
 

	

     
   
	

IASSIDD世世界界大大会会参参加加ツツアアーーののごご案案内内 		 		

		

日日次次  月月日日((曜曜))  地地名名  現現地地時時間間  交交通通機機関関  ススケケジジュューールル  食食事事  

１１		 88//55		

((月月))		

東東京京（（成成田田））発発		

アアムムスステテルルダダムム着着		

アアムムスステテルルダダムム発発		

ググララススゴゴーー着着		

11 00 :: 33 00		

11 55 :: 11 00		

22 11 :: 11 55		

22 11 :: 44 55		

KK LL 88 66 22		

		

KK LL 1144 8811		

専専 用用 車車		

空空路路アアムムスステテルルダダムムへへ		

アアムムスステテルルダダムム乗乗りり継継ぎぎ		

空空路路ググララススゴゴーーへへ		

ホホテテルルへへごご案案内内		

＜＜ママリリオオッットトホホテテルル泊泊＞＞		

朝朝：：××		

昼昼：：機機内内		

夕夕：：××		

２２		 88//66		

((火火))		

ググ ララ スス ゴゴ ーー		 終終 日日		 		 学学会会参参加加		

		

＜＜ママリリオオッットトホホテテルル泊泊＞＞		

朝朝：：○○		

昼昼：：××		

夕夕：：××		

３３		 88//77		

((水水))		

ググ ララ スス ゴゴ ーー		 終終 日日		 		 学学会会参参加加		

		

＜＜ママリリオオッットトホホテテルル泊泊＞＞		

朝朝：：○○		

昼昼：：××		

夕夕：：××		

４４		 88//88		

((木木))		

ググ ララ スス ゴゴ ーー		 終終 日日		 		 学学会会参参加加		

		

＜＜ママリリオオッットトホホテテルル泊泊＞＞		

朝朝：：○○		

昼昼：：××		

夕夕：：××		

５５		 88//99		

((金金))		

ググ ララ スス ゴゴ ーー		 終終 日日		 		 学学会会参参加加		

		

＜＜ママリリオオッットトホホテテルル泊泊＞＞		

朝朝：：○○		

昼昼：：××		

夕夕：：××		

６６		 88//1100		

((土土))		

ググ ララ スス ゴゴ ーー		

		

アアムムスステテルルダダムム着着		

アアムムスステテルルダダムム発発		

朝朝		

00 99 :: 11 55		

11 11 :: 55 00		

11 44 :: 44 00		

専専 用用 車車		

KK LL 1144 7722		

		

KK LL 88 66 11		

空空港港へへごご案案内内		

空空路路アアムムスステテルルダダムムへへ		

アアムムスステテルルダダムム乗乗りり継継ぎぎ		

空空路路東東京京((成成田田))へへ		

＜＜機機中中泊泊＞＞		

朝朝：：○○		

昼昼：：××		

夕夕：：機機内内		

７７		 88//1111		

((日日))		

東東京京（（成成田田））着着		

		

00 88 :: 44 00		

		

		 ごご到到着着、、おお疲疲れれ様様ででししたた。。		 朝朝：：機機内内		

昼昼：：××		

夕夕：：××		

利利用用航航空空会会社社：：ＫＫＬＬ		KKLLMM オオラランンダダ航航空空		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 ≪≪時時間間帯帯のの目目安安≫≫		

ごご注注意意		 発発着着時時間間・・交交通通機機関関等等はは変変更更ににななるるここととががごござざいいまますす。。		

講講義義内内容容、、手手配配会会場場はは変変更更ににととななるる可可能能性性ががあありりまますす		

添添乗乗員員はは、、同同行行ししまませせんん		

		

■■旅旅行行代代金金				大大人人１１名名様様（（５５泊泊７７日日））		
		 		ツツイインン利利用用		３３７７８８，，００００００円円		
募募集集人人員員：：２２５５名名様様		 最最少少催催行行：：１１５５名名様様		

但但しし、、定定員員次次第第締締切切致致ししまますす。。		

		

≪≪上上記記旅旅行行代代金金にに含含ままれれるるもものの≫≫		
・・日日程程表表記記載載のの団団体体エエココノノミミーーククララスス航航空空運運賃賃		

・・ママリリオオッットトホホテテルル		 22名名11室室利利用用朝朝食食付付宿宿泊泊料料金金		

・・空空港港－－ホホテテルル間間往往復復送送迎迎費費用用		 ・・企企画画料料金金		

・・国国内内空空港港使使用用料料・・出出国国税税・・海海外外空空港港諸諸税税		

（（目目安安：：成成田田33,,661100円円、、ググララススゴゴーー1166,,448800円円））		

・・燃燃油油ササーーチチャャーージジ（（目目安安3344,,660000円円※※22001188年年1122月月））		
		
≪≪上上記記旅旅行行代代金金にに含含ままれれなないいもものの≫≫		

・・１１名名１１室室利利用用場場合合のの追追加加代代金金（（7766,,550000円円））		

・・電電話話等等個個人人清清算算にに関関すするる費費用用		

0044::0000		 0066::0000		 0088::0000		 1122::0000		 1166::0000		 1188::0000		 2233::0000		 0044::0000  
早早朝朝		 朝朝		 午午前前		 午午後後		 夕夕刻刻		 夜夜		 深深夜夜		

 

■■おお問問合合せせ		
((株株))ＪＪＴＴＢＢ		
教教育育第第一一事事業業部部		
東東京京都都新新宿宿区区西西新新宿宿22--11--11		

新新宿宿三三井井ビビルル3311FF		〒〒116633--00443311		

TTEELL：：0033--55990099--88001122//FFAAXX::0033--55990099--88001177		

担担当当：：俵俵		

		
■■申申込込締締切切日日		
２２００１１９９年年４４月月３３００日日（（火火））		

※※英英国国へへのの渡渡航航ににはは帰帰国国日日ままでで有有効効なな旅旅券券がが必必要要ににななりりまますす。。 





フ リ ガ ナ

都 道

府 県

フ リ ガ ナ

〒

〒

（○印を付けて下さい）

（２名１室）

（携帯）

同 室 希 望

留守宅連絡先

（ＦＡＸ）

男 ・ 女

（続　柄）

　ない　・　ある　（　　　　　　　　　　　　　）

（ＴＥＬ）

ＦＡＸ：03-5909-8017　(株)ＪＴＢ教育第一事業部　【担当：俵】

（ＦＡＸ）

　　　　さんと同室希望

（所在地）

〒（住 　所）

（ＴＥＬ）

（ＴＥＬ）

2019 IASSIDD 　ツアー参加申込書

　　　※パスポートコピー　貼付場所（パスポートの顔写真のあるページのコピーを貼って下さい）

（○印を付けて下さい）

１人部屋希望　　　　

（別途追加代金がかかります）　76,500円

◎今回のご旅行には、有効期限が２０１９年８月１１日以降有効なパスポートが必要となります。

（勤務先名）

（氏   名）

ご記入いただいたお客様の個人情報は、お申込みいただくご旅行の手配・手続代行業務のために利用します。

ご旅行日：２０１９年８月５日（月）～　８月１１日（日）７日間

     年　　月　　日

出生地

（役　職）

氏　　　　　名

現　　住　　所

職　　　　　業

生年月日（西暦）


