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日程

2019年1月12日(土)～1月19日(土)

方面

米国

ニューヨーク

旅行代金

423,000円

募集人数

30名

申込〆切り

※燃油サーチャージ、空港税別途必要です。（約38,230
円、9月12日現在）詳しくは最終ページをご覧ください。

(最少催行人員

20名)

(但し、定員になり次第
締め切ります。)

2018年11月30日(金)

旅行企画・実施：㈱セブンカルチャーネットワーク
観光庁長官登録旅行業第1870号 JATA正会員

旅行業公正取引協議会会員
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• த!ਈৗभ॑৬ଳ!
• ৄॊटऐगूऩः!! ५ঐद৬!
• 100ঌش४ਰभถऩफ़ॖॻঈॵॡ!
• ॹ४ॱঝਈ॑৬!
• ॢটॵ१ছথॺुৄജचऩः!
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ঐॵॡপਣपओੈৡःञटःथऽघ(؛ถमउਖः়ॎचऎटऔः)؛

日本での「オムニチャネル」の推進第一人者。／ 25年以上に渡り、ＮＲＦに参加している”Mr.オムニチャネル”の誰もが賞賛
するスペシャリスト!! 長年、小売業・流通業のインダストリー・アドバイザーとして、全世界の小売業を実際に見て歩き、その
実態感レポートは、単なる事例の紹介ではなく、その内側に秘めた戦略・戦術を紐解くなど、多くのお客様から評価を得ている。
現在は、オムニチャネル戦略策定などの活動のほか、オムニチャネルの本質を紐解き、オムニチャネルの日本国内での展開ととも
に、デジタル・イノベーションに力を注いでいる。オムニチャネル体感ツアー、最新デジタル戦略視察ツアーなどを多数企画・催
行の実績、見学よりも体感に重点をおくスタイルは参加者から高評価を頂いている。

NRF 2019 年次総会＆米国小売業最新動向体感視察

募集要項

■ツアー名
■ご旅行期間
■利用予定航空会社
■食事条件
■最少催行人員

NRF 2019 年次総会＆米国小売業最新動向体感視察
2019年1月12日（土）～2019年1月19日（土） 8日間
日本航空（エコノミークラス）
朝食：0回、昼食：0回、夕食：1回
20名

■添乗員
■利用予定ホテル

同行いたしません。現地係員がお世話させていただきます。
ニューヨーク/グランドハイアットニューヨーク または同等クラス

【宿泊予定ホテル】
※予定ホテルは変更になる
可能性がございます

旅行代金（２名１室利用/おとな お１人様/単位：円）
■基本旅行代金
４２３，０００円
■ビジネス・プレミアムエコノミー追加代金は、別途お問い合わせ下さい
■お1人部屋追加代金
９０，０００円
■トリプル・相部屋について お受けできません（お部屋は2名様または1名様利用でお申込下さい）
航空券に含まれない税金等（別途お支払いいただきます。※約38,230円）

䝙䝳䞊䝶䞊䜽/䜾䝷䞁䝗䝝䜲䜰䝑䝖䝙䝳䞊䝶䞊䜽

■燃油サーチャージ
２８，０００円
■国内空港旅客サービス施設使用料等 ２，５７０円
■現地空港税等
７，６６０円
*上記日本円換算目安額は2018年9月12日現在で、為替レートの変動や空港税等の新設により変更になる場合があります。

お申込み期限後の受付について
ツアーのお申込み期限は２０１８年１１月３０日（金）参加申込書必着とさせていただきます。
１２月３日（月）以降のお申込みについては、ホテルや航空便名、ご旅行代金、および視察内容の一部が
変わる可能がございます。別途お問い合わせください。
パスポートとビザ（査証）
■パスポートの有効期限
■ビザ（査証）

帰国時まで有効なものが必要です。
不要です。（ＥＳＴＡ登録が必要）
ESTA（電子渡航認証システム）
観光目的での９０日以内の短期滞在の場合は、ビザは免除されていますが、ビザ免除で渡航するすべての渡
航者に対して、事前に電子渡航認証の取得が義務付けられています。出発の72時間前までに、ご自身にてイ
ンターネット上の渡航認証システム（ESTA）にしたがって申請してください。ESTA申請専用ページ：
https://esta.cbp.dhs.gov/

ᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾ

≪旅行条件書（要約）≫
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મَُୀ৺મَُಌଓসُभપ॑লघॊभ੦धऩॉऽघ؛

⋊ষ৻সपஅऽोॊुभ

ষஙपંऔोञఫ૬ઈ൛؞ଛಶং५؞ऩनਹ৷ઈଛਃঢ়भઈ൛௴ؚ
ং५؞؞फ़ॖॻમসؚোৃમؚ୫হમসؚຠમসুؚઈဦમসؚ੮৬ষ
রभॳॵউؚଭ৩ষ॥ش५भৃ়ଭ৩ા৷ؚଳા৷ऩन؛

ẔấբẟӳỪẶὉấဎᡂỚẕ

⋍ষभরૃ

उभযਯऋਰৣभৃ়ؚਊमষీ৺भੰ॑घॊৃ়ऋओकःऽघ؛

⋎ங৳

ਊमશಥीॊీ৺ઍभਏऩಌऋেगञৃ়ؚষ৻সपभ૨॑ଭगञ
ಌଓস੍॑௸ःःञखऽघ؛ถखऎमશಥઐહघॊষ੯છق৸ધكदओનੳ
ऎटऔः؛

⋏ষ੯؞ষ৻সभ੦

ऒभষ੯मؚফা॑੦धखथउॉऽघ؛ऽञষ৻সमফ
াਠથऩुभधखथਁંऔोथःॊఫ૬ઈ൛ి؞৷ૠಋऽञमফ
াਠবଅઐৢপ෦पੳ૭ணடরभఫ૬ઈ൛ి؞৷ૠಋ॑੦धखथ
লखऽघ؛

⋐जभ

ਊमःऊऩॊৃ়ुষभગৰमःञखऽच॒؛
観光庁長官登録旅行業第1870号 一般社団法人日本旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者:遠山晋一

ᩓᛅᾉᵎᵑᵋᵔᵐᵑᵖᵋᵑᵎᵖᾆ
ὍἍἨὅỽἽἓἵὊἕἚὁὊἁὉᵬᵰᵤỴὊਃ̞࢘ᴾ
Ӗ˄᧓ίଐὸᾉᵎᵗᾉᵑᵎᵋᵏᵕᾉᵑᵎ

ᵣᵋᶋᵿᶇᶊᾉᵱᵏᵋᶒᵿᶀᶇᵞᵕᶁᶌᵌᵕᵿᶌᶂᶇᵌᶁᶍᵌᶈᶎᴾ

⥲ྜ᪑⾜ᴗົྲྀᢅ⟶⌮⪅䛸䛿䚸䛚ᐈᵝ䛾᪑⾜䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖Ⴀᴗᡤ䛷䛾ྲྀᘬ䛻㛵䛩䜛㈐
௵⪅䛷䛩䚹䛣䛾᪑⾜ዎ⣙䛻㛵䛧䚸ᢸᙜ⪅䛛䜙䛾ㄝ᫂䛻䛤᫂䛺Ⅼ䛜䛒䜜䜀䚸䛤㐲៖䛺
䛟ᕥグ䛾ྲྀᢅ⟶⌮⪅䛻䛚ᑜ䛽䛟䛰䛥䛔䚹㻌

