意、

9月4日 ジャパンナイトレセプション

無料

9月5日 オ一プニングセレモ二ー

無料

U

9月6日 サンフランシスコナイト

10,200円

U

9月7日 ガラデイナー

22,200円

■

ノ、スホ ート（旅券、

パスポート（旅券）の顔写真のページのコピーを貼付してください。
パスポートの有効期限を今ー度お確かめ下さい。
※アメリカ＼の旅行には、入国時から9〇日以上有効なパスポートが望ましいです。
（ご不明な点ございましたらお問合せください）
パスポート申請中の方はご記入ください。 （取得 年 月 日頃）

勤務先

5212-7095
くお申込み書②> FAX:03・

佐藤 I箱崎 I足立ノ川上千品宛

第 107 回FDl世界歯科大会サンフランシスコ大会参加ツアーお申込書
FAx 03-5212-7095 または E-mailnao_sato@tobutoQtours.co.io までお願いいたします。 ツアー申込締 LJ1 6 月 28 日（金〕丁7(）〇まて
＊渡航手続のための重要な書類になりますので、正確にもれなくご記入＜ださい。（お手数ですが、お I 人様につき 1 枚ご記入＜ださい。）
発着地

ロ羽話空港

■その他空港（希望地】

氏

男・ 女

フリプ Jナ
名

雷駅ノます

生年月＝

月

フリガナ
現住所 T

日

歳
国籍

年

年齢
日生
年）

19 年 月
朗・大田矛平

有効期限

パスポート パスポート番号

）

Oヲ、＝ h くりルョ二周にりミ麟くJさノり

自宅
■電話
ご希望
連絡先

■携帯

■FAX

携帯

■ E-mail

電話

FAX

E-mail
勤務先名

住 所

電話

，
工

FAX
フリガナ

T
Errd

所 属
ビジ叔クラス

(

■ ビジネスクラスへのアップグレードを希望する（別主金料金がかかります。お問合せください）
氏名クリガ力

ESTA

■当社で加入する

にプノに

■ ご自身で申請する

個メ」離即
同意E2i \

続柄
（プヲゃー

h くりルョ二嚇てま麟く危軸り

T

電 話

にプバて

住所ワリガ力
ロ 現住所と同じ

ご旅行中の
園内連絡先

i勘激了う痢寅

） 都道府県 歯科医師I

FAX
※別途 ESTA 申請のためのお伺い書をお送りさせていただきます。

ロ当社で加入する
※別途保険案内をお送りさせていただきます。 q 、ンフレットをこ1
奮忍1
〕上オま泌みくた主包ノり
※他でご加入の保険会社
ロ当社で加入しない
（
※ご署名

)

■ 旅行手配・大会登録手続きのために必要な範囲内での運送・宿泊期間・保険会社への
個人情報の提供にっいて同意のうえ、本旅行に申し込みます。

マイレージをお持ちの方

■
JAL 又はワンワールド加盟航空会社（

航空）・・・お得意様番号】（

（主なワンワールド加盟航空会社】ブリテイッシュエアウ工イズ航空、アメ I-J カン航空、キャセイパシフイック航空など）
東武トップツアーズ株式会社 東京法人西事業部第 2 営業部 観光庁長官登録旅行業 38 号 （社）日本旅行業協会正会員
rj 102-0075 東京都千代田区三番町 5-7 精糖会館 4F 担当】佐藤・箱崎・足立・川上千晶
TEL: 03-5212-7102 / FAX: 03-5212-7095 営業日・時間／月～金】9て×つ～18:00＊土・日・祝日休業

)

