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出発日・訪問都市で
選べる充実の6コース

毎回100名突破の
参加実績と経験

市内中心地を拠点に
抜群の機動力

drupa2016
取材レポートを

参加者全員へ配布

■募集型企画旅行契約
この旅行は㈱JTBコーポレートセールス（東京都千代田区霞が関3-2-5 観光庁長官登録旅行業第1767
号。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（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほ
か、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅
行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
■旅行のお申し込み及び契約成立時期
⑴所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅

行代金お支払いの際差し引かせていただきます。
⑵電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌

日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。
⑶旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
⑷お申込金（おひとり）100,000円
■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって21日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は
当社が指定する期日までに）にお支払いください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員で
ある場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがありま
す。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
■取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

（お1人様）

■旅行代金に含まれるもの
＊旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限りエコノミークラス）＊旅行日程に明示した宿
泊の料金及び税・サービス料金（2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。）＊旅行日程に明示した食事
の料金及び税・サービス料金＊旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料金）＊航空
機による手荷物運搬料金＊現地での手荷物運搬料金（一部含まれないコースがあります。また、一部空港・
ホテルではお客様自身で運搬していただく場合があります。）＊専用車代＊現地ガイド代＊諸費用（有料
道路代、駐車場代、団体行動中のチップ）＊drupa 2016入場券（1日分）＊添乗員同行コースの同行費用
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
＊超過手荷物料金＊クリーニング代、電話電報料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追
加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金＊日程表に記載がない食事及び飲み物
代＊渡航手続関係費用＊日本国内におけるご自宅から集合・解散時点までの交通費・宿泊費＊日本国内
の空港施設使用料＊旅客保安サービス料＊旅行日程中の空港税等（空港税、燃油サーチャージ）＊任意
の海外旅行傷害保険
※コース毎の空港税等一覧（2015年12月1日現在の額）

■特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約
款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、
その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は
見舞金を支払います。
・死亡補償金：2500万円　・入院見舞金：4～40万円　・通院見舞金：2～10万円
・携行品損害補償金：お客様1名につき～15万円（但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。）
■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件

当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代
金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、
通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合がありま
す。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）
⑴契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail等電子承諾

通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カー
ド有効期限」等を通知して頂きます。

⑵「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカー
ド利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、
契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し
引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日間以内をカード利用日として払い戻します。）

⑶与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契
約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに
現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

■旅券・査証について
（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。）
1．旅券（パスポート）：この（パンフレット記載の）旅行には、出国時有効残存期間が90日以上ある旅券

が必要です。
2．ビザ（査証について）：この（パンフレット記載の）旅行には、不要です。
＊現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってくだ
さい。これらの手続等の代行については、販売店（当社）が渡航手続代行料金をいただいてお受けします。
■保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ：http://www.forth. 
go.jp/でご確認ください。
■海外危険情報について
渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されてい
る場合があります。お申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しいたします。ま
た、「外務省海外安全ページ：http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
■海外旅行保険への加入について
海外において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場
合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送
費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の海外旅行保険に加入することを
お勧めします。海外旅行保険については、販売店の係員にお問合せください。
■空港諸税について
渡航先の国又は地域によっては、その国の法律などにより渡航者個人に対して空港税等（出入国税、空
港施設使用料、税関審査料等）などの支払が義務付けられています。各コースに表示されている旅行代
金には、空港税等は含まれておりませんので、別途お支払が必要です。
■事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・ガイド、または、最終日程表でお知らせする
連絡先にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知くだ
さい。）
■個人情報の取扱について
⑴当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様と

の間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿
泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で
利用させていただきます。その他、ご旅行条件書（要約）及び（全文）「●個人情報の取扱い」にご同意
いただいたうえでお申し込みください。

⑵当社は、旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報をお土産店
に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に
係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの
個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出下さい。

⑶その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照くださ
い。なお、当社の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署になります。

　CSR推進室　〒100-6051　東京都千代田区霞が関3-2-5　霞が関ビルディング12階
　Tel：03-5539-2803（受付時間：平日9：30～17：30　e-mail:bwt_privacy@bwt.jtb.jp）
　個人情報保護管理責任者：CSR推進室長
■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2015年12月1日を基準としています。又、旅行代金は2015年12月1日現在の有効な
運賃・規則を基準として算出しています。　　　　　　　　　　  パンフレット作成日2015年12月1日

　名　　称：drupa 2016 touch the future
　　　　　　国際印刷・メディア産業展
　会　　期：2016年5月31日㈫～6月10日㈮　11日間
　会　　場：ドイツ　デュッセルドルフ

Messe Düesseldorf
　主　　催：メッセ・デュッセルドルフGmbH
　後　　援：ドイツ機械工業連盟（VDMA）印刷・製紙機械工業会
　　　　　　ドイツ紙パルプ工業会（VDP）
　　　　　　紙加工工業連合（WPV）
　　　　　　ドイツ印刷・メディア工業会（bvdm）
　　　　　　ドイツ印刷塗料・インキ工業会（VdL）
　規　　模：出展社数：1,844社（2012年）
　　　　　　出展面積：165,988㎡（2012年）
　　　　　　来場者数：314,500人（2012年）
　出展内容：プリプレス・プリメディア、印刷、ポストプレス、
　　　　　　後加工、印刷インク、各種サービス・ソフト

みどころ －キーワードはD・R・U・P・A－
開　催　概　要

■Ｄ：デジタリゼーション
印刷技術とワークフローのデジタル化。
インテリジェントネットワークで繋がり、一貫したプロセ
ス・チェーンができる。品質チェックはライン中の高精度
センサーが行う。標準化も進んでおり、印刷産業は「イン
ダストリー4.0」の先駆的存在になっている。
■Ｒ：ラピッド・マニファクチャリング

3D印刷、アディティブ・マニュファクチャリング（additive 
manufacturing）＝積層造形。多くの可能性を秘めてい
る３Ｄ印刷の動向からは目が離せない。
■Ｕ：ユーティリティー

新しい消耗品、基板。各種素材への印刷が急速に広がっ
ている。インクジェット・インクの市場は急増している。プ
リンテッド・エレクトロニクス、バイオ印刷市場も急拡大し
ている。
■Ｐ：パッケージング

包装分野は、飢饉撲滅、衛生向上、資源保全の観点から
も注目される。
　Ａ：アプリケーション

機能性および工業用の新しいアプリケーション。多様化
高度化するニーズに応えるさまざま印刷モジュールの
登場が期待される。

第16回 国際印刷・メディア産業展

drupa 2016視察ツアー
2016. 5.31(Tue.)～6.10 (Fri.) 

企 画 協 力：株式会社 日本印刷新聞社
旅行企画・実施：株式会社JTBコーポレートセールス
後　　　　援：株式会社メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン

関係部署・ご出張予定の方へのご回覧をお願い致します。
締め切り：2016年3月31日（木）
※締切日を過ぎてもコースに空きがある場合はお申込みを受け付けます。

関
係
部
署
回
覧

ご旅行条件（各コース共通）

お問い合わせ／お申し込み先

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

《企画協力》 《お問い合わせ・お申込みは》

株式会社JTBコーポレートセールス
新宿第五事業部
〒163-0426　東京都新宿区新宿2-2-1 新宿三井ビルディング26階
drupa ビジネスサポートデスク
TEL:03-5909-8102  FAX:03-5909-8110
E-mai：k_saeki885@bwt.jtb.jp
ドルッパデスクHP URL：http://www.it-navi.com/drupa/
営業時間：月～金 9：30～17：30（土・日・祝日休業）
総合旅行業務取扱管理者：渡邉  岳　　担当：佐伯・前澤・立石

株式会社 日本印刷新聞社
〒104-0041　東京都中央区新富1-16-8  日本印刷会館6階

TEL:03-3553-5681  FAX:03-3553-5684
〒541-0041　大阪市中央区北浜3-5-19-605

TEL:06-6222-0634  FAX:06-6222-0635
E-mai：drupa@nichiin.co.jp

URL：http://www.nichiin.co.jp
総合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ください。

《旅行企画・実施》

観 光 庁 長 官 登 録 旅 行 業 第 1 7 6 7 号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員
東京都千代田区霞が関3-2-5 〒100-6051

一般社団法人 日本旅行業協会正会員観
光

庁
長

官
登録 日本旅行業協

会
正

会
員

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

参加申込書に必要事項をご記入の上、JTBまでご送付ください。ファクシミリ
でお申し込みいただいても結構です。申込書到着後、お申込金の請求書をご送
付致します。
指定のお申込金（全コース共通 100,000円、旅行代金の一部として取り扱い
ます）を指定口座にお振込みください。

契約解除の日 取消料

旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の100％

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日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日～当日
旅行開始後又は無連絡不参加

A-1コース
A-2コース
B-1コース
B-2コース
Cコース
Dコース

コース 燃油サーチャージ（目安）
17,600円
18,550円
17,600円
17,600円
17,600円
17,600円

海外空港諸税（概算）
17,290円
35,190円
16,510円
  9,010円
16,510円
16,510円

国内空港施設使用料
2,090円
2,090円
2,570円
2,090円
2,570円
2,570円

旅客保安サービス料
520円
520円
－
520円
－
－

注：各コースの締切日を過ぎてのお申込みを弊社がお受けする場合、お部屋割りの関係上、相部屋をお受け出来ない場合がございますので予めご了承ください。
　　この場合は、お申込みを受ける段階でJTBより予めご案内し、別途一人部屋利用追加代金をご請求させて頂きます。

ご記入頂きました個人情報は、株式会社JTBコーポレートセールスの個人情報取扱基準に則り、適正且つ厳重に管理致します。お客様との間の連絡の為に利用
させて頂く他、運送・宿泊機関等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為に必要な範囲内で利用させて頂きます。

旅券番号

発 行 地

発 行 日

■有効な旅券をお持ちの方のみ、ご記入ください。 ■本視察における御社お取りまとめ責任者（資料・請求書等送付先）

西暦　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

□ 男　　□ 女

□ 有　　□ 無（相部屋希望者名：　　　　　　　　　　　　　）

｛
□ 札幌　　□ 名古屋　　□ 大阪（□ 関西・□ 伊丹）
□ 福岡　　□ 沖縄　　　□ その他の空港（　　　　　　　　　　空港）

本人との関係（　　　　　　）

□ 有　　　　　　　　　　□ 無

□ 通し券（3日券）希望（別途追加代金13,000円）
□ 追加不要

※ビジネスクラスご利用の方のみ、座席希望を承っております。
※ご希望に添えない場合もございます。

※お部屋割りの参考に
　させていただきます。

（　　　　　）　　　　　－

（　　　　）　　　　　－ （　　　　）　　　　　－

西暦　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

（　　　　　）　　　　　　　－

〒

〒

〒

□ 同現住所

氏　名

会社名

所　属

所在地

電　話 FAX

〒

（後日パスポートコピーを）お送りいただきます。

ふりがな

氏　　　名

生 年 月 日

現　住　所

電　　　話

※ご参加のコースにをつけてください。

和文名

英文名

所在地

電　話

E-mail

FAX

一人部屋利用希望（別料金）

ビジネスクラス利用希望
（別料金）

国内乗り継ぎ希望（別料金）

drupa2016入場券追加手配について
※1日分は代金に含まれます

ご旅行中の
緊急連絡先

氏　名

住　所

ローマ字

性　　別

電 話

□ 吸う
□ 吸わないたばこ

（旅券記載の名前をローマ字でご記入ください）

勤
　務
　先

所
属
部
課

役
　職
　名

和
文

和
文

英
文

英
文

（ □ 窓側希望　 ）□ 通路側希望

★参加予定の段階でのお問い合わせもお受け
　致します。お名前とご希望コース、連絡先を
　ご記入し、FAXお願いします。
★団体・グループでの特別アレンジをご希望の
　場合もご相談に応じますので、遠慮なく
　お問い合わせ下さい。

日本印刷新聞社
海 外 視 察 調 査
シ　リ　ー　ズ

視察ツアー参加申込書
本申込書は渡航書類のための資料になりますので、

すべての項目を楷書で正確にご記入ください。

株式会社JTBコーポレートセールス
新宿第五事業部

「drupa 2016 ビジネスサポートデスク」
FAX：03-5909-8110

E-mail :k_saeki885@bwt.jtb.jp
URL:http://www.it-navi.com/drupa/

drupa 2016
コピー可

※複数でご参加の場合、コピーしてそれぞれご記入ください。

※個人情報保護の観点から、申込書をFAXする際は番号の押し間違いに
　ご注意頂き、送信後はお手数ですが着信のご確認をお願い致します。

A-1. drupa 2016視察 デュッセルドルフ6日間
A-2. drupa 2016視察とロンドン7日間
B-1. drupa 2016視察 デュッセルドルフ5日間
B-2. drupa 2016視察とスイス周遊7日間
C. drupa 2016視察 デュッセルドルフ6日間
D. drupa 2016視察 デュッセルドルフ6日間

drupa 2016 視察ツアー参加のお勧め
　世界最大の印刷・クロスメディアソリューション展「drupa（ドルッパ）2016」（メッセ・デュッセル
ドルフ主催）が2016年5月31日から6月10日まで「タッチ・ザ・フューチャー」のテーマの下、ドイツ・
デュッセルドルフで開かれます。世界中から最新のトレンドとイノベーションが集結する業界必見の
メッセです。
　drupa2016はデュッセルドルフの見本市会場19ホールを使って開かれ、50を超える国々から1800以上の
企業が出展し、16万5000平方メートルにわたって、革新的なビジネスモデル、最新のソリューション、
技術を展示します。
　①印刷②包装印刷③マルチチャネル④グリーンプリンティング⑤3Ｄ印刷⑥機能性印刷を中心に、
未来を拓くイノベーションに焦点があてられます。オフラインとオンラインとの関係と同様、フィジ
カルとデジタルとがより密接になってくることから“フィジタル”の針路を示すともいわれます。
　印刷産業は「インダストリー4.0」の先駆的存在となっており、drupa2016では「プリント4.0」としての
産業の将来像が具体的な形となって姿を現すことと存じます。
　㈱日本印刷新聞社では、このように意義ある展示会を見学する「視察団」を今回のdrupa2016でも
結成いたします。世界の最前線で展開される印刷技術・ビジネスの動向を、ご自身の目で確かめることに
よって、将来に向けての的確な設備投資、あるいは印刷ビジネスの成功を勝ち取るための貴重な情報が
得られるものと確信いたします。
　各コースとも、効率よく情報収集ができるように、視察重視の実務的な日程を組みました。この機会に、
経営者の方々はもとより、管理者、若手社員など、幅広い層から多数の方々がご参加下さいますよう、
ご案内申し上げます。

株式会社 日本印刷新聞社

※機動力を発揮していただけるよう、デュッセルドルフ滞在時には、市内中心地に位置するホテル、
「ニッコー・デュッセルドルフ」を全コース確保しています。ぜひご利用下さい。

■



　　　　　　　－　　　　　　　－携帯電話

出発日・訪問都市で
選べる充実の6コース

毎回100名突破の
参加実績と経験

市内中心地を拠点に
抜群の機動力

drupa2016
取材レポートを

参加者全員へ配布

■募集型企画旅行契約
この旅行は㈱JTBコーポレートセールス（東京都千代田区霞が関3-2-5 観光庁長官登録旅行業第1767
号。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（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほ
か、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅
行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
■旅行のお申し込み及び契約成立時期
⑴所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅

行代金お支払いの際差し引かせていただきます。
⑵電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌

日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。
⑶旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
⑷お申込金（おひとり）100,000円
■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって21日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は
当社が指定する期日までに）にお支払いください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員で
ある場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがありま
す。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
■取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

（お1人様）

■旅行代金に含まれるもの
＊旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限りエコノミークラス）＊旅行日程に明示した宿
泊の料金及び税・サービス料金（2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。）＊旅行日程に明示した食事
の料金及び税・サービス料金＊旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料金）＊航空
機による手荷物運搬料金＊現地での手荷物運搬料金（一部含まれないコースがあります。また、一部空港・
ホテルではお客様自身で運搬していただく場合があります。）＊専用車代＊現地ガイド代＊諸費用（有料
道路代、駐車場代、団体行動中のチップ）＊drupa 2016入場券（1日分）＊添乗員同行コースの同行費用
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
＊超過手荷物料金＊クリーニング代、電話電報料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追
加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金＊日程表に記載がない食事及び飲み物
代＊渡航手続関係費用＊日本国内におけるご自宅から集合・解散時点までの交通費・宿泊費＊日本国内
の空港施設使用料＊旅客保安サービス料＊旅行日程中の空港税等（空港税、燃油サーチャージ）＊任意
の海外旅行傷害保険
※コース毎の空港税等一覧（2015年12月1日現在の額）

■特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約
款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、
その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は
見舞金を支払います。
・死亡補償金：2500万円　・入院見舞金：4～40万円　・通院見舞金：2～10万円
・携行品損害補償金：お客様1名につき～15万円（但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。）
■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件

当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代
金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、
通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合がありま
す。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）
⑴契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail等電子承諾

通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カー
ド有効期限」等を通知して頂きます。

⑵「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカー
ド利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、
契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し
引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日間以内をカード利用日として払い戻します。）

⑶与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契
約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに
現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

■旅券・査証について
（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。）
1．旅券（パスポート）：この（パンフレット記載の）旅行には、出国時有効残存期間が90日以上ある旅券

が必要です。
2．ビザ（査証について）：この（パンフレット記載の）旅行には、不要です。
＊現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってくだ
さい。これらの手続等の代行については、販売店（当社）が渡航手続代行料金をいただいてお受けします。
■保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ：http://www.forth. 
go.jp/でご確認ください。
■海外危険情報について
渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されてい
る場合があります。お申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しいたします。ま
た、「外務省海外安全ページ：http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
■海外旅行保険への加入について
海外において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場
合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送
費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の海外旅行保険に加入することを
お勧めします。海外旅行保険については、販売店の係員にお問合せください。
■空港諸税について
渡航先の国又は地域によっては、その国の法律などにより渡航者個人に対して空港税等（出入国税、空
港施設使用料、税関審査料等）などの支払が義務付けられています。各コースに表示されている旅行代
金には、空港税等は含まれておりませんので、別途お支払が必要です。
■事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・ガイド、または、最終日程表でお知らせする
連絡先にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知くだ
さい。）
■個人情報の取扱について
⑴当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様と

の間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿
泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で
利用させていただきます。その他、ご旅行条件書（要約）及び（全文）「●個人情報の取扱い」にご同意
いただいたうえでお申し込みください。

⑵当社は、旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報をお土産店
に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に
係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの
個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出下さい。

⑶その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照くださ
い。なお、当社の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署になります。

　CSR推進室　〒100-6051　東京都千代田区霞が関3-2-5　霞が関ビルディング12階
　Tel：03-5539-2803（受付時間：平日9：30～17：30　e-mail:bwt_privacy@bwt.jtb.jp）
　個人情報保護管理責任者：CSR推進室長
■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2015年12月1日を基準としています。又、旅行代金は2015年12月1日現在の有効な
運賃・規則を基準として算出しています。　　　　　　　　　　  パンフレット作成日2015年12月1日

　名　　称：drupa 2016 touch the future
　　　　　　国際印刷・メディア産業展
　会　　期：2016年5月31日㈫～6月10日㈮　11日間
　会　　場：ドイツ　デュッセルドルフ

Messe Düesseldorf
　主　　催：メッセ・デュッセルドルフGmbH
　後　　援：ドイツ機械工業連盟（VDMA）印刷・製紙機械工業会
　　　　　　ドイツ紙パルプ工業会（VDP）
　　　　　　紙加工工業連合（WPV）
　　　　　　ドイツ印刷・メディア工業会（bvdm）
　　　　　　ドイツ印刷塗料・インキ工業会（VdL）
　規　　模：出展社数：1,844社（2012年）
　　　　　　出展面積：165,988㎡（2012年）
　　　　　　来場者数：314,500人（2012年）
　出展内容：プリプレス・プリメディア、印刷、ポストプレス、
　　　　　　後加工、印刷インク、各種サービス・ソフト

みどころ －キーワードはD・R・U・P・A－
開　催　概　要

■Ｄ：デジタリゼーション
印刷技術とワークフローのデジタル化。
インテリジェントネットワークで繋がり、一貫したプロセ
ス・チェーンができる。品質チェックはライン中の高精度
センサーが行う。標準化も進んでおり、印刷産業は「イン
ダストリー4.0」の先駆的存在になっている。
■Ｒ：ラピッド・マニファクチャリング

3D印刷、アディティブ・マニュファクチャリング（additive 
manufacturing）＝積層造形。多くの可能性を秘めてい
る３Ｄ印刷の動向からは目が離せない。
■Ｕ：ユーティリティー

新しい消耗品、基板。各種素材への印刷が急速に広がっ
ている。インクジェット・インクの市場は急増している。プ
リンテッド・エレクトロニクス、バイオ印刷市場も急拡大し
ている。
■Ｐ：パッケージング

包装分野は、飢饉撲滅、衛生向上、資源保全の観点から
も注目される。
　Ａ：アプリケーション

機能性および工業用の新しいアプリケーション。多様化
高度化するニーズに応えるさまざま印刷モジュールの
登場が期待される。

第16回 国際印刷・メディア産業展

drupa 2016視察ツアー
2016. 5.31(Tue.)～6.10 (Fri.) 

企 画 協 力：株式会社 日本印刷新聞社
旅行企画・実施：株式会社JTBコーポレートセールス
後　　　　援：株式会社メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン

関係部署・ご出張予定の方へのご回覧をお願い致します。
締め切り：2016年3月31日（木）
※締切日を過ぎてもコースに空きがある場合はお申込みを受け付けます。

関
係
部
署
回
覧

ご旅行条件（各コース共通）

お問い合わせ／お申し込み先

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

《企画協力》 《お問い合わせ・お申込みは》

株式会社JTBコーポレートセールス
新宿第五事業部
〒163-0426　東京都新宿区新宿2-2-1 新宿三井ビルディング26階
drupa ビジネスサポートデスク
TEL:03-5909-8102  FAX:03-5909-8110
E-mai：k_saeki885@bwt.jtb.jp
ドルッパデスクHP URL：http://www.it-navi.com/drupa/
営業時間：月～金 9：30～17：30（土・日・祝日休業）
総合旅行業務取扱管理者：渡邉  岳　　担当：佐伯・前澤・立石

株式会社 日本印刷新聞社
〒104-0041　東京都中央区新富1-16-8  日本印刷会館6階

TEL:03-3553-5681  FAX:03-3553-5684
〒541-0041　大阪市中央区北浜3-5-19-605

TEL:06-6222-0634  FAX:06-6222-0635
E-mai：drupa@nichiin.co.jp

URL：http://www.nichiin.co.jp
総合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ください。

《旅行企画・実施》

観 光 庁 長 官 登 録 旅 行 業 第 1 7 6 7 号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員
東京都千代田区霞が関3-2-5 〒100-6051

一般社団法人 日本旅行業協会正会員観
光

庁
長

官
登録 日本旅行業協

会
正

会
員

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

参加申込書に必要事項をご記入の上、JTBまでご送付ください。ファクシミリ
でお申し込みいただいても結構です。申込書到着後、お申込金の請求書をご送
付致します。
指定のお申込金（全コース共通 100,000円、旅行代金の一部として取り扱い
ます）を指定口座にお振込みください。

契約解除の日 取消料

旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の100％

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日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日～当日
旅行開始後又は無連絡不参加

A-1コース
A-2コース
B-1コース
B-2コース
Cコース
Dコース

コース 燃油サーチャージ（目安）
17,600円
18,550円
17,600円
17,600円
17,600円
17,600円

海外空港諸税（概算）
17,290円
35,190円
16,510円
  9,010円
16,510円
16,510円

国内空港施設使用料
2,090円
2,090円
2,570円
2,090円
2,570円
2,570円

旅客保安サービス料
520円
520円
－
520円
－
－

注：各コースの締切日を過ぎてのお申込みを弊社がお受けする場合、お部屋割りの関係上、相部屋をお受け出来ない場合がございますので予めご了承ください。
　　この場合は、お申込みを受ける段階でJTBより予めご案内し、別途一人部屋利用追加代金をご請求させて頂きます。

ご記入頂きました個人情報は、株式会社JTBコーポレートセールスの個人情報取扱基準に則り、適正且つ厳重に管理致します。お客様との間の連絡の為に利用
させて頂く他、運送・宿泊機関等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為に必要な範囲内で利用させて頂きます。

旅券番号

発 行 地

発 行 日

■有効な旅券をお持ちの方のみ、ご記入ください。 ■本視察における御社お取りまとめ責任者（資料・請求書等送付先）

西暦　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

□ 男　　□ 女

□ 有　　□ 無（相部屋希望者名：　　　　　　　　　　　　　）

｛
□ 札幌　　□ 名古屋　　□ 大阪（□ 関西・□ 伊丹）
□ 福岡　　□ 沖縄　　　□ その他の空港（　　　　　　　　　　空港）

本人との関係（　　　　　　）

□ 有　　　　　　　　　　□ 無

□ 通し券（3日券）希望（別途追加代金13,000円）
□ 追加不要

※ビジネスクラスご利用の方のみ、座席希望を承っております。
※ご希望に添えない場合もございます。

※お部屋割りの参考に
　させていただきます。

（　　　　　）　　　　　－

（　　　　）　　　　　－ （　　　　）　　　　　－

西暦　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

（　　　　　）　　　　　　　－

〒

〒

〒

□ 同現住所

氏　名

会社名

所　属

所在地

電　話 FAX

〒

（後日パスポートコピーを）お送りいただきます。

ふりがな

氏　　　名

生 年 月 日

現　住　所

電　　　話

※ご参加のコースにをつけてください。

和文名

英文名

所在地

電　話

E-mail

FAX

一人部屋利用希望（別料金）

ビジネスクラス利用希望
（別料金）

国内乗り継ぎ希望（別料金）

drupa2016入場券追加手配について
※1日分は代金に含まれます

ご旅行中の
緊急連絡先

氏　名

住　所

ローマ字

性　　別

電 話

□ 吸う
□ 吸わないたばこ

（旅券記載の名前をローマ字でご記入ください）

勤
　務
　先

所
属
部
課

役
　職
　名

和
文

和
文

英
文

英
文

（ □ 窓側希望　 ）□ 通路側希望

★参加予定の段階でのお問い合わせもお受け
　致します。お名前とご希望コース、連絡先を
　ご記入し、FAXお願いします。
★団体・グループでの特別アレンジをご希望の
　場合もご相談に応じますので、遠慮なく
　お問い合わせ下さい。

日本印刷新聞社
海 外 視 察 調 査
シ　リ　ー　ズ

視察ツアー参加申込書
本申込書は渡航書類のための資料になりますので、

すべての項目を楷書で正確にご記入ください。

株式会社JTBコーポレートセールス
新宿第五事業部

「drupa 2016 ビジネスサポートデスク」
FAX：03-5909-8110

E-mail :k_saeki885@bwt.jtb.jp
URL:http://www.it-navi.com/drupa/

drupa 2016
コピー可

※複数でご参加の場合、コピーしてそれぞれご記入ください。

※個人情報保護の観点から、申込書をFAXする際は番号の押し間違いに
　ご注意頂き、送信後はお手数ですが着信のご確認をお願い致します。

A-1. drupa 2016視察 デュッセルドルフ6日間
A-2. drupa 2016視察とロンドン7日間
B-1. drupa 2016視察 デュッセルドルフ5日間
B-2. drupa 2016視察とスイス周遊7日間
C. drupa 2016視察 デュッセルドルフ6日間
D. drupa 2016視察 デュッセルドルフ6日間

drupa 2016 視察ツアー参加のお勧め
　世界最大の印刷・クロスメディアソリューション展「drupa（ドルッパ）2016」（メッセ・デュッセル
ドルフ主催）が2016年5月31日から6月10日まで「タッチ・ザ・フューチャー」のテーマの下、ドイツ・
デュッセルドルフで開かれます。世界中から最新のトレンドとイノベーションが集結する業界必見の
メッセです。
　drupa2016はデュッセルドルフの見本市会場19ホールを使って開かれ、50を超える国々から1800以上の
企業が出展し、16万5000平方メートルにわたって、革新的なビジネスモデル、最新のソリューション、
技術を展示します。
　①印刷②包装印刷③マルチチャネル④グリーンプリンティング⑤3Ｄ印刷⑥機能性印刷を中心に、
未来を拓くイノベーションに焦点があてられます。オフラインとオンラインとの関係と同様、フィジ
カルとデジタルとがより密接になってくることから“フィジタル”の針路を示すともいわれます。
　印刷産業は「インダストリー4.0」の先駆的存在となっており、drupa2016では「プリント4.0」としての
産業の将来像が具体的な形となって姿を現すことと存じます。
　㈱日本印刷新聞社では、このように意義ある展示会を見学する「視察団」を今回のdrupa2016でも
結成いたします。世界の最前線で展開される印刷技術・ビジネスの動向を、ご自身の目で確かめることに
よって、将来に向けての的確な設備投資、あるいは印刷ビジネスの成功を勝ち取るための貴重な情報が
得られるものと確信いたします。
　各コースとも、効率よく情報収集ができるように、視察重視の実務的な日程を組みました。この機会に、
経営者の方々はもとより、管理者、若手社員など、幅広い層から多数の方々がご参加下さいますよう、
ご案内申し上げます。

株式会社 日本印刷新聞社

※機動力を発揮していただけるよう、デュッセルドルフ滞在時には、市内中心地に位置するホテル、
「ニッコー・デュッセルドルフ」を全コース確保しています。ぜひご利用下さい。

■



　　　　　　　－　　　　　　　－携帯電話

出発日・訪問都市で
選べる充実の6コース

毎回100名突破の
参加実績と経験

市内中心地を拠点に
抜群の機動力

drupa2016
取材レポートを

参加者全員へ配布

■募集型企画旅行契約
この旅行は㈱JTBコーポレートセールス（東京都千代田区霞が関3-2-5 観光庁長官登録旅行業第1767
号。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（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほ
か、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅
行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
■旅行のお申し込み及び契約成立時期
⑴所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅

行代金お支払いの際差し引かせていただきます。
⑵電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌

日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。
⑶旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
⑷お申込金（おひとり）100,000円
■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって21日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は
当社が指定する期日までに）にお支払いください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員で
ある場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがありま
す。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
■取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

（お1人様）

■旅行代金に含まれるもの
＊旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限りエコノミークラス）＊旅行日程に明示した宿
泊の料金及び税・サービス料金（2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。）＊旅行日程に明示した食事
の料金及び税・サービス料金＊旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料金）＊航空
機による手荷物運搬料金＊現地での手荷物運搬料金（一部含まれないコースがあります。また、一部空港・
ホテルではお客様自身で運搬していただく場合があります。）＊専用車代＊現地ガイド代＊諸費用（有料
道路代、駐車場代、団体行動中のチップ）＊drupa 2016入場券（1日分）＊添乗員同行コースの同行費用
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
＊超過手荷物料金＊クリーニング代、電話電報料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追
加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金＊日程表に記載がない食事及び飲み物
代＊渡航手続関係費用＊日本国内におけるご自宅から集合・解散時点までの交通費・宿泊費＊日本国内
の空港施設使用料＊旅客保安サービス料＊旅行日程中の空港税等（空港税、燃油サーチャージ）＊任意
の海外旅行傷害保険
※コース毎の空港税等一覧（2015年12月1日現在の額）

■特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約
款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、
その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は
見舞金を支払います。
・死亡補償金：2500万円　・入院見舞金：4～40万円　・通院見舞金：2～10万円
・携行品損害補償金：お客様1名につき～15万円（但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。）
■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件

当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代
金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、
通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合がありま
す。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）
⑴契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail等電子承諾

通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カー
ド有効期限」等を通知して頂きます。

⑵「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカー
ド利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、
契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し
引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日間以内をカード利用日として払い戻します。）

⑶与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契
約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに
現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

■旅券・査証について
（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。）
1．旅券（パスポート）：この（パンフレット記載の）旅行には、出国時有効残存期間が90日以上ある旅券

が必要です。
2．ビザ（査証について）：この（パンフレット記載の）旅行には、不要です。
＊現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってくだ
さい。これらの手続等の代行については、販売店（当社）が渡航手続代行料金をいただいてお受けします。
■保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ：http://www.forth. 
go.jp/でご確認ください。
■海外危険情報について
渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されてい
る場合があります。お申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しいたします。ま
た、「外務省海外安全ページ：http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
■海外旅行保険への加入について
海外において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場
合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送
費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の海外旅行保険に加入することを
お勧めします。海外旅行保険については、販売店の係員にお問合せください。
■空港諸税について
渡航先の国又は地域によっては、その国の法律などにより渡航者個人に対して空港税等（出入国税、空
港施設使用料、税関審査料等）などの支払が義務付けられています。各コースに表示されている旅行代
金には、空港税等は含まれておりませんので、別途お支払が必要です。
■事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・ガイド、または、最終日程表でお知らせする
連絡先にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知くだ
さい。）
■個人情報の取扱について
⑴当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様と

の間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿
泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で
利用させていただきます。その他、ご旅行条件書（要約）及び（全文）「●個人情報の取扱い」にご同意
いただいたうえでお申し込みください。

⑵当社は、旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報をお土産店
に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に
係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの
個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出下さい。

⑶その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照くださ
い。なお、当社の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署になります。

　CSR推進室　〒100-6051　東京都千代田区霞が関3-2-5　霞が関ビルディング12階
　Tel：03-5539-2803（受付時間：平日9：30～17：30　e-mail:bwt_privacy@bwt.jtb.jp）
　個人情報保護管理責任者：CSR推進室長
■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2015年12月1日を基準としています。又、旅行代金は2015年12月1日現在の有効な
運賃・規則を基準として算出しています。　　　　　　　　　　  パンフレット作成日2015年12月1日

　名　　称：drupa 2016 touch the future
　　　　　　国際印刷・メディア産業展
　会　　期：2016年5月31日㈫～6月10日㈮　11日間
　会　　場：ドイツ　デュッセルドルフ

Messe Düesseldorf
　主　　催：メッセ・デュッセルドルフGmbH
　後　　援：ドイツ機械工業連盟（VDMA）印刷・製紙機械工業会
　　　　　　ドイツ紙パルプ工業会（VDP）
　　　　　　紙加工工業連合（WPV）
　　　　　　ドイツ印刷・メディア工業会（bvdm）
　　　　　　ドイツ印刷塗料・インキ工業会（VdL）
　規　　模：出展社数：1,844社（2012年）
　　　　　　出展面積：165,988㎡（2012年）
　　　　　　来場者数：314,500人（2012年）
　出展内容：プリプレス・プリメディア、印刷、ポストプレス、
　　　　　　後加工、印刷インク、各種サービス・ソフト

みどころ －キーワードはD・R・U・P・A－
開　催　概　要

■Ｄ：デジタリゼーション
印刷技術とワークフローのデジタル化。
インテリジェントネットワークで繋がり、一貫したプロセ
ス・チェーンができる。品質チェックはライン中の高精度
センサーが行う。標準化も進んでおり、印刷産業は「イン
ダストリー4.0」の先駆的存在になっている。
■Ｒ：ラピッド・マニファクチャリング

3D印刷、アディティブ・マニュファクチャリング（additive 
manufacturing）＝積層造形。多くの可能性を秘めてい
る３Ｄ印刷の動向からは目が離せない。
■Ｕ：ユーティリティー

新しい消耗品、基板。各種素材への印刷が急速に広がっ
ている。インクジェット・インクの市場は急増している。プ
リンテッド・エレクトロニクス、バイオ印刷市場も急拡大し
ている。
■Ｐ：パッケージング

包装分野は、飢饉撲滅、衛生向上、資源保全の観点から
も注目される。
　Ａ：アプリケーション

機能性および工業用の新しいアプリケーション。多様化
高度化するニーズに応えるさまざま印刷モジュールの
登場が期待される。

第16回 国際印刷・メディア産業展

drupa 2016視察ツアー
2016. 5.31(Tue.)～6.10 (Fri.) 

企 画 協 力：株式会社 日本印刷新聞社
旅行企画・実施：株式会社JTBコーポレートセールス
後　　　　援：株式会社メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン

関係部署・ご出張予定の方へのご回覧をお願い致します。
締め切り：2016年3月31日（木）
※締切日を過ぎてもコースに空きがある場合はお申込みを受け付けます。

関
係
部
署
回
覧

ご旅行条件（各コース共通）

お問い合わせ／お申し込み先

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

《企画協力》 《お問い合わせ・お申込みは》

株式会社JTBコーポレートセールス
新宿第五事業部
〒163-0426　東京都新宿区新宿2-2-1 新宿三井ビルディング26階
drupa ビジネスサポートデスク
TEL:03-5909-8102  FAX:03-5909-8110
E-mai：k_saeki885@bwt.jtb.jp
ドルッパデスクHP URL：http://www.it-navi.com/drupa/
営業時間：月～金 9：30～17：30（土・日・祝日休業）
総合旅行業務取扱管理者：渡邉  岳　　担当：佐伯・前澤・立石

株式会社 日本印刷新聞社
〒104-0041　東京都中央区新富1-16-8  日本印刷会館6階

TEL:03-3553-5681  FAX:03-3553-5684
〒541-0041　大阪市中央区北浜3-5-19-605

TEL:06-6222-0634  FAX:06-6222-0635
E-mai：drupa@nichiin.co.jp

URL：http://www.nichiin.co.jp
総合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ください。

《旅行企画・実施》

観 光 庁 長 官 登 録 旅 行 業 第 1 7 6 7 号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員
東京都千代田区霞が関3-2-5 〒100-6051

一般社団法人 日本旅行業協会正会員観
光

庁
長

官
登録 日本旅行業協

会
正

会
員

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

参加申込書に必要事項をご記入の上、JTBまでご送付ください。ファクシミリ
でお申し込みいただいても結構です。申込書到着後、お申込金の請求書をご送
付致します。
指定のお申込金（全コース共通 100,000円、旅行代金の一部として取り扱い
ます）を指定口座にお振込みください。

契約解除の日 取消料

旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の100％

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日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日～当日
旅行開始後又は無連絡不参加

A-1コース
A-2コース
B-1コース
B-2コース
Cコース
Dコース

コース 燃油サーチャージ（目安）
17,600円
18,550円
17,600円
17,600円
17,600円
17,600円

海外空港諸税（概算）
17,290円
35,190円
16,510円
  9,010円
16,510円
16,510円

国内空港施設使用料
2,090円
2,090円
2,570円
2,090円
2,570円
2,570円

旅客保安サービス料
520円
520円
－
520円
－
－

注：各コースの締切日を過ぎてのお申込みを弊社がお受けする場合、お部屋割りの関係上、相部屋をお受け出来ない場合がございますので予めご了承ください。
　　この場合は、お申込みを受ける段階でJTBより予めご案内し、別途一人部屋利用追加代金をご請求させて頂きます。

ご記入頂きました個人情報は、株式会社JTBコーポレートセールスの個人情報取扱基準に則り、適正且つ厳重に管理致します。お客様との間の連絡の為に利用
させて頂く他、運送・宿泊機関等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為に必要な範囲内で利用させて頂きます。

旅券番号

発 行 地

発 行 日

■有効な旅券をお持ちの方のみ、ご記入ください。 ■本視察における御社お取りまとめ責任者（資料・請求書等送付先）

西暦　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

□ 男　　□ 女

□ 有　　□ 無（相部屋希望者名：　　　　　　　　　　　　　）

｛
□ 札幌　　□ 名古屋　　□ 大阪（□ 関西・□ 伊丹）
□ 福岡　　□ 沖縄　　　□ その他の空港（　　　　　　　　　　空港）

本人との関係（　　　　　　）

□ 有　　　　　　　　　　□ 無

□ 通し券（3日券）希望（別途追加代金13,000円）
□ 追加不要

※ビジネスクラスご利用の方のみ、座席希望を承っております。
※ご希望に添えない場合もございます。

※お部屋割りの参考に
　させていただきます。

（　　　　　）　　　　　－

（　　　　）　　　　　－ （　　　　）　　　　　－

西暦　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

（　　　　　）　　　　　　　－

〒

〒

〒

□ 同現住所

氏　名

会社名

所　属

所在地

電　話 FAX

〒

（後日パスポートコピーを）お送りいただきます。

ふりがな

氏　　　名

生 年 月 日

現　住　所

電　　　話

※ご参加のコースにをつけてください。

和文名

英文名

所在地

電　話

E-mail

FAX

一人部屋利用希望（別料金）

ビジネスクラス利用希望
（別料金）

国内乗り継ぎ希望（別料金）

drupa2016入場券追加手配について
※1日分は代金に含まれます

ご旅行中の
緊急連絡先

氏　名

住　所

ローマ字

性　　別

電 話

□ 吸う
□ 吸わないたばこ

（旅券記載の名前をローマ字でご記入ください）
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文
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英
文

英
文

（ □ 窓側希望　 ）□ 通路側希望

★参加予定の段階でのお問い合わせもお受け
　致します。お名前とご希望コース、連絡先を
　ご記入し、FAXお願いします。
★団体・グループでの特別アレンジをご希望の
　場合もご相談に応じますので、遠慮なく
　お問い合わせ下さい。

日本印刷新聞社
海 外 視 察 調 査
シ　リ　ー　ズ

視察ツアー参加申込書
本申込書は渡航書類のための資料になりますので、

すべての項目を楷書で正確にご記入ください。

株式会社JTBコーポレートセールス
新宿第五事業部

「drupa 2016 ビジネスサポートデスク」
FAX：03-5909-8110

E-mail :k_saeki885@bwt.jtb.jp
URL:http://www.it-navi.com/drupa/

drupa 2016
コピー可

※複数でご参加の場合、コピーしてそれぞれご記入ください。

※個人情報保護の観点から、申込書をFAXする際は番号の押し間違いに
　ご注意頂き、送信後はお手数ですが着信のご確認をお願い致します。

A-1. drupa 2016視察 デュッセルドルフ6日間
A-2. drupa 2016視察とロンドン7日間
B-1. drupa 2016視察 デュッセルドルフ5日間
B-2. drupa 2016視察とスイス周遊7日間
C. drupa 2016視察 デュッセルドルフ6日間
D. drupa 2016視察 デュッセルドルフ6日間

drupa 2016 視察ツアー参加のお勧め
　世界最大の印刷・クロスメディアソリューション展「drupa（ドルッパ）2016」（メッセ・デュッセル
ドルフ主催）が2016年5月31日から6月10日まで「タッチ・ザ・フューチャー」のテーマの下、ドイツ・
デュッセルドルフで開かれます。世界中から最新のトレンドとイノベーションが集結する業界必見の
メッセです。
　drupa2016はデュッセルドルフの見本市会場19ホールを使って開かれ、50を超える国々から1800以上の
企業が出展し、16万5000平方メートルにわたって、革新的なビジネスモデル、最新のソリューション、
技術を展示します。
　①印刷②包装印刷③マルチチャネル④グリーンプリンティング⑤3Ｄ印刷⑥機能性印刷を中心に、
未来を拓くイノベーションに焦点があてられます。オフラインとオンラインとの関係と同様、フィジ
カルとデジタルとがより密接になってくることから“フィジタル”の針路を示すともいわれます。
　印刷産業は「インダストリー4.0」の先駆的存在となっており、drupa2016では「プリント4.0」としての
産業の将来像が具体的な形となって姿を現すことと存じます。
　㈱日本印刷新聞社では、このように意義ある展示会を見学する「視察団」を今回のdrupa2016でも
結成いたします。世界の最前線で展開される印刷技術・ビジネスの動向を、ご自身の目で確かめることに
よって、将来に向けての的確な設備投資、あるいは印刷ビジネスの成功を勝ち取るための貴重な情報が
得られるものと確信いたします。
　各コースとも、効率よく情報収集ができるように、視察重視の実務的な日程を組みました。この機会に、
経営者の方々はもとより、管理者、若手社員など、幅広い層から多数の方々がご参加下さいますよう、
ご案内申し上げます。

株式会社 日本印刷新聞社

※機動力を発揮していただけるよう、デュッセルドルフ滞在時には、市内中心地に位置するホテル、
「ニッコー・デュッセルドルフ」を全コース確保しています。ぜひご利用下さい。

■



　　　　　　　－　　　　　　　－携帯電話

出発日・訪問都市で
選べる充実の6コース

毎回100名突破の
参加実績と経験

市内中心地を拠点に
抜群の機動力

drupa2016
取材レポートを

参加者全員へ配布

■募集型企画旅行契約
この旅行は㈱JTBコーポレートセールス（東京都千代田区霞が関3-2-5 観光庁長官登録旅行業第1767
号。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（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほ
か、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅
行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
■旅行のお申し込み及び契約成立時期
⑴所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅

行代金お支払いの際差し引かせていただきます。
⑵電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌

日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。
⑶旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
⑷お申込金（おひとり）100,000円
■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって21日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は
当社が指定する期日までに）にお支払いください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員で
ある場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがありま
す。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
■取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

（お1人様）

■旅行代金に含まれるもの
＊旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限りエコノミークラス）＊旅行日程に明示した宿
泊の料金及び税・サービス料金（2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。）＊旅行日程に明示した食事
の料金及び税・サービス料金＊旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料金）＊航空
機による手荷物運搬料金＊現地での手荷物運搬料金（一部含まれないコースがあります。また、一部空港・
ホテルではお客様自身で運搬していただく場合があります。）＊専用車代＊現地ガイド代＊諸費用（有料
道路代、駐車場代、団体行動中のチップ）＊drupa 2016入場券（1日分）＊添乗員同行コースの同行費用
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
＊超過手荷物料金＊クリーニング代、電話電報料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追
加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金＊日程表に記載がない食事及び飲み物
代＊渡航手続関係費用＊日本国内におけるご自宅から集合・解散時点までの交通費・宿泊費＊日本国内
の空港施設使用料＊旅客保安サービス料＊旅行日程中の空港税等（空港税、燃油サーチャージ）＊任意
の海外旅行傷害保険
※コース毎の空港税等一覧（2015年12月1日現在の額）

■特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約
款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、
その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は
見舞金を支払います。
・死亡補償金：2500万円　・入院見舞金：4～40万円　・通院見舞金：2～10万円
・携行品損害補償金：お客様1名につき～15万円（但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。）
■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件

当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代
金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、
通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合がありま
す。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）
⑴契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail等電子承諾

通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カー
ド有効期限」等を通知して頂きます。

⑵「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカー
ド利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、
契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し
引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日間以内をカード利用日として払い戻します。）

⑶与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契
約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに
現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

■旅券・査証について
（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。）
1．旅券（パスポート）：この（パンフレット記載の）旅行には、出国時有効残存期間が90日以上ある旅券

が必要です。
2．ビザ（査証について）：この（パンフレット記載の）旅行には、不要です。
＊現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってくだ
さい。これらの手続等の代行については、販売店（当社）が渡航手続代行料金をいただいてお受けします。
■保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ：http://www.forth. 
go.jp/でご確認ください。
■海外危険情報について
渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されてい
る場合があります。お申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しいたします。ま
た、「外務省海外安全ページ：http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
■海外旅行保険への加入について
海外において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場
合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送
費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の海外旅行保険に加入することを
お勧めします。海外旅行保険については、販売店の係員にお問合せください。
■空港諸税について
渡航先の国又は地域によっては、その国の法律などにより渡航者個人に対して空港税等（出入国税、空
港施設使用料、税関審査料等）などの支払が義務付けられています。各コースに表示されている旅行代
金には、空港税等は含まれておりませんので、別途お支払が必要です。
■事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・ガイド、または、最終日程表でお知らせする
連絡先にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知くだ
さい。）
■個人情報の取扱について
⑴当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様と

の間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿
泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で
利用させていただきます。その他、ご旅行条件書（要約）及び（全文）「●個人情報の取扱い」にご同意
いただいたうえでお申し込みください。

⑵当社は、旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報をお土産店
に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に
係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの
個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出下さい。

⑶その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照くださ
い。なお、当社の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署になります。

　CSR推進室　〒100-6051　東京都千代田区霞が関3-2-5　霞が関ビルディング12階
　Tel：03-5539-2803（受付時間：平日9：30～17：30　e-mail:bwt_privacy@bwt.jtb.jp）
　個人情報保護管理責任者：CSR推進室長
■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2015年12月1日を基準としています。又、旅行代金は2015年12月1日現在の有効な
運賃・規則を基準として算出しています。　　　　　　　　　　  パンフレット作成日2015年12月1日

　名　　称：drupa 2016 touch the future
　　　　　　国際印刷・メディア産業展
　会　　期：2016年5月31日㈫～6月10日㈮　11日間
　会　　場：ドイツ　デュッセルドルフ

Messe Düesseldorf
　主　　催：メッセ・デュッセルドルフGmbH
　後　　援：ドイツ機械工業連盟（VDMA）印刷・製紙機械工業会
　　　　　　ドイツ紙パルプ工業会（VDP）
　　　　　　紙加工工業連合（WPV）
　　　　　　ドイツ印刷・メディア工業会（bvdm）
　　　　　　ドイツ印刷塗料・インキ工業会（VdL）
　規　　模：出展社数：1,844社（2012年）
　　　　　　出展面積：165,988㎡（2012年）
　　　　　　来場者数：314,500人（2012年）
　出展内容：プリプレス・プリメディア、印刷、ポストプレス、
　　　　　　後加工、印刷インク、各種サービス・ソフト

みどころ －キーワードはD・R・U・P・A－
開　催　概　要

■Ｄ：デジタリゼーション
印刷技術とワークフローのデジタル化。
インテリジェントネットワークで繋がり、一貫したプロセ
ス・チェーンができる。品質チェックはライン中の高精度
センサーが行う。標準化も進んでおり、印刷産業は「イン
ダストリー4.0」の先駆的存在になっている。
■Ｒ：ラピッド・マニファクチャリング

3D印刷、アディティブ・マニュファクチャリング（additive 
manufacturing）＝積層造形。多くの可能性を秘めてい
る３Ｄ印刷の動向からは目が離せない。
■Ｕ：ユーティリティー

新しい消耗品、基板。各種素材への印刷が急速に広がっ
ている。インクジェット・インクの市場は急増している。プ
リンテッド・エレクトロニクス、バイオ印刷市場も急拡大し
ている。
■Ｐ：パッケージング

包装分野は、飢饉撲滅、衛生向上、資源保全の観点から
も注目される。
　Ａ：アプリケーション

機能性および工業用の新しいアプリケーション。多様化
高度化するニーズに応えるさまざま印刷モジュールの
登場が期待される。

第16回 国際印刷・メディア産業展

drupa 2016視察ツアー
2016. 5.31(Tue.)～6.10 (Fri.) 

企 画 協 力：株式会社 日本印刷新聞社
旅行企画・実施：株式会社JTBコーポレートセールス
後　　　　援：株式会社メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン

関係部署・ご出張予定の方へのご回覧をお願い致します。
締め切り：2016年3月31日（木）
※締切日を過ぎてもコースに空きがある場合はお申込みを受け付けます。

関
係
部
署
回
覧

ご旅行条件（各コース共通）

お問い合わせ／お申し込み先

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

《企画協力》 《お問い合わせ・お申込みは》

株式会社JTBコーポレートセールス
新宿第五事業部
〒163-0426　東京都新宿区新宿2-2-1 新宿三井ビルディング26階
drupa ビジネスサポートデスク
TEL:03-5909-8102  FAX:03-5909-8110
E-mai：k_saeki885@bwt.jtb.jp
ドルッパデスクHP URL：http://www.it-navi.com/drupa/
営業時間：月～金 9：30～17：30（土・日・祝日休業）
総合旅行業務取扱管理者：渡邉  岳　　担当：佐伯・前澤・立石

株式会社 日本印刷新聞社
〒104-0041　東京都中央区新富1-16-8  日本印刷会館6階

TEL:03-3553-5681  FAX:03-3553-5684
〒541-0041　大阪市中央区北浜3-5-19-605

TEL:06-6222-0634  FAX:06-6222-0635
E-mai：drupa@nichiin.co.jp

URL：http://www.nichiin.co.jp
総合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ください。

《旅行企画・実施》

観 光 庁 長 官 登 録 旅 行 業 第 1 7 6 7 号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員
東京都千代田区霞が関3-2-5 〒100-6051

一般社団法人 日本旅行業協会正会員観
光

庁
長

官
登録 日本旅行業協

会
正

会
員

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

参加申込書に必要事項をご記入の上、JTBまでご送付ください。ファクシミリ
でお申し込みいただいても結構です。申込書到着後、お申込金の請求書をご送
付致します。
指定のお申込金（全コース共通 100,000円、旅行代金の一部として取り扱い
ます）を指定口座にお振込みください。

契約解除の日 取消料

旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の100％

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日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日～当日
旅行開始後又は無連絡不参加

A-1コース
A-2コース
B-1コース
B-2コース
Cコース
Dコース

コース 燃油サーチャージ（目安）
17,600円
18,550円
17,600円
17,600円
17,600円
17,600円

海外空港諸税（概算）
17,290円
35,190円
16,510円
  9,010円
16,510円
16,510円

国内空港施設使用料
2,090円
2,090円
2,570円
2,090円
2,570円
2,570円

旅客保安サービス料
520円
520円
－
520円
－
－

注：各コースの締切日を過ぎてのお申込みを弊社がお受けする場合、お部屋割りの関係上、相部屋をお受け出来ない場合がございますので予めご了承ください。
　　この場合は、お申込みを受ける段階でJTBより予めご案内し、別途一人部屋利用追加代金をご請求させて頂きます。

ご記入頂きました個人情報は、株式会社JTBコーポレートセールスの個人情報取扱基準に則り、適正且つ厳重に管理致します。お客様との間の連絡の為に利用
させて頂く他、運送・宿泊機関等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為に必要な範囲内で利用させて頂きます。

旅券番号

発 行 地

発 行 日

■有効な旅券をお持ちの方のみ、ご記入ください。 ■本視察における御社お取りまとめ責任者（資料・請求書等送付先）

西暦　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

□ 男　　□ 女

□ 有　　□ 無（相部屋希望者名：　　　　　　　　　　　　　）

｛
□ 札幌　　□ 名古屋　　□ 大阪（□ 関西・□ 伊丹）
□ 福岡　　□ 沖縄　　　□ その他の空港（　　　　　　　　　　空港）

本人との関係（　　　　　　）

□ 有　　　　　　　　　　□ 無

□ 通し券（3日券）希望（別途追加代金13,000円）
□ 追加不要

※ビジネスクラスご利用の方のみ、座席希望を承っております。
※ご希望に添えない場合もございます。

※お部屋割りの参考に
　させていただきます。

（　　　　　）　　　　　－

（　　　　）　　　　　－ （　　　　）　　　　　－

西暦　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

（　　　　　）　　　　　　　－

〒

〒

〒

□ 同現住所

氏　名

会社名

所　属

所在地

電　話 FAX

〒

（後日パスポートコピーを）お送りいただきます。

ふりがな

氏　　　名

生 年 月 日

現　住　所

電　　　話

※ご参加のコースにをつけてください。

和文名

英文名

所在地

電　話

E-mail

FAX

一人部屋利用希望（別料金）

ビジネスクラス利用希望
（別料金）

国内乗り継ぎ希望（別料金）

drupa2016入場券追加手配について
※1日分は代金に含まれます

ご旅行中の
緊急連絡先

氏　名

住　所

ローマ字

性　　別

電 話

□ 吸う
□ 吸わないたばこ

（旅券記載の名前をローマ字でご記入ください）

勤
　務
　先

所
属
部
課

役
　職
　名

和
文

和
文

英
文

英
文

（ □ 窓側希望　 ）□ 通路側希望

★参加予定の段階でのお問い合わせもお受け
　致します。お名前とご希望コース、連絡先を
　ご記入し、FAXお願いします。
★団体・グループでの特別アレンジをご希望の
　場合もご相談に応じますので、遠慮なく
　お問い合わせ下さい。

日本印刷新聞社
海 外 視 察 調 査
シ　リ　ー　ズ

視察ツアー参加申込書
本申込書は渡航書類のための資料になりますので、

すべての項目を楷書で正確にご記入ください。

株式会社JTBコーポレートセールス
新宿第五事業部

「drupa 2016 ビジネスサポートデスク」
FAX：03-5909-8110

E-mail :k_saeki885@bwt.jtb.jp
URL:http://www.it-navi.com/drupa/

drupa 2016
コピー可

※複数でご参加の場合、コピーしてそれぞれご記入ください。

※個人情報保護の観点から、申込書をFAXする際は番号の押し間違いに
　ご注意頂き、送信後はお手数ですが着信のご確認をお願い致します。

A-1. drupa 2016視察 デュッセルドルフ6日間
A-2. drupa 2016視察とロンドン7日間
B-1. drupa 2016視察 デュッセルドルフ5日間
B-2. drupa 2016視察とスイス周遊7日間
C. drupa 2016視察 デュッセルドルフ6日間
D. drupa 2016視察 デュッセルドルフ6日間

drupa 2016 視察ツアー参加のお勧め
　世界最大の印刷・クロスメディアソリューション展「drupa（ドルッパ）2016」（メッセ・デュッセル
ドルフ主催）が2016年5月31日から6月10日まで「タッチ・ザ・フューチャー」のテーマの下、ドイツ・
デュッセルドルフで開かれます。世界中から最新のトレンドとイノベーションが集結する業界必見の
メッセです。
　drupa2016はデュッセルドルフの見本市会場19ホールを使って開かれ、50を超える国々から1800以上の
企業が出展し、16万5000平方メートルにわたって、革新的なビジネスモデル、最新のソリューション、
技術を展示します。
　①印刷②包装印刷③マルチチャネル④グリーンプリンティング⑤3Ｄ印刷⑥機能性印刷を中心に、
未来を拓くイノベーションに焦点があてられます。オフラインとオンラインとの関係と同様、フィジ
カルとデジタルとがより密接になってくることから“フィジタル”の針路を示すともいわれます。
　印刷産業は「インダストリー4.0」の先駆的存在となっており、drupa2016では「プリント4.0」としての
産業の将来像が具体的な形となって姿を現すことと存じます。
　㈱日本印刷新聞社では、このように意義ある展示会を見学する「視察団」を今回のdrupa2016でも
結成いたします。世界の最前線で展開される印刷技術・ビジネスの動向を、ご自身の目で確かめることに
よって、将来に向けての的確な設備投資、あるいは印刷ビジネスの成功を勝ち取るための貴重な情報が
得られるものと確信いたします。
　各コースとも、効率よく情報収集ができるように、視察重視の実務的な日程を組みました。この機会に、
経営者の方々はもとより、管理者、若手社員など、幅広い層から多数の方々がご参加下さいますよう、
ご案内申し上げます。

株式会社 日本印刷新聞社

※機動力を発揮していただけるよう、デュッセルドルフ滞在時には、市内中心地に位置するホテル、
「ニッコー・デュッセルドルフ」を全コース確保しています。ぜひご利用下さい。

■










