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※記載以外の航空会社や日程手配、及びビジネスクラスの手配も承ります。
その場合、ご希望内容との差額を申し受けます。別途お問い合わせください。



欧州国際製造技術展(EMO)視察団への参加のお勧め

EMO Hannover 2019の概要

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役立てることが可能です。

視察の概要

EMO Hannover 2019 国際金属加工見本市
■会期 ：2019年9月16日（月）～9月21日（土）
■会場 ： ハノーバーメッセ（The exhibition center in Hannover）
■出展者数 ：2,200社(EMO2017実績)
■入場者 ：130,000名(EMO2017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

今年度も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、
“EMO2019”の視察と共に、工作機械・機器の輸入促進及び技術交流を目的として“欧州の有力工作機
械メーカー”の視察を行う「EMO2019視察団」を企画致しました。 本ツアーでは、“EMOショー”を集中して
見学頂く「見本市コース」と、見本市視察のみならず、欧州有力企業や都市視察を特別に行う「視察団コー
ス」の２つを設定しております。参加者様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。
『将来のモノづくり業界のあるべき姿』を探るべく、是非ともこの機会にご参加いただき、様々なチャンスを掴んで
頂ければ幸いです。

⑴“EMO見本市” 中のホテルは“ブレーメン”にてご用意。
EMO見本市期間中の宿泊場所は、グリム童話「ブレーメンの音楽隊」で有名な“ブレーメン”にてご用意。
メルヘン街道の終着地であり、音楽隊が夢見た都として名高い、活気あふれる街です。
今回のご宿泊ホテルは、ブレーメン駅横に隣接する、アクセス良好なホテルを予定しております。

【ホテルから見本市会場までの移動について】
現地にて、ブレーメン⇔ハノーファー中央駅間の特急列車フリーパス（期間中）をお渡しします。
ご都合の良い時間帯に応じて、特急列車に自由にご乗車頂けます。
※ホテル～会場までの参考移動時間：約100分（内特急列車利用70分程）
（ブレーメン始発5:12発/ハノーファー駅終電23:20発/1時間に1本運行予定）

⑵欧州有力企業の特別訪問を予定。
GF Machining Solutions（スイス）
GF マシニングソリューションズは、工具および金型加工業界や高精度コンポーネントの製造業者に、機器、オートメーションソリュー
ション、サービスを提供する世界有数のメーカーです。今回は、スイスの精密産業の中心、ビエルに２０１９年夏、完成予定の新
本社工場でマシニングセンターとスピンドル工場、ショールームを視察いたします。

VICTORINOX本社（スイス）
カール・エルズナーが1884年に創業したナイフ工房に始まり、今では世界的に有名なマルチツールをはじめ、高性能な時計やキッ
チンウェア、トラベルバッグなどで知られるスイスを代表するブランドの工場内見学と、スイスの職業訓練制度についてのレクチャーを特
別にご用意しております。

⑶視察団コースでは、アルプスの中で屈指の人気を誇る“ユングフラウヨッホ観光”の他、世界遺産の
ベルンや、ルツェルンの視察も可能です。
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見本市コース 日程表

☆時間帯の目安
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※視察先/ 航空発着時間、交通機関スケジュール等は変更になることがございます。
航空会社：LH ドイツ ルフトハンザ航空 / LX:スイスインターナショナルエアラインズ
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視察団コース 日程表

ICEドイツ特急利用 所要時間約100分
※現地にて期間中の特急列車フリーパスをお渡しします。
【Bremen駅より特急列車利用（自由席）⇒
Hanover駅乗換⇒Messe/Laatzen駅下車
⇒EMO会場まで徒歩10分】

ブレーメンから
EMO会場までの

アクセス



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
上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

＜お申し込み先／旅行企画・実施＞
株式会社ＪＴＢ 新宿第二事業部
〒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_tsukahara074@jtb.com（塚原）
営業時間：9:30～17:30（土日祝休み）
担当：営業第3課 能登・塚原
総合旅行業務取扱管理者：今村 博

募集要項・ご旅行条件

名称 日本工作機械輸入協会 EMO2019視察団

旅行期間 見本市コース：2019年9月15日（日）～9月20日（金）6日間
視察団コース：2019年9月15日（日）～9月23日（月）9日間

募集人員 視察団コース：定員30名（最少催行人員20名） 見本市コース：定員15名 （最少催行人員10名）

添乗員 各コース 添乗員もしくは現地日本語ガイドが同行いたします。

利用航空会社 両コース共通：ドイツ ルフトハンザ航空 （エコノミークラス） /  視察団コース：スイス インターナショナルエアラインズ（エコノミークラス）

利用ホテル 見本市・視察団コース共通：【ドイツ】ブレーメン:コートヤードマリオットホテル
視察団コース： 【スイス】 チューリッヒ:パークインラディソン /  ビール:メルキュールホテル / グリンデルワルド:サンスターホテル
※上記ホテルもしくは同等クラスホテルにて予定

食事条件 見本市コース：朝4回 昼0回 夕2回 （機内食は含みません）
視察団コース：朝7回 昼0回 夕3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名1部屋利用

※燃油特別付加運賃（日本⇔ドイツ間・ドイツ⇔スイス間・スイス⇔日本間（円）、各種空港諸税が別途加算されます。
目安合計額…見本市コース：40,000円 / 視察団コース：60,000円 （2019年5月現在）
※渡航手続き代行料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。

申し込み締切日 2019年6月28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24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ご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・鉄道及びガイド料金
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（シングル利用の宿泊を基準）
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 ⑦見本市入場券

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（60,000円）
⑦渡航手続き代行料金（4,320円) ⑧視察先謝礼
⑨ビジネスクラス追加代金（お問い合わせください）

ご旅行代金（大人おひとり様） 見本市コース 視察団コース

2名１室利用 398,000円 548,000円

おひとり様部屋追加代金 115,000円 145,000円
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