
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017年 8月 15 日(火) ～ 8 月 22 日(火) 【6泊 8 日】 

ボストン市（米国・マサチューセッツ州） ＆ ニューヨーク市（米国・ニューヨーク州） 

     538,000 円 【航空機：エコノミークラス/ホテル：2 名１室ご利用の場合のお 1 人様代金です】           

■上記旅行代金は、2017年 1月 31日を基準としております。 旅行代金に東京国際空港(羽田)旅客サービス施設使用料、米国空港諸税、 

燃油サーチャージ(概算合計 17,320円/2017年 2月 14日現在)は含まれておりません。   

■食事     ： 朝食 6回／昼食 0回／夕食 4回を含みます（機内食を除く）。 

■添乗員・通訳 ： 羽田空港より全行程同行し、研修通訳・添乗業務を務めます≪添乗員・通訳：鈴木 雄 氏≫ 

■利用航空会社 ： デルタ航空 航空連合「スカイチーム」のメンバー。米国ジョージア州アトランタ市に本拠を置く。 

■利用ホテル  ： ボストン(MA)：The Midtown Hotel, 220 Huntington Avenue, Boston, MA 02115, USA 

ニューヨーク(NY)：The Watson Hotel, 440 West 57th Street, New York, NY 10019, USA 

■研修資料   ： 研修講義テキスト、アメリカ医療情報、アメリカガイドブック等を出発前にお渡し致します。 

■お 1人部屋利用追加代金、ビジネスクラス利用追加代金、渡航手続代行料金(ESTA登録代行)は募集要項をご参照下さい。 

     25 名（最少催行人員 20 名） 

     2017 年 6 月 15 日(木) ※但し、定員になり次第、締切らせて頂きます。 

 

 

 

研修企画 ： (一社)日本保険薬局協会  〒104-0028東京都中央区八重洲 2-2-10 八重洲名古屋ビル 8F  Tel: 03-3243-1075 

研修協力 ： MCPHS University薬学部 (Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences) 

旅行企画・実施 ： 株式会社 国際旅行社 （観光庁長官登録旅行業第 40 号/（社）日本旅行業協会正会員）               2017 /2/28 

 

 
 

2017 年度 (一社)日本保険薬局協会 

NNPPhhAA 薬薬剤剤師師海海外外研研修修  
アメリカ東部薬剤師研修≪Boston & New York≫  

アメリカ医療・調剤研修 MCPHS University 薬学部 

MCPHS University, Boston, MA 

研修期間 

視察都市 

旅行代金 

募集人員 

申込締切 

  
ニューヨーク（ＮＹ） ボストン(MA) 

  

                                 ≪この研修のお勧め≫ 

(一社)日本保険薬局協会は、昨年実施のアメリカ東部研修(ニューヨーク・ボストン)では多くの参加者より大変参考になり、有意義であった

とのご意見を頂きました。今年も更に広く薬剤師の知識、技術向上と見分を深めるべく、MCPHS University(Massachusetts College of Pharmacy and 

Health Sciences)での薬剤師研修プログラムを企画いたしました。本企画は医療・調剤の先進国であるアメリカ東部で最も歴史も古く、人気の

ある薬学教育の熱心なボストンの MCPHS University とその関連医療機関の絶大な支援・協力の基に作成されたプログラムです。 

すでにご承知の通り、日本国政府は２０１６年度の診療報酬改定に伴い、薬局経営のさらなる進化、またそれぞれの薬局と患者を支える

薬剤師の仕事の内容、意識をレベルアップするいろいろな方針が検討・進められています。特に医療費（特に老人医療における薬剤費）の節

減と門前薬局の診療費の見直しがその柱です。時を同じくして政府は老人医療における様々な症状に対応する専門薬剤師の育成策を新た

に設定し、薬剤費の見直しに繋げることを目標としています。アメリカでは心臓病、糖尿病など多くの症例に合わせた専門薬剤師が活躍して

おります。 

この機会にさらに薬剤師の知識と技術の向上、広く薬剤治療の現場での見分を深めるべく、医療調剤の先進国であるアメリカ研修企画を

実施いたします。本企画では広くアメリカ先進の薬学教育と卒業後の生涯研修プログラム、病院・調剤での薬剤師の仕事とテクニシャンの役

割などの視察研修や懇談を行います。さらに大型チェーン・ドラッグストア、独立系薬局、製薬会社、ナーシングホーム施設（予定)なども視察

致します。 是非多くの薬剤師の皆様の参加をお待ちしております。 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://www.ana.co.jp/wws/us/j/local/serviceinfo/daily-service/image/0865-lang-multi_nyc.jpg&imgrefurl=https://www.ana.co.jp/wws/us/j/local/serviceinfo/daily-service/newyork.html&h=354&w=930&tbnid=xvm1NUdAFk0jwM:&docid=gTQlzdtANY9LNM&ei=akjZVuejMoer0ATL-JZI&tbm=isch&ved=0ahUKEwjngIDKz6bLAhWHFZQKHUu8BQkQMwhIKBowGg
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://www.ana.co.jp/wws/us/j/local/serviceinfo/daily-service/image/0865-lang-multi_nyc.jpg&imgrefurl=https://www.ana.co.jp/wws/us/j/local/serviceinfo/daily-service/newyork.html&h=354&w=930&tbnid=xvm1NUdAFk0jwM:&docid=gTQlzdtANY9LNM&ei=akjZVuejMoer0ATL-JZI&tbm=isch&ved=0ahUKEwjngIDKz6bLAhWHFZQKHUu8BQkQMwhIKBowGg
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.alumni.mcphs.edu/s/1022/images/editor/ce_images/10_lincoln_entrance_compressed.jpg&imgrefurl=http://www.alumni.mcphs.edu/s/1022/index.aspx?sid%3D1022%26gid%3D1%26pgid%3D1823%26cid%3D4164%26ecid%3D4164%26crid%3D0%26calpgid%3D13%26calcid%3D664&docid=kVXSKri1zSM36M&tbnid=UUJHFjtSNXcZcM:&vet=1&w=448&h=313&bih=815&biw=1026&q=MCPHS%20University%E7%94%BB%E5%83%8F&ved=0ahUKEwjT36L9hNrRAhUDurwKHeeMC9UQMwhCKBwwHA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXzPO8g9rRAhXSq5QKHQ1qCroQjRwIBw&url=https://www.expedia.co.jp/Boston.d178239.Travel&psig=AFQjCNEU8h5n6F4y5QxHXcHg8oo4iCZp9w&ust=1485321381449961


 

 

アメリカ東部薬剤師研修≪Boston & New York≫                      2017/2/14 

                                                                                                
月日 都市名 時刻 

交通 

機関 
日    程 

朝

食 

昼

食 

夕

食 

1. 8/15 

(火) 

 

羽田空港国際線  

羽田空港国際線    発 

-------------------- 

ミネアポリス(MSP) 着 

ミネアポリス(MSP) 発 

ボストン(BOS)    着 

 

 

 16：20 

-------- 

13：35  

17：30 

21：20 

 

   

DL120 

-------- 

 

DL1208 

 専用車 

 

オリエンテーションセミナー＆研修ブリーフィング 

デルタ航空 120便にてミネアポリス経由ボストンへ 【飛行時間：11時間 15分】 

------------------------------日付変更線--------------------------------- 

ミネアポリス到着 アメリカ入国手続後、国内線へ乗り継ぎ 

デルタ航空 1208にてボストンへ 【飛行時間：2時間 50分】 

到着後、ホテルへ 

夕食：市内レストランにて 

≪宿泊：The Midtown Hotel, Boston, MA≫ 

 

 

-- 

機

内 

 

 

 

-- 

× 

機

内 

-- 

○ 

2. 8/16 

(水) 

  

ボストン(MA) 

 

 

 08：00 

09：00 

 

 

 

 

 

 

 

19：00 

21：30 

 

 

専用車 

 

 

 

 

 

 

専用車 

朝食：コンチネンタル・ブレックファースト(ホテル内にて) 

MCPHS大学薬学部にて研修へ 

MCPHS University, School of Pharmacy (117799  LLoonnggwwoooodd  AAvvee..,,  BBoossttoonn,,  MMAA  02115, USA) 

講義【1】 アメリカ並びに MCPHS 大学での薬学教育とその実践 

講義【2】 現代のアメリカの薬局における倫理及び専門職としての問題                        

講義【3】 体験教育＝Pharm. D のための訓練の最後のステップ                       

講義【4】 DI における薬剤師の役割 (DI:医薬品情報部門                       

昼食：大学にて(各自) 

訪問【1】 大学附属病院薬剤部 

訪問【2】 チェーン薬局 

夕食：市内レストランにて                

ホテル到着 

≪宿泊：The Midtown Hotel, Boston, MA≫ 

○ × ○ 

3. 8/17 

(木) 

  

ボストン(MA) 

 

 

 

 08：00 

09：00 

 

 

 

 

 

 

19：00 

21：30 

  

 専用車 

 

 

 

 

 

専用車 

朝食：コンチネンタル・ブレックファースト(ホテル内にて) 

MCPHS大学薬学部にて研修へ 

MCPHS University, School of Pharmacy (179 Longwood Ave., Boston, MA 02115, USA) 

講義【5】 薬局管理と臨床ケア－共同薬物管理                     

講義【6】 コミュニケーションスキルと 21世紀の薬剤師のあり方                        

講義【7】 老人医療における医療と薬剤                        

昼食：大学にて(各自) 

訪問【3】製薬メーカー 

訪問【4】メールオーダー薬局 

夕食：市内レストランにて 

ホテル到着 

≪宿泊：The Midtown Hotel, Boston, MA≫ 

○ × ○ 

4. 8/18 

(金) 

  

ボストン(MA)   

08：00 

09：00 

 

 

 

 

  

 

21：30 

 

専用車 

   

 

 

 

専用車 

 

 

朝食：コンチネンタル・ブレックファースト(ホテル内にて) 

MCPHS大学薬学部にて研修へ 

MCPHS University, School of Pharmacy (117799  LLoonnggwwoooodd  AAvvee..,,  BBoossttoonn,,  MMAA  0022111155,,  UUSSAA)) 

オープンディスカッション(質疑応答) 

【修了証書授与】 記念撮影 

昼食：大学にて(各自) 

訪問【5】 Specialty Pharmacy(専門薬局) 

■ボストン市内視察 ・ハーバード大学 ・ビーコンヒル ・クインシーマーケットなど 

■市内中心部にて自由視察  夕食：各自 

ホテル到着 

≪宿泊：The Midtown Hotel, Boston, MA≫ 

○ × × 

5.  

 

8/19 

(土) 

 

 

ボストン(MA)       発 

 

ニューヨーク(NY) 着 

 

 

 

07：30 

 

12：30 

 

 

19：00 

21：30 

 

 

専用車 

 

 

 

 

 

 

 

朝食：コンチネンタル・ブレックファースト(ホテル内にて) 

ホテルチェックアウト後、専用車にてニューヨーク(NY)へ(約 5 時間) 

車中にて研修まとめセミナー【意見交換会】実施 

ニューヨーク到着 昼食：各自にて 

訪問【6】 Walgreens Pharmacy–Manhattan 地区(予定) 

訪問【7】 Duane Reade-Wall Street Flagship Store(予定) 

夕食：市内レストランにて 

ホテル到着 チェックイン 

≪宿泊：The Watson Hotel, New York, NY≫ 

○ ×  ○ 

6.  8/20 

(日) 

  

ニューヨーク(NY)   

 

 

 

 

朝食：アメリカン・ブレックファースト(ホテル内レストランにて) 

終日自由視察≪オプショナルツアー≫など 

・ニューヨーク 1日観光  ・メトロポリタン美術館観賞 

・飛行機で行くナイアガラ 1 日観光  ・ブロードウェイ ミュージカル鑑賞など  

昼食・夕食：各自にて 

≪宿泊：The Watson Hotel, New York, NY≫ 

○ × × 

7. 8/21 

(月) 

  

ニューヨーク(NY) 

 

ニューヨーク(LGA) 発 

ミネアポリス(MSP) 着 

ミネアポリス(MSP) 発 

 

 

08：20 

10：31 

11：20 

 

専用車 

DL121 

 

DL121 

朝食：アメリカン・ブレックファースト(ホテル内レストランにて) 

ニューヨーク ラ・ガーディア空港へ 

デルタ航空 121便にてミネアポリス経由帰国の途へ 【飛行時間：3時間 11分】   

到着後、デルタ航空国際線羽田行きへ乗り継ぎ 

デルタ航空 121便にて羽田空港へ 【飛行時間：12時間 25分】   ～機中泊～                    

○ 機

内 

 

8. 8/22 

(火) 

羽田空港国際線  着 13：45 

 

 羽田空港国際線ターミナル到着  

入国審査後、解散 ≪研修終了≫ 

機

内 

  

■交通機関、発着時刻は 2017 年 2 月 14 日現在の情報に基づきます。2017年夏期運行スケジュールへの改定に伴い、変更になる事もあります。 

■研修での講義内容、訪問先、訪問日時は現在受入先との調整を進めており、今後変更になる場合もございますので、予めご了承下さい。 

■本研修内容の資料と広報の記録として、研修中の様子の写真撮影をさせて頂きます。                        

研修日程表  



 

 

MCPHS University 薬学部                                                                                         
MCPHS University, School of Pharmacy 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な研修・視察先 

研修テーマ 

MCPHS University薬学部での研修と視察訪問先 

大学での講義  院内薬剤部視察 
 

 

 

MCPHS University (Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences) 

Address: 179 Longwood Avenue, Boston, MA 02115, USA 

Tel: 1-617-732-2800 / Fax: 1-617-732-2850 

MCPHS University は 1823 年に設立されたボストン市で最も古い大学であり、アメリ

カでも 2 番目に古い薬科大学である。MCPHS University は、ボストンを中心として

6,000 人の学生を有し、ウスターとマンチェスターなどのキャンパスにプログラムを提

供している。この大学の基本の教育ポリシーは最新の薬学、医薬品化学、製薬経済

学と方針、医療と薬理学の博士学位の習得である。又、ヘルスケア・ビジネスも積極

的に指導して優秀な人材を送り出している。MCPHS University Campus:  

Boston, Massachusetts / Worcester, Massachusetts / Manchester, New Hampshire 

ボストンはアメリカ合衆国マサチューセッツ州北東部 

サフォーク郡にある都市。同州最大の都市かつ州 

都でもある。アメリカで最も歴史の古い街の一つであ 

り、また同国有数のグローバル都市で、金融センター 

としても高い影響力を持っている。ボストン市の人口 

は 64万 6000人(2013年)で、アメリカ国内で第 22 

位の大きさ。ハーバード大学を中心に世界的に高度 

な教育機関を持つ都市である。 

 

ニューヨークはアメリカ合衆国ニューヨーク州に 

ある都市。1790年以来、同国最大の都市であり、 

市域人口は 840万人を超え、都市圏人口では 

2,200万人以上である。2009年の市内総生産は 

6,014 億ドル（約 50兆円）であり、全米最大、世界 

2位である。世界最高水準の世界都市、金融セン、世界の商業、文化、ファッ

ターであり、世界の商業、文化、ファッション、エン 

ターテインメントなどに多大な影響を及ぼしている。 

国際政治の中心である国連本部ビルの所在地。 

RWJUH大学附属病院 

 

アメリカ訪問都市基本情報 

■政治体制：大統領制、連邦制（50 州他）   ■首都：ワシントン DC(特別行政区)    ■人口：約 3 億 2330万人(2015 年統計) 

■公用語：主として英語（他にスペイン語など）   ■面積：約 963万 1373km2 (日本の約 25倍)    ■電圧：120ボルト／コンセント：日本と同じ 

■通貨：ドル(＄) 1US$=100 セント=@\116.59(2017/2/16)  ■宗教：主にキリスト教(プロテスタント 35%、カトリック 24%、ユダヤ 3%)  ■時差：東海岸-13時間 

  

都市 
8月 平均気温(℃) 

最 高 最 低 降水量 

ボストン 26.7 17.8 84.3 

ニューヨーク 28.0 20.0 86.6 

東京 31.0 25.0 168.2 

 

ボストン＆ニューヨーク 8月の気温と服装 

アメリカ合衆国基本データ 

 
 

 

宿泊ホテルについて 

マサチューセッツ州は、日本と同様に四季があり、6～9 月初旬は雨も少なく、気持ち良い青空が広がるベスト

シーズン。日本ほど湿気は高くないものの、夏は高温多湿で日中は 30℃を超える日も多いが、日本と比べ昼

と朝晩との寒暖の差が大きい。建物内は冷房が利いているのでカーディガンなど薄手の上着があると重宝

で、サングラスや日焼け止めもあると便利。研修・視察中の服装は、スマート・カジュアル(男性：襟付きシャ

ツ、ジャケット、チノパンなど、女性：それに見合った服装)で結構です。スーツ・ネクタイは必要ございません。

靴は普段履きなれた歩きやすいものをご準備下さい。 

 

 

 

ボストン(マサチューセッツ州) ニューヨーク(ニューヨーク州) 

The Midtown Hotel  
220 Huntington Avenue, Boston, MA 02115, USA 

TEL:1-617-2621000 / FAX:1-617-2628739 

URL:http://www.midtownhotel.com/en-us/ 

バックベイ・シンフォニーホールの斜め向かい付近に位

置するホテル。広々とした客室はグリーンのカーペットに

赤いファブリックがアクセントになっているシンプルでアッ

トホームな印象。ショッピング街へは徒歩圏内で観光に

も便利な立地。ローガン国際空港から約 6ｋｍ。  
 

 

 

The Watson Hotel  
440 West 57th Street, New York, NY 10019, USA 

TEL:1-212-5818100 / FAX:1-212-5817739 

URL:https://thewatsonhotelny.com/ 

ミッドタウン西部に位置するホテル。ロビーは洗練 

された木目調を活かしたインテリアでまとめられ光 

の差込む居心地の良いラウンジがある。客室は全 

体的にシックな大人の雰囲気。自慢の屋上にある 

プールとテラスはビルの谷間のオアシス的存在。 

1. アメリカの薬学教育プログラムとカリキュラム 

2. 卒業後の薬剤師教育と実践 

3. より上を目指す薬剤師の仕事と役割 

4. 医師との共同による薬物治療 

5. 高齢者、老人の患者ケア、薬剤師の仕事と役割 

6. 患者とのコミュニケーションスキル 

7. 薬剤のメールオーダーシステムとオペレーション 
 

1. MCPHS University薬学部 

2. 大学附属病院薬剤部 

3. 製薬メーカー 

4. Specialty Pharmacy(専門薬局) 

5. CVS Pharmacy 

6. Walgreens Pharmacy-Manhattan地区 

7. Duane Reade-Wall Street Flagship Store 
 

車中意見交換会 
 

添乗員・通訳紹介 

 鈴木 雄 氏 

東京外国語大学卒。 大手製薬メーカーの海外研修を 25年担当。 米国・欧州の薬学・医学に精通。 米国ラトガーズ大学、ワシントン 

大学、オレゴン大学、ロンドン大学など大学薬学部の研修通訳として２０年以上の経験を持つ。 研修、視察、コーディネート、通訳の同 

行は 400 回を超える。『ご参加の皆様が今回の研修目的を充分に達成されますよう、全行程においてご指導致します。』 
 

 

 

  

  

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E9%83%A1_(%E3%83%9E%E3%82%B5%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%84%E5%B7%9E)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9E%E9%83%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/1790%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2009%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%83%BD%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E8%9E%8D%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%9C%AC%E9%83%A8%E3%83%93%E3%83%AB
mailto:1US$=100セント=@/116.59(2017/2/16)
tel:1-617-2621000%20/%20FAX:1-617-2628739
http://www.midtownhotel.com/en-us/
tel:1-212-5818100%20/%20FAX:1-212-5817739
https://thewatsonhotelny.com/
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.alumni.mcphs.edu/s/1022/images/editor/ce_images/10_lincoln_entrance_compressed.jpg&imgrefurl=http://www.alumni.mcphs.edu/s/1022/index.aspx?sid%3D1022%26gid%3D1%26pgid%3D1823%26cid%3D4164%26ecid%3D4164%26crid%3D0%26calpgid%3D13%26calcid%3D664&docid=kVXSKri1zSM36M&tbnid=UUJHFjtSNXcZcM:&vet=1&w=448&h=313&bih=815&biw=1026&q=MCPHS%20University%E7%94%BB%E5%83%8F&ved=0ahUKEwjT36L9hNrRAhUDurwKHeeMC9UQMwhCKBwwHA&iact=mrc&uact=8
http://tsuiteru-happy-life.up.n.seesaa.net/tsuiteru-happy-life/image/City20of20Boston.jpg?d=a0


  
  

 

研修期間 2017年 8月 15日(火)～8 月 22日(火) 【6泊 8日】 

研修日程 別紙「研修日程表」の通り 

基本旅行代金 

538,000 円 (航空機：エコノミークラス利用／ホテル：2 名 1室(ツインルーム)ご利用の場合のお一人様代金です)  

※1名様参加で他に相部屋希望の方がおられない場合は、お一人部屋利用追加代金が必要となりますので、ご了承下さい。 

※羽田旅客サービス施設使用料、米国空港諸税、燃油サーチャージは含まれておりません(概算 17,320 円 2017/2/14現在)。 

募集人員  25 名(最少催行人員 20名) 

食事 朝食 6回 昼食 0 回 夕食 4回 (機内食を除く) 

お一人部屋利用追加代金 117,000 円(6泊分) 

ビジネスクラス利用追加代金 666,000 円 

添乗員/通訳 羽田空港より 1 名全行程同行し、研修通訳・添乗業務を務めます。 

利用航空会社 デルタ航空 

利用ホテル Boston(MA) :The Midtown Hotel / New York(NY) : The Watson Hotel 

旅券(パスポート) 帰国時まで有効な IC 旅券が必要ですが、米国入国時 90日以上有効なものが望ましい。 

査証(ビザ) 査証は不要ですが、ESTA(電子渡航認証システム)の事前登録が必要です。ESTA登録には IC旅券が必要です。 

 
①ご予約方法 お申込は別紙参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ又は郵送にて下記「お申込み先」までご送付下さい。 

②お支払方法 
同時にお申込金 50,000 円を下記口座にお振込み下さい。お申込金は旅行代金の一部に充当致します。 

旅行代金の残金は、弊社よりお送りします請求書の到着後にお支払下さい。お支払期限：2017年 7月 24 日 

③お申込後の案内書 ご送付頂きました参加申込書に基づき、ご予約内容及び今後の渡航手続きに関しご案内致します。 

④最終ご案内書 最終ご案内書(旅のしおり)を、ご出発 10日前までにお送り致します。 

⑤ご出発について 旅のしおりでご案内致しますお時間までにご集合下さい。 

⑥お振込み銀行 三井住友銀行・神田支店 ／ 口座番号：当座預金 2411844 ／ 口座名：カ)コクサイリョコウシャ  

⑦お申込み締切日 2017年 6月 15日(木) 但し、定員になり次第、締切らせて頂きます。 

基本旅行代金に含まれない主な費用 
下記費用は基本旅行代金に含まれません。【A】別途お支払頂く費用/【B】希望者のみお支払頂く追加費用 

各費用は基本旅行代金のお支払い時に加算してお支払い下さい。 

【A】 基本旅行代金以外に別途お支払い頂く費用 

■羽田空港旅客サービス施設使用料：2,570 円(2017年 2月 14日現在) 

■米国空港諸税：7,750 円(2017年 2月 14日現在) 

■燃油サーチャージ：7,000 円(2017年 2月 14日現在) /航空券発券時に有効な燃油サーチャージを適用) 

※各空港諸税、燃油サーチャージに増減がありました場合、その差額を徴収又は払戻を致します。 

【B】 希望者のみお支払い頂く追加費用 

■お一人部屋利用追加代金：117,000 円 (6泊分)   

■ビジネスクラス利用追加代金：666,000 円  

■渡航手続代行料金：ＥＳＴＡ申請代行手数料(4,320 円)及び登録料実費 US$14(約 1,680 円) 

■任意の海外旅行傷害保険料 

■オプショナルツアー料金(ニューヨーク発/8月 20 日(日)催行) 

 
会社名 / 担当 株式会社 国際旅行社 東京本社営業所 / 担当：大澤 

住所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル B1F 

電話/FAX/E-mail TEL: 03-3214-4821 / FAX: 03-3214-4867 / E-mail: kojiosawa@otsjpn.com (大澤) 

営業時間 09:30～19:30(平日)、10:00～18:00(土)、日・祝日は休業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集要項・旅行条件  

 

【基本旅行代金に含まれるもの】【旅行代金算出基準日：2017年 1月 31日】 
■航空運賃：日程表に記載された区間のエコノミークラス団体航空運賃 

■宿泊料金：2人 1室(ツインルーム)利用 

■食事料金：朝食 6 回、昼食 0回、夕食 4回（機内食は含まれません） 

■交通機関料金：日程表記載の視察・観光・送迎バス料金 

■研修・視察・観光関係費用：研修・視察・観光に関わる諸費用 

■添乗・通訳費用：添乗員同行費用・通訳費用(羽田より 1 名全行程同行致します) 

■税・サービス料：団体行動中の税金、サービス料、チップ 

■手荷物運搬料金：航空会社規定重量、容積、個数の範囲内 

※上記費用はお客様の都合により一部利用されなくても払戻し致しません。 

【基本旅行代金に含まれないもの】 
■羽田空港旅客サービス施設使用料:2,570 円(2017年 2 月 14日現在) 

■米国空港諸税：7,750 円(2017年 2 月 14日現在) 

■燃油サーチャージ：7,000円(2017 年 2 月 14 日現在) 

■お一人部屋利用追加代金：117,000 円 (6泊分) 

■ビジネスクラス利用追加代金：666,000円 

■渡航手続代行料金:ESTA申請代行手数料 4,320円/登録料実費 US$14(約 1,680円) 

■任意の海外旅行傷害保険料 

■超過手荷物料金：航空会社規定の重量・容積・個数を超える場合 

■個人的性質の諸費用：日程に明示されていない飲料代、電話代等 

■オプショナルツアー料金：ニューヨーク発/8月 20日(日)催行 

■日本国内旅費：日本国内における交通費、宿泊費等 

【渡航手続代行料金】 
この旅行の参加に当たっては別途 ESTA登録が必要です。当社にて手続代行をされ

る場合の費用は下記の通りです。ご希望の場合は参加申込書にてお申込み下さい。 

・ESTA申請代行手数料(4,320円)及び登録料実費 US$14(約 1,680円) 
 

【旅行契約と契約の成立】 
本旅行は株式会社国際旅行社、東京本社営業所が企画募集し実施する企画旅行で参加

される方は当社と募集型企画旅行契約を結んで頂きます。契約は当社の承認と上記申

込金の受理を持って成立するものとし成立日は当社が申込金を受理した日とします。 

【取消料】 
お申込後、お客様の都合で参加を取消される場合は、次の取消料をお支払い頂きます。

尚、取消料算出時の旅行代金とは、基本旅行代金と追加旅行代金の合計額です。 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、 

40 日目にあたる日以降～31日目までの取消・・・旅行代金の 10%(ピーク時) 

30 日目にあたる日以降～15日目までの取消・・・10万円(旅行代金が 50万円以上) 

14 日目にあたる日以降～3日目までの取消 ・・・旅行代金の 20% 

旅行開始日の前々日以降旅行開始日までの取消 ・旅行代金の 50% 

旅行開始後又は無連絡不参加 ・・・・・・・・・旅行代金の 100% 

【旅券・査証について】 
旅券(パスポート)：この旅行には帰国時まで有効な IC旅券(パスポート)が必要です。 

但し、米国入国時 90日以上あることが望ましいため、必ずお確かめ下さい。 

査証(ビザ)：一定の条件を満たしている方は、事前に電子渡航認証(ESTA)を取得する

ことにより無査証で入国頂けます(日本国籍)。米国へ航空機、船舶にて入国（米国経

由第 3 国への渡航を含む）される日本国籍の方は ESTA への登録が必要となります。

詳しくは、https://esta.cbp.dhs.gov/をご確認下さい。登録はお客様ご自身で行う

ことも可能です。ESTA を取得できなかった場合は、米国査証申請が必要です。査証

取得まで 1ヵ月以上要する場合があります。ご出発まで査証が取得できない場合、旅

行契約を解除させて頂き、その場合の取消料はお客様ご負担となります。現在お持ち

の旅券が、今回の旅行に有効かどうかのご確認、ならびに旅券・査証取得等は、お客

様ご自身の責任で行っていただきます。(日本国籍以外の方は、自国・渡航先国の領

事館、入国管理事務所にお問合せ下さい。 

参加ご案内 

お申込方法 

お申込み・お問合せ先 

ご旅行条件(募集型企画旅行契約) 

mailto:kojiosawa@otsjpn.com
https://esta.cbp.dhs.gov/


  
 

 

コース番号 コース名 料金 イメージ 

Ａコース 

【ニューヨーク1日観光】 
≪現地ガイドの説明によりＮＹを短時間で効率的にお楽しみ下さい≫ 

【出発時間：8時頃出発／所要時間：約7時間／最少催行人員：2名】 

NYヒルトンミッドタウン発/08:00頃)⇒リンカーンセンター(車窓)、セントラルパー

ク(車窓)、メトロポリタン美術館(下車/入場なし)、タイムズスクエア(車窓)、劇場

街(車窓)、エンパイアステートビル(車窓)、フラットアイアンビル(車窓)、ワシント

ンスクエア・ビレッジ(下車)⇒ダウンタウン(下車＆ランチタイム/昼食は各自

/11:30頃)⇒遊覧船にて自由の女神を眺望(12:30頃)⇒グランドゼロ(車窓)、ワー

ルドトレードセンター(車窓)、ミートパッキングディストリクト・ハイランドパーク(下

車)、ロックフェラーセンター(下車/15:00頃)⇒ロックフェラーセンターにて解散。 

\12,000 
【料金に含まれるもの】 

日本語ガイド 

フェリー代 

送迎 

 

Ｂコース 

【飛行機で行くナイアガラ1日観光】 
≪想像を絶する大自然の驚異・ナイアガラの滝の日帰り観光です≫ 

【出発時間：5時頃出発／所要時間：約15時間／最少催行人員：2名】 

指定ホテル出発⇒空港へご案内⇒航空機にて出発⇒バッファロー空港又はロ

ーチェスター空港着後、陸路にてカナダへ入国⇒ナイアガラ観光をお楽しみ下

さい⇒テーブルロック(下車)⇒遊覧船(乗船)※遊覧船運休の場合は滝の裏側

観光(入場)へご案内。途中、滝の見えるレストランにて昼食⇒陸路にてバッファ

ロー空港又はローチェスター空港へ。航空機にて出発⇒指定ホテルにて解散。 

\68,000 
【料金に含まれるもの】 

日本語ガイド 

空港送迎 

往復航空運賃 

昼食、遊覧船乗船料 

(又は滝裏トンネル入場料) 

 

Ｃコース 

【歩いて体験！リバティー島で自由の女神＆ブルックリン橋  

歩いてダンボ散策】 
≪フェリーでリバティー島に渡り自由の女神の大きさを実感。その後、ブルック

リン橋を歩いて渡りブルックリンへ。天気の良い日は摩天楼を見渡すことも≫ 

【出発時間：7時45分頃出発／所要時間：約4時間15分／最少催行人員：2名】 

旅程：ＮＹヒルトンミッドタウン⇒地下鉄移動(07:45頃)⇒バッテリーパーク着

(08:30頃)⇒フェリーにてリバティー島へ(09:00頃)⇒自由の女神を間近で見学

(09:15頃)⇒リバティー島発(10:00頃)⇒フェリーにてバッテリーパーク着(10:30着)

⇒地下鉄移動⇒市庁舎前からブルックリン橋を歩いて渡り、ブルックリン・ダン

ボ地区へ(約40分)⇒マンハッタン摩天楼を眺められるスポットへ、解散(12:00頃) 

\14,000 
【料金に含まれるもの】 

日本語ガイド 

フェリー代、地下鉄2回分 

 

Ｄコース 

【メトロポリタン美術館観光】 
≪世界4大美術館の一つ「メトロポリタン美術館」で巨匠の名作を鑑賞します。

広い館内をガイドが同行してご案内するので、時間の短縮が可能です。解散後

は自由鑑賞も楽しめます≫ 

【出発時間：9時30分頃出発／所要時間：約2時間／最少催行人員：2名】 

NYヒルトンミッドタウン発⇒地下鉄にて移動(09:30頃)⇒メトロポリタン美術館着

※ガイドが館内をご案内します(約1時間)⇒メトロポリタン美術館にて解散(11:30

頃)※解散後の自由鑑賞も可能です。 

\9,800 
【料金に含まれるもの】 

日本語ガイド 

美術館入場料 

交通費(往路地下鉄1回分) 

 

Ｅコース 

【ハーレムゴスペルとハーレムミニ観光】 
≪毎週日曜日に行われるハーレムでのミサに参加し、ゴスペル体験とハーレ

ムのミニ観光を楽しみます≫ 

【出発時間：09時45分頃出発/所要時間：3時間45分／最少催行人員：2名】 

NYヒルトンミッドタウン発09:45頃⇒教会にてゴスペル鑑賞(10:30頃)/約1時間)

⇒ハーレムのミニ観光(12:00頃)アポロシアター、セント・ジョン・ザ・ディビイン大

聖堂など⇒ハーレム発⇒ＮＹヒルトンミッドタウン着、解散(13:30頃) 

\9,500 
【料金に含まれるもの】 

日本語ガイド 

送迎 

教会への寄付金 

 

Ｆコース 

【３大夜景ツアー】  
≪ニューヨークのきらめく夜景をさまざまな角度から楽しみます。エンパイアス

テートビル展望台から、ブルックリン橋のたもとから、・ニュージャージー側にあ

るハミルトンパークからの夜景をお楽しみ下さい≫ 

【出発時間：20時頃出発／所要時間：約4時間／最少催行人員：2名】 

NYヒルトンミッドタウン発(20:00頃)⇒ブルックリン橋のたもとから夜景観賞(20:45

頃)⇒ニュージャージー側ハミルトンパークからの夜景観賞(21:45頃)⇒エンパイ

アステートビルの展望台からの夜景観賞(22:30頃)⇒宿泊ホテル着(24:00頃) 

\11,800 
【料金に含まれるもの】 

日本語ガイド 

展望台入場料 

送迎 

         

 

Ｇコース 

【ディナープラン「EMPIRE STEAK HOUSE(エンパイア・ステーキ」】  
≪NY本場のステーキを是非ご賞味下さい≫ 住所:237 West 54th Street, NY 

【予約時間：18時～20時／所要時間：約2時間／最少催行人員：2名】 

メニュー：前菜＜ミックスグリーンサラダ＞、メインディッシュ(1つ選択)＜牛ヒィレ

肉のマッシュルームソース/340gサーロインステーキ/チキンカツ・パルメザンチ

ーズとトマトソース和え/鮭のグリル焼き＞、デザート(1つ選択)＜人参ケーキ/

チーズケーキ/チョコレートムース/ティラミス＞、コーヒー又は紅茶 

\9,500 
【料金に含まれるもの】 

夕食代(3コース) 

コーヒー又は紅茶 

※送迎・ガイドなし 

 

Ｈコース 

【ブロードウェイ・ミュージカル観劇チケット】 
≪タイムズスクエアの劇場街で本場ミュージカルをお楽しみ下さい≫ 

【公演開始：19:00～20:00頃／公演時間：約2時間30分／最少催行人員：2名】 

演目：①オペラ座の怪人、②ライオンキング、③その他ご希望の演目 

※各演目により公演開始時間、劇場が異なります。 

※劇場まではご自身でお越し下さい。 

\30,000(目安額) 
(お申込後にチケット料金

が確定となります) 

【料金に含まれるもの】 

チケット料金(オーケストラ

席又はフロントメザニン席) 

 

■上記各コースの出発時刻、所要時間、ミュージカル演目・公演時間等は 2017年 2月 14日現在の情報に基づきます。4月 1日からの夏期催行・公演スケジュール 

  に伴い、ツアーの変更・中止等の場合もございますので、予めご了承下さい。 

■オプショナルツアーへの参加申込みに付きましては、後日ご送付致しますオプショナルツアー申込書にご記入の上、弊社までご返送下さい。 2017/2/14 

オプショナルツアー(混乗)ご案内  

 

 8月 20日(日) ≪ニューヨーク発≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tabisite.jalpak.co.jp/optour.php?code=SV5189&stage=0
http://tabisite.jalpak.co.jp/optour.php?code=SV5080&stage=0


ご旅行条件書 ＜海外旅行＞ 

                                                                                                   2017/2/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■募集型企画旅行契約 
この旅行は、株式会社國際旅行社（観光庁長官登録旅行業第 40号、以下「当社」といいます）

が企画・実施する旅行であり、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。 

 

■旅行のお申込みと契約の成立時期 
所定の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込下さい。お申込金は旅行代

金お支払いの際差し引かせて頂きます。当社が契約の締結を承諾し、申込書と申込金を受領し

た時に旅行契約が成立します。お申込金(お一人) 50,000円 

 

■旅行代金に含まれているもの 
・航空運賃：旅行日程表に記載された区間のエコノミークラス団体航空運賃 

この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金は含みません。付加運賃・料金とは燃油

原価水準の異常な変動に対処する為、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です。 

・宿泊料金：2人 1室(ツインルーム)利用。 

本コースは、相部屋をお受け致します。他に相部屋希望の方がおられないなど、部屋をお一人

で利用される場合は、一人部屋利用追加代金を別途お支払い頂きます。 

・食事料金：朝食 6回、昼食 0回、夕食 4回(機内食は含まれません) 

・交通機関料金：日程表記載の視察・観光・送迎バス料金 

・研修・視察・観光関係費用：研修・視察・観光に関わる諸費用。 

・添乗・通訳費用：添乗員費用・通訳費用(羽田空港より 1名全行程同行致します) 

・税・サービス料：団体行動中の税金、サービス料、チップ 

・手荷物運搬料金：航空会社規定重量、容積、個数の範囲内 

上記費用はお客様の都合により一部利用されなくても払戻しいたしません。 

旅行代金算出基準日：2017年 1月 31日 

 

■旅行代金に含まれていないもの（一部例示）                                 
・羽田空港旅客サービス施設使用料 

・国際通行税、動植物検疫使用料、入国審査料、税関審査料、米国保安料、空港施設使用料  

・燃油サーチャージ：航空会社 デルタ航空 金額 7,000円(2017年 2月 14日現在) 

・お一人部屋利用追加代金 

・ビジネスクラス利用追加代金 

・渡航手続代行料金：ESTA申請代行手数料と登録料実費 

・任意の海外旅行傷害保険料 

・超過手荷物料金：航空会社規定の重量、容積、個数を超える場合 

・個人的性質の諸費用：日程表に記載されていない飲料代、電話代等 

・オプショナルツアー料金（希望者のみ参加） 

・日本国内旅費：日本国内における交通費、宿泊費等 

 

■旅行代金のお支払い 
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支払い頂

きます。 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21日目にあたる日以降にお申込の場合は、旅行開

始日前の当社が指定する期日までにお支払い頂きます。また、お客様が当社提携カード会社の

カード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払い

頂くことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の

承諾日と致します。 

 

■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件 
当社提携クレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名な

くして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に

お申込を受ける場合があります。(受託旅行業者により当該取扱いができない場合があります。

また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。) 

●契約成立は、当社らが郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき(電話、e-mail等電子

承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき)とします。また申込時には「会

員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。 

●「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行

代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカード利用日は「契約解除依頼

日」とします。(但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社ら

は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して７日以内をカード利用

日として払い戻します。) 

 

■取消料（お 1 人様） 
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。(お一人様) 

 

 旅行契約の解除期日 取消料(お一人様) 

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日目にあたる日以降 31日目にあたる日まで。 

旅行代金の 10%(最高 10万円まで) 

ピーク期とは 4/27～5/6,7/20～8/31 

12/20～1/7までに開始する旅行。 

上記以外の日に開始する旅行：無料 

2 
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30

日目にあたる日以降 15日目にあたる日まで。 

10万円 

(旅行代金が 50万円以上の場合) 

3 
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14

日目にあたる日以降 3日目にあたる日まで。 
旅行代金の 20％ 

4 旅行開始日の前々日～当日 旅行代金の 50％ 

5 旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 

■特別補償 
当社は、募集型企画旅行契約約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶

然な外来の事故により、生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、予め定める額の補

償金および見舞金を支払います。 

 

■免責事項について 
次に例示するような事由により被られた被害には当社は責任を負いません。 

A)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 

B)運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害 

C)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行

の中止。 

D)日本または外国の官公署の命令、入国規制または伝染病による隔離 
E)自由行動中の事故 

F)盗難   

G)運送機関の遅延、不通またはこれらのために生じる旅行日程の変更・目的地滞在の短縮。 

 

■航空機その他交通機関について 
・発着時刻は 2017 年 2 月 14日現在の情報をもとに記載しています。記載されている発着時刻は目

安です。日本出発前にお渡しする「最終旅行日程表」にてご確認ください。 

・出発/帰国便は経由便となる場合があります。 

・利用航空会社により他の航空会社との共同運航便または共同運送便となる場合がございます。 

・この場合他航空会社の機材及び客室乗務員となることもございますので予めご了承下さい。 

 

■燃油サーチャージについて 
・このパンフレットに表示されている旅行代金には、航空会社が別途徴収する燃油サーチャージは

含まれておりません。 

・運送機関の課す付加運賃・料金(下記の額は、2017年 2月 14日現在のものです。) 

日本からアメリカ本土までにかかる付加運賃・料金（往復） 

航空会社：デルタ航空 金額：7,000円(2017 年 2 月 14日現在) 

・付加運賃・料金は、航空会社・区間毎に必要になります。したがって、旅程の変更に伴い付加運

賃・料金の額が変更になった場合、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときは

その分を返金します。 

・燃油サーチャージとは、燃油原価水準の異常な変動に伴い、各航空会社が一定の期間、一定の条

件のもとで各国関係機関・省庁に申請し、認可を受けるもので、金額は航空会社・利用区間により

異なり対象となる全ての航空旅客に対して課せられるものです。 

 

■旅券(パスポート)と査証(ビザ) 
旅券をおもちでない方や期限切れの方は旅券事務所への申請手続が必要になります。 

旅券（パスポート）：アメリカ合衆国へは、日本帰着時まで有効な IC旅券が必要ですが、米国入

国時 90日以上の残存有効期間があることが望ましい。 

査証（ビザ）：一定の条件を満たしている方は、事前に ESTA(電子渡航認証システム)を取得する

事により無査証で米国へ入国頂けます。米国へ航空機・船舶にて入国(米国経由第 3国への渡航含

む)される日本国籍の方はＥＳＴＡへの登録が必要になります。登録はお客様ご自身で行う事も可

能です。詳しくは、https://esta.cbp.dhs.gov/をご確認下さい。ESTA(電子渡航認証システム)で

の渡航者は Eパスポート(IC旅券)の所持が必要です。ESTAを取得できなかった場合は米国査証申

請が必要です。ご出発までに査証が取得できない場合、旅行契約を解除させていただき、その場合

の取消料はお客様ご負担となります。尚、ＥＳＴＡでの認証は米国入国承認ではないため、入国時

の入国審査は従来通り行われます。現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかのご確認、なら

びに旅券・査証取得等はお客様の責任で行っていただきます。(日本国籍以外の方は自国・渡航先国

の領事館、入国管理事務所にお問合せ下さい)。 

※パスポート番号、発行年月日は別に控えて、予備のパスポート用写真をお持ちになることをおす

すめします。 

 

■海外旅行保険への加入について 
海外において、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また事

故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療

費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の海外旅行保険に加

入することをお勧めします。海外旅行保険については、販売店の係員にお問合せ下さい。 

 

■事故等のお申出について 
旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・ガイド、または最終日程表でお知らせす

る連絡先へご通知下さい。（もし、ご通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第、

ご通知ください。） 
 

■個人情報の取扱いについて 
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報についてお客様との間の連絡の 

ために利用させていただく他、お客様がお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等の提供する 

サービスの手配及びそれらのサービスの受領の為の手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。 

 

■海外危険情報/衛生情報について 
渡航先（国、または地域）によっては、外務省海外危険情報等、安全関係の情報が出されている場

合があります。お申込みの際に旅行取扱店にご確認ください。 

または、外務省海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/ 外務省海外安全相談センタ

ー TEL：03-5501-8162/受付時間：外務省閉庁日を除く 10：00～16：00、または、03-3580-3311(内

線:2902/2903)/受付時間:外務省閉庁日を除く 09:00～12:30/13:30～17:00でもご確認頂けます。 

渡航先の衛生情報について：厚生労働省検疫感染症情報ホームページ http://www.forth.go.jpで

ご確認ください。 

上記情報は 2017 年 2 月 14日現在の情報をもとに掲載しています。予告なく変更になる場合があり

ます。 

 

■旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2017 年 1 月 31日現在を基準としています。また旅行代金は 2017年 1月 31日現在

有効なものとして公示されている運賃・規則、または 2017 年 1 月 31日現在認可申請中の航空運賃・

適用規則を基準として算出しています。 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/
http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.forth.go.jp/


 
 

 

 

フリガナ  性別 ローマ字(パスポート記載通り活字で記載して下さい) 

お名前 
姓       名  
 

□ 男性 

□ 女性 
 

生年月日 昭 ・ 平   年（西暦     年）   月    日（    才） 
出生地(市・県) 国籍 

  

フリガナ  電話： 

携帯電話： 現住所 
〒 

  

渡航中の 

国内連絡先 

氏名                  続柄(    ) 電話： 

住所 〒 

フリガナ  フリガナ  

会社名 
 

 
勤務先店舗名                                            

フリガナ  電話 ： 

ＦＡＸ： 

E-MAIL： 
勤務先住所 

〒 
 

貴社ご連絡

担当者 

氏名：             所属部署：           役職： 

住所：                             電話： 

案内書 

送付先 
□自宅  □勤務先  □その他(                            ) 

ご請求書 

送付先 
□貴社ご連絡担当者  □参加ご本人  □その他(                    ) 

国内線の乗継希望 
東京(羽田)発着以外は追加運賃がかかります。詳しくは別途お問合せ下さい。 

□札幌  □大阪(伊丹)  □福岡  □名古屋  □その他(         空港) 

弊社からの 

連絡先について 

電話連絡の場合(09:30～19:30のご連絡可能な連絡先) 

□勤務先  □携帯電話  □メールアドレス：         

□その他 TEL:(       )        －                        

【お一人部屋(シングルルーム)ご利用について】 

□希望しない (同室希望者：             様)  

□希望する  (別途利用追加代金が必要です) 

【ビジネスクラスご利用について】 

□希望しない (エコノミークラス利用) 

□希望する   (別途利用追加代金が必要です) 

(ビジネスクラス席：□窓側席／□通路側席)  

※機材により座席の配列が異なります。 

※窓側席・通路側席はご希望に添えない場合もあります。 

【ESTA(電子渡航認証システム)の登録について】 

□代行依頼する(別途申請代行料+登録料が必要です) 

□ご自身で取得する 

□取得済⇒認証番号： 

【任意の海外旅行傷害保険について】 

□申込む   □申込まない 
※お申込み頂く場合は、後日送付いたします保険申込書に 

ご記入の上、弊社までご返送下さい。 

【お煙草について】 

航空機は全席禁煙、ホテルは全室禁煙です。 

 

 
 

◆◆ 参加申込書【Ａ】8月 15日出発◆◆  
2017 NPhA アメリカ東部薬剤師研修 ≪ボストン・ニューヨーク≫ 
  

 
 

旅 券       型     日 本 国         JAPAN 

PASSPORT      P      ＪＰＮ          旅券番号 

               姓 

               NIPPON 

               名 

               TARO 

               国籍                 生年月日 

               JAPAN                01JAN1997 

               M 

 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル B1F 

TEL:03-3214-4821 / FAX:03-3214-4867 / 担当：大澤 

E-MAIL:kojiosawa@otsjpn.com   

 
 

 

国際旅行社 受付 FAX番号 

03-3214-4867 大澤 

■旅券有効期限：帰国時まで有効な IC旅券。 

(アメリカ入国時 90日以上残存有効期間のある旅券が望ましい) 

■氏名など訂正された方は必ずそのページコピーも一緒にお送り下さい。 

■現在パスポート申請中の方 【受領予定日：   月   日】 

■申請中の方は、パスポートコピーは後日で結構ですので、この 

参加申込書を先にお送り下さい。 

旅券(パスポート)コピー貼付欄 


