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広
告Origami USA コンベンション参加

ニューヨーク 7日間の旅
旅行日程：2013.6.20-26　コンベンション日程：2012.6.22-24　会場：FIT（Fashion Institute of Technology）

HOTEL INDIGO NEW YORK CITY CHELSEA
ホテル インディゴ ニューヨーク シティ チェルシー

 ■ 日程表 ■ 
 日　付 都 市 名  時間  交通機関  スケジュール 
 ≪1≫ 東京(成田)発 15：10  航  空  機 空路、ニューヨークへ（直行便）
  6/20     　　*********日付変更線********* 
 （木） ニューヨーク着 15：05  専  用  車 到着後、ホテルへご案内。
      　　　　　　　　　　　　　     【ニューヨーク泊】 
 ≪2≫   専  用  車  ニューヨーク半日市内観光へご案内。
 6/21 ニューヨーク滞在   フラットアイアンビル（車窓）・ワシントン広場（下車）・ソー
 （金）    ホー（車窓）・官庁街（車窓）・ウォール街（車窓）・バッテリー 
     パーク（下車）・チェルシーマーケット（下車・各自ご昼食）
     観光終了後、FITで各自コンベンション受付手続き
     　　　　　　　　　　　　　    【ニューヨーク泊】 
 ≪3≫    Origami USAコンベンション参加（または自由行動）
 6/22 ニューヨーク滞在 終　日  会場まではご自身にての移動となります。
 （土）       　　　　　　　　　 【ニューヨーク泊】 
 ≪4≫     Origami USAコンベンション参加（または自由行動）
 6/23 ニューヨーク滞在 終　日  会場まではご自身にての移動となります。
 （日）     　　　　　　　　　　　　　   【ニューヨーク泊】
 ≪5≫    Origami USAコンベンション参加（または自由行動）
 6/24 ニューヨーク滞在 終　日  会場まではご自身にての移動となります。
 （月）      　　　　　　　　　　　　　  【ニューヨーク泊】
 ≪６≫    専  用  車 ホテルより空港へご案内
 6/25 ニューヨーク発 14：05 航  空  機 空路、帰国の途へ…（直行便）
 （火）     　　*********日付変更線********* 　　 【機中泊】 
 ≪７≫ 
 6/26 東京（成田）着  16：55   空港到着、通関後、解散
 （水）     　　　＊＊ お疲れ様でした ＊＊ 
上記スケジュールは2013年２月2８日現在のものです。航空会社の諸事情により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

募 集 要 項 ◎旅行期間：2013年6月20日(木)～6月26日(水) 5泊7日 
◎ 旅行代金：￥188,000- （飛行機：エコノミークラス／ホテル：２名様１室ご利用）
◎ 一人部屋追加代金：¥91,000-　　
◎ 子ども割引：設定なし　   　　　　 
◎ 利用予定航空会社：デルタ航空／エコノミークラス
◎ 利用予定ホテル：ホテルインディゴニューヨークシティチェルシー（FITより徒歩3分！）　
◎ 延泊：不可 　◎食事： 朝0回、昼0回、夕0回（機内食を除く） 　◎ 最少催行人員：10名様 
◎ 添乗員：同行しませんが、現地係員がご案内いたします。
◎申込み締め切り：4月25日（木） ※先着順（適用期間内でも募集定員になり次第、締め切る場合がございます） 
［ご注意］OrigamiUSAコンベンション参加費は現地にてお支払いただきます（上記ツアー代金には含まれません）。※料金は2名1室利用時の1名様の代金と
なります。※上記代金とは別途成田空港施設利用料（¥2,540）、米国出入国税（¥5,650）、燃油サーチャージ（¥48,000）をH.I.S.にて代行受領させていただきます。
（注）2009年1月12 日以降、日本国籍の方は米国入国の際にESTA（アメリカ電子渡航認証システム）の登録が必要です。
　　■ESTA代行登録を受け付けております。ご希望の方はお申し出ください。（代行手数料無料）　※日本国籍以外の方は上記とは異なります。 各自ご確認ください。

【旅行企画・実施/お申込み･お問合せ】
株式会社エイチ・アイ・エス 

〔海外団体旅行営業グループ新宿営業所〕
視察旅行

TEL：03-5908-3225
（受付：平日9：30～18：00）

※H.I.S.の他の店舗でのお申し込みはできません。ご了承ください

お申し込み方法： 
お電話でご連絡後、
お届けするご案内と

ご注意を必ずご確認の上、
「参加申込み書」に
必要事項をご記入の上、
期日までにご提出
ください。

住所：127 W. 28th St, New York, NY 10001
 TEL：212-973-9000／FAX：212-983-9000

会場のFITから徒歩3分。マンハッタンのど真ん中に誕
生した16階建てのブティックホテル。レンガ色のスタ
イリッシュな外観。喧騒を離れ心から安らぎを求める
旅行者に最適。ミッドタウンまで1.6キロ、ダイナミッ
クなショッピングが楽しめる。客室は２つのスイート
を含む広々とした122室。全館禁煙。
レストラン、カクテルラウンジ各1か所。ビジネスセン
ター、フィットネスセンターは24時間対応。

（写真：イメージ）
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観光庁長官登録旅行業第 724 号
株式会社エイチ・アイ・エス
〔海外団体旅行営業GR　 新宿営業所〕
〒 163-6011 東京都新宿区西新宿６-8-1
住友不動産新宿オークタワー
総合旅行業務取扱管理者：木村方則
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＜旅行条件書（要旨）＞　
お申し込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読みください
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上記代金にはコンベンション参加費用、燃油サーチャージ¥48,000、現地
出入国税¥5,650、成田空港施設使用料¥2,540が含まれておりません。


