ICOLD第26回大会及び第86回年次例会（オーストリア・ウィーン）
参加のご案内
2018年7月1日（日）から3日（火）の3日間にわたり国際大ダム会議第86回年次例会が、引き続き4日
（水）から6日（金）の3日間にわたり第26回大会がオーストリア・ウィーンで開催されます。
開催概要は下記の通りです。
大会・年次例会参加希望者は各自でオンライン登録を行っていただきますが、JCOLD事務局で登録・
送金を代行することも可能です。
後述の「10. 登録手続き方法」に従ってお手続きくださいますようお願い申し上げます。
なお、本案内はICOLD2018ウェブサイトの情報を基に作成しております。最新の情報はウェブサイト
をご確認ください。
ICOLD2018ウェブサイト： https://www.icoldaustria2018.com/home/
1. 全体プログラム
月

会場： オーストリアセンター

日

行事

ツアーやイベント

7月1日（日）

技術委員会

シティツアー

7月2日（月）

国際シンポジウム / 技術展示会開会式

オープニングカクテル
同伴者ツアー

7月3日（火）

国際シンポジウム / 技術展示会

テクニカルツアー
歓迎会 / 同伴者ツアー

7月4日（水）

大会開会式 / 課題討議 / 技術展示会

サテライトシンポジウム/ 同伴
者ツアー

7月5日（木）

課題討議 / 技術展示会

文化行事 / 同伴者ツアー

7月6日（金）

課題討議

送別会

7月7日（土）
2.

スタディツアー出発

登録料

通貨単位はEUROです。

11/24現在のレートは1EUR= 132.09 円
金額 EUR （）内は日本円概算
参加登録期日

3 月 31 日まで

4 月 1 日以降

30 歳以上

1,320 (174,358)

1,500 (198,135)

学生または 30 歳未満*

770 (101,709)

845 (111,616)

795 (105,011)

960 (126,806)

展示のみ

715（94,444）

715（94,444）

シンポジウムのみ

730 (96,425)

910 (120,201)

参加登録料(本人）
〃

（本人）

〃 （同伴者）

*生年月日が1988年7月4日以降
各登録において参加可能なイベントは下記ICOLD2018 HPをご参照ください。
https://www.icoldaustria2018.com/registration/
【登録及びスタディツアーの変更・キャンセルについて】
下記期日までにオーストリア事務局にメールにて連絡してください。
当会議に登録代行を依頼された方は当会議までご連絡ください。
2018年3月31日まで： 手数料30EURを除き返金
2018年4月1日～5月1日：

50％返金

2018年5月2日以降： 返金不可
参加者の変更： 手数料30EURで変更可
3.

スタディツアー

大会及び年次例会にあわせて以下のスタディツアーが計画されています。

日程

ツアー内容

参加料ダブ

参加料

すべて7月7日（土） 7:00に会場に集合してください。

ル・ツイン

シングル

1,790

1,195

(236,441)

(157,847)

2,030

1,390

(268,142)

(183,605)

1,790

1,195

(236,441)

(157,847)

2,280

1,490

(301,165)

(196,814)

7月7日（土） ツアー1.

ウィーン - ザルツブルク - カプルーン - ウィーン

– 7月9日（月） 1日目: ウィーン – レーヘン発電所見学 - ザルツブルグ 泊
2日目: ザルツブルグ – カプルーン - ヴァッサーファルボーデン発電
所、モーサーボーデン発電所見学 - カプルーン泊
3日目: カプルーン – メルク発電所見学 –ヴァッハウ渓谷 - ウィーン
7月7日（土） ツアー2.
– 7月10日
（火）

ウィーン –インスブルック– Obervermunt – シルヴレッタ–

モンタフォン – ランデック – ウィーン
1日目: ウィーン – インスブルック泊
2日目: インスブルック - ランデック近くの発電所、Prutz Tiwag発電所
見学 – モンタフォン - ガシュルン泊
3日目: ガシュルン – コップス揚水発電所、 Obervermuntwerk揚水発電
所見学 – シルヴレッタ貯水池・ダム - ランデック泊
4日目: ランデック – ウィーン（夕刻に会場にて終了）

7月7日（土） ツアー3.

ウィーン –グラーツ– コアアルぺ – シュピッタル– ケルン

– 7月9日（月） ブライン – ザルツブルク – ウィーン
1日目: ウィーン –グラーツ– コアアルぺ – コアアルぺ水力発電所見学
–シュピッタル・アン・デア・ドラウ泊
2日目: シュピッタル・アン・デア・ドラウ – ケルンブラインダム見学 グミュント – ザルツブルグ泊
3日目:

レーヘン発電所見学 – ウィーン（夕方にウィーン着）

7月7日（土） ツアー4.
– 7月10日

ウィーン – コアアルぺ – ザンクト・パウル –ライバッハ –

トリエスト – ズュートシュタイヤーマルク– ウィーン

（火）

1日目: ウィーン – コアアルぺ – コアアルぺ/ラヴァーミュント水力発
電所見学 – ラヴァントータル - ザンクト・パウル修道院 -リュブリャ
ナ（スロベニアの首都）泊
2日目: リュブリャナ滞在
3日目: トリエステ（地中海に面したイタリアの都市）へ小旅行
4日目: リュブリャナ - ドナウ川沿いの発電所（車窓）- ウィーン（夕
方にウィーン着）

7月7日（土） ツアー5.

ウィーン – ゼンメリング – レオーベン – ヒーフラウ - シ

– 7月9日（月） ュタイアー – メルク – ウィーン
1日目:

ウィーン – ゼンメリング – 鉄道トンネルプロジェクト（Arge
1,790

1,195

(236,441)

(157,847)

Tunnel Fröschnitzgraben）見学 – レオーベン - レオーベンまたはゼン
メリング泊
2日目：

Zentrum am Berg – ヒーフラウ – Gstatterboden発電所 – シ

ュタイアー
3日目： メルク – ウィーン

4. シティツアー
7月1日（日）9時及び14時からウィーン市内を巡るツアーが用意されています。所要時間はおよそ3時間
です。参加料は登録料に含まれています。
5.

テクニカルツアー

7月3日（火）9時及び13時30分からテクニカルツアーが用意されています。参加料は登録料に含まれてい
ますが、本年は定員設定がありますのでお早めにお申し込みください。行先はフロイデナウ水力発電所
（ドナウ川で10番目に建設された発電所で1992年～1998年に完成）です。
6.

同伴者ツアー

以下の5コースが用意されています。
日程
7月2日(月), 3日(火),
4日(水) 14:00

ツアー名
ウィーンの生活（徒歩）
Delving into Viennese life

参加料
60
(7,925)

7月4日(水), 5日(木)

モーツアルトとシュトラウス – クラシックの音楽家（徒

45

9:00

歩） Mozart & Strauss – the classical pop stars –

(5,944)

7月2日(月),3日(火),
4日(水) 9:00
7月2日(月), 5日(木)
8:00

シェーンブルン宮殿（バス）
Schönbrunn Palace
ヴァッハウ渓谷 - ロマンチックなドナウ渓谷（日帰り旅
行、昼食付）Wachau – the romantic Danube valley –

60
(7,925)
145
(19,153)

7月3日(火), 5日(木)

ブルゲンラント州 – オーストリア東部の温暖地域 （日

115

8:00

帰り旅行、昼食付）Burgenland, the sunny part of Austria

(15,190)

7.

各種イベント
日程

8.

イベント

場所

7月2日(月) 18:15

オープニングカクテル

会場

7月3日(火) 19:00

歓迎会

ウィーン市庁舎

7月5日(木) 19:30

文化行事 – コンサート

ウィーン・コンツェルトハウス

7月6日(金) 19:00

送別会

会場

オフィシャルホテル

以下の16ホテルが用意されております。
ホテル名

最低宿

ダブル

泊日数

ツイン

シングル

最寄り駅

交通手段

①ARCOTEL Donauzentrum

165(21,794)

145(19,153)

Kagran

7分

U1 地下鉄

②ARCOTEL Kaiserwasser

185(24,436)

165(21,794)

Kaisermühlen/VIC

5分

徒歩

③Austria Trend Hotel Lassalle

140(18,492)

115(15,190)

Vorgartenstraße

10分

U1 地下鉄

150(19,813)

125(16,511)

Karlsplatz

20分

U1 地下鉄

⑤Hilton Vienna

205(27,078)

185(24,436)

Krieau

20分

U2&U1 地下鉄

⑥Hilton Vienna Danube Waterfront

205(27,078)

185(24,436)

Landstraße

15分

U4&U1 地下鉄

⑦Ibis Wien Messe

95(12,548)

80(10,567)

Vorgartenstraße

5分

U1 地下鉄

⑧InterContinental Wien

185(24,436)

165(21,794)

Stadtpark

20分

U4&U1 地下鉄

⑨Meliá Hotel

201(26,550)

175(23,115)

Kaisermühlen/VIC

5分

徒歩

⑩Mercure Wien City

135(17,832)

125(16,511)

Schwedenplatz

20分

U1 地下鉄

165(21,794)

145(19,153)

Kaisermühlen/VIC

8分

徒歩

⑫Novotel Wien Hauptbahnhof

160(21,134)

145(19,153)

Hauptbahnhof

20分

U1 地下鉄

⑬Novotel Wien City

145(19,153)

130(17,171)

Nestroyplatz

15分

U1 地下鉄

⑭Park Inn by Radisson Uno City Vienna

165(21,794)

145(19,153)

Kaisermühlen/VIC

10分

徒歩

170(22,455)

145(19,153)

Schwedenplatz

15分

U1 地下鉄

110(14,529)

95(12,548)

Vorgartenstraße

15分

U1 地下鉄

④Hotel Erzherzog Rainer

⑪NH Danube City

⑮Hotel Stefanie

2泊

3泊

2泊

⑯Novotel Suites Wien City Donau Hotel

【オフィシャルホテルキャンセルについて】
下記期日までにオーストリア事務局にメールにて連絡してください。
当会議に登録代行を依頼された方は当会議までご連絡ください。
2018年3月31日まで： 手数料30EURを除き返金
2018年4月1日～5月1日： 50％返金
2018年5月2日以降： 返金不可
予約の変更： 手数料30EURで変更可

9.

交通手段

空港送迎： 現地事務局による送迎サービスはありません。空港からは公共交通機関をご利用ください。
オフィシャルホテル・ウィーン中心街 ⇔ 会場：

7/1～7/7の移動についてはオーストリア事務局よ
り公共交通機関のチケットが配布されます。

10. 参加登録手続き方法
大会・年次例会の参加登録料は早割:1,320 EUR、通常：1,500 EURです。
オンライン登録及び参加料の送金/クレジットカード（Master/Visaのみ）払いが困難な場合は、有料に
てJCOLDが登録を代行いたします。なお、例年はオンライン登録は各自で行い、送金のみJCOLDにて行う
ことが可能でしたが、今回はExcelリストにて一括登録、送金という形をとるため、登録及び送金代行は
セットでご案内しています。
登録は下記のように個人で行う方法とJCOLDを経由する方法があります。
（１） 個人オンライン登録の流れ
①

「登録手順*」に従い下記期日までにオンライン登録を行ってください。

② 登録・お支払い完了後に確認書を取得できますので、JCOLD事務局
（secretariat@jcold.or.jp）
まで送付してください。その際、「申込フォーム*」もあわせて送付してください。
（２）JCOLD事務局による登録・送金代行 （注：割引等の特典はありません）
① 「申込フォーム*」を下記期日までにJCOLD事務局（secretariat@jcold.or.jp）まで送付し
てください。
②

登録料はJCOLDがまとめてオーストリア事務局に送金し、後日、送金レートに基づいて円換

算した金額を下記登録手数料とともに日本円にて各団体に請求書を送付いたします。
*当会議ウェブサイトhttp://jcold.or.jp/j/activity/ よりフォームをダウンロードしてください。
【申込期日】
JCOLD事務局代行登録

個人のオンライン登録

個人のオンライン登録

（送金による支払い）

（送金による支払い）

（クレジットカード払い）

早割登録

3月22日（木）

3月30日（金）までに送金完了

3月31日（土）

通常登録

5月17日（木）

5月25日（金）までに送金完了

6月25日（月）

【登録・送金手数料（税込）/名】
JCOLD会員： 8,000円
JCOLD非会員： 16,000円
＊同伴者登録には当会議の代行登録手数料は発生しません。
オンライン登録締切日は6月25日（月）ですが、現地で年次例会・大会の参加登録を当日に行うことは可
能です。

参加料が登録料に含まれている場合でも参加人数に限りがあるイベントがありますので、お早めの登録
をおすすめします。（テクニカルツアー、歓迎会など）
11.

JCOLD提携旅行会社

フライト及び宿泊ホテルの手配を旅行会社ブルス・トラベルに依頼される方は、下記担当者に直接お申
し付けください。
ブルス・トラベル株式会社
担当：三浦 辰夫 miura@bruce-travel.com
佐藤 未幸 satoh@bruce-travel.com
Tel：03-5541-1811 fax：03-5541-8100

