
ミラノ・サローネミラノ・サローネミラノ・サローネミラノ・サローネ2018視察とナポリ訪問視察とナポリ訪問視察とナポリ訪問視察とナポリ訪問 7日間日間日間日間
日程：2018年4月16日（月）～4月22日（日） 5泊7日
旅行代金：￥旅行代金：￥旅行代金：￥旅行代金：￥524,000【成田発着】（1名1室利用）

※旅行代金の他に下記記載の燃油サーチャージ、空港税等が必要になります。

・ホテルは１名1室にてご案内！ご参加者同士の余計なお気遣いは不要です。
・展示会訪問は３日間たっぷりとご視察頂けます。視察初日及び２日目はご参加者共通の通訳が同行します。初日にご興味ある

ブースを 見つけ、翌日以降にじっくりと視察を行うことが可能です。

・展示会入場券は日本出発前に手配いたしますので、スムーズなご入場が可能です。

・ミラノ滞在中は移動に便利な地下鉄乗り放題パスを皆様にご用意いたします。

・ミラノ訪問後は、一度は訪問したい都市ナポリにご案内いたします。風光明媚な都市のご滞在をお楽しみ下さい。

・ミラノ、ナポリとも到着時及び出発時には現地ガイドがご案内しますので、土地勘の心配をされる必要はありません。

・他都市訪問や別行動のアレンジも可能です。お気軽にご相談下さい。

※通訳及び専用車はご参加人数によっては、ご案内がございません。詳細は下記をご参照下さい。

日付日付日付日付 都市都市都市都市 時間時間時間時間 交通機関交通機関交通機関交通機関 行程行程行程行程

04/16

（月）

成田・羽田 発

ミ ラ ノ 着

午前

夜

航 空 機

専 用 車

空路、直行便又は乗継便にてミラノへ

到着後、ホテルへ

ミラノ泊

04/17

（火）

ミ ラ ノ 滞 在 終日 公共交通 終日、ミラノ・サローネ2018視察【開催1日目】

※ご参加者共通の通訳ガイドが同行します。

ミラノ泊

04/18
（水）

ミ ラ ノ 滞 在 終日 公共交通 終日、ミラノ・サローネ2018視察【開催2日目】

※ご参加者共通の通訳ガイドが同行します。

ミラノ泊

04/19
（木）

ミ ラ ノ 滞 在

ミラノ中央駅発

ナ ポ リ 着

終日

夕方

夜

専 用 車

特急列車

（航空機）

専 用 車

終日、ミラノ・サローネ2018自由視察【開催3日目】

特急列車にてナポリへ

※状況によっては航空機移動となります。

到着後、ホテルへ

ナポリ泊

04/20
（金）

ナ ポ リ 滞 在 終日 公共交通 終日、ナポリ市内事情視察

・カプリ島＆青の洞窟 ・ポンペイ遺跡

⇒上記２コースの内、１コースは旅費に含まれます。

・ナポリ市内観光（別途、入場料必要）

※ご希望の場所をガイドにお申し付け下さい。

ナポリ泊

04/21

（土）

ホ テ ル 発

ナ ポ リ 発

朝

午前

専 用 車

航 空 機

専用車にて空港へ

欧州内都市乗り継ぎにて、帰国の途へ

機内泊

04/22

（日）

成田 ・ 羽田着 午後 通関後、解散

最少催行人員：５名

最大募集人員：１０名

☆☆☆☆ミラノ・サローネミラノ・サローネミラノ・サローネミラノ・サローネ2018

開催日：2018年4月17日（火）～22日（日）

会場：Fiera Milano（Roh City）

出展品目：リビング・ダイニング用家具、寝室家具、

照明、台所用品、寝室用家具、各種家具デザイン

及び関連製品

出展者数：1,338社

来場者数：約372,000人（国外約190,000人）

※数字はいずれも2017年実績

ミラノサローネは世界最大規模の国際家具見本市

です。開催中はミラノの都市がサローネ一色となり、

メイン展示会場以外でも市内の至る所の会場で

テーマ毎に展示が行わると共に、有名デザイナー

が来場し、活発な商談が行われます。偶数年の今

回はサローネ国際家具見本市の他に、サローネ国

際バスルーム見本市、サローネ国際キッチン見本

市が開催されます。業界人には絶対に見逃すこと

の出来ない展示会です。

特徴！特徴！特徴！特徴！

【【【【日程表日程表日程表日程表】】】】

取扱い旅行会社：

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-3 川辺第二ビル5F
TEL:03-3354-9995 FAX：03-3354-9996 担当：井上裕康・井上瑶

Mail:inoue@wpo-net.co.jp
お問合せ先:

東京都知事登録旅行業2-2822

利用予定航空会社：

航空会社未定（欧州系航空会社にて予定）

☆☆☆☆ご案内ご案内ご案内ご案内

本ツアーでは、最少催行人員に満たない場合でも、可能な限り旅行代金を変更することなくご案内させて頂きます。最少催行人員に満たない場合でも、可能な限り旅行代金を変更することなくご案内させて頂きます。最少催行人員に満たない場合でも、可能な限り旅行代金を変更することなくご案内させて頂きます。最少催行人員に満たない場合でも、可能な限り旅行代金を変更することなくご案内させて頂きます。

（航空券が該当のカテゴリーで手配出来ない場合や宿泊予定のホテルが満室の場合は、この限りではありません。）（航空券が該当のカテゴリーで手配出来ない場合や宿泊予定のホテルが満室の場合は、この限りではありません。）（航空券が該当のカテゴリーで手配出来ない場合や宿泊予定のホテルが満室の場合は、この限りではありません。）（航空券が該当のカテゴリーで手配出来ない場合や宿泊予定のホテルが満室の場合は、この限りではありません。）

その場合、下記の内容が変更になりますので、予めご了承の程、お願い申し上げます。（いずれも有償参加者が５名未満の場合に該当）

・空港送迎：日本語アシスタントがご案内致しますが、移動はタクシー等の公共交通機関となります。

（タクシー代は、皆様で頭割して頂き、直接ドライバーにお支払いして下さい。

・通訳：通訳が付かず、3日間とも自由視察になります。但しガイド業務として初日にホテル→展示会場までは同行いたします。

※現在の参加者数については、「ワールドプランニングオフィス」までお気軽にお問合わせください。

企画：

一般社団法人 日本オフィス家具協会

※上記料金の他に成田（羽田）空港施設

使用料・燃油サーチャージ・保安税・現地空

港税が必要になります。

【参考：約￥33,000 1月10日現在】
発券時の料金が適用となります。

お申込み期限：お申込み期限：お申込み期限：お申込み期限：2月月月月28日（水）日（水）日（水）日（水） ※期限後は追加で手配が可能な場合に限りお申込みを承ります。

★本旅行は、お客様からのご依頼時に、ご希望される内容に沿った形で手配を行う、海外手配旅行となります。

１名１室利用！１名１室利用！１名１室利用！１名１室利用！

食事条件：朝食5回・昼0回・夜0回

利用予定ホテル：【ミラノ】ドリア・グランド（４☆）、その他同等クラスホテル【ナポリ】スターホテル・テルミナル（４☆）

※ミラノのホテルが大変混雑している関係上、分宿となる可能性もございます。なるべくお早目にお申込み下さい。

協力：一般社団法人 ニューオフィス推進協会



【【【【旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件】】】】

当旅行は、一般社団法人日本オフィス家具協会が企画し、株式会社ワールドプランニングオフィスが

手配を行う海外手配旅行となります。

≪≪≪≪旅行代金について旅行代金について旅行代金について旅行代金について≫≫≫≫

-記載料金に含まれるもの-

往復エコノミークラス航空代金（成田⇔ミラノ/ナポリ エコノミークラス）、ホテル代金（５泊分・１名１室利用）、

日程表に記載した専用車・現地ガイド・現地通訳費用、ミラノ⇒ナポリ特急列車運賃（２等）又はエコノミークラス航空運賃

ミラノサローネ2018入場券（3回入場券）、ミラノ滞在中地下鉄パス乗車券費用、ポンペイ遺跡又はカプリ島＆青の洞窟

観光諸費用、団体行動中のチップ。

-記載料金に含まれないもの-

航空諸税（成田空港施設使用料・保全税、現地空港税、燃油サーチャージ費用）、昼食代・夕食代、自由行動中のチップ、

ポンペイ遺跡又はカプリ島＆青の洞窟以外の観光諸費用及び入場料、日程表記載以外の公共交通機関利用代金、

任意の海外旅行保険、成田から成田までの移動交通費、その他個人的性格の費用全般。

※専用車、視察時の通訳は、最少催行人員の５名以下で実施する場合、一部サービスの提供はございません。

予めご了承下さい。

※為替レートの大幅な変動があった場合は、旅行代金を変更することがございます。予めご了承ください。

≪≪≪≪別行動及び他都市訪問のご希望について別行動及び他都市訪問のご希望について別行動及び他都市訪問のご希望について別行動及び他都市訪問のご希望について≫≫≫≫

行程表以外の行程や他都市を訪問ご予定の場合は、お申込書の該当箇所にご希望される行程をご記入下さい。

また専用車や通訳、現地ガイドを個別にご希望の場合もお気軽にお申し付け下さい。別途、お見積りいたします。

≪≪≪≪キャンセル料についてキャンセル料についてキャンセル料についてキャンセル料について≫≫≫≫

取扱い旅行会社：

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-3 川辺第二ビル５F
TEL:03-3354-9995 FAX：03-3354-9996 担当：井上裕康・井上瑶

Mail:inoue@wpo-net.co.jp

お問合せ先：

東京都知事登録旅行業2-2822

この旅行は、ご参加者様からお申込みを頂いた後に、航空券、ホテルの手配を開始する海外手配旅行となります。

キャンセル料及び発生の日時はお申込後に現地から回答が届き次第、個別にご案内申し上げます。

なお航空券については、お申込み後７２時間以内に発券となります。発券後のキャンセルについては、航空会社規定の

キャンセル料が発生いたします。また発券後に搭乗者名の変更や行程変更となった場合も、一度キャンセルをした上で、

予約の取直しとなりますので、ご注意ください。

≪≪≪≪最少催行人員最少催行人員最少催行人員最少催行人員≫≫≫≫

５名

※最少催行人員の５名を下回った場合でも、内容を一部変更させて頂くことにより、料金アップすることなくご案内

申し上げます。最少催行人員未満の場合の、内容変更については、パンフレットの表面にてご確認下さい。

お申込み期限：２月２８日（水）お申込み期限：２月２８日（水）お申込み期限：２月２８日（水）お申込み期限：２月２８日（水）

お申込み期限後も手配可能な場合は承りますが、ホテルが分宿となる可能性や、航空運賃の該当クラスが満席で旅行代金が

異なります。また大型展示会開催で、ホテル料金の高騰、手配不可といった場合が予想されますので、お早目にお申込み下さい。

≪≪≪≪ビジネスクラス・ファーストクラスのご希望についてビジネスクラス・ファーストクラスのご希望についてビジネスクラス・ファーストクラスのご希望についてビジネスクラス・ファーストクラスのご希望について≫≫≫≫

別途、お見積りいたしますので、お気軽にお申し付け下さい。

≪≪≪≪ホテルについてホテルについてホテルについてホテルについて≫≫≫≫

ホテルは表面に記載したホテル及び同等クラスのホテルをお申込み後に手配いたします。なおご案内は全て1名1室の

ご利用となり、2名1室のご利用は部屋の確保が大変厳しい状況のため、ご案内致しかねます。ホテルは可能な限り、

皆様一緒のホテルにてご案内する予定ですが、現地状況お申込み期限前でも郊外のホテルや分宿となる可能性が

ございます。予めご了承下さい。

なおホテルは混雑時期にあたるため、一部の部屋がシャワーオンリーとなる部屋もございますので、予めご理解の程、

お願い申し上げます。



ふ　り　が　な

氏　　　　名

英文氏名

ふ　り　が　な

〒

ふ　り　が　な

〒

電話番号：　　　　　　　　　　（　　　　　　）

氏名 続柄

住所

緊急連絡先

会社名 英文会社名

役職名 英文役職名

ご旅行中の

国内連絡先

〒

電話番号：　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　携帯電話番号：　　　　　　　（　　　　　　）

（大正・昭和・平成　　　　　年）（満　　　歳）

本籍地

現住所

携帯電話番号：　　　　　（　　　　　　）

「ミラノサローネ２０１８視察とナポリ訪問７日間」ご旅行申込書「ミラノサローネ２０１８視察とナポリ訪問７日間」ご旅行申込書「ミラノサローネ２０１８視察とナポリ訪問７日間」ご旅行申込書「ミラノサローネ２０１８視察とナポリ訪問７日間」ご旅行申込書

〒160-0022東京都新宿区新宿1-28-3川辺第二ビル５Ｆ

TEL:03-3354-9995　FAX:03-3354-9996

担当：井上裕康/井上瑶

 mail:inoue@wpo-net.co.jp

※複数名様でご参加の場合、本紙をコピーしてご利用下さい。 ご記入日：　　　　　　　年　　　　月　　　　日

生年月日

　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　　日

部署名 英文部署名

〒

　〒

電話番号：　　　　　（　　　　　）

国内線

※必要な方のみ

□名古屋 □関空 □札幌 □福岡

喫煙について

頂きました個人情報に関しましては、今回のご旅行に関してお客様との連絡、旅行における運送・宿泊機関等の提供する

別行動・他都市

訪問について

備考

上記必要事項にご記入の上、パスポートコピーを添えてＦＡＸまたはメールにてご返信をお願い致します。

返送先：FAX：03-3354-9996　　メール：inoue@wpo-net.co.jp  　　返送先：FAX：03-3354-9996　　メール：inoue@wpo-net.co.jp  　　返送先：FAX：03-3354-9996　　メール：inoue@wpo-net.co.jp  　　返送先：FAX：03-3354-9996　　メール：inoue@wpo-net.co.jp  　　 　担当：井上 裕康・井上瑶

　　　□喫煙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□禁煙　※ご希望に沿えない場合がございます。

ミラノサローネ

入場券について

※本ツアーにはミラノサローネ入場券（３日間券）がふくまれております。ご出展者様等で既に入場券の目途がある方は

不要欄にチェックを入れて下さい。

□必要

□不要（３日間券入場料￥６，０００を差し引いた金額にてご請求いたします。）

書類等の送付や確認

事項等のご連絡先

　　□会社宛　　□　現住所宛　□その他（下記にご指定の住所をお書き下さい）

航空機について

□その他（　　　　　　　）　※成田発着の場合は未記入で可

ビジネスクラス 　□希望する　　　□希望しない

希望する方　→　座席指定　　　　□窓側　　□通路側

※本欄はビジネスクラスの方のみの対象欄です。

※ご希望の場合、別途お見積りいたします。

勤務先

会社住所

電話番号：　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　Ｅ-ＭＡＩＬ：

頂きました個人情報に関しましては、今回のご旅行に関してお客様との連絡、旅行における運送・宿泊機関等の提供する

旅行サービスの手配、これらのサービスの受領手続き、または当社の契約上の責任・事故時の費用等を担保する保険の手続きに必要な範囲での

み利用させて頂きます。その他の目的にご本人様の許可なく、利用する事はございません。


