
平成27年６月18日（木）
沖縄コンベンションセンター

沖縄県宜野湾市真志喜 4-3-1
電話098-898-3000 (代)

全国総会
並びに 

第10回東アジアスパ会議 

ご　案　内

お申込及び支払方法のご案内

主　催

ご あ ん な い

拝 啓　ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　日頃は協会運営にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、平成２７年度の全国総会につきましては、第１０回東アジアスパ会議

と併催の形で６月１８日（木）に沖縄県の国際会議場『沖縄コンベンションセン

ター』において開催する運びとなりました。

　なお、海外からは温浴、発汗浴施設の発展著しい中国、韓国、モンゴル、  

タイなどのアジアからの参加を予定し同時通訳でおこないます。

　また、懇親会はクルーズ船「モビーディック号」でのディナーパーティーを

予定しており、翌１９日には沖縄ツーリスト推薦のオプショナルツアーもご用

意しております。

　つきましては、お忙しいこととは存じますが、皆様お誘い合わせのうえ、  

何卒ご出席賜りますようご案内申し上げます。

敬 白

　　平成２７年２月１日  

会　長　中 野 憲 一

●登録費　《お一人様２０,０００円》　※宿泊は別途予約下さい。
　（総会、東アジアスパ会議、ディナークルーズ代として）

●翌１９日の観光は、別紙にて沖縄ツーリストへ申し込み下さい。

●記念誌への商品広告につきましては、別紙にて協会へお申し込みください。
　《カラー半ページ／２５,０００円、カラー全ページ５０,０００円》

※航空券・宿泊ホテルは、別紙の通り「ダイワロイネットホテル那覇国際通り」と「各地からの航空券」
　とのセットでご案内していますので沖縄ツーリストへお申し込みください。
　その他のお問い合わせもお気軽にお電話下さい。

※航空券を独自に手配される場合は、貸切バス出発時刻に合わせてお取りいただき、
　那覇空港１１時３０分迄の到着便でお越し下さい。

　　

※平成２７年５月３０日までにお振込の程お願いいたします。

１．お申込方法 ＦＡＸまたは郵送（郵送の場合は必ずコピーをお取り下さい）

２．お申込締切日　平成２７年５月２０日

※沖縄ツーリストへの航空券・ホテルの申込期限は３月末日迄でしたが、同ツーリストへ依頼される
　場合は直接お電話してください。　　沖縄ツーリスト東京支店　電話：03-5408-5231
※６月中旬は修学旅行で混み合うことが予想されますのでお早めにご予約下さい。

公益社団法人日本サウナ･スパ協会
〒102-0074　 東京都千代田区九段南4-8-30 アルス市ヶ谷907　  

電話 03-5275-1541　FAX 03-5275-1543　　　　　
メール jimukyoku@sauna.or.jp　　若林・志村

協会指定銀行：みずほ銀行　市ヶ谷支店
口座番号：普通 １５１５８１０
口座名義：公益社団法人日本サウナ･スパ協会

３．お 振 込 先

登 録 費

お 申 込 み 先

後　援



那覇空港到着 及び 『貸切バス』移動スケジュール

会議会場：沖縄コンベンションセンター　http://www.oki-conven.jp/

6月18日(木)

6月19日(金) 希望者は別紙沖縄ツーリストのオプショナルツアーへ

※１１時３０分迄に那覇空港到着便でお越しください。 

11:40発 那覇空港より貸切バスにて沖縄コンベンションセンターへ

12：30着 会議会場着

【13：00～17：30　　会　議　予　定　】

17：40発 会議終了後　貸切バスにて「ダイワロイネットホテル那覇国際通り」へ
http://www.daiwaroynet.jp/naha-kokusaidori/ 

19：00 ダイワロイネットホテル那覇国際通りロビー集合、貸切バスで那覇港へ移動します。

20：00　 乗船完了
モビーディック号にてディナークルーズ 出航。

22：00 帰港、貸切バスにてダイワロイネットホテル那覇国際通りへ
※ 解　散

以　上

13:00 総会「A-2会議室」 
・平成２６年度事業報告
・　同　 決算報告　決議

※会員の方はご参加下さい

中国、韓国、モンゴル、タイ、日本 

羽田→那覇　J A L  905便 11：00着
関西→那覇　JTA  001便 11：15着
中部→那覇　J T A  043便 11：10着
福岡→那覇　ANA1203便 11：00着

例示

【総 会】

13:30 開場「Ａ-1会議室」

14:00 開会挨拶(5分) 　
連盟国代表者挨拶(各5分) 　 
(休憩)

15:00 講演（各20分）　 

19:30 那覇埠頭船客待合場集合 　 

20:00 ディナークルーズ出航
（フランス料理）
次年度開催国へ連盟旗申送り式

22:00 終了／解散  
貸切バスにて宿泊ホテルへ  

【第10回東アジアスパ会議】  同時通訳

ディナークルーズ：モビーディック号貸切

※航空券を独自手配の方はこの時間に間に合うようにお取り下さい。
※タクシーだと3,500円ほどかかります。

※宿泊者はチェックイン手続き
※独自手配の方は、同ホテルか那覇国際通り近くのホテルが便利です。

※那覇港19：30～19：45集合
※独自で来られる方は時間厳守にて、タクシーが便利です。

宿泊予定：ダイワロイネットホテル那覇国際通り
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