
第9回東アジアスパ会議のご案内
【in モンゴル 4泊5日】

平成26年8月4日（月）～8月8日（金）

日程1：8月4日（月） 朝食：×、昼食：機内、夕食：×

※往路につきましては、関西方面からご参加のお客様は、以下の便にて成田空港でお乗り継ぎとなります。

ウランバートル到着後、専用車にて市内ホテルへ（チェックイン）

【ウランバートル 泊】

P1

出発地（発時間） 便名 到着地（着時間）

成田空港 14：40 ミアット モンゴル航空502便
モンゴル

ウランバートル
19：05

日程2：8月5日（火） 朝食：○、昼食：×、夕食：○

午前：ウランバートル市内視察

（ゴビ・サウナ視察および市内観光）

≪ウランバートルについて≫

標高約1,300mの場所に位置するモンゴ

ル国の首都。全人口の半数近い約122万

人が住む、モンゴル随一の大都会です。

市内には高級ホテルやデパート、レスト

ランなどが建ち並ぶ一方、市街中心部でも遊牧民の伝統的な移動式住居である「ゲル」を見かけることができます。

社会主義時代から温泉・鉱泉保養施設が愛用されていたモンゴルにおいて、最近では街中にもスパ施設が増えてきています。

午後：一路「ゴビ・リゾート」へ

18：00 各国代表者ミーティング

19：00 歓迎夕食会

【ゴビ・リゾート泊】

日程3：8月6日（水） 朝食：○、昼食：○、夕食：○

終日、第9回東アジアスパ会議

【ゴビ・リゾート泊】

出発地（発時間） 便名 到着地（着時間）

関西空港 11：00 ジェットスター航空202便 成田空港 12：15

【会議プログラム】

09：00～09：30 参加者登録

09：30～12：00 スピーチ・プレゼンテーション

12：00～13：30 昼食

13：30～14：30 プレゼンテーション

14：30～15：30 授賞式・式典

15：30～16：00 次回開催地へ代表旗引き継ぎ

18：00～ 晩餐会



ウランバートル市内（8/4・8/7泊）

「Bayangol Hotel」
（バヤンゴル ホテル）

日程4：8月7日（木） 朝食：〇、昼食：〇、夕食：×

第9回東アジアスパ会議2日目

一路、ウランバートルへ

ウランバートル到着後、市内レストランにて日本視察団会食

【ウランバートル 泊】

日程5：8月8日（金） 朝食：×、昼食：機内

早朝、専用車にて空港へ

日本（成田／関西）到着 通関後、解散 “お疲れ様でした・・・”

ゴビ・リゾート（8/5・8/6泊）

「Gobi Resort」
（ゴビ リゾート）

P2

＊日程、発着時間等は、天候，各関係機関の都合により変更になることがあります。

【会議プログラム】

09：30～12：00 ゴビ・リゾート内施設視察

12：00～13：30 昼食

13：30～16：30 自由行動

16：30～17：00 閉会式

出発地（発時間） 便名 到着地（着時間）

モンゴル

ウランバートル

07：55 ミアット モンゴル航空501便 成田空港 13：40

07：00 ミアット モンゴル航空505便 関西空港 12：00

■ご宿泊予定ホテル

http://www.gobiresort.com/index.htm



№ 項目 ご案内

1 研修期間 平成26年8月4日（月）～8月8日（金） 4泊5日

2 基本旅行代金

お一人様 ＠260,000円（概算料金）

〇会議参加費用並びに全ての手続きが確定した段階で決定いたします。

（概ね、4月下旬の確定を予定しています）

〇航空運賃は、団体割引運賃を適用いたします。

○会議以外の飲食費は、参加者頭割りにてツアー終了後精算請求といたします。

3 一人部屋利用追加代金
お一人様 ＠26,500円（4泊分）

〇会議参加費用並びに全ての手続きが確定した段階で決定いたします。

（概ね、4月下旬の確定を予定しています）

4 ビジネスクラス追加代金
空席状況により変動します。ご希望の方はお問合せ下さい。

（日本～ウランバートル間、往復ビジネスクラスの設定がございます。）

5
申込先及び

取扱旅行会社

トップツアー株式会社 東京法人西事業部 第1営業部

住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル10階

ＴＥＬ：03-5766-0207 ＦＡＸ：03-5766-0203

Ｅ－ｍａｉｌ：takuya_mori@toptour.co.jp

担当：佐川 祥子、森 拓也

＊登録申込み締め切り・・・5月30（金）必着といたします

6 問合せ先

◆東アジアスパ会議について

公益社団法人 日本サウナ・スパ協会

住所：〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-30 アルス市ヶ谷907

ＴＥＬ：03-5275-1541 ＦＡＸ：03-5275-1543

Ｅ-ｍａｉｌ：jimukyoku@sauna.or.jp

担当：事務局・若林

◆その他

上記、トップツアーへお問合せ下さい。

7 注意事項

◆航空機のご予約に関して

エコノミークラス・・・ご出発45日前（6月中旬）よりキャンセル料が発生します。

ビジネスクラス・・・運賃種別により変動しますので、お問合せ下さい。

◆東アジアスパ会議の登録に関して

現在、団体登録を打診中です、現地の都合上で登録後にキャンセル料が発生

する場合がありますこと、ご了承下さい。

会議費用に関しては、【会議登録費用】・【会議中のイベント費用】・【移動費用】・

【食事費用】が対象となります。

◆最終ご旅行代金に関して

上記（2）の通り、国際会議の費用/条件及び航空運賃、他の確定をもって、最終

のご旅行代金が決定されます。

概ね、4月の下旬に確定する予定です。

概算料金に含まれるものは、下記の通りです。

・航空運賃（行程表に記載したミアットモンゴル航空・エコノミークラス）

・成田空港使用料、現地空港税、燃油サーチャージ（3/31現在）

・宿泊代金（ツイン利用）

・食事代

・専用車、ガイド代

・東アジアスパ会議登録費用一式（ＵＳ＄300）

◆旅券に関して

有効期限6ヶ月以上残存の旅券が必要となります、ご注意下さい。

2ページ以上の未使用査証欄が必要となります。



san

※この申込用紙にはお一人様に付き、1枚でご記入ください。

記入日 ： 平成26年　　　 月 日

↑日本発着地は、成田空港となります

フリガナ ローマ字：

渡航者名 （姓） （名）

昭和 旅行開始時

平成 年齢

※西暦 歳

フリガナ

現住所

電話番号 自宅： 携帯：

※視察受入先へリストを提出するため、役職名も必ずご記入ください。

勤務先名 役職名

フリガナ

電話番号： FAX：

勤務先メール

国内の 　住　所 電話番号

緊急連絡先 　氏　名 続　　　柄

海外旅行保険

について 署　名　　　　　　　　　　　　　　　　　

たばこ

一人部屋希望
ビ ジ ネ ス
ク ラ ス

　＊１人部屋希望の場合及びビジネスクラスご希望の方は、別途追加代金が生じます。詳しくは、担当係員へお訊ね下さい。

月 日

月 日

生年月日性　　別

勤務先住所

　　　　　　　年

日本　/　外国籍(                       )
※外国籍の方は必ずご記入お願いいたします。

男　/　女
日

婚姻事項

〒       　 -     　　　

2014 年 5 月 30 日 ( 金 )

パスポートをお持ちの方は同じつづりでご記入下さい

旧姓

〒       　 -     　　　

第9回東アジアスパ会議並びに視察研修ツアー・参加申込書

□加入しない

年 月

※他で加入の保険会社

(　　　　　　　　　　　　　　　　)

参加申込書送付先：トップツアー㈱法人西事業部　第1営業部　担当 ： 佐川・森
　FAX：03-5275-1543

※旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関・保険会社等への個人情報の提供について同意の上、本旅行に申し込みます。

申込締切

□加入する　※お申込書を別途送付させていただきます。(後日ご案内)

自宅　　　/　　　勤務先今後の書類送付先禁煙　　　/　　　喫煙

□希望する　/　□希望しない □申し込む (窓側席希望　/　通路側席希望）

帰着地 成田　・　関西

既婚・未婚 国籍

パスポート（旅券）コピーを貼付して下さい。
（顔写真のページ・お名前・本籍などを変更された方は、訂正したページ（追記）もお送りください。）

受領予定日　：

※受領後、速やかにコピーのＦＡＸをお願いいたします。

※今回の渡航先は有効期限が2015年02月10日 以降の旅券が必要です。

パスポートを新規に取得される方：

申請予定日　：

～～未使用査証欄が2ページ以上必要となります。～～


