
当ツアーは、日本ホビー協会会員への優先企画です。
入会ご希望の方は、日本ホビー協会までご連絡下さい。

全米最大のクラフトショーを 3日間たっぷりと視察
安心の添乗員同行

わずらわしい入場登録を代行（別途入場登録料金必要）
開催地がフェニックスに変更（前回まで10年連続アナハイム）

地元で人気のクラフトショップ、大規模量販店を巡るクラフトショップツアー
（ロサンゼルス市内にて）

安心の日本航空利用　アメリカまでの往復は快適な機内サービスでおくつろぎください

TEL　03-3851-6628 【旅行企画実施】　日新航空サービス株式会社
【後援】　　　　　一般社団法人　日本ホビー協会

　　　　　   　  2017 フェニックス・ロサンゼルス

ホビーショー視察ツアー 7日間
　　　　　   　  2017 フェニックス・ロサンゼルス

ホビーショー視察ツアー 7日間

5日目にロサンゼルス近郊の人気クラフト
ショップを４～５店巡ります

ヒルトン
フェニックス
スイーツに宿泊

<オプショナルツアー>
フェニックスで人気のセドナツアーもご用意

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

「CHA MEGA Conference & Trade Show」は全米クラフト &
ホビー協会（Craft&Hobby Association) がアリゾナ州フェニッ
クスで開催するアメリカ主要クラフト関連の最大規模の展示会です。
入場資格者は業界関係者のみであり、会場には業界大手の Jo-Ann
や Michaels のバイヤーだけでなく、海外からのバイヤーも数多く
来場し、新商品発掘の場となっております。多数のビジネス拡大向
けの講習会も開催されております。ご興味のある方は是非この貴重
な機会にご参加ください。

（イメージ）

全室ゆったりと
広いスペースで
フェニックスでも
人気のホテルです

（イメージ）

2017年1月20日（金）～1月26日（木）7日間
成田→フェニックス（4泊）→ロサンゼルス（1泊）→成田

会員特別旅行代金￥224,000-
非会員旅行代金￥239,000-

※上記ご旅行代金は1室2名様用の代金です。1室1名様利用の場合は追加料金をお支払いいただきます。
※成田空港施設使用料（2,610円）アメリカ空港税（約8,500円）燃油サーチャージは別途お支払いいただきます。

※CHAホビーショー入場券（約200米ドル/予定）が必要となります。

お申込み期限　2016年12月9日（金）



年月日 都市名 時 間 行　　程　　表
2017 年
1月 20 日
（金）

1月 21 日
（土）

1月 22 日
（日）

1月 23 日
（月）

1月 24 日
（火）

1月 25 日
（水）

1月 26 日
（木）

第 2ターミナル 3 階 P カウンター前集合
日本航空（JL-066）にて空路、サンディエゴへ。
【所要時間：約 9時間 40 分、時差：±17 時間】
着後、入国審査・税関検査通過後、乗換えターミナルへ
アメリカン航空（AA-498）にて空路、フェニックスへ
【所要時間：約 1時間 20 分、時差：±17 時間】
到着後、専用バスにてホテルへ。
　　　【食事：夜機 /朝機 / 昼×/ 夕×】【フェニックス泊】
●CHAホビーショー 2017 見学
　会場内は自由見学になります。
お好きな時間にホテルへお戻り下さい。

　　　　　　【食事：朝×/昼×/ 夕×】【フェニックス泊】
●CHAホビーショー 2017 見学
　会場内は自由見学になります。
お好きな時間にホテルへお戻り下さい。

　　　　　　【食事：朝×/昼×/ 夕×】【フェニックス泊】
●CHAホビーショー 2017 見学
*オプショナルツアー
セドナ自然景観鑑賞ツアー　約 9時間
大自然の景観美とパワースポットとして人気の
景勝地を巡ります。（別途料金）
＊オプショナルの日程は変更となる場合があります
　　　　　　【食事：朝×/昼×/ 夕×】【フェニックス泊】
専用車にてフェニックス空港へ
アメリカン航空（AA-425）にて空路、ロサンゼルスへ
【所要時間：約 1時間 20 分、時差：±17 時間】
ロサンゼルス到着後、専用車にて
クラフトショップツアー
ロサンゼルスダウンタウン中心にホビー＆クラフトの
量販店、流行のショップを巡ります
＊最新アイテムゲットのチャンスです
　　　　　　【食事：朝×/昼×/ 夕×】【ロサンゼルス泊】
ホテルにて朝食
ホテルより空港へ（専用バス）。
日本航空（JL-061）にて空路、成田空港へ。
【所要時間：約 11 時間 45 分、時差：±17 時間】
　　　　　　　　【食事：朝ホテル /昼×/ 夕×】【機内泊】
　成田空港第 2ターミナルに到着。
入国審査・税関検査後、解散となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   【食事：昼機内】
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○注意：左記日程表中の航空便名、発着時刻は、日程表作成時の予定です。
便名、発着時刻等は、余儀なく変更される場合がございますので予めご了承下さい。 
 ◎利用予定航空会社：日本航空（JL）アメリカン航空（AA）
ご宿泊ホテル：     フェニックス　：　ヒルトン 　フェニックス　スイーツ
                                  ロサンゼルス　：　ミヤコホテル　ロサンゼルス

■CHA 2017 フェニックス・ロサンゼルス視察の旅　  成田発着  日本航空利用

●募集型企画旅行契約／この旅行は日新航空サービス㈱ ( 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を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、
出発前にお渡しする確定書面 ( 最終旅行日程表 ) 及び当社旅行業約款によります。
●旅行の申込み／当社所定の旅行申し込み書に所定の事項を記入の上、申込金を添えてお申し込みいただきます。

旅行代金 １５万円未満 １５万円以上３０万円未満 ３０万円以上

申込金(おひとり) ２万円以上旅行代金まで ３万円以上旅行代金まで ５万円以上旅行代金まで

●旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃、送迎バス等の代金、
観光の代金 ( バス等の代金・ガイド・入場代金等 )、宿泊代金・食事代金、スーツケース等１個の受託手荷物運搬代金。
●旅行代金に含まれないもの ( その一部を明示します ) ／超過手荷物料金、クリーニング、電報電話料金、ホ
テルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用、渡航手続き関係諸費用、お１人部屋を使用される場合の
追加料金、日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費や宿泊費等、日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料、日本国外で
の空港税・出国税及びこれに類する諸税、オプショナルツアーの料金。
●お客様の解除権／お客様はいつでも以下の表で定める取消料をお支払い頂くことにより、旅行契約を解除することができます。
旅行契約の解除期日 取消料(おひとり)

(１)旅行期日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の 旅行代金の１０％
前日から起算してさかのぼって４０日目以降３１日目にあたる日まで (５０，０００円を上限とします)
(4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7)

(２)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 旅行代金が３０万円以上　　　　　　　　　　　５０，０００円
３０日目以降３日目にあたる日まで 旅行代金が１５万円以上３０万円未満　　　３０，０００円

旅行代金が１０万円以上１５万円未満　　　２０，０００円
旅行代金が１０万円未満　　　　　　　　旅行代金の２０％

(３)旅行開始日の前々日及び前日 旅行代金の５０％

(４)旅行開始日当日 旅行代金の５０％

(５)無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の１００％

●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は、2016 年 5月 1日を基準としております。また、旅行代金は、
2016 年 7月 1日以降に出発する旅行に適用される運賃として予定されている航空運賃・適用規則を基準としています。

●旅行企画・実施 / 　　　                                                           

日新航空サービス株式会社
  人と地球に優しい旅のお手伝い

( 観光庁長官登録旅行業第４６３号 )本社：東京都中野区本町1-32-2
( 社 ) 日本旅行業協会正会員

●お申し込み・お問い合わせ

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、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。

ご旅行条件（要約）

【ファックス番号】03-5358-1690
【電話番号】03-5358-1682
【専用ウェブサイト】https://nissin-trvl.jp//cha2017/

総合旅行取扱管理者　松山浩二

お名前 生年月日
西暦　　　　　年　　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　（　　　  才）

メール
アドレス
（連絡用）

ご自宅住所

会社名 会社住所

会員登録

英文（旅券と同じ）

〒　　　　　－
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ（　　　　　）　　　　　－

（一社）日本ホビー協会　　□法人会員　□個人会員　□法人会員 ＣＨＡ（全米クラフト＆ホビー協会）　□会員　□非会員

〒　　　　　－
電話番号：

ＦＡＸ番号：

【ご旅行詳細】
○旅行期間＝2017 年 1月 20 日（金）～  1 月 26 日（木）  7 日間 
○旅行日程＝成田→フェニックス (4 泊 )→ロサンゼルス (1 泊 )⇒成田
※詳細は日程表をご参照下さい。
◎旅行代金（1名様） \224,000-　非会員 \239,000-
○旅行代金に含まれるもの
・航空運賃：日本航空エコノミークラス使用
                         米国内：アメリカン航空エコノミークラス
・ホテル代（ツインルーム：２名１室利用）
・食事代・・・・・・・・・・朝食 1回、昼食 0回、夕食 0回
・専用バス代／現地ガイド料・日程表に明記分（団体行動中の移動など）
・団体行動中の心付け（チップ）
・手荷物運搬料：運搬機関の規定内手荷物運搬料金
・添乗員 1名同行
・海外団体旅行保険
○旅行代金に含まれないもの
・１人部屋使用料・・・・・・ \70,000-
・渡航手続き手数料・・・・・旅券取得時の印紙代、手数料など
・ビジネスクラス使用時の差額
・CHA2017 入場登録料＊昨年度US$200-
・成田空港施設使用料（ \2,610-）
・アメリカ空港税（約 \8,500-）* 実費徴収となります
・航空保険料及び、燃油サーチャージ（ \0）．．6月 1日現在 *実費徴収となります

・オプショナルツアー（別料金の小旅行）の代金
・国内線航空運賃（大阪往復：未定、福岡往復 : 未定、札幌 : 未定）
・任意の海外旅行傷害保険
・その他、上記「旅行代金に含まれるもの」に明記されていないもの
※当ツアーは、日本ホビー協会会員への優先企画です。
　入会ご希望の方は、日本ホビー協会までご連絡下さい。
　TEL　03-3851-6628 

【お申込み期限】2016 年 12 月 9日（金曜日）
【お申込み方法】当用紙をご記入のうえ、ＦＡＸまたはご郵送いただくか、ウェブサイトからお申込みください。

CHA 2017 フェニックス・ロサンゼルス視察の旅　申込書

【個人情報について】
旅行申し込みの際に提出された個人情報について、お客様との連絡のために利用させて頂く以外に、お客様がお申し込みの旅行において運送・宿泊機関の提供するサービスの手配及びそれらのサービス
受領のための手続きに必要な範囲内で使用させていただきます。詳細は別紙、「個人情報保護について」又は、弊社ホームページ（http://www.nissin-trvl.co.jp/info/privacy.html）にて御確認いただき、
下記チェックボックスのどちらかにご記入のうえ、弊社担当者にご返信いただきますようお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□同意のうえ、個人情報をご提供します　□同意しない
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