今も

WCNA 37:
名前

2018年８月30日〜９月２日
アメリカ合衆国
フロリダ州オーランド
名字

住所
国名

郵便番号

Eメールアドレス

電話番号

同伴者

WCNA 37は参加登録が必要なイベント
であるため、参加登録手続きをする人以外
は、WCNA参加登録バッジを着用せずにオ
レンジカウンティ・コンベンションセンター
に入場することはできません。また、コーヒ
ーハウスのイベントとダンスの会場も、この
バッジで入場可能になります。ただし、それ
以外のイベントではそれぞれあらためて入場
チケットをご購入ください。WCNA 37は８
月30日の午前中に開幕し、9月2日の午後２
時ごろに閉幕となります。

パート4: 支払いの方法と金額
____ × $110 = $_____ パート1 $___________  +  パート2 $___________  +  パート $__________
(一般参加登録は、8月1日より125ドルで受付開始)
小計  $__________
事前の参加登録料の合計N
$_____
ニューカマー献金
      $__________
人数

料金

合計金額

パート1: 事前の参加登録

パート 2: 事前の参加登録によるオリジナルグッズ購入

= 総計$__________
以下のオリジナルグッズは、事前の参加登録によってのみ購入が可能
です。注文は、2018年4月30日までにお願いします。期日を過ぎると入 USドルによる支払い方法（✓を入れてください）
手できる数やサイズが限られてしまうため、お早めにご注文ください！
□小切手／郵便為替（注：日本国内のものは使えません）□AMEX □VISA
特製マグカップ
____ × $16 = $_____ □MASTER CARD   □DISCOVER   □DINERS CLUB
刺しゅう入りTシャツ
男性用 ___S   ___M   ___L   ___XL    ___XXL   ___ XXXL
____ × $22 = $_____
女性用 ___S  ___M  ___L  ___XL   ___XXL  
____   × $22 = $_____ クレジットカードの番号
有効期限（西暦） カード裏面の
確認番号
プリントTシャツ
男性用 ___S  ___M  ___L  ___XL   ___XXL  ___  XXXL
____ × $18 = $_____
女性用  ___S  ___M  ___L  ___XL   ___XXL  
____   × $18 = $_____
フロリダ州消費税:

小計
= $_________
x 6.5% =  $__________

オリジナルグッズ購入代金 総計

$_____

パート3:コンベンションのイベント
スペシャル・イベントはどれも2018年8月1日までにチケットを購入され
ると、（チケット購入の日付ではなく）事前参加登録の日付によって座席
が指定されることになります。友人との同席を希望する場合には、食事
付きのイベントのテーブル席を購入するか、同行者の人数分のチケット
を一人のメンバーがまとめて購入するといいでしょう。もちろん、まだ見ぬ
友人たちと同席するのも悪くはありませんよ！
ブルース・ランチョン：8月30日木曜日（ランチの提供午前11:45～午後12:45）
ブルース・ランチョン – １席
____ × $55 = $_____
ブルース・ランチョン – 10人用テーブル席
____ × $550 = $_____
ブルース・ランチョンのチケット購入者のうち、ベジタリアンの人数 ____

ジャズ・ブランチ： 8月31日金曜日（ブランチの提供 午前10:00〜11:00）
ジャズ・ブランチ – １席
____ × $50 = $_____
ジャズ・ブランチ – 10人用テーブル席
____ × $500 = $_____
ジャズ・ブランチのチケット購入者のうち、ベジタリアンの人数 ____

クレジットカード名義人の氏名

署名（サイン）

インターネットによる予約申し込みは、
www.na.org/wcna でお願いします。
小切手または郵便為替
（注：日本国内のものは使えません）は、
降り出し先をWCNA 37として、
以下のアドレスへ郵送してください。
c/o NAWS; PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409 USA
参加登録申し込み書のファクス送信先： +1.818.700.700
電話の問い合わせ先：+1.818.773.9999x771
月曜〜金曜/午前8:00〜午後5:00
クレジットカードによる支払いの制限もしくは拒否に
関する一切の権利は、WCNAにあります。
参加申し込み、オリジナルグッズの注文、イベントの予約に関
する変更受付は、2018年6月30日までとします。この期日を過
ぎた場合、キャンセル、交換、返金には一切応じられません。

コメディ・ショー：8月30日木曜日（午前10:00 ～ 内容がかなりカゲキになる
かもしれません）
コメディ・ショー – １席

____

× $35 = $_____

バンケット（晩餐会）： ９月１日土曜日（ディナーの提供 午後5:30～6:30）
バンケット – １席
____ × $65 = $_____
バンケット – 10人用テーブル席
____ × $650 = $_____
バンケットのチケット購入者のうち、ベジタリアンの人数 ____

コンサート： ９月１日土曜日（午後10:00）
１席

イベント・チケットの合計金額

____

× $75 = $_____
$_____

インターネットによる予約申し込みは

www.na.org/wcna

WCNA 37 ホテルのご案内
ホテルの予約ぐらい自分でできるというメンバーが多いとは思いますが、こちらで団体予約をしたホテルを利用することがWCNA
の運営にとても役立つのです。ですからWCNAでは、ぜひ、事前の参加登録とあわせて以下にご紹介するホテルを予約していただく
ようにお願いします。しかも、2018年7月31日までに参加登録とホテルの予約をすませると（キャンセルをしなければ）、「３泊無
料」になる抽選にも参加できるのです。当選した２名に対しては、WCNA開催期間中の３日間にかかる部屋代と税金をこちらで肩代
わりいたします。では、みなさん、オーランドでお会いしましょう。
以下の番号は、ホテルマップにも表示されています。金額は、シング
ルルームまたはダブルルームの一泊予約料金になっています。なお、予
約の受け付けには、専用のフリー・ダイアルをご用意しました。合衆国
内であれば844.460.9824、外国からかける場合は+1 704.419.8426を
ご利用ください。（月〜金 午前8:30 – 午後9:00 東部標準時）
１．コートヤード・オーランド・インターナショナル・ドライブ／コンベンションセンター ———＄149
２．デイズイン・オーランド・コンベンションセンター／インターナショナル・ドライブ ———＄106
３．ダブルトゥリー・バイ・ヒルトン・オーランド・アット・シーワールド ———＄129
４．エクステンディッド・ステイ・アメリカ–ウェストウッド・ブルーバード・ノース ———＄85
５．エクステンディッド・ステイ・アメリカ–ウェストウッド・ブルーバード・サウス ———＄90
６．ヒルトン・オーランド ———＄159
７．ホリデーイン・エクスプレス＆スイーツ・オーランド・アット・シーワールド ———＄119
８．ハイアット・リージェンシー・オーランド ———＄159
９．ローゼン・セントレ・ホテル ———＄119
10．ローゼンイン・アット・ポインテ・オーランド ———＄95
11．ローゼン・プラザ・ホテル ———＄117
12．タウンプレイス・スイーツ・オーランド・アット・シーワールド ———＄129

ホテルの予約キャンセル料
予約をした後は、どの時点でキャンセルする場合にもキャンセル料
が発生します。金額については以下の日程に基づいて計算されます。
—2018年８月７日までにホテル予約をキャンセルした場合には、50
ドルのキャンセル料を請求。
—2018年８月８日以降にホテル予約をキャンセルした場合には、200
ドルのキャンセル料を請求。
予約の確認と変更
2018年８月23日以前の予約変更は、ウェブサイトを利用するか、ま
たは専用のフリー・ダイアルに直接ご連絡ください。合衆国内であれ
ば844.460.9824、外国からかける場合は+1 704.419.8426となって
います。2018年８月23日を過ぎるまでは、予約したホテルへ問い合わ
せることはできません。
ご案内するホテル情報は、随時変更される可能性があります。
インターネットによる予約申し込みや、ホテルの最新リストと予約および
キャンセルの詳細などの確認には、www.na.org/wcna をご利用ください

どうして、事前に参加登録をするのか？
１．事前参加登録制にすることで、NAの資金を無駄に使用することもなくな
り、参加者の要望にもうまく応えられるイベントが企画できる。
２．今回は、現地での手続きに自動端末機を利用するため、事前に参加登録し
ておけば登録パッケージとオリジナルグッズの受け取りがすみやかになる。
３．WCNA 37は参加登録が必要なイベントであるため、参加登録コーナーへ
の入場を除き、オレンジカウンティ・コンベンションセンターへの入場に
は必ず参加登録バッジの表示が求められる。（参加登録バッジがあれば、
コーヒーハウスのイベントやダンスなど、チケットのいらないイベントは
どれも入場自由になる）
４．スペシャル・イベントの座席は、事前の参加登録の日付で指定される（チ
ケット購入の日付ではない）。
５．事前参加登録の受付は2018年７月31日で終了し、これ以降は、125ドル
で一般参加登録を受け付ける。
６．現地でのオリジナルグッズ販売でも、事前参加登録者なら木曜日からショ
ップに入場できる（一般参加登録は、金曜日まで入場できない。）
７．2018年７月31日までに事前参加登録をしたメンバーは（キャンセルをし
なければ）、全員が抽選に応募できる。当選者２名には、コンベンション
を丸ごとタダで楽しめるパッケージが贈られる。これで参加登録費は無料
となり、WCNAのスペシャル・イベントも全部無料で入場できる！（ただ
し、事前に予約したオリジナルグッズは無料にはならない）

コンベンション開催前後のイベント
オーランドは、アメリカで最も観光客の多い都市であ
り、WCNAのようなイベントの開催地には最適でしょう。オー
ランドと周辺地域、オレンジカウンティ・コンベンションセンタ
ーなどに関する情報は、www.visitorlando.com と www.occc.
net/Attendee に掲載されています。WCNA開催前後のイベント
（情報）については、詳細がわかり次第にお知らせいたします。
コンベンションの後は、クルーズでキューバをめぐる旅に！
私たちは、魅惑のキューバへの船旅について細かい調整を行な
っているところです。ハバナでは新市街から旧市街へと抜ける海
岸線のマレコン通りを散策しながら、多彩な文化に触れることが
できるでしょう。バロック様式の建築物と石畳の通りからなる「
オールド・ハバナ」の街並みは、まさに驚嘆すべき眺めです。そ
してキューバといえば、クラシック・カーとプレミアム・シガー
で有名ですが、国立美術館には世界に誇る美術コレクションがあ
るし、絶品と定評のあるキューバ料理のレストランがいくつもあ
ります。みなさんは料理を堪能し、ビーチや景色に魅惑され、
人なつこさで知られたキューバの人々から心のこもったもてな
しを受けるでしょう。詳しくは、www.montrosetravel.com/
wcnacruise をご覧ください。
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