
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

日日日日 程程程程 
 

日 付 都   市   名 時間 交通機関 スケジュール 食事 

《１》     各自、空港集合 朝：× 

6月8日 東 京 （ 成 田 ） 空 港 １６:００ ＵＡ８０４ � 日本出発、ワシントン・ダレスへ 昼：× 

(水） ワシントン・ダレス着 １５:４５   ワシントン・ダレス空港到着 夕：× 

   専用車 � ホテルへご案内いたします  

     【 レストン 泊 】  

《２》      朝：× 

6月9日 レストン滞在 終 日   自由行動またはIAYTカンファレンス参加 昼：× 

(木）     【 レストン 泊 】    夕：× 

《３》      朝：× 

6月10日 レストン滞在 終 日   自由行動またはIAYTカンファレンス参加 昼：× 

（金）     【 レストン 泊 】    夕：× 

《４》      朝：× 

6月11日 レストン滞在 終 日   自由行動またはIAYTカンファレンス参加 昼：× 

（土）     【 レストン 泊 】    夕：× 

《５》      朝：× 

6月12日 レストン滞在 終 日   自由行動またはIAYTカンファレンス参加 昼：× 

（日）     【 レストン 泊 】    夕：× 

《６》      朝：× 

6月13日   専用車 � 空港へご案内いたします 昼：× 

（月） ワシントン・ダレス発 １２:５０ ＵＡ８０３ � 空路、帰国の途へ 夕：× 

     【 機内 泊 】  

《７》      朝：× 
6月14日 東 京 （ 成 田 ） 着 １5:３０   空港、到着 昼：× 
（火）     通関後、解散 夕：× 

  

◆ ご利用航空会社・・・ＵＡ＝ユナイテッド航空 

◆ 日程等上記の記載事項は諸般の事情により変更になる場合もございます。予めご了承下さい。 

 

  

 

IAYT2016 ヨガセラピー研修ツアー 

レストン５泊７日 
（２０１６２０１６２０１６２０１６年年年年６６６６月月月月８８８８日日日日((((水水水水) ) ) ) ～～～～    ２０１６２０１６２０１６２０１６年年年年６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日((((火火火火))))） 

≪ご旅行のご案内≫ 

～レストン～レストン～レストン～レストン    SYTAR2016 ツアーご参加のお誘いツアーご参加のお誘いツアーご参加のお誘いツアーご参加のお誘い～～～～ 
 

アメリカワシントン D.C.のレストンで行われるヨガカンファレンス・シンポジウム・ヨガセラピー・アンド・
リサーチ（SYTAR)に参加しませんか。 
当カンファレンスは IAYT(The International Association of YOGA THERAPIST)が主催する、ヨガセラ
ピーの為の専門教育、研究、実践、および政策課題に特化した１年に１回のセミナーです。 
 
アメリカには四半世紀前から、それはヨガが人々の心や体の健康、そして健康問題の克服に良い影響を与
え得るという研究を世に知らしめようという取り組みが続けられています。私も日本人ながらそこで学ぶ
機会を得、日本へのヨガセラピーの普及に取り組んできました。同じ志を持つ人々と学ぶことは、とても
勇気付けられることです。その広がりを、日本でも作りたいと思っています。最先端の議論を肌で感じな
がら、素直に学ぶ姿勢を通じ、これからの日本に私たちができることを一緒に考えていきませんか。 
 
本年の研修ツアーが皆様にとって豊かな収穫になることを祈っています。 

ルナワークス 
 代表 岡部 朋子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅行旅行旅行旅行条件書条件書条件書条件書（（（（要旨要旨要旨要旨））））    お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さい。お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さい。お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さい。お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さい。 

    

    

    

    

    

    

 

 

◎旅行期間：２０１６年６月８日（水)～６月１４日(火) ５泊７日 

◎旅行旅行旅行旅行代金代金代金代金：￥２２３，０００：￥２２３，０００：￥２２３，０００：￥２２３，０００----（一人部屋追加代金￥７７，５００（一人部屋追加代金￥７７，５００（一人部屋追加代金￥７７，５００（一人部屋追加代金￥７７，５００----））））    

（別途、（別途、（別途、（別途、成田空港使用税￥２，６１０成田空港使用税￥２，６１０成田空港使用税￥２，６１０成田空港使用税￥２，６１０----、現地出入国税￥７，８１０、現地出入国税￥７，８１０、現地出入国税￥７，８１０、現地出入国税￥７，８１０----がががが必要です。必要です。必要です。必要です。））））    

※燃油サーチャージなし。※燃油サーチャージなし。※燃油サーチャージなし。※燃油サーチャージなし。        

ご注意 

◎ 航空会社：ユナイテッド航空/エコノミークラス 

◎ 宿泊費：ハイアット リージェンシー レストン【部屋指定なし】 

※上記旅行代金は２名１室利用時の１名様の代金となります。 

◎ 食 事： 朝 ０回、昼 ０回、夕 ０回 （機内食を除く）計０回 

◎ 最少催行人員：１５名様  

◎ 添 乗 員：同行しません。 

お取消料についてお取消料についてお取消料についてお取消料について    下記記載の御案内をご確認の上、お申し込み下さい。下記記載の御案内をご確認の上、お申し込み下さい。下記記載の御案内をご確認の上、お申し込み下さい。下記記載の御案内をご確認の上、お申し込み下さい。    

申込み方法 お申し込み前のご案内とご注意を必ずご確認の上、下記お問合せ先に

ご連絡ください。    

募集締切    ２０１６年 ４月 １日(金) ※先着順    

３３３３    取消料取消料取消料取消料    
お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約を解除出来ま

す。  

旅行契約の取消日 

旅行開始日の前日から起算して 
取消料 

６１日前まで 無料 

60 日前から 31 日前まで ￥４０，０００- 

30 日前から 15 日前まで 表示代金の２０％ 

14日前から4日前まで 表示代金５０％ 

3日前からご旅行開始後の解除または 

無連絡での不参加まで 
表示代金１００％ 

 

４４４４    お客様の確認事項お客様の確認事項お客様の確認事項お客様の確認事項 

（１）現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの要否などを

ご確認のうえ、ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポート、ビザをご用意くだ

さい。 

（２）渡航先の「海外危険情報」「海外感染症情報」をご確認ください。 

   海外安全ホームページ  http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/ 

   感染症情報ホームページ http：//www.forth.go.jp/ 

５５５５    その他その他その他その他                
（１）コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。 

（２）より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外

旅行傷害保険のご加入をお勧めします。       

 

ワシントン・ダレス空港ワシントンの北西約２５㎞

にある、レストンのショップやレストランが立ち並

ぶ繁華街に位置するホテルです。客室は家具を効果

的に配しスペースにゆとりがあります。 

住所:1800 Presidents Street. Reston. VA. 20190, USA 

TEL: 1-703-7091234／FAX: 1-703-9258295 

ルナワークスルナワークスルナワークスルナワークス 
担当：岡部担当：岡部担当：岡部担当：岡部    朋子朋子朋子朋子 
〒310-0022茨城県水戸市梅香2-2-18 

アンジュエ 102 

TEL：090-9321-9047 

研修研修研修研修企画企画企画企画（研修内容に関するお問い合わせ） 

株式会社エイチ・アイ・エス株式会社エイチ・アイ・エス株式会社エイチ・アイ・エス株式会社エイチ・アイ・エス    

視察旅行セクション視察旅行セクション視察旅行セクション視察旅行セクション        

ルナワークスデスクルナワークスデスクルナワークスデスクルナワークスデスク    担当：大西担当：大西担当：大西担当：大西    愛理愛理愛理愛理    
〒163-6011 東京都新宿区西新宿 6－8－1 

新宿オークタワー11 階 

TEL : 03-5908-3225 

FAX：03-5908-3028 

E メール：tb-tv@his-world.com 

旅行旅行旅行旅行企画企画企画企画・・・・実施実施実施実施/お申し込み先お申し込み先お申し込み先お申し込み先 

 

 

 

6/9(木)  カンファレンス、分科会セッションへの出席 

      イブニングレセプションへの参加 

6/10(金) カンファレンス、分科会セッションへの出席 

6/11(土) カンファレンス、分科会セッションへの出席 

     夕食会への参加 

6/12(日) カンファレンス、分科会セッションへの出席 

 

 

◎IAYT2016レジストレーション代行費用 

・一般早期割引※1      ￥７７，４００- 

・一般レギュラー代金  ￥８９，４００- 

・会員割引※1      ￥６５，４００- 

・会員レギュラー代金  ￥７７，４００- 
※1 早期割引について：３月現在割引料金の設定がありますが、

IAYT側の都合により急遽適応できなくなる場合がございま

す。 

※費用の中には、カンファレンス、レセプション、夕食会の費用

が含まれております。 

※セミナーの詳細はルナワークスにお問い合わせ下さい。 

お取消料についてお取消料についてお取消料についてお取消料について    

レジストレーションはレジストレーションはレジストレーションはレジストレーションは登録完了後、登録完了後、登録完了後、登録完了後、100100100100％の取消料％の取消料％の取消料％の取消料

がかかりまがかかりまがかかりまがかかります。す。す。す。    

◆◆◆◆SYTARSYTARSYTARSYTAR2016201620162016 研修研修研修研修のご案内のご案内のご案内のご案内    

◆◆◆◆研修スケジュール研修スケジュール研修スケジュール研修スケジュール    

◆滞在ホテルのご案内◆滞在ホテルのご案内◆滞在ホテルのご案内◆滞在ホテルのご案内    

◆募集要項◆募集要項◆募集要項◆募集要項    

＜＜＜＜ハイアットハイアットハイアットハイアット    リージェンシーリージェンシーリージェンシーリージェンシー    レストンレストンレストンレストン＞＞＞＞    

◆◆◆◆参加要綱参加要綱参加要綱参加要綱    

１１１１    受注受注受注受注型企画旅行契約型企画旅行契約型企画旅行契約型企画旅行契約    
この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、お客様は、

当社と受注型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件

は、別途お渡しする旅行条件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表

（確定書面）によります。 

 

２２２２    旅行のお申込みと契約の成立旅行のお申込みと契約の成立旅行のお申込みと契約の成立旅行のお申込みと契約の成立    
当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただきま

す。電話でお申込みの場合、当社が予約の承諾を通知した日から起算して３日以

内に申込金をお支払いいただきます。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申

込金を受理したときに成立いたします。                          

                                        

                                        

                             
                             
                                                                                                                                                                                                        
                       

旅行代金の額 申込金（お１人様） 

３０万円以上 ６０，０００円 以上旅行代金まで 

１５万円以上３０万円未満 ３０，０００円 以上旅行代金まで 

１５万円未満 ２０，０００円 以上旅行代金まで 

 

※写真はイメージです。 


