米国「ナチュラルプロダクツエキスポ」
展示会参加者向けツアー
２０１９年３月６日（水）～３月１２日（火） ５泊７日
成田空港発着 ユナイテッド航空利用

ポイント

１

世界最大規模の全米自然食品展示会
「NATURAL PRODUCTS EXPO WEST
2019」を通訳同行で視察。

ポイント

２

ポイント

現地在住の専門家による
.
法規制やマーケットの最新
情報に関するセミナーを開催！
米国健康産業市場の
“今”を学びます。

３

米国西海岸はヘルシー志向、
オーガニック志向、ローカル志向
が高い地域。 米国、とくに西海岸
ならではのサプリメント専門店、
大型ドラッグストア、自然食品
スーパーを視察！

■最少催行人員：８名様
■利用予定航空会社：ユナイテッド航空 エコノミークラス
■利用予定ホテル：レイクフォレスト/ステイブリッジスイート
１人部屋追加代金 ７６，０００円
ロサンゼルス/ミヤコホテル
※上記は成田空港発着、８名以上のご参加、２名１室利用の場合の料金です。
※空港諸税（成田空港使用料・国際観光旅客税・燃油サーチャージ・現地空港税）は
（ツインルーム、バス・トイレ付）
旅行代金に含まれておりません。目安額４５,１９０円/２０１８年１２月１７日現在。 ■食事：朝食５回、昼食０回、夕食１回
※燃油サーチャージ・空港税は増減額の場合、差額の徴収払戻しを行います。
■添乗員：同行いたしません。現地係員がご案内いたします。
※展示会登録実費および登録代行手数料８,６４０円が別途必要になります。

旅行代金

（お一人様・２名１室利用の場合）

３２８,０００円

展示会登録実費は業種により異なりますので、お問い合わせください。

日
数

日程

１

３月６日
（水）

訪問地
成田空港
成田空港

集合
発

申込締切日：２０１９年 １月２５日（金）

交通機関

想定時間

視察行程（予定）

UA33

１５：００
１７：３０

成田空港集合
空路、直行便にてロサンゼルスへ（飛行予定時間９時間５５分／機内食２回）
------------------------------------日付変更線通過---------------------------------------------到着、入国審査
◇ロサンゼルス地区店舗視察
ホテル着
朝：× 昼：× 夜：○ 【レイクフォレスト 泊】

ロサンゼルス 着

１０：２５
専用車
１７：００頃

２

３月７日
（木）

ロサンゼルス滞在

専用車

午前

◆セミナー

午後

◇ロサンゼルス地区店舗視察
朝：○ 昼：× 夜：× 【レイクフォレスト 泊】

３

３月８日
（金）

ロサンゼルス滞在

専用車

終日

◇「ナチュラル・プロダクツ・エキスポ ウエスト２０１９」視察
朝：○ 昼：× 夜：× 【レイクフォレスト 泊】

４

３月９日
（土）

ロサンゼルス滞在

専用車

午前

◇「ナチュラル・プロダクツ・エキスポ ウエスト２０１９」視察

午後

◇ロサンゼルス地区店舗視察
朝：○ 昼：× 夜：× 【ロサンゼルス 泊】

５

３月１０日
（日）

ロサンゼルス滞在

６

３月１１日
（月）

ロサンゼルス 発

７

３月１２日
（火）

成田空港

着

終日
UA32

自由視察

朝：○ 昼：× 夜：× 【ロサンゼルス 泊】

１１：４０

空路帰国の途に
朝：○ 昼：× 夜：× 【機内 泊】
（飛行予定時間１１時間５０分/機内食２回）

１５：３０

入国手続き後、解散

朝：× 昼：× 夜：×

※時間の目安：午前（８：００～１２：００）、午後（１２：００～１８：００）
※見学場所：◇視察（自由視察） ◆セミナー ※天候・気候、交通機関及び現地の諸事情により、訪問先・順序が変更になる場合があります。
旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第２３９号 （社）日本旅行業協会正会員

視察企画：ヘルスビジネスマガジン社

法人第一営業部 法人営業課 担当：荒巻・藤原
〒２６１－７１０５ 千葉市美浜区中瀬２－６－１ ＷＢＧマリブイースト５階
☎０４３－３５０－３６１１
営業時間：平日９：００～１８：００（土日祝休業） 総合旅行業務取扱管理者： 横山 俊慈
総合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の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、ご遠慮なく表記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 2019
ナチュラルプロダクツエキスポ 全米自然食品展示会
■展示会開催期間：2019年3月6日（水）～3月9日（土）
■開催会場：アナハイム・コンベンションセンター
■出展社数：約４,０００社 （前回実績３,５２１社）
■入場者数：約９０,０００人（前回実績８５,５４０人）
■出展品目：食品全般（加工肉類、冷凍食品、レトルト食品、スープ、惣菜、乳製品、
デザート、パスタ・麺類、調味料・ドレッシング）、製菓・製パン（チョコレート、ビスケット、
スナック、キャンディ、冷菓、ベーカリー）、飲料、機能性食品、健康食品、サプリメント、
化粧品、原料

□展示会の特徴：入場者が毎年２０％以上増加し、規模を年々拡大している。
新規出展者が多いのも特徴で、食品・健康関連展示会では世界屈指の規模と
内容を誇る。

（写真は全てイメージです。）
写真提供/（株）ヘルスビジネスマガジン社

展示会登録について
■展示会登録の代行をイオンコンパスに依頼される場合、展示会
登録料実費と代行手数料８,６４０円が別途必要になります。展示会
登録実費は、参加企業様の業種により異なりますのでお問い合わ
せください。
■登録代行お申込み締切日：２０１９年２月１日（金）
■キャンセル規定
２０１９年２月１日（金）まで・・・・・・・・無料
２０１９年２月４日（月）以降・・・・・・・全額（返金なし）

お申し込み前にかならずお読みください ※詳しい旅行条件書を記載した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
「旅行条件書（全文）」と「旅の情報とご注意」を当社ホームページでもご確認いただけます。
【ご旅行条件書（要約）】
http://www.aeoncompass.co.jp/registform

【募集型企画旅行契約】この旅行はイオンコンパス株式会 【旅行査証について】（日本国籍以外の方は、自国の領事館、
社[観光庁長官登録旅行業第239号]（以下「当社」といいま 渡航先国の領事館に直接お問い合わせ下さい）
す。）が企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参 旅券（パスポート）：入国時９０日以上の残存が望ましいです。
ただし、6か月をきった旅券は切り替えをお勧めします。
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。
査証（ビザ）：不要です。ただし、旅券が読み取り式でない場合
【取消料】お申し込み後、お客様のご都合により取消にな は、必要となります。また、アメリカ渡航の場合は、渡航認証
る場合、及び旅行代金が所定の期日までに入金が無く当 （ESTA）の登録は必要となります。
【添乗員】同行いたしません。
社がお申し込みをお断りした場合は、下記の通りお一人
様につき取消料（あるいは違約金）をいただきます。
【お支払と旅行契約の成立】
●旅行開始日の前日からさかのぼって
申込金：５０，０００円を申込書の提出時にお支払下さい。
①３０日前から３日前迄の取り消し・・・旅行代金の２０％ 旅行契約の成立：当社の承諾と申込金の受理をもって契約の
②旅行開始日の前々日～当日・・・・・・旅行代金の５０％ 成立となります。
③旅行開始後及び無連絡不参加・・・旅行代金の１００％ 旅行代金残金：旅行代金から申込金を差引いた残金を旅行開
参加者数が８名に未達のため旅行が実施されない場合は、 始日の前日から起算してさかのぼって２１日目にあたる日まで
出発の２４日前までにご連絡いたします。
にお支払下さい。
【特別補償】当社はお客様が当旅行参加中に、危険かつ
【申込金・旅行代金のお振込先】
偶然な外来の事故により、生命、身体または手荷物に
みずほ銀行 神田支店
被った一定の損害について、予め定める額の賠償金・見
普通 １７２９４４３ イオンコンパス㈱
舞金を支払います。
お振込手数料はお客さま負担となります。予めご了承ください。
【旅行条件・旅行代金の基準】この旅行条件は２０１８年１
２月17日を基準として算出しております。また、旅行代金
は２０１８年１２月１７日現在有効なものとして公示されてい
る航空運賃・運用規則を基準として算出しています。

【当社の責任とお客さまの責任】当社は、当社又は当社
の手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を
与えたときはその損害を賠償いたします。（手荷物の賠
償はお一人１５万円を限度とします。）又当社は、お客さ
まの故意又は過失により当社が損害を被ったときはお
客さまから損害の賠償を申し受けます。
【確定日程表】確定した主な航空機の便名及び宿泊ホ
テル名が記載された確定日程表は、旅行開始２日前ま
でに交付します。
【海外旅行保険への加入について】より安心してご旅行
いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難に備え
て海外旅行傷害保険に必ずご加入なさることをおすす
めいたします。
【海外危険情報、保険衛生情報について】渡航先の国
又は地域により外務省が「海外危険情報」を出す場合
がございます。最新の情報については下記にてお客様
ご自身でご確認ください。
※外務省海外安全センター ０３－３５８０－３３１１
ＵＲＬ http://www.anzen.mofa.go.jp/
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染
症」ホームページでご確認ください。
ＵＲＬ http://www.forth.go.jp/

『個人情報の取扱いについて』
１．個人情報の利用目的
そのほかは、法令等に基づく場合を除き、第三者に提供いたし
旅行申込書にご記入いただいた個人情報の利用目的 ません。
は以下の通りです。
３．個人情報取扱いの委託
a)お申し込みいただいた旅行においてお客さまとの間 当社は業務の一部を外部に委託することがあります。
の連絡のため
４．グループでの共同利用
b)お申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関 当社は、お客さまの個人情報を、イオングループ各社にて、イオ
等、土産品店（主要な運送・宿泊機関等については当 ングループ各社の情報をお知らせするために利用させていただ
パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載し くことがございます。共同して利用するお客さまの個人情報の項
た日までにお送りする確定書面に記載されています。） 目は、当社として保有している全てのお客さまの個人情報です。
の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの 共同利用するイオングループ各社につきましては、イオン株式会
受領のため
社の以下のWebページをご参照ください。
c)メールマガジンやダイレクトメールによる旅行情報等 https://www.aeon.info/company/group/
のお知らせのため
なお、イオングループでの共同利用に際してのお客さまの個人
d)お問合せ時のご本人確認ならびに対応のため
情報の管理、運用について責任を有する者は下記の通りです。
２．個人情報の第三者提供
イオンコンパス株式会社 個人情報保護管理責任者
当社は、旅行の手配等のために必要な範囲内、旅行 ５．個人情報についての開示等の請求および苦情・相談
契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手 （１）個人情報に関するお客さまの権利
続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店での 当社では、ご本人より個人情報に関する利用目的の通知又は開
お客さまの買い物の便宜のために必要な範囲内で、そ 示、訂正・追加・削除、利用の停止・消去及び第三者への提供の
れら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、 停止（以下併せて「開示等」といいます。）のお申し出があったと
お客さまの氏名、パスポート番号及び搭乗される航空 きは、法令等に従い、誠実に対応いたします。これらのお申し出
便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等 は、以下の「お問合せ窓口」へお願いいたします。
で送付することによって提供いたします。

（２）お問合せ窓口
・お電話によるお問合せ
イオンコンパス株式会社 個人情報保護推進事務局
電話番号：０４３－２９７－４３００
（受付時間：１０:００～１７:００[土日祝日、休業日を除く]）
・メールによるお問合せ： jus-goiken@aeonpeople.biz
６．個人情報を提供することを拒否された時の影響
お客さまの個人情報を提供いただかない場合、旅行のお
申し込みをお受けできない場合もございます。
７．未成年のお客さまの個人情報について（親権者の許可
を求めます。）
未成年のお客さまのご旅行のお申し込みについては、親
権者の方の同行の有無に関わらず、同意とともに親権者
の方の氏名・住所・連絡先をご提供いただきます。
８．お体の状態について
当社は適切かつ快適なご旅行の提供という利用目的の範
囲内でお体の状態などに関する個人情報を取得させてい
ただく場合がございます。
９．管轄裁判所について
当社の個人情報の保護に関して紛議が生じた場合は、東
京地方裁判所を第一審の管轄裁判所といたします。

