
ドイツ・デュッセルドルフ

interpack2023視察団

関係部署にご回覧ください

＜旅行期間＞

「interpack2023視察ツアー」 2023年5月6⽇(土)〜 5月12⽇(⾦) 4泊7⽇

＜視察企画＞

一般社団法人日本包装機械工業会

来年(2023年)5月4⽇からドイツ・デュッセルドルフ⾒本市会場におきましてinterpack2023が開催
されます。interpack(インターパック)は、包装にかかわる様々な分野の最先端技術が集結した、３年
に⼀度開催される世界最大規模※の国際包装関連⾒本市です。飲⾷、製菓、医薬品、化粧品、消費財な
どに関わる様々な包装機械はじめ、包装材料の製造から加⼯、流通から品質管理保持、消費者保護に
いたる数多くの最新技術・製品に触れることができる、まさに包装産業に携わる皆様にとって絶対に
⾒逃すことのできない展示会です。

つきましては、本視察団を、貴社における技術開発・海外展開の情報収集の機会として、また参加
者同士の交流の場としてご活⽤いただきたく、参加者のご派遣を賜りますようお願い申し上げます。

参加者募集のご案内

＜視察協賛＞

一般社団法人中部包装食品機械工業会

※ interpack2017は、出展社数:2,865社・団体 入場者数：170,500人

【旅行企画・実施】

株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス 第１営業支店
観光庁長官登録旅行業1944号,⼀般社団法人⽇本旅行業協会正会員,旅行業公正取引協議会会員
ボンド保証会員

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル12F
TEL：03-6891-9301 FAX：03-6891-9401
営業時間：月曜⽇〜⾦曜⽇ 10:00〜17:00(土⽇祝および年末年始(12/29〜1/3)および GW(4/29〜5/7)
は休業⽇)

【お申込み先・ツアーのお問い合わせ】
株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス トラベルサービスセンター東日本
「日本包装機械工業会interpack2023視察ツアー」係
〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア3F
TEL：03-6730-3220 FAX：03-6730-3229
営業時間：月曜⽇〜⾦曜⽇ 10:00〜17:00(土⽇祝および年末年始(12/29〜1/3)およびGW(4/29〜5/7)
は休業⽇)

＊休業⽇と営業時間外の取消・変更のお申出には対応ができませんので、翌営業⽇の受付となります。
総合旅行業務取扱管理者：黒田和幸、木下智之
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責任者です。このご旅行の契約等に関し、
担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

管理番号:044922101019-K-PHW



「interpack2023視察団」日程表(4泊7日)

＊交通機関、時間等は諸事情により変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
＊⾷事の記号 朝：朝⾷ 昼：昼⾷、夕：夕⾷、軽：サンドイッチ等の軽⾷、機：機内⾷
＊時間帯の目安 午前：09:00〜12:00  午後：12:00〜18:00   夜：18:00〜22:00  終⽇：09:00〜18:00 

＜旅行代⾦＞エコノミークラス／ツインルーム２名１室利用お1人様代⾦
一般企業・団体の方 旅行代⾦ ５１０,０００円 /人
(一社)日本包装機械工業会 会員企業の方 会員割引旅行代⾦ ４８０,０００円 /人
(一社)中部包装食品機械工業会 会員企業の方 会員割引旅行代⾦ ４８０,０００円 /人
※1名1室利⽤をご希望される方は、１３５,０００円の追加料⾦を申し受けます。

※上記旅行代⾦には interpack2023の入場料を含めておりません。入場券については、https://www.interpack.com/ 
の For Visitors のTicketから各自ご購入ください。(オンライン購入の場合 1⽇券:€65、通し券:€145、現地購入の場合
1⽇券:€75、通し券:€180)

※空港税および航空会社が賦課する燃油サーチャージは旅行代⾦に含まれておりません。旅行代⾦と⼀緒に出発前に
お支払いいただきます。(目安額 燃油サーチャージ:112,000円 空港税等:23,270円/2022年10月20⽇現在)

※お部屋は1名1室または2名1室利⽤となります。同室者のご希望は、お申込み時に必ず『ご参加申込フォーム』に
ご入力ください。(お申込み後の変更がないように同室になる方とは事前にご相談の上、ご入力ください。
相部屋はお受けしておりません。) 同室者が取消になった場合は、1名1室利⽤追加料⾦を申し受けます。

※ビジネスクラスはお早めにお問い合わせください。(別途追加料⾦が必要です)
※関西空港発着・中部空港発着便をご希望の場合は別途⼿配いたしますので、ご相談ください。

日次 月 日 曜 発着地・滞在地
現地
時間

交通
機関

摘要
食事条件
朝 昼 夕

1 2023年 機

5月6日(土) 成田空港 集合 夜 空港ターミナル集合
成田空港 発 深夜 航空機 空路、デュッセルドルフへ (ドバイ経由)

(機内 泊)

2 5月7日(日) 機 機 〇

デュッセルドルフ空港 着 午後 入国手続き
専用バス 市内スーパーマーケット視察後、ホテルへ

夕刻 ホテル着
夜 専用バス 市内レストランにてご夕食

(ケルン 泊)
3 5月8日(月) ◆ホテルにて朝食 ○ × ○

見本市会場に向け、ホテル出発
ケルン 滞在 終日 専用バス interpack2023視察

視察後、ホテルへ
夜 徒歩 市内レストランにてご夕食

(ケルン 泊)
4 5月9日(火) ◆ホテルにて朝食 ○ × ×

見本市会場に向け、ホテル出発
ケルン 滞在 終日 専用バス interpack2023視察

視察後、ホテルへ
(ケルン 泊)

5 5月10日(水) ◆ホテルにて朝食 ○ × ○
見本市会場に向け、ホテル出発

ケルン 滞在 終日 専用バス interpack2023視察
視察後、ホテルへ

夜 専用バス 市内レストランにてご夕食
(ケルン 泊)

6 5月11日(木) ◆ホテルにて朝食 ○ 〇 機
午前

午後
専用バス

ホテル発
チョコレート博物館視察
昼食

デュッセルドルフ空港 着 午後 空港着
デュッセルドルフ空港 発 午後 航空機 空路、日本へ（ドバイ経由）

(機内 泊)
7 5月12日(金) 機

成田空港 着 午後 空港到着後、解散

※発着時間は変更になる場合がございます。 ※機：機内⾷ 朝：朝⾷ 昼：昼⾷ 夕：夕⾷
※時間帯の目安 早朝04:00-06:00 朝06:00-09:00 午前09:00-12:00 午後12:00-16:00 夕刻16:00-18:00

夜18:00-22:00 深夜22:00-27:00 終⽇09:00-17:00

■利用予定日本発着航空会社 エミレーツ航空(EK)
■利用ホテル Azimut Hotel Koln City Center
■募集人員 50名(お申込みは先着順とさせていただきます) ■最少催行人員 40名
■添乗員 全行程が1名同行します
■募集期間 2022年11月1⽇(火)〜2023年2月10⽇(⾦) ＊ 締切⽇前でも定員になり次第締め切ります。



旅行代⾦に含まれるもの 旅行代⾦に含まれないもの

①⽇程表に記載の航空運賃(エコノミークラス運賃)
②宿泊代⾦(洋室ツイン２名１室利⽤/バス・トイレ付)
③⾷事代 朝⾷4回、昼⾷１回、夕⾷３回(機内⾷を除く)
④添乗員費⽤
⑤専⽤バス代(現地での空港送迎、視察時の往復バス)
⑥5/8,9,10 視察時の通訳代
⑦5/7,11視察時バス・ガイド代
⑧チョコレート博物館入場料

①現地空港税(19,610円/EUR132.5※1)、燃油サーチャージ
(114,000円/2022年10月20⽇現在※2)、成田空港施設使

⽤料 (2,660円)、国際観光旅客税(1,000円)
②任意の海外旅行保険
③超過⼿荷物料⾦
(航空会社で定めた重量・容積・個数を超えるもの)

④個人的性質の交通費、電話代、クリーニング代、飲⾷代
⑤その他(左記の「旅行代⾦に含まれるもの」以外)
⑥interpack2023入場券代

旅行開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって40⽇目〜31⽇前までの取消 旅行代⾦の10％

旅行開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 30⽇目から 3⽇目までの取消 旅行代⾦の20％

旅行開始⽇の前々⽇以降旅行開始までの取消 旅行代⾦の50%

旅行開始後の取消または無連絡不参加の場合 旅行代⾦全額

■取消料

※1  10月20⽇東京三菱UFJ銀行TTSレート1EUR=147.96にて算出。現地空港税は発券時のレートによって変動する場合がございます。
※2  契約成立後に燃油サーチャージが増減額した場合は別途徴収・返⾦する場合がございます。

■旅行代⾦に含まれるもの・含まれないもの

お振込み口座

ご参加申込フォーム入力と同時にお申込⾦90,000円(旅行代⾦の⼀部充当)を下記口座にお振り込みください。
※ご参加申込フォーム入力とお申込⾦が確認できた時点で正式な契約成立となります。
※お支払いはクレジットカードでも承ります。ご希望の方はお申し出ください。

振込先：三井住友銀行 すずらん支店 振込口座：(当座)7300141
口座名：株式会社近畿⽇本ツーリストコーポレートビジネス

取消料の基準となる旅行代⾦は、追加旅行代⾦を含めた代⾦をいいます。
取消料は当社営業時間内(月曜⽇〜⾦曜⽇ 10:00〜17:00)にお受けした⽇にて計算させていただきます。
※土⽇祝および年末年始(12/29〜1/3)およびGW(4/29〜5/7)は休業⽇ ※休業⽇・時間外のご連絡は翌営業⽇扱いとなります。

■ご渡航について

※旅行代⾦算出基準⽇:2022年10月20⽇

情報の取り扱い(個人情報保護)に関するお問い合わせ 個人情報管理者:松隈佑介
受付時間：10:00〜17:00(土⽇祝および年末年始(12/29〜1/3)およびGW(4/29-5/7)はお休み TEL：03-6891-9301
(旅行の変更・内容等に関するお問い合わせは、株式会社近畿⽇本ツーリストコーポレートビジネス トラベルサービスセンター東⽇本
03-6730-3220へお願いします。)

１．旅券(パスポート)
有効期間が2023年8月12⽇以降も有効な旅券が必要です。現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、
旅券申請等はお客様の責任で行ってください。お客さまのご希望により別途渡航⼿続代行料⾦をいただいてお受けする
こともできます。

２．査証(ビザ)
⽇本国籍の方は、目的や⽇数など旅行内容による条件は満たしておりますので、査証は不要です。
＊上記旅券、査証について⽇本国籍以外の方は自国・渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。

３．渡航⼿続代行料⾦
この旅行の参加にあたっては、旅券および⽇本の税関申告書が必要ですが、当社でそれらの作成⼿続きを代行する場合の
料⾦は下記のとおりです。代行を希望される場合はお申し出ください。
(1) 旅券申請書類の作成代行 4,400円
(2) ⽇本の税関申告書の作成代行および旅券の有効性の確認 4,400円
＊上記⾦額には、消費税(10％)が含まれております。旅券印紙代(有効期間10年：16,000円、5年：11,000円)等は

含まれておりません。
＊当社にて⽇本の税関申告書を作成後に旅行の取消をされた場合は、旅行本体の取消料の他に、上記渡航⼿続き

代行料⾦がかかります。
＊⽇本国籍以外の方で、当社に査証取得等のご依頼をされた場合は渡航⼿続代行料⾦が異なります。

■参加お申込方法

１）参加者募集のご案内(本紙)をご確認いただき、以下に必要事項をご入力の上、お申込みください。
▼⽇本包装機械⼯業会「interepack2023視察団」ご参加申込フォーム

ご参加お申込フォーム ←左ボタンをクリックしてください。

※お申込みは先着順とさせていただきます
２）お申込みと同時にお申込⾦(90,000円、旅行代⾦の⼀部)を以下口座にお振込みください。
３）2022年3月上旬に旅行代⾦残額の請求書を送付いたします。

■QRコードからもお申込み
いただけます。

https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON00010.xhtml?t=T2000449855


今回のご旅行の目的地「ドイツ」では、2022年10月20⽇時点、新型コロナウイルス流行における入国時の制限はありません。
入国時の制限、現地滞在中の制限は⽇々更新されておりますので、変更になる場合がございますので予めご了承ください。

■ドイツの水際対策について

⽇本ご帰国時のPCR検査、および自宅・または指定施設での待機は有効なワクチン接種証明があれば不要になりました。
⽇本への入国には、以下のご準備が必要となります。

【必要書類】
１．ワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）の取得

※ブースター（三回目以降）接種までの証明書が必要です。

①住民登録のある自治体へ発行申請
申請方法や発行にかかる⽇数は、自治体ごとに異なりますので、詳細につきましては各自治体HP等をご確認ください。
※可能な限り、海外渡航⽤・英語表記の証明書をご⽤意ください。

②新型コロナワクチン証明書アプリでの発行
2021年12月より、アプリでの証明書発行が可能となりました。（24時間、即発行）
証明書発行の際は、マイナンバーカードと暗証番号、パスポートをお⼿元にご準備ください。
(デジタル庁HP) https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert

※ワクチン接種をお受けになっていない方はPCR陰性証明書を取得ください。
⽇本行国際線の出発前72時間以内にPCR検査／または48時間以内に抗原検査を受検し、発行された陰性証明書を
ご持参ください。
検査方式：PCR/RT-PCR 検査/抗原検査
検査を実施している医療機関でお受けいただき、証明書の発行を依頼してください。

２．Visit Japan Webの必要情報登録
2022年11月1⽇より、既存の「My SOS」アプリに代わる新しい入国オンラインサービスへと変更になります。
Visit Japan Webは、入国⼿続き「検疫」、「入国審査」、「税関申告」をウェブで行うことができるサービスです。
ワクチン接種情報、陰性証明書情報も登録することができ、⽇本への入国⼿続きをスムーズに行う「ファストトラック」
を利⽤することが可能です。各自、事前のご登録をお願いいたします。
デジタル庁 Visit Japan Web ホームページ： https://vjw-lp.digital.go.jp/

≪医学的な理由等でワクチン接種をお受けになっていない方»

⽇本行国際線の出発前72時間以内にPCR検査／または48時間以内に抗原検査を受検し、発行された陰性証明書をご持参くだ
さい。

検査方式：PCR/RT-PCR 検査/抗原検査

検査を実施している医療機関でお受けいただき、証明書の発行を依頼してください。

■日本の水際対策について

≪旅行にご参加されるお客様へのお願い»
【2022年11月1⽇現在、今後の状況等により内容は、変更となる場合がございます】
当社は、「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン」を遵守して募集型企画旅行を企画・ 実施いたします。旅
行を安全に実施するためにお客様の体調をお伺いしたり、また旅行開始当⽇であっても、お客様の体調によってはご参加いた
だけない場合もございます。
(ご出発前およびご旅行参加当⽇の体調不良を事由とするお取消しにつきましては、規定の取消料を申し受けます。)
また、お客様がご旅行参加中に、新型コロナウィルス感染症に罹患し、または濃厚接触者となった場合など、現地の法令など
に基づき隔離その他の措置が必要となった場合には、その指示に従っていただきます。またこれに要する費⽤はお客様のご負
担となります。
何卒、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。


