Asia Summit in Seoul 2016
よくある質問

（FAQ）

韓国往復からアジアサミット参加ま
で、すべての日程を団体で行動する
ようなパックツアーはありますか？

Go to Korea プロモーションに該当なさった方は、アジアサミットを含む全行程をパッ
ケージにしたご招待ツアーにご参加いただけます。また、該当者のパートナー（法人
登録の該当者についてはその法人の登録者）も、ツアー代金をお支払いただくこと
により、ツアーにご参加いただけます。
※該当者のご家族、ご友人等はご参加いただけません。ご了承ください。

該当者以外のチームメンバーさんやそのパートナー、ゲストの方につきましては、今
回ツアーはご用意しておりません。往復の交通、宿泊、会場までの移動や食事な
ど、すべて各自でご手配いただくことになります。
いつまでにソウルに到着すればいい
ですか？

18 日は朝からジャパンセッションにご参加いただくことになりますので、遅くとも 17 日
午後にはソウル入りしていただくことをおすすめいたします。
特に、2016 年 1 月～9 月の実績で自己最高タイトルを更新し、新たにチームディレク
ター以上を達成なさった方は 17 日（木）18 時開催の VIP レセプションにご参加いた
だきますので、それを加味して渡航プランを立ててください。

サミット会場はどこですか？

オリンピックパーク内 ハンドボールスタジアム
（http://www.olympicpark.co.kr/jsp/english/contents/overview/introduction.jsp）と
なります。
オリンピックパークは、ソウル南東部の蚕室エリアにあり、近くには K-POP コンサー
トがよく開催される蚕室室内体育館（蚕室総合運動場内）やロッテワールドなど、人
気の観光スポットも点在していることから、アクセスのよいホテルも多くあります。

いつ、どこに集合ですか？

18 日の朝、受付時間内（8 時 00 分～8 時 25 分）にジャパンセッション開催会場に直
接おいでください。8 時 30 よりジャパンセッションを開始いたします。
※ Go to Korea プロモーションに該当して韓国ご招待ツアーにご参加いただいた
方、並びに 10 月 13 日までに参加申込を完了していただいた方は、ジャパンセ
ッション会場においてアジアサミットの受付をしていただけます。ジャパンセッショ
ン会場でサミットの入館パスをお渡しいたしますので、サミット会場にはそのまま
お入りいただけます。

ジャパンセッション会場はどこです

ホテル PJ 明洞 （http://jp.hotelpj.co.kr/）4F 宴会場『カラジウム』となります。

か？
※ Go to Korea プロモーション該当者がご招待ツアーで宿泊する「ベストウェスタン

プレミア国都ホテルからは、徒歩 10 分ほどで到着します。

アクセス
地下鉄 3、4 号線忠 武 路 駅 （ 8 番 出 口 ） よ り 徒 歩 約 3 分
地下鉄 2、5 号線乙 支 路 路 4 街 駅 （ 1 0 番 出 口 ） よ り 徒 歩 約 5 分
アジアサミットの参加費はいくらです
か？

6,000 円（記念ギフト付）です。
当日現地で入館パスと一緒に、シナジー・ジャパンからのギフトとシナジー･韓国から
のギフトをお渡しいたします。
※ギフトの内容については、追ってお知らせいたします。

アジアサミットの参加申込はいつま
でですか？

2016 年 10 月 13 日（木）が申込最終日です。それ以降の参加申込は、直接現地で
お願いいたします。

当日申込は 60,000 韓国ウォンとなります。現地通貨またはクレジットカード（VISA,
Master, JCB, AMEX）のみ有効です。日本円、US ドルなどでのお支払いはできませ
んので、ご注意ください。
なお、当日参加の場合、個人名の入館パス等のご用意ができないため、ビジターと
してのご登録となります。シナジー・ジャパンからのプレゼントもご用意いたしかねま
す（シナジー・韓国からのプレゼントはご用意いたします）。その旨ご了承のほどお願
い申し上げます。
参加申込方法は？

専用参加申込書に必要事項をご記入の上、10 月 13 日（木）までにシナジー･ジャパ
ン宛ファックス（03-3514-6887）にてお送りください。
その後、参加費のお支払いを完了させてください。お支払い完了がシナジーによって
確認されると、参加者として登録され、申込者に確認メールが配信されます（申込書
はシナジーパルスよりダウンロードしていただけます）。
※ 確認メールは 2 週間に 1 度のまとめ配信とさせていただきます。タイミングによっては、メ
ールが届くまでに 2 週間ほどお時間をいただくことになります。
※ 確認メールを受信していただくため、申込者全員のメールアドレスの登録が必須となりま
す。シナジーにメールアドレスの登録のない方は、「参加申込書」または「団体用参加者リ
スト」にご記入のうえ、ご登録をお願いいたします。

※ 事前にメールの受信設定をご確認いただき、シナジーからのメール
（synergyjp@synergyworldwide.com）が受信できるように設定変更をお願いいたします。

グループの分をまとめて申し込みた

代表の方のお名前で申込書をご記入の上、全員分の参加費の支払を完了させてく

いのですが？

ださい。また、参加申込書に『団体用参加者リスト』を添付してご提出ください（フォー
ムはシナジーパルスよりダウンロードしていただけます）。

パートナーも一緒に行きます。パート
ナーの分はどのように申し込めばよ
いですか？

専用の「参加申込書」のパートナーの欄にお名前をご記入の上、お申し込みくださ
い。

法人登録です。他の役員も一緒に
行くのですが、どのように申し込め
ばよいですか？

法人登録で主契約の方だけがご参加の場合は参加申込書だけでお申し込みいただ
けますが、主契約の方以外の法人役員を伴ってご参加の場合は、同伴される役員
の方のお名前は『団体用参加者リスト』でお申し出ください。

シナジーのチームメンバーでないと

いいえ、アジアサミットはチームメンバーの同伴者がいれば、シナジーメイトの方やご

アジアサミットには参加できないので
すか？

登録前の方でもご参加いただけます。アジアサミットで、シナジーの素晴しさを体感
しましょう。
なお、Go to Korea プロモーションに該当の方がシナジーメイトの方やご登録前のゲ
ストの方を同伴なさる場合は、ホテル※やツアー行程などは別々となってしまうこと
を、あらかじめご了承ください。
※ ホテルについては、空きがあれば同じホテルにゲストご自身が部屋を取ることはご自由
ですが、プロモーション該当者と同室にはいたしかねます。

シナジーメイトや登録前の人を同伴
する場合は、どのように申し込めば
よいですか？

シナジーメイトや登録前の方を同伴する場合は、参加申込と参加費のお支払いを引
率するチームメンバーさんが代行して完了させるようお願いいたします。
代表者となるチームメンバーの方のお名前で申込書をご記入の上、全員分の参加
費の支払を完了させ、『団体用参加者リスト』に参加者の情報を記入して、参加申込
書と同時にファックス送信してください（フォームはシナジーパルスよりダウンロードしてい
ただけます）。
※ シナジーメイトの方の場合、ID 番号とお名前、メールアドレス（←既にシナジーに登録が
ある場合は記入不要）を『団体用参加者リスト』にご記入ください。
※ ご登録前の方の場合は、ID 番号の欄に「未登録」とご記入の上、お名前とメールアドレ
スを『団体用参加者リスト』にご記入ください。

なお、チームメンバー以外の参加者の入館パスは、ビジター用パスとなります。あら
かじめご了承ください。
※ サミット参加申込時点のステイタスでパスが発行されます。

チケット発送はいつ頃ですか？

今回は、チケット発送はありません。現地でリスト確認による受付を行います。参加
費の支払いが完了した方に確認メールを送信し、そのメールをもって申込完了とさ
せていただきます。
※ 確認メールは 2 週間に 1 度のまとめ配信とさせていただきます。タイミングによっては、メ
ールが届くまでに 2 週間ほどお時間をいただくことになります。
※ 確認メールを受信していただくため、申込者全員のメールアドレスの登録が必須となりま
す。シナジーにメールアドレスの登録のない方は、「参加申込書」または「団体用参加者リ
スト」にご記入のうえ、ご登録をお願いいたします。
※ 事前にメールの受信設定をご確認いただき、シナジーからのメール
（synergyjp@synergyworldwide.com）が受信できるように設定変更をお願いいたします。

当日、急に参加者が増えたら／急に
来られなくなったら どうしたらいい
ですか？

当日の参加申込は可能です。当日会場で、直接参加申込を行ってください。
18 日の 12 時から 13 時の間にハンドボールスタジアム内のシナジー・ジャパン受付
デスクにお越しいただき、お手続きください。
当日申込は 60,000 韓国ウォンとなります。現地通貨またはクレジットカード（VISA,
Master, JCB, AMEX）のみ有効です。日本円、US ドルなどでのお支払いはできませ
んので、ご注意ください。
なお、当日参加の場合、個人名の入館パス等のご用意ができないため、ビジターと
してのご登録となります。シナジー・ジャパンからのプレゼントもご用意いたしかねま
す（シナジー・韓国からのプレゼントはご用意いたします）。その旨あらかじめご了承
のほどお願い申し上げます。
キャンセルは基本的にお受けしておりません。参加費の払戻しはいたしかねます。
ご了承ください。なお、受付の際に当日キャンセルの方の ID とお名前をスタッフまで
お知らせください。

参加申込後に都合が悪くなって行か
れなくなった場合、参加権を他の人

名義変更はお受けいたしかねます。
また、Go to Korea プロモーションの該当者がご招待ツアー参加権を他の方に譲渡

に譲渡することはできますか？

することもできません。

キャンセルはできますか？

キャンセルは基本的にお受けしておりません。参加費の払戻しはいたしかねます。
ご了承ください。

先に参加申込をして参加費も支払っ
た後、Go to Korea プロモーションに
該当して招待されることになりまし
た。支払った参加費は払い戻しても
らえますか？

その場合は、11 月のボーナスに加算してボーナス振込口座に払い戻しをいたしま
す。手配はサミット終了後となりますので、通帳等でご確認いただけるのは 11 月の
ボーナス振込み後（12 月 15 日以降）となります。あらかじめご了承ください。

表彰対象期間はいつからいつです
か？

2015 年 11 月～2016 年 9 月までの実績で、過去最高位を更新した方が表彰対象と
なります。
なお、新たにチームディレクター以上を達成なさった方を 11 月 17 日（木）開催の
VIP レセプションにご招待いたしますが、こちらの対象者は 2016 年 1 月～9 月まで
のチームディレクター更新者となります。

前夜祭などはありますか？

前夜祭ではありませんが、2016 年 1 月～9 月の実績で自己最高タイトルを更新し、
新たにチームディレクター以上を達成なさった方を、17 日（木）に VIP レセプションに
ご招待させていただきます。
また、サミット初日の 18 日夜には、素晴らしいステージパフォ－マンスの数々をご覧
いただく「ショータイム」をご用意しています。こちらはアジアサミット参加者全員が対
象です。

ホテルの変更はできますか？

ご予約いただいたホテルに直接お問合せください。

オリンピックパークにはレストランは
ありますか？

カフェやハンバーガーショップ、コンビニエンスストアなどが点在しています。また、韓
国料理、中華料理、ヌードルなどの店がありますが、パーク自体が広いため、店によ
っては移動に時間がかかる場合があります。
ご参考まで、パークのアメニティ情報はこちら（英語）
http://www.olympicpark.co.kr/jsp/english/contents/guide/amenities_2.jsp
パーク内地図（英語）はこちら
http://www.olympicpark.co.kr/jsp/english/contents/guide/pop_olparkmap_all.jsp

アジアサミット期間中のソウルの気
候について教えてください。

11 月中旬は日中の気温が 10 度を下回るなど、冬の訪れを感じる日が多くなりま
す。昼夜の温度差が激しい上に寒波が来る恐れもあるため、軽めのコートやセータ
ー、マフラーなど、万一に備えて脱ぎ着しやすい防寒対策をお願いします。

アジアサミットに服装の決まりはあり
ますか？

ゼネラルセッションの際はビジネスカジュアルでお願いいたします。男性の場合タイ
は必須ではありませんが、G パン等はご遠慮ください。
表彰セレモニーにはぜひドレスアップして参加し、会場を華やかに盛り上げましょう。
男性はジャケットとタイ着用、もしくはそれに類する服装でお願いいたします。
※ サミットのセッションと表彰セレモニーの間は 30 分ほどの休憩時間がありま
すが、更衣室等のご用意はありません。

発表は何語で行われますか？また、

基本的には英語（主催国主導の部分は韓国語）となります。

通訳はしてもらえるのですか？

通訳はご用意いたします。

子供を連れて参加はできますか？

ご参加いただけますが、お子様のご参加にも大人と同じ料金のチケットが必要となり
ます。
小さなお子様のご参加は、会場の混雑などを考慮いたしますとおすすめはいたしか
ねます。特に未就学児童につきましては、参加をご遠慮いただいております。

会場で韓国のシナジー製品が買え
ますか？

はい、会場にシナジー・韓国の新製品やオリジナルグッズ等をお求めいただけるショ
ップが開設される予定です。
ショップでのお支払いの際も、現地通貨またはクレジットカード（VISA, Master, JCB,
AMEX）のみ有効です。日本円、US ドルなどでのお支払いはできませんので、ご注
意ください。

シナジー韓国の既存製品を購入した
いのですが、どうしたらよいですか？

既存の製品はシナジー・韓国のオフィスでお求めいただけます。
ただし、アジアサミット期間中は休業となっていますので、ご注意ください。

アジアサミット前後のシナジー韓国
のオフィスの営業時間はどうなって
いますか？

アジアサミット期間中の 18 日（金）と 19 日（土）は臨時休業とさせていただいており
ます。18 日（金）～20 日（日）の 3 日間、オフィスはクローズとなりますのでご注意く
ださい。なお、17 日（木）と 21 日（月）は通常通り営業しています。
＜参考＞通常営業時間は以下のとおりです。

■ 平日：午前 10 時～午後 7 時まで営業
■ 土曜日：午前 10 時～午後 2 時まで営業
■ 日曜・祝日：休業
韓国オフィス住所：
8fl., Coni bldg., 407, Yeongdong-daero, Gangnam-gu,Seoul, Korea, 06182

