
2014年 第６回 アエロ アクア バイオ メカニズム学会 
The 6th International Symposium on Aero Aqua Bio-Mechanisms 
    ハワイ学会パックツアー  申込締切９月１２日（金） 
 

旅行期間：２０１４年１１月１２日（水）～１１月１８日（火）予定 ７日間 
   学会開催地：ハワイ東海インターナショナルカレッジ（ＨＴＩＣ・オアフ島） 

   旅行代金：パゴタホテル（C ｸﾞﾚｰﾄﾞ 2 人部屋 2 人使用）@１５７，５１０円 ≪募集５０名様、 

マイレスカイコート（D ｸﾞﾚｰﾄﾞ 2 人部屋 2 人使用）@１４９，５１０円   催行２５名様以上≫ 

   ※７月現在の燃油特別付加運賃 32,600 円・空港税 9410 円含む。 但し燃油運賃により旅行費用も変動致します。 

 ツアー催行決定時に燃油運賃を算出致しますので予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ≪イメージ写真撮影渡辺正史 オアフ島≫ 

●研修旅行費用 （お１人あたり） 

１５７，５１０円 

（パゴタホテル利用） 

１４９，５１０円 

（マイレスカイコートホテル利用） 

●募集人員      ５０名 

 申込締切日 201４年９月１２日（金） 

 満員になり次第締め切り致します 

 

●受注型企画旅行契約 

この旅行は、ｱｴﾛ･ｱｸｱ･ﾊﾞｲｵ･ﾒｶﾆｽﾞﾑ学会が旅行

者との間で締結する旅行であり、お客様は当

社と「受注型企画旅行契約」を結ぶ事になり 

ます。 

 

●旅行のお申し込みと契約の成立 

 Eメール、FAX、郵送など書面での申込後 

 申込金（内金）30,000円のご請求書をお

送りします。申込書と申込金の２点により 

 旅行契約となります。 

 

●旅行代金に含まれるもの 

①旅行日程に明示した航空運賃（デルタ航空

団体エコノミークラス） 

 ※事前の座席指定不可 

②旅行日程に明示した宿泊費及び税・サービ

ス料（2人部屋に2人利用、部屋指定不可） 

③旅行日程に明示した専用車・ガイド料金 

④手荷物運搬料金（お一人様１個まで） 

⑤団体行動中のチップ、サービス料金 

⑥各国空港税及び出国税 約9,410 

⑦燃油特別付加運賃32,600円 ※毎月変動 

 しますので催行決定後ご案内致します 

 

●旅行代金に含まれないもの 

①パスポート印紙代、見積もり作成料金、 

外国籍の方のアメリカビザ代等 

②個人的性質の諸費用（飲食代、クリーニン

グ、電話代、ESTA簡易電子ビザ$14等） 

③成田空港までの国内航空券（大阪他 参照） 

 

 

国際線乗り継ぎ割引き料金の目安 

（JL、NH）※各国内空港税別途 

大阪／羽田（成田） 片道14,000円 

福岡／羽田（成田） 片道19,000円 

札幌／羽田（成田） 片道19,000円 

④1人部屋追加料金（2人部屋の1人使用） 

パゴタホテル 43,000円 

マイレスカイコートホテル 38,000円 

⑤3人部屋割引料金 

（2人部屋にｴｷｽﾄﾗﾍﾞｯﾄﾞ追加） 

パゴタホテル ▲4,500円 

マイレスカイコートホテル ▲2,500円 

⑥１泊延泊追加料金（宿泊と復路航空券は未

予約で満席の場合はお受けできません。また

ホテル→空港は各自ご負担となります） 

 パゴタ ﾏｲﾚｽｶｲｺｰﾄ 

一人部屋 10,200円  8,000円 

二人部屋 20,400円 16,000円 

三人部屋 29,700円 21,500円 

⑦任意の海外旅行傷害保険料 

 （傷害・疾病に関する医療費等） 

 

●取消料（受注型企画旅行契約の解除） 

 お客様は下記の「取消料」を支払うことに

より、いつでも旅行契約を解除することが

出来ます。 

取消料（旅行代金総額に対して） 

９／１２（金）以降 10,000円 

１０／１１（土）以降 旅行代金の20％ 

１１／ １（土）以降 旅行代金の30％ 

１１／１０（日）以降 旅行代金の50％ 

旅行開始後の解除又

は無連絡不参加 
旅行代金全額 

 

●旅行内容・旅行代金の変更 

 天災事変、運送、宿泊機関のサービスの提

供の中止など当社の関与しえない事由で、

また運送機関の運賃・料金の大幅な改訂に

より、旅行内容・旅行代金を変更する場合

があります。なお、お客様のお申出により

旅行内容の変更がある場合は別途所要経費 

を頂きます。また、運送・宿泊機関の利用 

人員により旅行代金が異なる場合、お客様

の都合で利用人員が変更になったときは旅  

行代金を変更することがあります。 

●特別補償 

 当社は当社旅行業約款（受注型企画旅行契

約）の特別補償により、お客様が旅行参加

中に急激かつ偶然な外来の事故により被ら

れた一定の損害についてあらかじめ定める

額の補償金及び見舞金を支払いますが、傷

害・疾病治療については補償いたしません。 

賠償責務者が外国の運輸・宿泊機関等の

充分な補償が得られないこともありますの 

で、お客様自身で海外旅行傷害保険に加入

されることをお勧め致します。 

●当社の責任 

①当社の故意または過失によりお客様に損害

を与えたときは、損害を賠償いたします。 

②当社は次に例示する事由では責任を負うも

のではありません。 

＊ 天災事変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の 

 事故、火災、遅延・不通による旅行内容の 

 変更・短縮または中止。 

＊盗難、自由行動中の事故、疾病などお客様

の故意または過失によって生じた損害 

＊官公署の命令、伝染病、食中毒など 

●旅程保証 

 旅行日程に重要な変更が行われた場合は、

その内容に応じて旅行代金の15％を限度

として変更補償金を支払います。対象とな

る変更の内容及び変更補償金の額は、当社

旅行条件書によります。 

 この旅行条件書は、201４年８月１日を基

準としています。 

● 最少催行人員：２５名様 

参加人数が最少催行人員に達しない場合は 

旅行を中止することがあります。但し、旅

行開始日の前日から起算して３０日目あた

る日より前にお客様にその旨通知した場合

に限ります。また、２５名未満の場合は料

金を変更して催行致します。 

 



  

第６回 アエロ アクア バイオ メカニズム学会  ハワイ学会パックツアー ７日間 

期間：２０１４年１１月１２日 (水 )～１１月１８日 (火 ) ７日間  

 
日付 都市名 交通機関 日程内容 

１ １１／１２ 

（水） 

成田空港 

 

 

 

 

ホノルル 

 

ホテル 

デルタ航空 

１９～２３時発 

 

 

 

７時～１１時着 

専用バス 

１５時着 

夜、成田空港集合 チェックイン、出国手続きの後 

デルタ航空にてホノルルへ（飛行時間 約７時間） 

 ※便名・発着時間決定は 10 月下旬になります 

――― 日 付 変 更 線 通 過 ――― 

ホノルル空港到着後、入国手続き、税関を経て、専用バスに

て観光及び HTIC（下車）を通り、ホテルへ 

（ホテルチェックインが１５時以降のため、途中説明会場 

にてオプショナルツアーや滞在中の案内を致します。 

また各自昼食をお取り頂きます） 

 

【宿泊：ホノルル各ホテル】 

２ 

～

５ 

１１／１３ 

（木）～ 

１１／１６ 

（日） 

 

 

 

 ハワイ東海インターナショナル（HTIC）での学会参加 

ホテル⇔学会会場までは各自ご移動下さい 

 

 ※オプショナルツアーなどは後日ご案内致します 

 

【宿泊：ホノルル各ホテル】 

６ １１／１７ 

（月） 

ホテル 

ホノルル 

専用バス 

デルタ航空 

９～１３時発 

専用バスで空港へ チェックイン 

デルタ航空にて成田へ（飛行時間 約９時間） 

                       【機中泊】 

７ １１／１８ 

（火） 

成田空港 １３～１７時着 成田空港到着後解散 

※交通機関ならびに時間等は変更になることがあります  ※ホノルル空港⇔各ホテルには日本人スタッフが同行します 

※成田空港及びホノルル空港のチェックインは係りの者がお手伝い致します 

※ホテルの部屋指定（階数、景色なども）及び、飛行機の事前座席指定は不可ですので予めご了承ください。 

 

 

旅行主催：アエロ アクア バイオ メカニズム学会   

旅行取扱：東海教育産業㈱旅行部 イーエスツアー 神奈川県知事登録 旅行業第２－８３９号 日本旅行業協会正会員 

〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名３－１０－３５同窓会館内   e-mail: nakagawa-h@tokai-eic.com 

TEL ０４６３-７７‐３５２２   FAX:０４６３－７７－７２９４   総合旅行業務取扱管理者:渡辺正史 担当:中川／遠藤 

『2014年 第６回アエロ・アクア・バイオ・メカニズム学会  ハワイ学会パックツアー』申込方法 

 

１．『ハワイ学会パックツアー』のお申込みは、学会のエントリーとは別にお願い致します 

２．お申し込み 

Ｅメールにてイーエスツアー宛に、お申込み下さい。（特に申込フォームはございません） 

宛先：nakagawa-h@tokai-eic.com   東海教育産業㈱旅行部イーエスツアー 中川宛 

記載事項 

①氏名（漢字及びカナ）②生年月日（西暦）③性別 ④現住所（郵便番号・現住所・携帯電話番号） 

 ⑤勤務先及び部署名（郵便番号・現住所・電話番号・メールアドレス等）  

 ⑥希望ホテル名と部屋タイプ   シングル・ツイン・トリプル等 

（ツイン以上は同室の方の氏名もご記載下さい。知らない方同士の相部屋対応はできかねます。）  

⑦その他（国内線、延泊など） 

☆２名以上複数でお申し込みの方は、お手数ですが①～⑦項目人数分の申込お願い致します。 

☆有効なパスポートのコピーを、お申込と同時または後日、パスポートコピーの提出 

（Eメール・FAX等）をお願い致します。 

 ３．申込金（渡航一部金）のお振込み 後日、弊社からメールにてお振込のご案内致します。 

   金額＠￥30,000  

 

●個人情報は個人情報保護法に基づき旅行業務(運輸・宿泊等)以外でお預かり及び利用する事はございません。 

mailto:nakagawa-h@tokai-eic.com
mailto:nakagawa-h@tokai-eic.com

