2022 年 JIADS AAP ツアーのお誘い
恒例のアメリカ歯周病学会（ＡＡＰ学会）が 10 月にフェニックス（アリゾナ州）にて開催されます。AAP は世界
各国から歯周治療、インプラント分野のトップランナーが最先端の技術や知識を持ち寄る学会です。今回は日本臨
床歯周病学会、日本歯周病学会との共催で、日本からも多くの演者がご登壇されます。JIADS からは佐々木猛先生
が General Session、小野晴彦先生が Advances in Periodontic、併催される Pan Pacific Session にて奈良嘉峰先
生がご講演されます。AAP 前日には The International Society of Periodontal Plastic Surgeons Meeting が行
われ、岩田光弘先生、猪子光晴先生、佐々木猛先生がご講演予定です。JIADS の講習会を修了された先生方には、
更なるレベルアップと研修の場としてご参加いただきたく、ここにご案内申し上げます。
なお、JIADS ではその日のトピックスと要点の解説やアメリカの歯周病専門医からの最新の情報を入手する「今
日の解説」をご用意し、先生方により深くご理解いただけるよう企画しております。又、フェニックスはめったに
訪れる事のない土地です。折角のこの機会に、アメリカ最大のパワースポットとして人気の高いセドナ観光（日本
語ガイド付）を企画致しました。途中の景色もアリゾナでしか見ることの出来ない素晴らしい風景の数々です。も
しご参加者がある程度集まれば 10/30 に JIADS 専用セドナ一日観光を実施しますので奮ってご応募ください。
多くの先生方の AAP ツアーご参加を心よりお待ち申し上げております。

＊今日の解説
10 月 28 日,29 日に開催予定。当日のトピックやメイン講演について、JIADS 講師陣やアメリカ人演者による解説。

＊ISPPS
10 月 26 日に開催。AAP の前日に朝８時から昼休みを挟んで１５時過ぎまで、毎年日本人約３名を含む世界中から
の発表者 14,５名が一人１５分から２０分間で発表されます。各発表者は主に歯周形成外科処置を中心としたトピ
ックスの発表を行いますが、その後約５分間ほど質疑応答があり、大変内容のある会となっております。
ここでの JIADS のメンバーの発表実績が大変好評で、Dr.Miller や Dr.Nordland など多くの歯周病専門医から非常
に高い評価を受けております。
「専門医でもないのに、よくあそこまで、質の高い仕事ができているなあ」
「補綴を含んだ総合的な治療結果が素晴らしい」
「一般開業医（歯周病専門医でもないのに）が、なぜあのような素晴らしい治療結果が得られるのでしょうか」な
ど、JIADS のレベルの高さに非常に高い評価をいただいております。皆さんもぜひこの機会に ISPPS に参加してい
ただき、来年からも ISPPS のメンバーとなって、参加されることをお待ちいたしております。

1. ツアー基本日程
日付
10/25(火)

時間
13:40 発/14:50 着
16:25 発/09:45 着
12:17 発/14:19 着

10/26(水)

スケジュール
JL118 便 伊丹→羽田（その他の地方発は省略しております）
JL002 便 羽田→サンフランシスコ
AA2585 便 サンフランシスコ→フェニックス
（シェラトンフェニックス

泊）

ISPPS
（シェラトンフェニックス

泊）

（シェラトンフェニックス

泊）

（シェラトンフェニックス

泊）

10/27(木)

終日

AAP 学会 １日目

10/28(金)

終日
18:00～

AAP 学会 ２日目
サムライナイト

終日
18:30～
終日
08:00～16:00
20:06 発/21:29 着

AAP 学会 ３日目
JIADS 懇親会
（シェラトン フェニックス 泊）
AAP 学会 ４日目 A
セドナ一日観光（催行の可否は参加者数によりますのでご了承願います）
AA939 便 フェニックス→ロサンゼルス
（ロサンゼルス空港ホテル 泊）
JL０１５便 ロサンゼルス→羽田
羽田着
JL１３９便 羽田→伊丹（その他の地方発は省略しております）

10/29(土)
10/30(日)

10/31(月)
1１/１(火)

13:30 発/
17:30 着
19:10 発/20:30 着

２．ツアー費用

（＊JIADS 会員外の方のツアー費用はお問合せ下さい）

■AAP + ISPPS 参加コース （2022 年 10 月 25 日～11 月 1 日

６泊８日）

【羽田発】４６５,０００円 （プラス、燃油サーチャージ＆TAX が約 109,260 円かかります）
＊ISPPS 学会費￥３０,０００が含まれています

■AAP のみ参加コース （2022 年 10 月 26 日～11 月 1 日

５泊７日）

【羽田発】４１０,０００円 （プラス、燃油サーチャージ＆TAX が約 109,260 円かかります）
（上記旅行代金に含まれるもの）
・航空運賃（日本航空便 エコノミークラス

羽田⇔フェニックス往復）

・ホテル代（フェニックス 5 泊、ロサンゼルス１泊
・フェニックス空港⇔ホテル

2名1室

＊朝食無し）

往復送迎

・JIADS ツアー参加料
・添乗員１名、現地コーディネーター1 名費用
（追加費用）
・一人部屋追加代金

１３３,５００円（６泊分）

・一人部屋追加代金（AAP のみの場合) １１２,０００円（５泊分）,
・ビジネスクラス追加代金

５４０,０００円

・プレミアムエコノミー追加代金

１０８,０００円

・国内線接続便往復運賃

１２,０００円

・セドナ一日観光（日本語ガイド付）

２００ドル（予定）

３．その他の費用
◇ AAP 学会登録料
2022 年 10 月 26 日までの事前登録
10 月 27 日以降の登録(On Site)
◇ 学会登録代行費用／￥3,000

AAP,JSP,JACP 会員 $928/非会員 $1,835
AAP,JSP,JACP 会員 $10,046/非会員 $1,975

※代行を依頼されない先生は各自御登録をお済ませ下さい。

◇ ESTA（アメリカ入国用）登録代行費用／\5,000（実費 21 ドル込み）

※同上

◇ 御同伴御家族・お子様については別途御相談下さい。

４. 申込方法
添付ツアー申込書に必要事項をご記入の上、(株)マッシーズトラベルサービスまでＦＡＸにてご返信頂き、
申込金１００,０００円を下記口座までお振込みください。

＜振込先＞ りそな銀行 新大阪駅前支店 （普通）口座番号 0101088 ｶ)ﾏｯｼｰｽﾞﾄﾗﾍﾞﾙｻｰﾋﾞｽ
三菱東京ＵＦＪ銀行 大阪営業部 （普通）口座番号 0147564 ｶ)ﾏｯｼｰｽﾞﾄﾗﾍﾞﾙｻｰﾋﾞｽﾞ

５. キャンセル
ツアーのキャンセル料は１ヶ月前から発生します。キャンセルされる場合はお問い合わせ下さい。
上記に拘らず、航空券発券後からキャンセル料が発生しますのでご了承願います。
（ビジネスクラスの場合 55000 円、エコノミークラスの場合 25000 円）

６. 締め切り

８月３１日（水）

７. お問合せ先

（株）マッシーズトラベルサービス

JIADS AAP ツアー担当：山田・小石

TEL：０６－６４８４－５５８０

FAX：０６－６４８４－５０９１

JIADS 東京事務局 TEL：０３－３５７２－５０８０ FAX：０３－３５６９－０２１７

申込書返信先（マッシーズトラベルサービス）

FAX 06-64８４-５０９１

■ツアーのお申込みは

８月３１日までにお願いいたします。

■パスポートコピー(写真のページ)も一緒に FAX をお願い致します。

2022 年 AAP JIADS ツアー（フェニックス）申込書
氏名

パスポート記載

医院名
医院住所

ローマ字名

勤務歴：

年

開業歴：

〒

医院ＴＥＬ：
自宅住所
〒

医院ＦＡＸ：

自宅ＴＥＬ：
Ｅメールアドレス：

携帯番号：

留守宅連絡先：(氏名)
ご案内送付先

（続柄）
□医院

□自宅

(TEL)
ご同伴者(ご家族、ご友人)
□なし
□あり
**ありの場合は下記通信欄にご記入ください。

□ ＪＩＡＤＳ ＣＬＵＢ会員
No.（
—
□ ＡＡＰ会員
No.（
□ ＪＡＣＰ会員／ＪＳＰ会員 *会員を〇で囲む No.（
お申込みされるコースにチェックをお願いします。

）
）

（10/２５出発

－

11/１帰国）

□ AAP のみ参加

（1０/２６出発

－

11/１帰国）

10/30 セドナ観光

□参加する

□参加しない

飛行機ご利用クラス □ ビジネスクラス □ プレミアムエコノミークラス
JAL ﾏｲﾚｰｼﾞﾊﾞﾝｸﾞｶｰﾄﾞお得意様番号
No.（
＜一人部屋＞

□ 非会員
□ 非会員
□ 非会員

）

□ AAP + ISPPS ｺｰｽ

ホテル

年

□
□

□

エコノミークラス
）

希望する
希望しない 同室希望者氏名（
）
＊同室希望者の指名が無い場合は最終的に一人部屋になる可能性があり、
その場合は一人部屋追加代金が発生しますのでご了承願います。
AAP 学会登録代行
□ 依頼する
□ 依頼しない
＊＊代行依頼の場合は代金引き落としのためのクレジットカード情報をご記入願います。
VISA ・AMEX・MASTER カード番号（
）有効期限（
年
月 ）
名義（ローマ字：
）
ＥＳＴＡ（アメリカ入国用）取得代行
□ 依頼する
□ 依頼しない
＊ESTA 代行を依頼しない方は必ずご自身で登録してください
海外旅行保険
□ 依頼する
□ 依頼しない
通信欄

