
見本市コース：2017年9月17日（日）～9月22日（金） 6日間
視察団コース：2017年9月17日（日）～9月25日（月） 9日間

視察企画：日本工作機械輸入協会

旅行企画・実施：株式会社JTBコーポレートセールス
観光庁長官登録旅行業第1767号 日本旅行業協会正会員



EMO Hannover 2017 視察団への参加のお勧め

EMO Hannover 2017 の概要

この度、日本工作機械輸入協会では、工作機械の輸入業者ならびにユーザーの皆様のために、EMO Hannover 2017を
視察するとともに欧州の優れた工作機械メーカーの視察も行う「EMO Hannover 2017 視察団ツアー」を企画いたしました。
今年は「インテリジェントな製造のためのコネクティングシステム」というテーマの下、数多くの出展社が最新の生産技術を展示し
自社の存在を世界中にアピールします。
世界中から出展される工作機械と周辺機器の最新情報を収集し、最新技術を採用した新製品の発掘にお役にたてると確信
しております。
展示スペースは145,000㎡の広さが確保され、前回はヨーロッパはもとより、アジア、南北アメリカ、アフリカ、オーストラリア等から
143,000人を超える見学者が来場しました。 また、43か国2,131社の企業が出展しました。
多くの皆様にご参加いただけますように、見本市だけを集中していただく「見本市コース」とドイツの優秀なメーカー３社を訪問す
る「視察団コース」の２種類を設定しました。 又、オプションで希望者には＋1社見学を計画しており、今回は見本市コースの
方々にも工場見学をしていただけるような計画をしております。ご都合に合わせてコースをお選びいただければと存じます。
当協会ではこれまでの経験を活かして一層きめ細かいサービスを提供させていただく所存でございます。この機会にできるだけ多
数の関係者の皆様からのお申し込みをお待ちしております。
尚、JTB殿の協力を得て、設定コース以外のご旅行計画にもできる限り対応させていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせ
ください。

会期 ： ２０１７年９月１８日（月）～２３日（土）
会場 ： ドイツ・ハノーバー国際見本市会場
開場時間 ： ９時～１８時（各日）
出展社数 ： １，６００社以上（３月末現在発表）
出店スペース ： １４５，０００㎡
入場者数 ：１４３，０００人（EMO 2013 Hannover 実績）
出展品 ： 金属加工工作機械、製造システム、高精度ツール、自動材料搬送、コンピュータ技術、産業電子機器、板金
加工機、成型加工、研削、レーザー加工機、産業用機械、品質管理システム、各種工具、表面処理装置、環境保護など

視察先の概要

◆SCHUNK社 http://www.jp.schunk.com
ドイツ シュンク社(SCHUNK GmbH & Co.KG) は1945年に設立し70年を超える歴史を持つファミリー企業です。
自動搬送ライン用ロボットハンドやその周辺機器を扱う『グリッピングシステム事業』と、工作機械用のジグやツールホルダーを中心
とした『クランピングテクノロジー事業』を2本柱として自動車、航空機、医療、食品など様々な産業分野において世界50カ国以
上で採用されています。
先進的で優れた製品群をいち早く市場に投入することで、加工現場のより一層の効率化に貢献しています。

◆OTEC社. http://www.otec.de/en/
ドラッグフィニッシュ加工等のメーカー。 ワークピースがホルダーに固定された状態で、研磨機内にて加工される。特に大きい、重い
ワークピースに適しています。（共当たりによる打痕や擦り傷ゼロ）他にバリ取り機など製造しています。

◆Concept Laser社 http://www.concept-laser.de/en/home.html
コンセプトレーザー社は、金型及び試作品製作のバックグラウンドを持ち、金属粉末を用いるAdditive Manufacturingマシン
(3Dプリンター）のメーカーです。長年の経験に裏打ちされた高度な技術を駆使し、3Dデーターから直接、機能部品等の試作
品、プラスチック金型やダイキャスト金型を製造できる金属造形機を製造販売しています。

◆Roeders社 http://www.roeders.de/  (オプショナルツアー) ※9月20日午前中に予定、有料
1800年の設立以来、レダース社は直系六世代に渡って、一族の所有、経営になる会社であります。レダース社は、産業らしきも
のが無かった時代に、銀製品の製造業者として、その歩みを始めました。この伝統は今日まで継続しております。
高速切削加工機とその技術の開発は、当初はブローモールド生産でレダース社自体の要求を満たすために始められました。
レダース社は、高度に革新的な開発成果とその結果実現出来た、新しい高速切削加工の構成概念をもって、高速切削加工
技術のブレークスルーのために画期的な貢献をいたしました。今日では、世界中で、2000台以上のレダース社製機械が据付け
られています。



日程 時間 行程 食

１ 9月17日
（日）

10:35
12:35

17:40
18:40
19:45

21:30

羽田空港集合
LH715 羽田空港発
(所要：12時間05分）
ミュンヘン着、乗り継ぎ
LH2102 ミュンヘン発
ハノーバー着

ホテル到着、チェックイン

＜ハノーバー 泊＞

機内

ー

２ 9月18日
（月）

終日

■EMO 視察
場所:Deutsche Messe

※9/20午前にオプショナル
ツアーでRoeders社視察
を予定しております。

＜ハノーバー泊＞

朝
－
－

３ 9月19日
（火）

朝
－
夕

４ 9月20日
（水）

朝
－
－

５ 9月21日
（木）

12:00
14:50

15:50
18:05

空港へ移動
LH057 ハノーバー発

フランクフルト着
LH716 フランクフルト発

＜機内泊＞

朝

－

機内

６ 9月22日
（金）

12:15 羽田空港着、解散

見本市コース 視察団コース

日程 時間 行程 食

１ 9月17日
（日）

10:35
12:35

17:40
18:40
19:45

21:30

羽田空港集合
LH715 羽田空港発
(所要：12時間05分）
ミュンヘン着、乗り継ぎ
LH2102 ミュンヘン発
ハノーバー着

ホテル到着、チェックイン

＜ハノーバー泊＞

機内

ー

２ 9月18日
（月）

終日

■EMO 視察
場所:Deutsche Messe

＜ハノーバー泊＞

朝
－
－

３ 9月19日
（火）

朝
－
夕

４ 9月20日
（水）

14:30
17:10
18:10

※9/20午前にオプショナルツ
アーでRoeders社視察を
予定しております。

EMO会場発、空港へ移動
4U2051 ハノーバー発
シュツットガルト着
着後、ホテルへ移動

＜シュツットガルト泊＞

朝

ー

ー

５ 9月21日
（木）

午前

午後

■SCHUNK社視察

■OTEC社視察

＜ニュルンベルク泊＞

朝

－

－

６ 9月22日
（金）

午前

14:55
15:55

19:00

■Concept laser社視察

LX1191 ニュルンベルク発
チューリッヒ着
ツエルマットへ移動
ツエルマット到着

＜ツエルマット泊＞

朝

－

－

７ 9月23日
（土） 終日 ■マッターホルン観光

＜ツエルマット泊＞

朝
－
－

８ 9月24日
（日）

9:00

14:45
16:00
18:05

専用車にてジュネーブへ移動

LH1219 ジュネーブ着
フランクフルト着
LH716 フランクフルト発

＜機内泊＞

朝

－

機内

９ 9月25日
（月）

12:15 羽田空港着、解散

※利用航空会社 LH：ルフトハンザドイツ航空 エコノミークラス
※関空・中部空港、ビジネスクラスを利用希望の方はお問い合わせ
ください。
※日本とハノーバーの時差は7時間です。日本の方が進んでいます。

■航空券は団体航空券のため事前座席指定・事前マイレージ登
録が出来かねます。出発当日空港でのお手続きとなります。

■ハノーバー宿泊ホテル：グランドパレスホテル

ハノーバー中央駅から徒歩3分、見本市
会場までも電車で20分という便利な立
地の四つ星ホテルです。
Wifiは無料でご利用いただけます。



募集要項・ご旅行条件

名称 日本工作機械輸入協会 EMO Hannover 2017 視察団

旅行期間 見本市コース：2017年9月17日（日）～9月22日（金） 6日間
視察団コース：2017年9月17日（日）～9月25日（月） 9日間

募集人員 各20名 （最少催行人員 15名）

添乗員 各コース 添乗員が1名同行いたします。

利用航空会社 ルフトハンザドイツ航空 エコノミークラス

利用ホテル 見本市・視察団コース共通 ハノーバー／グランドパレスホテルハノーバー
視察団 シュトットガルト：マリティムホテル /ニュルンベルク：ル メリディアン/ツエルマット：シュバイツァーホフ ツェルマット

食事条件 見本市コース：朝4回 昼0回 夕1回 （機内食は含みません）
視察団コース：朝7回 昼0回 夕1回 （機内食は含みません）

ご旅行代金 エコノミークラス、ツインルーム 2人1部屋利用

※羽田空港施設使用料（2,570円）、海外空港税（13,450円）、燃油特別付加運賃（19,580円）が別途加算さ
れます。目安合計額：35,600円 （2017年3月現在）
※渡航手続き代行代金が別途加算されます。4,320円
※ビジネスクラスをご希望の方はお問い合わせ下さい。
※2名1室ご利用概算 見本市コース：457,920円 視察団コース：569,920円（2017年3月現在）

申し込み締切日 2017年6月30日（金） ※満員になり次第締め切らせて頂きます。

申し込み方法 「参加申込書」に必要事項をご記入の上、ご郵送・ＦＡＸ・もしくはＥメールにてお送りください。※下記参照

旅行代金の振込 申し込み受付後、ＪＴＢより申込金のご請求書をお送りいたします。
申込金50,000円をご請求書到着後お振込のお手続きをお願いいたします。お申込金のご入金を持って「旅行契約の成立」
とさせて頂きます。残金を８月31日（木）までにお振込手続きをお願いいたします。（ご請求書をお送り致します）

取消料 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3日前まで 旅行代金の20％
2日目にあたる日以降出発日前日まで 旅行代金の50％
旅行開始日当日または無連絡不参加 旅行代金の100％

旅行代金に
含まれるもの

①旅行日程に明示した航空運賃（エコノミークラス利用）②ご旅行日程に明示した移動時のバス及びガイド料金③ご旅行
日程に明示した宿泊地におけるホテルの宿泊料金及び税サービス料金（ﾂｲﾝﾙｰﾑに2名様の宿泊を基準）④お一人様
23kgまでの手荷物運賃 ⑤ご旅行日程に明示した食事代金 ⑥添乗員同行費用

旅行代金に
含まれないもの

①渡航手続関係諸費用（旅券印紙代等） ②任意の海外旅行保険代
③日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散時点までの交通費・宿泊費
④クリーニング代、電話代、飲食代等個人的性質の諸費用及びこれらに伴う税・サービス料 ⑤超過手荷物運搬料金
⑥燃油特別付加運賃・空港税目安（35,600円） ⑦渡航手続き代行代金（4,320円)
⑧視察先謝礼 ⑨一人部屋追加代金（上記参照） ⑩ビジネスクラス追加代金（お問い合わせください)
⑪EMO入場料金 ⑫9月20日Roeders社視察代金

見本市コース 視察団コース

ご旅行代金（大人おひとり様） ４１８，０００円 ５３０，０００円

おひとり様部屋追加代金 １２０，０００円 １４８，０００円

＜お申し込み先／旅行企画・実施＞

株式会社ＪＴＢコーポレートセールス 新宿第五事業部
新住所：〒163-0426 東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビルディング26階
ＴＥＬ：03-5909-8119 ＦＡＸ：03-5909-8241 Mail:s_hiranuma082@bwt.jtb.jp
営業時間：9:30～17:30（土日祝休み）
担当：営業第三課 村岡、平沼、土井、永草
総合旅行業務取扱管理者：今村 博

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取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、ご遠慮なく下記の旅行
業務取扱管理者にご質問ください。

＜旅行企画・実施：株式会社ＪＴＢコーポレートセールス＞
観光庁長官登録旅行業第1767号
一般社団法人日本旅行業協会正会員
〒100-6051 東京都千代田区霞が関3-2-5


