
見本市コース：2016年9月11日（日）～9月16日（金） 6日間
視察団コース：2016年9月11日（日）～9月19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



米国国際製造技術展(IMTS2016)視察団への参加のお勧め

米国国際製造技術展（IMTS2016）は,米国シカゴにて偶数年に開催される。ヨーロッパのEMO、日
本のJIMTOF、中国のCIMTと並んで世界四大工作機械見本市のひとつとされ、今回が31回目となり
ます。
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為に、IMTS2016の
視察とともに工作機械の輸入促進及び技術交流を目的として、今回も２種類のツアーをJTB殿と企画
いたしました。
IMTS2016だけを集中して見学いただく「見本市コース」と、世界的に有名な回転ユニオンのメーカーの
Dublin社とマシニングセンター、NC旋盤、５軸加工機を製造するHass Automation社を訪問する
「視察団コース」を設定しました。参加者の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ご提供させていただく所存でございます。
この機会にぜひ出来るだけ多数の皆様からのお申し込みをお待ちしております。

IMTS2016の概要

International Manufacturing Technology Show
会期 ：2016年9月12日（月）～9月17日（土）
会場 ： シカゴ・マコーミックプレイス
出展者数 ：2,000社以上 （30カ国以上）
入場者 ：114,147名｛IMTS2014実績｝
出展品 ：工作機械、金属加工機械、金属製品、工具、金型、板金加工機、
成形加工、研削、レーザー、電機機械加工、コンピュータ制御、
オートメーション、品質管理、産業用機械、設備、製造・生産技術、環境保護等

展示パビリオンは工作機械及び周辺機器の種類別に分けられているので、興味ある分野の製品や技
術を集中して見学できます。 また、会場では宇宙航空機、自動車、機械加工、医療機器、エネル
ギー・環境分野を中心とする素材・加工技術・新しい製造プロセス・計測・品質管理・工場運営等に
関する会議が開催されるので、自社製品の生産性や製造の課題の解決にやくだてることが可能です。
（添付写真は全て前回のIMTS2014のイメージです。）

視察会社の概要

◆DEUBLIN社 www.deublin.com
生産拠点はアメリカ イリノイ州ワーキーガン他、ドイツ ホフヘイム アム・タウヌス、イタリア モンテベグリオ、
中国 大連に有ります。１９４５年創立依頼、最高品質の精度仕上げの回転ユニオンを提供し続け
ています。
日本には当協会賛助会員のデュブリン・ジャパン・リミテッド殿があります。

◆Haas Automation社 www.haascnc.com
ハース・オートメーションは、カリフォルニア州オックスナードにあり、１９８７年に最初の立型マシニングセン
ターを開発して以来、立型・横型CNCマシニングセンター、CNC旋盤、ロータリーテーブル、小型フライス
盤、超小型フライス盤、5Cインデ クサーのあらゆる製品を製造しております。 HAASの工作機械、CNC
ロータリーテーブルは、高精度、再現性、および耐久性に優れた製品です。
日本での代理店は当協会正会員のNKワークス株式会社殿です。



日程 時間 行程 食事

１ 9月11日
（日）

9:00
11:10

7:55

夜

成田空港集合
JL10便にてシカゴへ移動
（所要：11時間45分
時差：－15時間

***日付変更線通過***

シカゴ着、市内へ移動
観光後、15:00頃チェックイン

■名刺交換会
＜シカゴ泊＞

機内

夕

２ 9月12日
（月）

終日 ■IMTS視察
場所：McCormick Place

＜シカゴ泊＞

朝
－
－

３ 9月13日
（火）

朝
－
－

４ 9月14日
（水）

朝
－
－

５ 9月15日
（木） 10:55

空港へ移動
JL9便にて成田空港へ
（所要：13時間15分
時差：＋15時間）

＜機内泊＞

朝

－

機内

６ 9月16日
（金）

15:10 成田空港着、解散

見本市コース

利用航空会社 JL：日本航空 エコノミークラス
関西・中部空港、ビジネスクラスをご希望の方はお問い合わせください。

視察団コース

日程 時間 行程 食

１ 9月11日
（日）

9:00
11:10

7:55

夜

成田空港集合
JL10便にてシカゴへ移動
（所要：11時間45分
時差：－15時間

***日付変更線通過***

シカゴ着、市内へ移動
観光後、15:00頃チェックイン

■名刺交換会
＜シカゴ泊＞

機内

夕

２ 9月12日
（月）

終日 ■IMTS視察
場所：McCormick Place

＜シカゴ泊＞

朝
－
－

３ 9月13日
（火）

朝
－
－

４ 9月14日
（水）

朝
－
－

５ 9月15日
（木）

午前

15:30

■DEUBLIN社視察

シカゴ空港へ移動
AA2677便にてロサンゼルスへ
到着後、オクスナードへ移動

＜オクスナード泊＞

朝

－

－

６ 9月16日
（金）

10:00

午後

■Haas社視察

ラスベガスへ移動（専用車）

＜ラスベガス泊＞

朝

－

－

７ 9月17日
（土）

午前

午後

■グランドキャニオン観光
（ご希望の方・有料）

自由行動

＜ラスベガス泊＞

朝

－

－

８ 9月18日
（日）

朝
10:20

13:45

ラスベガス空港へ移動
AA2613便にてロサンゼルスへ
ロサンゼルスにて乗継

JL61便にて成田空港へ
（所要：11時間45分
時差：＋17時間）

＜機内泊＞

朝

－

機内

９ 9月19日
（月）

10:15 成田空港着、解散

利用航空会社 JL：日本航空 エコノミークラス
AA：アメリカン航空 エコノミークラス

関西・中部空港ご出発、ビジネスクラスをご希望の方はお問い合わせく
ださい。

シカゴ
ラスベガス

ロサンゼルス

オクスナード

■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。



募集要項・ご旅行条件

名称 日本工作機械輸入協会 IMTS2016 見本市視察団

旅行期間 見本市コース：2016年9月11日（日）～9月16日（金） 6日間
視察団コース：2016年9月11日（日）～9月19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 日本航空・アメリカン航空

利用ホテル 見本市・視察団コース共通：シカゴ／ウェスティン ミシガンアベニュー
視察団：オクスナード／ヒルトンガーデンイン オクスナード ラスベガス／モンテカルロ リゾート＆カジノ

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

※成田空港施設使用料（2,090円）、旅客保安サービス料（520円）、海外空港税（4,320円）、燃油特別付加運賃（14,600
円）が別途加算されます。目安合計額：21,530円 （2016年3月現在の目安代金／ 航空券発券時に確定いたします。）
※渡航手続き代行代金が別途加算されます。3,240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：327,770円 視察団コース：513,770円（3月1日現在）

申し込み締切日 2016年7月1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19日（金）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（21,530円） ⑦渡航手続き代行代金（3,240円)
⑧ESTA取得代金（JTB代行の場合 6,240円） 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）⑪見本市入場料金

見本市コース 視察団コース

ご旅行代金（大人おひとり様） ３０３，０００円 ４８９，０００円

おひとり様部屋追加代金 ９５，０００円 １５２，０００円

＜お申し込み先＞メールもしくはFAXにてお送りください。
株式会社ＪＴＢコーポレートセールス 新宿第五事業部
〒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:m_takahashi339@bwt.jtb.jp
営業時間：9:30～17:30（土日祝休み）
担当：営業第三課 高橋・土井・永草
総合旅行業務取扱管理者：阿部一晴

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
東京都新宿区西新宿３－７－１
日本旅行業協会正会員、旅行業公正取引協議会会員

※米国に入国するにはESTAが必要になります。
ESTAとは、電子渡航認証システムの略称で、ビザ免除プログラム（VWP）参加国から船舶または航空機でアメリカ合衆国へ入国する入国者に
対し取得が義務付けられているものです。


