The 5th Asian Symposium on Materials and Processing(ASMP2018)
価格のお知らせ

参加登録者へのホテル優待

(Offering discount rate for staying the hotel for participants of ASMP2018)
ASMP2018 組織委員会
General chair 宮下幸雄（長岡技術科学大学）
ASMP2018 参加登録者各位
ASMP2018 へご参加いただき誠にありがとうございます．会場となります Swissotel Le Concorde Bangkok
において，学会期間内に（12 月 6 日チェックイン，12 月 8 日チェックアウト．ご希望の方は 12 月 8 日も下記
の優待価格で宿泊可能です）
，学会参加登録者向けの優待価格でお泊まり頂けます．宿泊を希望される方は，添付
フ ォ ー ム に ご 記 入 い た だ き ， ASMP2018 事 務 局

大 塚 雄 市 （ 長 岡 技 術 科 学 大 学 ）： Email:

secretary.asmp2018@gmail.com までお送りください．お申し込み締切は，２０１８年１０月１２日（金）です．
手配できる室数には限りがございますので，お早めにお申し込み頂ますようお願い申し上げます．なお，応募者
が予定室数を超えた場合の取り扱いにつきましては，事務局にて対応致しますので予めご了承願います．
Dear registered participant for ASMP 2018.
We are pleased to inform you that we can offer a discount rate for staying Swissotel Le Concorde Bangkok!
The rate is exclusive for the participant only, from Dec 6th ,2018 to Dec 9th 2018. If you would like to stay
the hotel during the conference, please fill the attached reservation form and submit it to ASMP 2018
international secretary(Yuichi Otsuka, Email :secretary.asmp2018@gmail.com). The deadline of reservation
is Sep 28th 2018. Though the number of booking rooms is limited, please send the form at your earliest
convenient time.
1 night stay (1 泊)料金
Swiss Premier Room

Single bed room

Double bed room

(1人

（2 人まで宿泊可能）

宿泊可能)

THB 3,400
（約 11,559 円

注1

参考通常価格（Single）
16,150 円（海外予約サイ

THB 3,700
注1

）

（約 12,579 円

注1

）

ト価格 朝食込み）

日本円表記は 2018 年 9 月 12 日現在のレートによる概算で，変動する可能性があります．

・ 上記料金には以下のものが含まれます．
・消費税/VAT7 % 、 施設サービス料 10 %
・ビュッフェ朝食（204 Bistro，通常追加料金 2700 円/人）
・ウエルカムドリンクおよびフルーツサービス
・フィットネスクラブ，プールおよびサウナ の利用
・インターネットアクセス（WiFi）
・
・

ホテルにはシティビューとプールビューがありますが，指定して予約することはできません．
宿泊者向けに，スワンナプーム国際空港から会場ホテルまでの送迎サービスを手配する予定です．詳細に
ついては，宿泊者向けに別途ご連絡致します．

・

ホテルへの宿泊費のお支払いについては，宿泊者がホテルに直接お支払い頂きます．

その他，宿泊に関する詳しい内容については，ホテルまでお問い合わせください．

Swissotel Le Concorde Bangkok（ホテル HP の情報を転載）
フワイクワーン駅は当ホテルから歩いて 2 分で、バンコクの主要観光アトラクション、ビジネス中心街、コ
ンベンションセンターへはほんの数駅です。
22 階建ての当ホテルは、407 室の優雅で広々としたゲストルームやスイートおよび完璧なスイスホスピタ
リティをご提供しており、旅行者にお手頃な贅沢をお届けいたします。
当ホテルの上層 4 階はエグゼクティブクラブ ルームのみとなっており、ご宿泊のお客様には特別朝食ビ
ュッフェをご提供するラウンジ、イブニングカクテル、プライベート ミーティングスペース、エグゼクティブ
フィットネスセンターを無料でご利用いただけますお客様がフォーマルディナーまたは軽いスナックをご希
望の場合でも、くつろぎながら静かにドリンクを楽しむ快適な空間をお探しの場合でも、一日中いつでもお
求めのものを見つけることができます。革新的な広東料理、タイ料理、日本料理をお出しする 4 軒のレス
トランや、美味しいケーキやペストリーをご用意したデリがあります。
贅沢なスパ デ コンコルドはリラックスとリフレッシュに理想的な場所。心安らぐ現代的なタイ風の空間
で、さまざまなモダン＆伝統的なスパトリートメントをご提供しております。当スパには、見晴らしのよい美
しい屋外プールや、スチームルームを備えた広々とした最新フィットネスセンターもあります。
ご滞在中は安全なホテル駐車場もご利用いただけます。

ホテルアクセス
Swissotel Le Concorde Bangkok (最寄り駅は 地下鉄，フワイクワーン駅 Huay Kwang)
204 Ratchadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10320 | Thailand
Tel: + 66 (0) 2694 2222 ext. 1204 |M: 096 937 9249 | Fax: + 66 (0) 2694 2212

スワンナプーム国際空港からのアクセス
1.エアポートレールリンク (Airport Rail Link) で マッカサン駅 Makkasan Station で下車
2.徒歩でペッチャブリー駅 Phetchaburi Station(MRT) へ移動
3.ペッチャブリー駅 Phetchaburi Station から

スティサン Sutthisan 方面へ乗車し，フワイクワーン

駅 Huay Kwang で下車し，徒歩５分程度でホテルへ．

スイス プレミアム ルーム （ホテル HP の情報を転載）



ティー＆コーヒーメーカー
ダブルベッド 1 台またはツインベッド 2 台




40 ㎡
プールまたはシティビュー

現地のデザインをアクセントに取り入れ、特徴的な家具をあしらった各客室は、国際標準の快適さとプラ
イバシー、利便性を兼ね備えており、ご出張のお客様にも、休暇でお越しのお客様にも最適です。

通常のアメニティ











24 時間のインルームダイニング
インターネットアクセス



国際チャンネル
接続パネル付き国際直通電話
ベッドサイドにコントロールパネル
ソファーチェア
ワークデスク
タンブラーグラス
ティー＆コーヒーメーカー
ミニバー












電子金庫
傘
ランドリー用ビニールバッグ
ハンガー
アイロンとアイロン台
バスローブ
スリッパ
独立したシャワー付きバスルーム
ヘアドライヤー
化粧鏡

ご注意：上の写真はこの客室カテゴリーの一例となりますので、ご注意ください。実際のお部屋とは若干
異なる場合がございます。

