
第49回 �国際小児腫瘍 �学会議 � 
2017年10月12 �日（木）～10月15日（日〉 �於：ワシントン（兼 �F） 

◆　会期：2017年10月12日（木）～10月15日（（日））

（学会HP：http：／／siop2017．kenes．com／COngreS＄・informatjon／general・information＃．WQBUefOCiZFl

●　開催地：米国ワシントン　Wa＄hingtOnMarriottWardrTlanParkHoteJ

EA池e畠S：ヨ2660W80鵬yRoadNW層WaSh晦toRBC書20008USA

WoodieyPark－ZooMetro駅から200m以内に位置している。

◆演題提出締切日：2017年3月28日（火）

◆学会登錬：（手続き実施中）

Eariybjrd �Regular　feeS �Onsiteねes 

untilJune27，2017 �June28－ Sep19，2017 �FromSep20，2017， 　Andonsite 

Mombe帽奮 �550USD �850USE） �1075USD 

NonMembers �930USD �1．050USD �1．250USD 

Student／Resldent＄／Fe‖owS＊＊ �390USD �435USD �585USD 

NurSeS★暮 �550USD �625USD �780USD 

EduCationaldayonly EdLJ亡ationalDayThursday． 0（：tOber12 �70USD 

＊Nurses，PODC，PPO，CCi，S10P，YoungInvestigatorare 

COmPHmentary 

辞細登録料金は下記URLにて確認下さい。

（http：／／8iop2017．kenes．com／registration－（2）／regiStration＃．WQBlr＿OChHO）

｝　撃シントン小児病院研修施設紹介
＊rChildren．sNationalMedicaICenter」は、国立医療センターとしてワシントンDC地区

の最も先進的で優れた施設です9大学病院やリハビリテーションのベテラン医師や看護師に

より、ER，外科、がん治療、整形外科、心臓科、神経・脳神経科、新生児医療、か児集中

治療設備と入院・ケアセンタねなどを宥する、信頼と高い評価を受けている施設ですう

■　弊社利用ホテル（1泊1室￥26，600）（2名利用なら1人￥13．300円）

E WASH！NGTON MLTON HOTEL］☆☆☆☆　4ツ星
＜＜Address：＞＞1919ConnecticutAve・．NW，Washington，

DistrictofColumbia，20009，USA

＜＜Location＞＞ヒルトンホテルはデュポン・サークル地下鉄駅までわずか4ブロック。

学会会場M即Tiottホテルまで、コネチカット如NW沿いに1200mくらい。徒歩で15～20分ほど。

ヂ▲・「．‘、

チェックインtナエツクアウト 

用：00ノ11：00 

館内挽傭… 

ラウンジ、レストラン、ジム、屋外プール、 

スパ、売店、会議場、コインランドリー、コ 

ピーサービス 

都塵設備； 
テレビ、電臥アイ日ン、有料チャンネ 
ル、ヘアドライヤー、hllWトFい血． 



囚sl0P2017学会出席6日間コース

日次 �月日（曜日） �都　市　名 �時間 �交通機関 �綿　　　　　　　貫 

1 �10月12日（木） �（福岡・大阪・名古屋） 東京（成田空港）発 �11：00 �航空機 �空路　ワシントンへ 

ワシントン（IAD）着 �10：40 �（NH－002） �着後ホテルへ 8！OP開会式は00～ 　＜ワシントン泊＞ 

2 �10月13日（金） �ワシントン滞　在 �＊学会開催期間日種は、　国際小児腫瘍学会 

3 �10月14日（土） ��A～Bコース共通。　　　　　S10P2017 

4 �10月15日（日） ��10／15閉会式12：50～ 　＜ワシントン泊＞ 

5 �10月16日（月） �ワシントン（lAD）発 �12：20 �航空機 �柵国の速に（機内泊） 

6 �10月17日（火） �東京（成田空港）着 く福岡・大阪・名古屋） �15：25 �（NH－001） �到着後、通関、解散。 

繭ワシントン小児病暁研修と引OP学食出席柑日間コース
白扇■‘1rl‾‾－」‾ �月日（曜日） �都　市　名 �時間 �交通機関 �摘　　　　　　　要 

1 �10月00日（月） �（福岡・大阪・名古屋） 真東（成田空港）発 �11：00 �航空機 �空路　ワシントンへ 

ワシントン（！AD）着 �10：40 �（NH－002） �着後ホテルへ 　＜ワシントン泊＞ 

2 �10月10日（火） �ワシントン滞在 � � �ワシントン小児病院研修 

3 �10月11日（水） ����10／101日目研修 

4 �10月12日（木） ����10／112日日交渉中 10／12Eduedtion邑Iday 10／12SIOP開会式18：00 

5 6 �10月13日（金） 10月14日（土） ����国際小児腫瘍学会開催 

7 �10月15日（日） ����＜ワシントン泊＞ 

8 �10月16日（月） �ワシントン（IAD）発 �12：20 �航空機 �帰国の途に　（機内泊） 

9 �10月17日（火） �東京（成田空港）着 く積岡・大隈・名吉量） �15：25 �（NH闇001） �到着後、通関、解散。 

磨ワシントン小児病院研修のみ5日間コース

日‾次‾‾‾‾‾ �月日‾‾（函百十 �蔀‾‾‾‾葡‾‾‾r‾‾甘‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾「‾′ �‾‾′‾‾‾‾‾葡軒‾ �交通機関 �摘　　　　　　泰‥‾‾‾ 

1 �10月09日（月） �（積間・大阪・名書鷹〉 東京（成田空港）発 �11：00 �航空機 �空路　ワシントンへ 

ワシントン（IAD）着 �10：40 �（NH－002） �着後ホテルへ 　　＜ワシントン泊＞ 

2 8 �10月10日（火） 相月1日引水） �ワシントン滞在 � � �ワシントン小児轟眈研修 　＜ワシントン泊＞ 

4 �10月12日（木） �ワシントン（lAD）発 �12：20 �航空機 �帰国の達に　　（機内泊） 

5 �10月柑日食） �薫京（成田空港）着 日福間・大阪・名古崖） �18；26 �くNH－001） �到着後、通臥解散8 



募集要項

東京乗 �幽学筆出席甲鱒 �匝痍焼研ず増重出庸9日間 �固病院研修5日間 

旅行代金 �￥221，000－ �￥352．000－ �￥321．000－ 

※旅行代金は2017年5月柑日時点の運針料金を基準にしたもので、利用仇空運賃檀別に変更があった場合は

旅行代金に多少変更があることをご了承下さいさ

（2）上記料金に含まれるもの

イ）航空運賃：往復……エコノミークラス団体運賃ロ）宿泊費：側㈱遡
ハ）送迎代（10名機以上）：10名積以上が間一行動の場合、空港⇔ホテル間の専用バスを手記致します。

＊国内線接続便のついてはお聞合せください。（割引運賃あり）

（3）上記料金に含まれないもの

イ）TAX（米国空港税及び燃油サーチャーゾ）￥23．980　　　　　二）超過手荷物料金

※〈2017年5月16日現在）　　　　　　　　ホ）その他：個人的な費用（電桔代、クリーニング代等）

副食織豊練費：お立やは致します⑳　　　　　　へ）弊社手数料屈匝￥4．200

ハ）i人部屋追加料金函南国共通‡13．300（1泊につき）ト）ESTA取得（米国人国事前登録認証）￥4．500

チ）食事・各組共通（朝・昼・夕）

（4）取消料（旅行開始日の前日から起算）

30日椚－16日前 �旅行代金の2肌 

1＿5日前～3月前 �旅行代金の30％ 

2日前～当日 �旅行代金の50％ 

旅行開始後及び無連絡不参加 �旅行代金の100％ 

（注）発券後の航空券取消について
は、別途キャリアチャ』ジが加算

されます。

（5〉契約事項

イ）魯航嚢会社は、乗車の皆様が機抑こおられな釣場合に発生した金首の事故に対して責任を負い密せん8
日）各航垂会社の兢垂券は、当該航空会社と乗客め方々とのご簗約事項に基づき発行されます。
ハ）当旅行主催者は、旅行者の皆様がご本人又は身の回り晶に対して被られた損失が、次の理由による場合は

責任を負いません
⇒天災、海・陸・空における不慮の災難、交通■故、ストライキ、政府及びその他の公共団体の指令、税関規制、

旅行主催者が管理し得なかった不可抗か不適当或いは不十分な旅券・査旺・その他の書類手続、戦争、動乱、
流行病、詐欺。

（郎旅行代金の振込先＝旅行代金は請求書をご確認の上ご出発の10日前までには下記銀行へお振込み下さい。

口座名：く株）グロリアツーリスト �口座名：（株）グロリアツ穣リスト 

銀行名：三菱東京UFJ銀行新宿新都心支店 �銀行名：みずほ銀行新宿西口支店 
口座番号：普通預金　0053489 �口座番号：普通預金　4851447 

（7）お申込締切日：2017年9　月8　日（金）

※お部塵数に限りがありますので、お申込希豊の場合はお早目にお申込下さいい

なお、申込締切日以後でも手配可能な限り、お受けいたします。罰1用ホテル・利用便が代わる場合がございます。
r弊社の旅行条件は、JATAの標準旅行業約款（手配企画旅行契約・＄配旅行契約）に準じております。

株式会社グロリアツーリスト閣静会議センター

〒103－0024　真東僻中央区日本橋小舟町9－10鶴306

TEL：（0割－3249－1121／FAX：（03ト3249－1897／（E一m釧）tl帽tanab適離血再．60Jp

担当：渡辺敏彦／旅行業務取扱管理者：渡辺敏彦
～　※　旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。

※　この旅行契約に開し、担当者の説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ね下か、。



1明病院研修5日間ツアー申込書
この用紙は郵送またはファクシミリにてご送付下さい。

FAX：（塁と豊里49－18旦ヱ1　　　　　　　　　　　　　　撞当：渡辺（敵）

フリガナ �男　ローマ字氏名（パスポートと同じもの） 

お　名　前 �● 女 

生年月日 �漂・豊（西暦年星）日　歳】針未婚儲 

フリガナ � 

現　住　所 �（〒　　　　　　　） 

TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX： 

フリガナ �一一一一…・一一一一日－…－…一一一…－…－…一一一一一…一一一…一一一一一一一一一…＿＿＿＿＿＿叫一一…＿＿＿　役 

勤　務　先 職 

圃＿上英訳 � 

勤務先住所 �（〒　　　　　　　） �TEL： （内線　　　） 

FAX： 

E＝叩8日　l　　　　　　　　　　＠ 

渡航中の 国内連絡先 �住所：（〒　　　　　　） �氏名： 続柄： TEL： 

旅券番号 �10朝／5鯛　No：　　　　　　　　L彗行 �目し　　　年　月　　日 

挙　行　地 �l有効期．限l　　年　月　　日 

【通借欄】 �下記口に／を付けて下さい。 

ロその他白線コース（　月　日一　月　臼） �� 
｝希望発着地選択：日東東夷着　日その他（　　　　　　） 

■希望クラス‥ロエコノミークラス　ロプレミアムエコノミーロ他の航空会社（　　　　　） 

●希望部屋タイプ‥ロシングル利用　ロツイーン利用（同室音名：　　　）ロ宿泊手配不要 

■希望送付先：ロ現住所　g勤務先 

■ESTA（米国人四尊前申請登録）：□あり　ロなし→　ロ弊社申柵希 ��望。　ロ自己申柵 

i海外旅行傷害保険申込書：臼必要　臼不要 

※基本コース以外のスケジュールでもご対応させて頂きますので、メール又はお電話にてお申し付け下 

さい。 

当社は『個人情報保護に関する法律』及び『当社個人情報保経方針』に基づき、お客様の個人情報をお取り扱い 

いたします。個人情報はお客様がお申込頂いたご旅行の手配等、必要な範囲にて利用することがあります。 

個人情報取扱に同意の上、お申込下さい。 

申込；　　　年　月　　日 

間憲署名； 


