企画・実施／ティ・シィ・アイ ジャパン株式会社
受託販売／プリマツアーズ株式会社
www.primatours.co.jp

Summer Fancy Food Show 2018
開催月日： ２０１８年６月３０日（土）~７月２日（月）
出展社数： ２,６７０社
（２０１６年実績）
来場者数： ４７,０００人 （２０１６年実績）
開催周期： 年１回
展示会会場： Jacob K, Javits Convention Center
(ジェイコブ・ジャヴィッツ・コンベンション・センター)
出展品目： 食品・飲料、菓子、フルーツ、ヘルスフード
ナチュラルフード、調味料/スパイス、ハーブ、水
ギフト用特製品など

ジェイコブ・ジャヴィッツ見本市会場
■ジョン・F・ケネディ国際空港（JFK）より車で35分
■ニューアーク・リバティー国際空港（EWR）より車で25分
■地下鉄 ペンシルベニア駅（Penn Station）より車で
5分（徒歩15分）

宿泊予定ホテル
The Kitano New York

☆☆☆☆

ザ キタノ ニューヨーク

初めての海外旅行、英語が不安な方におすすめの「快
適・安全・親切」をモットーにした、ニューヨークでは唯一の
日系ホテル。館内のフロントとコンシェルジュには日本語を
話せるスタッフ（24時間対応ではございません）、
客室にはウォシュレット、タオル掛
け用の保温棒、湯沸しポットなど、
アメリカではなかなか用意のない、
日系ならではの設備があり、充実
したきめ細やかな「おもてなし」が
魅力です。高級住宅の並ぶパー
クアベニュー沿いにあり、大型ホ
テルにはない静かな落着いた趣
きにはリピーターが多く、また、
ミッドタウンならではの立地のよさ
も実現しています。

ロケーション

Millennium Hilton ☆☆☆☆
New York One UN Plaza

ミレニアム ヒルトン ニューヨーク ワン UN プラザ
ワン UN ニューヨークはビルの28階から上のフロアに
位置する高層階のホテルです。ホテルの周辺は静かな
環境で国連の向かい側にあり、エンパイアステートビル
ディング、グランドセントラル駅ターミナル、五番街やマ
ディソン∙スクエア∙ガーデンにアクセスが便利です。
全427室の客室は広々と
しており、モダンな明る
い内装で、どの部屋から
もニューヨークの美しい
摩天楼が眺められるよう
になっています。エンパ
イア ステートビルなど
ニューヨークのランド
マーク的な景色を見渡
せる部屋も多くあります。

ロケーション

JFK国際空港 タクシーで約45分
グランドセントラル 徒歩約3分
ブライアントパーク 徒歩約10分
地下鉄駅 4/5/6/7ライン
Grand Central-42st駅 徒歩約8分

市内中心まで約1キロ
JFK国際空港 タクシーで約30分
最寄り地下鉄駅(Grand Central)まで
約600メートル
最寄り駅(Penn Station)まで約2キロ
見本市会場(Javits Convention
Center)まで約2キロ

写真はイメージです。

写真はイメージです。

2018年6月29日（金）～7月4日（水）6日間
利用予定ホテル
ツイン2人利用

シングル1人利用

The Kitano New York

￥２８５,０００

￥４０５,０００

Millennium Hilton
New York One UN Plaza

￥２７５,０００

￥３９５,０００

ご参加費用以外に各空港使用料や欧州空港税、燃油サーチャージ（￥１６,８３０、全日空ご利用の場合）が別途かかります。
（注）諸費用は利用航空会社、燃油価格・為替相場の変動により変更になる場合がございます。

日

月日
（曜）

スケジュール
都市名

食事

大阪・名古屋・東京（00:05‐15:30）発→
（乗継ぎの場合あり）
6月29日 ニューヨーク（04:00‐23:00）着
1
（金） 専用車にてホテルまで送迎

機内

■利用航空会社

日本航空、全日空、ユナイテッド航空、アメリカン航空、
デルタ航空、エアカナダ航空、大韓航空、アシアナ航
空のいずれか

■利用予定ホテ
ル

（左ページをご参照ください）

■食事条件

なし

■展示会入場券

含みません。

■最少催行人数

1名

（ニューヨーク泊）
Summer Fancy Food Show 2018
（6/30～7/2開催）
6月30日 （会場内は自由視察）
2
（土）

朝：×
昼：×
夜：×

（ニューヨーク泊）
終日自由視察
3

■添乗員は同行しません。現地係員が送迎のお世話を致します。現
地手配旅行業者の連絡先は最終の確定書面でお知らせいたします。
朝：×
昼：×
夜：×

7月1日
（日）
（ニューヨーク泊）
終日自由視察

4

朝：×
昼：×
夜：×

7月2日
（月）
（ニューヨーク泊）

5

■ご宿泊ホテルについて：欧州のホテルはツインルームに対してシ ング
ルルームの場合広さや設備等で劣る場合もあります。バスルームでシャ
ワーのみの部屋もありますのでご了承下さい。
■展示会期間中の為、部屋数には限りがございます。お早めにお申し込
み下さい。
■会場内での通訳の別途手配も承っております。お問い合わせ下さい。

専用車にて空港へ送迎
ニューヨーク（06:30‐20:45）発→
7月3日 （乗継ぎの場合あり）
（火）

朝：×
昼：×
夜：機内
（機内泊）

6

■日本各地からご出発可能です。追加料金が発生する場合がございま
すのでお問い合わせ下さい。

東京・名古屋・大阪（06:55‐19:50）着
7月4日
（国内での乗継ぎの場合あり）
（水）
通関後、解散

■利用航空会社は最終的にお渡しする確定書面にて御案内する会社を
もって最終案内と致します。利用航空会社によっても発着時間 経由地な
どが変更されます。
■朝食代金が含まれておりませんので、現地ホテルにてお客様ご自身で
お支払い下さい。

機内

* * * お問い合わせ・お申し込みは * * *

プリマツアーズ株式会社 http://www.primatours.co.jp
東京 〒１０５－０００１
東京都港区虎ノ門１丁目１－２０ 虎ノ門実業会館３Ｆ
ＴＥＬ：０３－３５１９－７８８１
ＦＡＸ：０３－３５１９－７８８２

大阪 〒５４２－００８１
大阪市中央区南船場２－５－８長堀コミュニティビル５Ｆ
ＴＥＬ：０６－６２６１－２０１１
ＦＡＸ：０６－６２６１－１９１１

E‐Mail : info@primatours.co.jp

下記申込書にご記入頂き、FAXにてお送りください。

ＴＥＬ：大阪０６-６２６１-２０１１ 東京０３-３５１９-７８８１
ＦＡＸ：大阪０６-６２６１-１９１１ 東京０３-３５１９-７８８２

※申込書と一緒にパスポートコピー（写真のあるページ）を必ずご提出ください。
フリガナ

性別

氏名

男 ・ 女
〒

－
都道
府県

現住所

TEL：
FAX：
携帯：

市 群
区

年齢
満（
－
－
－

）歳

－
－
－

勤務先
部署
勤務先英文
勤務先住所
渡航中の
連絡先
部屋タイプ

〒

－

氏名

TEL：
□一人部屋

・

□二人部屋

－

－

続柄： （

搭乗地

）

海外旅行
傷害保険

□加入する
□加入しない

個人情報の取り扱いご記入頂きました個人情報につきましては、プリマツアーズ㈱がご旅行に関わる手配業務に利用致します。（航空機・ホテル手配、出入
国書類作成、査証代理申請、緊急連絡先確認等）これらの目的以外に無断で利用することはありません。
尚、ご提出頂きました個人情報は当社にて厳重に管理致します。
パンフレット記載について

（お申し込みの前に必ずお読み下さい。）

■募集型企画旅行契約 この旅行はティシィアイジャパン株式会社（以下「当社」という）が企画・実施するもので、お客様は当社と募集型企画旅行契約（以
下「旅行契約」という）を締結することになります。当企画旅行はプリマツアーズ㈱が当社との提携ならびに特別契約に基づき、旅行販売を担当いたします。
■旅行契約の申込み 所定の申込用紙に所定の事項を記入し、FAXないしメールにてお送りください。
■旅行契約成立時点 旅行契約は当社らが契約締結を承認し、お取引の個人もしくは法人のお客様に関しましては申込書と申込金（5万円）受理した時に
成立します
■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記載された金額（以下「表示代金」という）と後記「追加代金」の合計額か
ら後記「割引代金」を差し引いた金額（以下本旅行条件書内では単に「旅行代金」という）をいいます。またこの「旅行代金」が「申込金」「取消料」「変更補償
金」のお支払いの際 の基準となります。
■「表示代金」に含まれるもの（一部例示） 以下のものが含まれています。（いずれも募集型企画旅行中または旅行日程として表示されたもの①航空、船
舶、鉄道等 利用運送機関の運賃②送迎・移動のバス等の代金③観光・視察に係る代金④ホテル宿泊代金⑤食事代金⑥コンダクター同行代金⑦受託手
荷物運搬代金（1人20kg以内が原則）
■「表示代金」に含まれないもの（一部例示） ①渡航手続諸経費（旅券・査証取得費用等）②国内の自宅から発着空港等までの交通費や宿泊費等③国内
における空港施設使用料④規定の重量・容積・個数の超過による超過手荷物料金⑤クリーニング、電話料、ホテルのボーイ、メイド等へのチップ、その他追
加飲食等の個人的諸費用⑥傷害・疾病に関する医療費等⑦国外の空港税・出国税等⑧「オプショナルツアー」等と呼称し、現地にて他社等が希望者のみを
募って実施する小旅行⑨運送機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行
者に一律に課せられるものに限る。） ⑩その他募集広告内で「○○料金」と称したもの
■追加代金（一部例示） ①お客様の希望により1人（2人）部屋を1人で使用することを保証するための追加代金②1人または奇数人数で参加される際に他
のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定め、その旨を募集広告に表示したときの1人部屋または2人部屋を1人で使用した際に係る「1人部屋追加代金
」③その他募集広告内で「○○追加代金と表示したもの
■割引代金 ①1部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件に設定した1人あたりのお部屋割引代金②その他募集広告内で「○○割引代金」と称するもの
■旅行代金のお支払い 申込時点または旅行契約成立時点以降、旅行開始日前の指定期日（原則として21日前）迄にお支払いいただきます。
■旅行契約の解除 お客様は一定の場合を除き、次に定める取消料をお支払いいただくことにより契約を解除できます。

旅行契約の解除期日

取消料

①旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降

旅行代金の10％（最高50,000円まで）

②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降21日前まで

50,000円

③旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降3日前まで

旅行代金の30％

④旅行開始日の3日以降旅行開始前日まで

旅行代金の50％

⑤旅行開始後又は無連絡不参加の場合

旅行代金の100％

■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は、旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を支払います。
詳しくは別途交付する詳細旅行条件書でお確かめください。
■旅行条件要旨基準日 この旅行条件要旨の基準日は、2017年10月16日です。旅行代金は2017年10月16日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準
として算出しています

旅行企画・実施
観光庁登録一般旅行業第1139号 JATA正会員
TCI–JAPAN / ティ・シィ・アイ ジャパン株式会社
総合旅行業務取扱管理者 早崎 寛
本社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1-20虎ノ門実業会館3F
（社）日本旅行業協会正会員

・・・お問い合わせ、お申し込みは・・・
受託販売
JATA正会員 大阪府知事登録旅行業第3-1574号
プリマツアーズ株式会社
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目5-8 長堀ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾋﾞﾙ5F
TEL： 06-6261-2011 / FAX： 06-6261-1911
総合旅行業務取扱管理者 持田 寿代
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1‐20 虎ノ門実業会館3F
TEL： 03-3519-7881 / FAX： 03-3519-7882
総合旅行業務取扱管理者 畠山 信一

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き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りましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

