
企画協力： 
パナソニック株式会社 
日本マイクロソフト株式会社 

参 加 者 募 集 

日程 

方面 

旅行代金 

募集人数 

申込締切 

2020年1月11日(土)～1月18日(土) (羽田発着) 

米国 ニューヨーク 

425,000円 

30名 (最少催行人員 20名) 

2019年11月29日(金) 

※燃油サーチャージ、空港税が別途必要です。詳しくは
旅行条件書をご覧下さい。 

(但し定員になり次第 
     締め切ります。) 

NRF 2020年次総会 参加 ＆  
米国小売業最新動向体感視察  

申込み〆切り 
1１月29日(金) 

2020年1月11日(土)～18日(土) 6泊8日 

訪問地: ニューヨーク 
①日本語同時通訳オプションをご用意！！ 
基調講演に限り日本語通訳サービス有。英語に自信のない方
も安心してご参加頂けます。 

 
②NRF会議登録費用を格安（約半額）にてご提供！！ 
個人でのご登録約27万円※が、本ツアーご参加の場合、
125,000円でご登録いただけます。(昼食込の場合は、135,000円となります。) 

※NRF非会員、小売業登録業者、10月以降登録の場合 
 

③NRF大会の前後に、iPhoneアプリを使った生活者目線での
体感型店舗視察ツアーを実施 
（1月11日、15日、16日。マンハッタンおよび郊外を予定） 

 
④小売業最新動向講座＆NRF要約セッションを実施 
視察ツアーに含まれる座学での講習会。理解が深まります。 

本ツアーの４大ポイント！！ 

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 

Ver. 2.0 



 
 
例年ご好評いただいている、NRF年次総会2020の基調講演に限り、日本語の同時通訳
のサービスを有料にて提供いたします。 
  

       50,000円にてご提供 
 

「NRF 2020年次総会」の基調講演の同時通訳サービスについて   

オプショナルプラン 

2020年1月11日（土）～1月18日（土）@New York   

NRF2020年次総会について 

●業界の最新トレンドの宝庫 
●全米のみならず全世界から約30,000人以上が集う 
 世界最大の小売業者大会 
●前年の業界動向のキャッチアップと将来の方向性を 
 占うビジネスセッション多数予定 
●最新のITテクノロジーの展示 

              (NRF：National Retail Federation 全米小売業協会）  

  NRF  2020 年次総会   

 
 
小売業の方については本ツアーお申込みの方は国際団体割引が適用されます。 
個人でNRF参加登録した場合、早期割引で約23万～26万円のところ、 
 

 125,000円（小売業の方お一人様あたり）にてご提供 
                     (NRF用意の昼食をご利用の方は、135,000円になります。 
                       NRF2020より規約が変更となり、NRF提供の昼食は別料金と 
                       なりました。) 
 
小売業以外の方は適用が異なります。詳しくはお問い合わせください。 
小売業の認定基準は、NRFの会議登録条件により判断されます。  
 

「NRF 2020年次総会」の会議登録について   



ご旅程（予定） 

コーディネーター 

パナソニック株式会社 
コネクティッドソリューションズ社 

大島 誠 氏 略歴 

日本での「オムニチャネル」の推進第一人者であり、30年近くNRFに参加して
いるミスターNRF。長年、小売業・流通業のインダストリー・スペシャリスト
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。 
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、
オムニチャネル体感ツアーを数多く企画・催行の実績がある。現在は、小売
業の現場起点での可視化を含めたデシタル活用の推進をしている。  

 

コーディネーターは、この分野で第一人者の 
パナソニック株式会社 大島 誠 氏にお願いしました。 

ご注意：本企画はパナソニック㈱、日本マイクロソフト㈱の協力のもと実施いたします。同業または競合と認められる方のご参加についてはご遠慮いただく場合がございます。ご了承ください。 

交通機関 スケジュール

　
1月11日 羽田 発 11:05 JAL6便 空路、ニューヨークへ 機： 〇

（土） 到着後、専用バスにて視察場所へ移動

ニューヨーク 着 10:00 現地店舗視察・体感   

午後 小売業最新動向セミナー 昼： -

ホテル到着。チェックイン

＜ニューヨーク　泊＞ 夕： -
朝： -

NRF(全米小売業協会)　年次総会　大会参加

1月12日 ニューヨーク 滞在 終日 ※タクシー分乗などにて会場へご案内予定 昼： -
(日）

＜ニューヨーク　泊＞ 夕： -
朝： -

NRF(全米小売業協会)　年次総会　大会参加

1月13日 ニューヨーク 滞在 終日 ※タクシー分乗などにて会場へご案内予定 昼： -
（月） 　

＜ニューヨーク　泊＞ 夕： -

朝： -

NRF(全米小売業協会)　年次総会　大会参加

1月14日 ニューヨーク 滞在 終日 ※タクシー分乗などにて会場へご案内予定 昼： -

（火） 　
＜ニューヨーク　泊＞ 夕： -

朝： -

1月15日 ニューヨーク 滞在 終日 現地店舗視察・体感 昼： -
（水）

＜ニューヨーク　泊＞ 夕： -
朝： -

1月16日 ニューヨーク 滞在 終日 現地店舗視察・体感
(木） 昼： -

夜 総括　ミーテイング懇親会　
夕： ○

＜ニューヨーク　泊＞ 　 　
朝： -

午前 専用バスにて、空港へ
1月17日 ニューヨーク 発

(金） 12:50 JAL5便 空路、帰国の途へ 昼： -
　 　

＜機内　泊＞ 機： ○
機： ○

1月18日 羽田 着 17:10 着後、解散
(土）

■利用ホテル：グランドハイアット　ニューヨークまたは同等クラス　　　　　　
■食事条件　朝食０回、昼食0回、夕食１回

7

8

■航空会社：日本航空（JAL）

1

2

3

4

5
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※利用交通機関・スケジュールは変更になる場合があります。視察先についてはご出発前に詳細なガイドブックをお渡しします。

NRF 年次総会2020参加&体感型店舗視察ツアー　日程表（６泊８日）

日
程

発着地
発着時間 食　事又は

滞在地



                    ≪旅行条件書（要約）≫                               

●⑤基本旅行代金に含まれないもの（一部例示） 
超過手荷物料金。クリーニング代、電話料、ホテルのボーイ・メイドに対する 

チップ、その他追加飲食など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金。

傷害、疾病に関する医療費など。渡航手続諸費用。国内の自宅から発着空港など 

までの交通費、日本国内での宿泊費など。お一人部屋追加代金。オプショナルツアー

代金。 

●⑥旅行契約の解除・払い戻し 
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下表の金額を取消料とし

て申し受けます。（お１人様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●⑦旅行の中止 
お客様の人数が10名様以下の場合、当社は旅行契約の解除をする場合がございます。 

●⑧旅程保証 
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に一定の率を乗じた

変更補償金を支払いいたします。詳しくは別途交付する旅行条件書（全文）でご確認

ください。 

●⑨旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は、2019年9月17日を基準としております。また旅行代金は2019年 

9月17日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または2019年 

9月17日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として 

算出します。 

●⑩その他 
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 

対象日 取消料（おひとり） 

12月1日（水）～12月
26日（木）まで 

                  旅行代金の10% 

12月27（金）～1月8日
（水）まで 

        旅行代金の20％ 

旅行開始日の前々日～当
日 

旅行代金の50％ 

旅行開始後または無連絡
不参加 

旅行代金の100％ 

ニューヨーク/グランドハイアットニューヨーク 

NRF 2020 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 NRF 2020 年次総会＆米国小売業最新動向体感視察   

■ご旅行期間 2020年1月11日（土）～2020年1月18日（土） 8日間 

■利用予定航空会社 日本航空利用（エコノミークラス） 

■食事条件 朝食：0回、昼食：0回、夕食：1回 

■最少催行人員 20名 

■添乗員 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。 

■利用予定ホテル 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 

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  ４２５，０００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39,860円） 

■燃油サーチャージ ２８，６００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・国際観光税等 ８，６９０円 
*上記日本円換算目安額は2019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２０１９年１１月２９日（金）参加申込書必着とさせていただきます。 

１２月２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 入国時90日以上の残存有効があることが望ましいとされています。 

■ビザ（査証） 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/ 

【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 

【お問い合わせ・お申込み】   

電話：03-6238-308７  

㈱セブンカルチャーネットワーク・NRFツアー担当係 
受付時間（平日）：09：30-17：30  

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責
任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮な
く左記の取扱管理者にお尋ねください。 

●①海外募集型企画旅行契約  
この旅行は、株式会社セブンカルチャーネットワーク（以下「当社」といいます） 
が企画・募集・実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と 
募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります 。 
旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書(全文)、出発前にお渡し 
する最終旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部 
によります。 

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書及び同法第12条の
5に定める契約書面の一部となります。 お申込みの際は、必ず別紙旅行条件書を
お読みいただき、その内容について十分にご確認いただきますようお願いいたし
ます。  

旅行代金（おひとり） 申込金（おひとり） 

50万円以上 100,000円以上旅行代金まで 

30万円以上50万円未満 50,000円以上旅行代金まで 

●②旅行契約のお申し込み･契約の成立・旅行代金のお支払い 
当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申し込み

ください。電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の通信手段でお申し

込みの場合、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に

申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。旅行契約は、当社が契約

の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立いたします。旅行代金は、旅行開

始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前に（お申込が間際

の場合は当社が指定する期日までに）お支払いいただきます。 

●③お支払い対象旅行代金 
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告価格表示欄に「旅行代金として表示し

た金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表

示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消

料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。 

●④旅行代金に含まれるもの 
旅行日程に明示された航空運賃・送迎バス・車など利用運送機関の運賃、観光 

バス・車・ガイド料金、入場料、食事料金、宿泊料金、手荷物運搬料金、団体行

動中のチップ、添乗員同行コースの場合添乗員費用、視察費用など。 

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 

 


