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2019年2月26日（火）～3月4日（月）2019年2月26日（火）～3月4日（月）

5泊7日

■セミナー企画／株式会社アール・アイ・シー　月刊飲食店経営・月刊コンビニ
■ツアー手配／　株式会社アートツアー 

日程など詳細についての資料は  http://commerce.media  をご覧頂くか  info@commerce.media へご請求下さい

“百聞は一見にしかず”エンターテイメントの神髄と
多様化するライフスタイルに対応する外食・小売の最新トレンドを体感！

コーディネーター
George H. Yokomizo
東京生まれ。カリフォルニア州立大学卒。生物
学とビジネスマネジメントを学ぶ。1984年か
らツアー会社で視察研修のコーディネート及
び通訳に従事したのち独立。流通外食チェー
ンや製薬メーカー、病院、厚労省の視察研修
などの現地コーディネートを行う。ロスを拠
点に常に新しい流通外食のトレンドを追い日
本からの様々な視察の要望に対応している。

非日常と感動体験がここに！
世界一のエンターテイメントシティ・ラスベガス
で本場のエンターテインメントを体験。お客様
の期待を超える感動体験の学びの機会に最適
です。日常から離れた非日常の世界には“おもて
なし”の新たな気付きにもつながることでしょう。

垣根を越える業態革新！
既存の殻を打ち破る話題のグロサラント、イン
ストアダイニング。食事の提供に力を入れるグ
ルメスーパーやレストランの取り組みを「見て・
聞いて・買って・食べる」ことは、多様化する顧客
への新たな提案のヒントにつながるはずです。



日次 月/日(曜) 都市名 交通機関 時間

成田空港 13:30

14:00

成田空港出発 UA838 16:55

サンフランシスコ到着 09:20

サンフランシスコ出発 UA492 12:55

ラスベガス到着 14:26

空港出発 専用バス 午後

ホテル到着 19:00

ホテル出発 専用バス 朝

ラスベガス出発 UA2218 11:30

ロサンゼルス到着 12:38

空港出発 専用バス 午後

ホテル到着 夕刻

専用バス 08:30

16:00

16:30

18:30

19:00

夜

ホテル出発 専用バス 朝

ロサンゼルス出発 UA032 10:40

※視察予定先は上記のほかにも可能な限り多くの企業を視察する予定です

・顧客の目的地化で成功しているスプラウツファーマーズマーケット

・ＰＢ商品が殆どの品揃えで成功しているトレーダージョーズ

・業界第２位のターゲット

・エンターテインメントシティーラスベガスの目抜き通りにある話題の飲食店

・最新ショッピングセンターに出店している人気の飲食店

・地元に根差してチェーン展開している高級ＳＭゲルソンズマーケット

◆ 外食産業各種

◆

◆ スーパーマーケット

ディスカウントストア

・多様化するライフスタイルに対応している飲食業繁盛店

・世界一の小売業ウォルマートの業態各種

・グルメスーパーを展開するホールフーズマーケット

・ホールフーズマーケットが価格訴求の小型店として開発した365

・地元に根差してチェーン展開している高級ＳＭブリストルファーム

・グローサラントの本格派イータリー

6 03/03(日)
ホテルから空港へ向かいます

11'50"

空路成田へ向け帰国の途につきます　　　　【宿泊：機内】

成田到着 15:30

3 02/28(木) ラスベガス滞在 専用バス 終日 ラスベガス地区視察

【宿泊：トレジャーアイランドホテル】

視察予定の主な注目企業

ホテル内会議室にてまとめセミナー

まとめセミナー終了後レストランへ

解団式を兼ねて夕食会

5 03/02(土) ホテル出発

ロサンゼルス地区視察

ホテルに到着後会議室へ

7 03/04(月) 成田空港に無事到着、帰国手続きを済ませ解散

おことわり：上記に記載する時刻、運送機関名は本書作成時の資料に基づきますので、今後変更される場合がございます。

夕食終了後明日の予定を確認して解散

【宿泊：レシデンス・イン・トーランスマリオットホテル】

4 03/01(金)

ホテルから空港へ向かいます

1'08"
空路ロサンゼルスへ向け出発します

ロサンゼルスに到着後市内へと向かいます

2 02/27(水) ラスベガス滞在 ラスベガス地区視察専用バス 終日

ラスベガスに到着

空港を出発、ラスベガス市内へと向かいます

ラスベガス地区視察

ロサンゼルス地区視察

ホテルに到着後明日の予定を確認して解散

【宿泊：レシデンス・イン・トーランスマリオットホテル】

【宿泊：トレジャーアイランドホテル】

所要時間 研修スケジュール

米国視察セミナー　ラスベガス・ロサンゼルス７日岡　【日程表】

セミナー終了後出国手続きへと向かいます

9'25"
空路サンフランシスコ経由でラスベガスへ向かいます

サンフランシスコに到着後入国手続きを済ませ乗り換え1 02/26(火)

成田空港集合

航空会社の搭乗手続きを済ませます

空港にてオリエンテーションセミナー及び結団式

ホテルに到着後明日の予定を確認して解散

【宿泊：トレジャーアイランドホテル】

1'31"
乗継便にてラスベガスへ向け出発します



セミナー期間

セミナー代金

募集人数

申込締め切り日

利用ホテル
（2名様一室使用）

利用航空会社

添乗員

お申し込み方法

■ 取消料

取消料

無料

¥67,200

¥224,000

¥336,000

¥448,000

お申し込みから出発まで

▶お申込書の提出とお申込金のお振込みを戴くことで正式契約といたします
▶お申し込みを戴きました方に旅行社からご出発までのご案内をお送りします

▶出発の1か月前をめどにセミナーのご案内書とセミナー資料をお届けします
　ご案内には渡航に必要な手続き、旅行傷害保険のご案内を含みます

（振込み手数料はご負担ください）

銀行名：三菱UFJ銀行

　 ビジネスクラスご希望の場合はお問合せください⑧ 団体行動中のチップ

TEL：03-3862-6363　FAX:03-3862-6368

メール：arttour@galapagos.co.jp

総合旅行業務取扱管理者：波形克則

●旅行手配に含まれないもの

① 米国入国電子登録（ESTA）申請料（任意）14ドル相当

② ESTA申請・受領代行手数料（ご希望の方）￥5,400

③ お1人部屋使用追加料金（ご希望の方のみ）￥65,800

④ 超過手荷物運搬料金

　航空会社の規定を超える場合の費用

⑤ 個人的性質の諸費用

〒111-0053 東京都台東区浅草橋2-28-15

旅行契約の成立後、お客様の都合で契約を解除される場合は次の金額を取消料として申し受けます。

口座番号：当座　0323547
口座名：株式会社アートツアー

参加申込書に必要事項をご記入の上、下記旅行会社宛にご送付ください

担当者：毛利英昭

契約解除の日 該当日

※該当日が当社の営業休日（土・日曜、祝日）にあたる場合は直前の営業日に前倒しした日を概要日とします

【旅行手配】（東京都知事登録旅行業3－3849号）

株式会社アートツアー

セミナー出発日の前日から起算してさかのぼって47日目にあたる日
までに当社がお取消の連絡を受けて相互に確認した場合

セミナー出発日の前日から起算してさかのぼって46日目にあたる日
から31日前までに当社が連絡を受けて相互に確認した場合

セミナー出発日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日
から16日前までに当社が連絡を受けて相互に確認した場合

セミナー出発日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日
から2日前までに当社が連絡を受けて相互に確認した場合

セミナー出発日の前日にあたる日以降に当社が連絡を受けて相互に
確認した場合

2019年1月10日(木)まで

2019年1月11日(金)から

2019年1月27日(日)から

2019年2月11日(月)から

2019年2月25日(月)から

② 渡航に関する次の諸費用（2018年10月現在）

株式会社アール・アイ・シー

〒105-0011 東京都港区芝公園3-6-23　光輪会館6階
TEL：03-5777-1556

メール：mohri@ric-sol.com

【セミナーの内容に関するお問合せ】

　ご案内書には渡航先の滞在先住所、行程表が含まれます

　行程に含まれない食事代、飲み物代、クリーニング代、

　通信代、個人行動時の費用等費用に含まれない費用

⑥ 任意の海外旅行保険

⑦ 集合・解散場所までの国内経費

⑧ オプショナルツアー代金

⑨ 航空便の利用クラスを変更する場合の費用

同時にお申込金￥50,000を右記口座までお振込みください
参加費用の残金は2019年1月25日(金)までに同口座にお振込みください

　 視察訪問に関わる費用、研修資料費用など

⑦ 添乗員同行費用

▶ 成田空港施設使用料 \2,610

　▶ 国際観光旅客税 \1,000 

　▶ 米国空港諸税 \9,800

　▶ 燃油サーチャージ \28,000

（上記の料金が変更された場合は差額をお支払い戴きます）

③ 宿泊料金（2名様1室利用）

④ 食事料金（朝食４回、夕食1回）

⑤ 利用交通機関料金（現地で利用する貸切バス費用）

⑥ 視察関係費用

　 視察コーディネーター費用、会議室使用料

ユナイテッド航空（UA）

成田空港より1名同行します

募集要項・手配条件（旅行手配約款要約）

●旅行手配に含まれるもの

① 航空運賃（エコノミークラス利用、日程表に記された区間）

30名（最少催行人数：20名）

2019年1月10日(木)　※但し満席になり次第締め切ります

ラスベガス（3泊）：トレジャーアイランドホテル
ロサンゼルス（2泊）：レシデンス・イン・トーランスマリオットホテル
（お一人参加で相部屋希望の方が無い場合は個室使用追加料金をお支払い戴きます）

2019年2月26日(火)～2019年3月4日(月)　5泊7日

お一人あたり　￥448,000

⑨ 国内においての出発前セミナー用会議室費用

※以上の費用はお客様の都合で不使用でも返金はできません

新代金をお申込者に再提案をして相互に確認のうえ実施するか又は実施を中止させて戴きます。
※募集締め切り時点のお申し込み人数が最少催行人数に満たない場合は実施が可能なセミナーの



    2018　年　　　　月　   　　日

〒 - ふりがな

住
所

都・道
府・県

携
帯

氏
名

電
話

航空会社：□ ユナイテッド
　　　　　　 □ 全日空
番号：

宿泊ホテル追加手配の申し込み　（該当欄にㇾ印）

□ セミナーで利用するホテルは個室（一人一部屋使用）使用を希望します。但し、別途追加費用を申し受けます。

不在時の連絡方法について

名刺貼付欄

生
年
月
日

米国視察セミナー ラスベガス・ロサンゼルス7日間

タバコについて

西暦 19                   　年

昭和・平成　　　　　　年

　　 　 　月　　　　日生まれ

☆おことわり：この研修で利用する航空機・バス・ホテル内では喫煙できませんので、予めご承知置きのほどお願い致します。

セミナー出発・帰国日の国内線乗り継ぎ手配の申し込み　（該当欄にㇾ印）

□ 出発日・帰国日の国際線乗り継ぎ国内特別運賃適用便の案内を希望します。　　　　発着地空港名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　空港

（お部屋割りの参考にします）

性 別

申込日：参 加 申 込 書

□ 吸う　　□ 吸わない□ 男

姓

《お一人につき１枚ご記入下さい》　複数でお申し込みの場合には本紙をコピーしてご利用下さい。

氏

名
パスポートに
記載されてい
るローマ字名

通信欄
    パスポートの表紙裏(写真のあるページ)のコピーをこの欄にお貼り下さい。

メール：

 担当者名：

部署名：

メール：

             名刺をこの欄にお貼り下さい
             裏面にも印刷がある場合には見えるように
             糊付けは上部の一部にお願いします

ふりがな

□ 既婚

漢  字

名

□ 女

婚姻

□ 未婚

続柄：

□　すでに以下の内容で認証許可を取得済みです

認証番号　　　　　　　　　　　　　　　有効期限　  　　　　年　　　月　　　日

・新しいパスポートを取得されたら、コピーを別途お送り下さい。

【渡航情報】　このツアーで入国するアメリカの渡航条件は次の通りです。
（但し、記載内容は日本国籍を基準にした場合です。）

【アメリカ合衆国】
査証は不要ですが、新渡航認証プログラム（ESTA）の許可が必要です。
以下の設問にお答えください。

・デジタル写真を添付する場合は文字が読み取れる画質でお願いします。

・これから申請(新規・失効共に)する方は、必要書類をご用意の上、
　至急ご申請下さい。申請書をご希望の方はご用命下さい。

□　認証方法について案内を希望する　□　認証の申請と取得の代行を希望する

・氏名などを訂正された方は該当する追記ページのコピーもご提出ください。

マイレージ会員情報

パスポートコピー貼付欄

現
住
所

勤務先名：

所
属
先

電話： ＦＡＸ：

電話： ＦＡＸ：

渡航中の
緊急連絡先


