SANKI ICIC
CONGRESS TOUR 2017

第 21 回国際栄養学会議
ICN-21 (INT’L CONGRESS OF NUTRITION )
開催地 : ブエノスアイレス / アルゼンチン 会期 : 2017 年 10 月 15 日～10
日～ 月 20 日
演題締切日:
演題締切日 3 月 31 日（金
日（金）現地必着 ホームページ:
ホームペー http://www.icn2017.com/
（アルゼンチン、ブエノスアイレス
アルゼンチン、ブエノスアイレス）
ブエノスアイレス）
南米でありながら最もヨーロッパ的と呼ばれる南米
南米でありながら最もヨーロッパ的と呼ばれる南米
屈指の大都市。
南米のパリとも
南米のパリとも呼ばれ、官能的かつ力強い音楽、タ
ンゴの発祥地としても有名で、劇場やクラブ、そして特
ンゴの発祥地としても有名で、劇場やクラブ、そして特
定の公園でもタンゴの
定の公園でもタンゴの演奏や踊りが楽しまれていま
タンゴの 演奏や踊りが楽しまれていま
す。
世界 3 大瀑布のひとつ､
大瀑布のひとつ､イグアスの滝を有しており、
弊社ではイグアス滝ツアーも企画予定です。イグアス
へは飛行機でしか行けませんので、滝ツアー参加者
は、弊社にて
は、弊社にて日本
にて日本〜アルゼンチン間
日本〜アルゼンチン間の国際線
〜アルゼンチン間の国際線航空券を
の国際線航空券を
手配した方のみに限らせていただきます。

会議出席旅行のご案内
4 年前に、スペインのグラナダで開催されました国際栄養学
会議は、今年は､アルゼンチンのブエノスアイレスでの開催
となります。前回、グラナダ会議の際は多くの方々に参加い
ただき､誠にありがとうございました。
弊社は、国際会議専門の旅行社として､約 40 年の実績に基づ
き､ 今年も出席旅行ツアーの企画の準備を進めておりま
す。次回の東京会議に備え､日本からより多くの先生方にお
越しいただけることを期待しています、とのメッセージも現
地より受けております。大学提出用の第一段階の見積りから
承わさせていただきますので、メールは FAX にてご連絡下さ
い。重ねてよろしく御願い申し上げます。

● 会議出席日程サンプル
会議出席日程サンプル
<航空便､ルートは様々ですので下記はあくまで参考日程
航空便､ルートは様々ですので下記はあくまで参考日程です。日にちの短縮は可能です。
日程です。日にちの短縮は可能です。 >
日程

月日・曜日

1

10 月 13 日（金）

2

10 月 14 日（土）

スケジュール・宿泊地
東京（成田）・名古屋・大阪（関空）発
空路、
米国主要都市または欧州主要都市乗り換え, 会議開催地ブエノスアイレスへ
空路、

食事

機

会議開催地ブエノスアイレス着
（空港～ホテル間､送迎サービスの手配可能です。）

3
/
7

10 月 15 日（日）
/
10 月 19 日（木）

8

10 月 20 日（金 ）

9

10 月 21 日（土）

10

10 月 22 日（日）

21th ICN-21(国際栄養学会議参加
国際栄養学会議参加)
≪ブエノスアイレス滞在≫
国際栄養学会議参加
ブエノスアイレス滞在≫
2017 年 10 月 15 日～10 月 20 日
＜会議期間中､ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰもご案内させていただきます。イグアス滝ツアー
イグアス滝ツアーは飛行機での移動となるた
イグアス滝ツアーは飛行機での移動となるた
め、参加可能な方は、弊社にて日本〜アルゼンチン間の国際線航空券を手配した方のみ
め、参加可能な方は、弊社にて日本〜アルゼンチン間の国際線航空券を手配した方のみに限らさせて
のみに限らさせて
いただきます。＞
いただきます。
ブエノスアイレス発 （夕方または夜）
空路、
米国主要都市または欧州主要都市乗り換え,帰国の途へ

機

（米国主要都市または欧州主要都市乗り換え）

機

東京（成田）・名古屋・大阪（関空） 到着。通関後 解散。

国 際 会 議 出 席 旅 行 のコンサルタ ン ト

三喜ＩＣＩＣ／三喜トラベルサービス株式会社
担当:
担当: 石澤 （電話番号:03
（電話番号:035980-6262 EE-MAIL: t.ishizawa@icic.co.jp ）
:03-5980-

三喜 ICIC/三喜トラベルサービス株式会社
ICIC/三喜トラベルサービス株式会社
21ｔｈ ICN (第 21 回国際栄養学会議)
回国際栄養学会議) ご出席旅行伺い書
ご出席旅行伺い書（パンフレット希望書）
旅行伺い書（パンフレット希望書）
●下記必要事項記入のうえ返信、またはメールでのご連絡お願い申し上げます。
◎返信 FAX の場合 ⇒ No. ０３－５９８０－６２６６
◎ メールの場合 ⇒ t.ishizawa@icic.co.jp
ちなみに電話番号は､03-5980-6262（代表）です。
ふりがな

●氏

名：

●勤務先名：

●ご所属：

●勤務先住所：〒
※案内の送付先が大学病院・総合病院などの場合は住所を省略して頂いても構いません。

●勤務先 TEL：

-

-

●勤務先 e-mail：

●参加人数：

●希望発着地：

@

名予定

□東京

□名古屋

□大阪

□福岡

□その他（

発着希望）

●イグアスの
イグアスの滝視察ツア
視察ツアー
ツアーについて
ついて
世界の
世界の 3 大瀑布（ナイアガラ
瀑布（ナイアガラの
ビクトリアの滝、イグアス
滝、イグアスの
日本から最も遠く、最も行きずらいの
らいの
ナイアガラの滝、ビクトリアの
イグアスの滝） この中で日本か
が南米の
南米のイグア
イグアスの滝です。弊社で
弊社では、ブエノスアイ
ブエノスアイレ
アイレス基点の
基点の日帰り特別ツア
特別ツアー
ツアーを企画予定で
企画予定です。ブラジル
す。ブラジルへ
ブラジルへ入国
し、ブラジル
し、ブラジル側
ブラジル側から滝を堪能し
堪能していた
ていただく特別ツア
特別ツア－
ツア－です。折角
す。折角の
折角のこの機会、ブラジル側
機会、ブラジル側イグアス
ブラジル側イグアスの
イグアスの滝まで足を運ん
で堪能いた
堪能いただけたらと思います。
ブエノス
ブエノスイレスか
イレスからの移動は
移動は往復飛行機
往復飛行機利用
飛行機利用と
利用となるため、滝ツア
め、滝ツア滝ツア-への参加可能
参加可能な
可能な方は、弊社に
弊社にて、日本
て、日本〜
日本〜アルゼ
ンチン間
ンチン間往復の
往復の航空券を
航空券を手配し
手配した方のみに限定さ
限定させていた
ていただきます。国際線
す。国際線航空券
国際線航空券の
航空券の無手配の
手配の方は、参加で
参加できま
せん。よろしくお願
くお願い致します。滝
す。滝ツアー
ツアーに興味が
興味がある方は、下記に
下記にチェックお願
チェックお願い致します。
□ ツアー
ツアーに興味あり
興味あり

□ 特に興味な
興味なし

□ わからない

●他の希望、他、尋ねてみたい都市（観光地）等 ありましたら自由にご記入お願い致します。（ご協力誠にありがとうございました。）

旅行企画・実施

お問い合わせ・ご連絡先は
お問い合わせ・ご連絡先は
本 社 ：〒１７０－０００4 東 京 都 豊 島 区 北 大 塚 1-13-4 オーク大 塚 ビル 5 階

三喜ＩＣＩＣ／三喜トラベルサービス株式会社
三喜ＩＣＩＣ／三喜トラベルサービス株式会社

TEL: 03-5980-6262

FAX: 03-5980-6266

営業時間：月曜～金曜／０９：００～１７：４５（土日祝 休）

（国土交通大臣登録旅行業第 321 号 JATA 会員）
本社：〒170－0004 東京都豊島区北大塚１－１３－４ 日本生命大塚ビル 5 階

旅程管理取扱管理者： 石澤忠文

担当：石澤忠文 E-Mail: t.ishizawa@icic.co.jp

三喜 ICIC ホームページ
【九州・沖縄地区】 営業時間：月曜～金曜／０９：００～１７：４５（土日祝 休）

http://www.icic.co.jp

福岡営業所：〒８１０－０００１ 福岡市博多区網場町 2-21 福岡 MD ビル 5 階
TEL: 092-281-4851

FAX: 092-281-4852

担当：田口暁子 E-Mail: k.taguchi@icic.co.jp

