
  

22002233 年年  JJIIAADDSS カカダダババーー・・ココーーススののおお誘誘いい  
 

コロナの影響により中断しておりました「カダバー実習コース」を、2023 年 7 月にハワイ州ホノルルにて開催す

ることとなりました。本コースは、歯周外科処置やインプラント外科処置、またそれに伴うサイナスリフトや GBR

についてより詳細に、かつ実践的に学ぶことができる人気のコースです。 

特に、JIADS カダバーコースでは 2 名に 1 体の頭頸部カダバーをご準備いたしますので、ご参加いただく各先生

方のご要望に応じた内容で実習していただけます。また、多数の経験豊富なインストラクターにより実習を手厚く

サポートさせていただきます。これまでの臨床をアップグレードするまたとない機会をお見逃しなく！ 

JIADS では本コースに合わせてツアーもご準備させていただきます。ご希望の方は、別途お申し込み下さい。 

＊カダバーコースのみご参加いただくことも可能です（現地集合、現地解散） 

 

 概    要  

１．日 時  2023年 7月 28 日（金）8:00 - 16:30  (現地時間) 

        

２. 場 所  Hawaii Medical Research Center(https://ikoint.jp) 

               1401 South Beretania Street Suite 460 Honolulu, HI 96814 

 

３. 募集人数 28名 ＊定員になり次第締め切らせて頂きます＊ 

 

４. 費 用   

JIADS CLUB会員 ￥308,000-    JIADS CLUB会員外 ￥330,000-  

<上記費用に含まれるもの> 

 1.カダバーコース参加費 

 2.当日の昼食代 

 3.ホノルル（シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ホテル）と研修会場間の往復 

 ※現地までの交通費・宿泊費は含まれませんのでご注意ください。 

必要な方にはツアープランを別途ご用意しております。（別紙の「ハワイツアーのご案内」をご

参照ください。） 

カダバーコースとツアー両方にご参加を希望される場合は、申込用紙の「カダバーコースとツア

ー申込」にチェックをつけてご提出ください。 

 

５. 申込方法                

 JIADS カダバー・コース申込用紙にご記入の上、ＪＩＡＤＳ東京事務局まで FAX 又はご郵送下さい。 

申込用紙の受理後、「カダバーコース参加費のご案内」を FAX または郵送にてお送り致します。 

（３日以内に届かない場合は事務局までお問い合わせ下さい。） 

※ツアーへお申込みをされた方（申込用紙の「カダバーコースとツアー申込」にチェックをされた方）には、 

別途旅行会社（ラクア）よりメールにてツアーの詳細のご案内をお送り致します。 

  

６. カダバーコースに関するお問合せ先   

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

Mail： jiads@r5.dion.ne.jp 

    *ツアーに関するお問い合わせ（交通手段や宿泊等について）はラクアへお願い致します。 

 

 

 

 



 

 

≪ 申込用紙 ≫  

JIADS カダバー・コース （2023.7.28） 

該当する方へチェックを入れてください。 

 

□カダバーコースのみ申込（現地への交通手段、宿泊予約は各自でご準備下さい） 

 

□カダバーコースとツアー申込 

 

氏 名 

 

ﾛｰﾏ字 

読み 

 

医院名 

 

 

区分 

□JIADS CLUB 会員 

（会員 No.   －     ） 

 

 □一般 

ご連絡先 □医院 □自宅 （〒    －     ）＊郵便番号を必ずご記入下さい＊ 

 

 

 

 

TEL：                FAX： 

メールアドレス ※必ずご記入ください。  

※メールアドレスの記入の際は、o(オー）0(ゼロ）-（ハイフン）_（アンダーライン）などの区別がつくよう、はっきりと大き

な字で記入いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

FAX 送信先：JIADS 東京事務局 03-3569-0217 

 



2023年 JIADSカダバー・コースご参加者用 

ハワイツアーのご案内 

 

JIADSカダバーコース開催に伴いまして、ご参加者用のツアーをご用意いたしました。コロナ以降、現在も出入国には

様々な要件が残り、以前のような気軽な海外旅行はもう暫く先になりそうです。本ツアーでは、出発前、ご旅行中とも

安心してお過ごしいただけるようサポートをさせていただきます。マイレージ等で航空券を別手配されたい方向けの現

地発着プランなど、各種アレンジも可能です。皆さまのご参加をお待ち申し上げております。 

 

 

■ツアー内容 

１．日程 2023年 7月 27日(木)〜7月 31日(月) 5日間 

日次 日付

[17:00] JAL128便にて伊丹空港発

1 7/27 [18:20] 羽田空港着

(木) [21:00] JAL74便にて羽田空港発、空路ホノルルへ

[9:55] 専用バスでホテルへ

2 7/28 [終日] カダバー実習コース(*別途費用)

(金)

3 7/29 [終日] フリータイム

(土) [夕刻] 懇親会(*別途費用)

4 7/30 [朝] 専用バスで空港へ

(日) [12:35] JAL73便にてホノルル発

5 7/31 [15:55] 羽田空港着

(月) [18:00] JAL133便にて羽田空港発

[19:05] 伊丹空港着

羽田発 伊丹発

(ホノルル：シェラトン・プリンセス・カイウラニ泊)

(ホノルル：シェラトン・プリンセス・カイウラニ泊)

(ホノルル：シェラトン・プリンセス・カイウラニ泊)

 

 

２．旅行代金 

268,000円 (羽田発・伊丹発 同額) 

＊燃油チャージ・空港税が別途必要です。本ツアーに適用される燃油チャージは 2023 年 4 月下旬決定の予定で

す。(参考：2022年 11月現在・羽田発着 約 89,500円) 

＊米国(ハワイ)入国には ESTAが必要です。代行申請：8,000円(21 ドル含む) ご自身で申請：21 ドル 

＊現地発着プランや伊丹空港以外の地方発着も可能です。詳細は次ページ 4，5をご覧ください。 

◆◆旅行代金に関するご案内とお願い◆◆ 

大変恐縮ではございますが、次の場合は旅行代金等を改定させていただきます。 

① 2023年 3月末時点で 1 ドル＝170円を超える円安となった場合、旅行代金を改定させていただきます。 

② 2023 年 3 月末時点でお申し込みが 20 名未満の場合、旅行代金や条件(添乗員同行有無など)の一部を

改定させていただくことがございます。 

改定がある場合、2023 年 4 月 7 日までにご連絡申し上げます。その時点での取消には費用はかからず、いただ

いたお申込金はご返金いたします。(但し、アレンジ済みで別途取消料のご案内をしている場合を除きます) 

昨今の急激な円安のため、このようなご案内となりましたことをお詫びいたします。極力変動のないように努め、ま

た、1 ドル＝125 円相当の円高となった場合は割引をさせいただきます。何卒ご理解いただけますようお願い申し

上げます。 

 



３．旅行代金に含まれるもの 

・航空運賃(日本航空エコノミークラス 羽田―ホノルル往復) 

・国内線代金(日本航空普通席 伊丹―羽田往復利用の場合のみ) 

・ホテル代(シェラトン・プリンセス・カイウラニ 3泊 2名 1室利用 食事なし) 

・送迎(ホノルル空港―ホテル往復) 

・添乗員同行、現地ツアーデスク利用代金 

 

４．追加代金が必要となるもの 

・一 人 部 屋 追 加 代 金   96,000円 

・国内線追加代金(伊丹発着以外)☆   発着地により 15,000円から(普通席往復) 

・ビジネスクラス追 加 代 金 ☆   都度見積(参考：羽田発着・2022年 11月 7日現在 341,000円) 

・プレミアムエコノミークラス代金☆   都度見積(参考：羽田発着・2022年 11月 7日現在 182,000円) 

・懇親会(詳細は決定後にご案内いたします) 

・カダバー実習コース費用と会場への往復送迎 

＊☆印は空席状況により料金が変動いたします。また、手配後すぐに取消料がかかる場合があります。 

 

５．アレンジ 

ご希望に応じてアレンジ可能です。ご家族・ご友人のご参加も可能です。 

・現地発着プラン 

宿泊と送迎のみのプランで、マイレージで航空券を手配したい方や JAL以外の航空会社をご希望の方に

お勧めです。送迎ご利用には条件がございます。航空券はご自身での手配、旅行会社での手配、どちら

でも可能です。詳しくはお問い合わせください。 

・航空券（関空発着、JAL以外の航空会社など） 

・延泊 

・部屋のアップグレード 

・別ホテル 

・レンタカーなど 

 

 

■取消料 

2023年 4月 18日から取消料がかかります。 

＊各種追加、アレンジは取消料が異なります。また、内容により手配後すぐに取消料がかかる場合があります。 

詳しくは見積時にご案内します。 

 

 

■申し込み・お問い合わせ 

申込用紙の「カダバーコースとツアー申込」にチェックを入れ、JIADS東京事務局へお申し込みください。 

事務局で受付後、下記ラクアよりメールにてご案内をお送りいたします。 

事務局へ申し込み後、10日たってもラクアより連絡がない場合は、下記あてご連絡ください。 

カダバーコース申し込み後にツアーを追加することも可能です。ラクアあてご連絡ください。 

カダバーコースに関してのご質問は JIADS東京事務局へご連絡ください。 

 

ツアーに関するお問い合わせ  

Mail：lac.tabi@nifty.com  ＊最初の文字はアルファベットのエルです 

ラクア   担当：服部治子 


