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 SIGGRAPH視察視察視察視察ツアーツアーツアーツアー 参加参加参加参加のおのおのおのお薦薦薦薦めめめめ  

●●●●企画担当者企画担当者企画担当者企画担当者がががが過去過去過去過去のののの経験経験経験経験とととと実績実績実績実績からからからから打打打打ちちちち出出出出したおすすめしたおすすめしたおすすめしたおすすめツアーツアーツアーツアーですですですです。。。。 

●●●●ＡＡＡＡコースコースコースコースににににＣＧＣＧＣＧＣＧのののの専門家専門家専門家専門家ががががコーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターとしてとしてとしてとして同行同行同行同行しししし、、、、SIGGRAPH及及及及びびびびデジタルコンテデジタルコンテデジタルコンテデジタルコンテ

ンツンツンツンツ業界業界業界業界のののの最新動向最新動向最新動向最新動向をををを解説解説解説解説しますしますしますします。。。。 

●●●●CGCGCGCG----ARTSARTSARTSARTS協会協会協会協会((((財団法人画像情報教育振興協会財団法人画像情報教育振興協会財団法人画像情報教育振興協会財団法人画像情報教育振興協会))))とととと映像新聞社映像新聞社映像新聞社映像新聞社のののの共同企画共同企画共同企画共同企画によりによりによりにより参加者参加者参加者参加者のののの    

情報収集情報収集情報収集情報収集、、、、視察視察視察視察ををををサポートサポートサポートサポート。。。。    

募募  集集  要要  項項  

 

名 称名 称名 称名 称  SIGGRAPH2009 視察ツアー 

旅 行 期 日旅 行 期 日旅 行 期 日旅 行 期 日  Ａ：２００９年８月０２日(日)～８月０９日(日) 【８日間】 

Ｂ：２００９年８月０３日(月)～８月０８日(土) 【６日間】 

旅 行 日 程旅 行 日 程旅 行 日 程旅 行 日 程  日程表どおり 

募 集 人 員募 集 人 員募 集 人 員募 集 人 員  各コース２０名様（最少催行人員：各コース１５名） 

旅 行 代 金旅 行 代 金旅 行 代 金旅 行 代 金  ■■■■旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金：（：（：（：（ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽｴｺﾉﾐｰｸﾗｽｴｺﾉﾐｰｸﾗｽｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ／／／／2名一室名一室名一室名一室 ﾂｲﾝﾂｲﾝﾂｲﾝﾂｲﾝ利用利用利用利用のののの場合場合場合場合のおのおのおのお一人様一人様一人様一人様あたりあたりあたりあたり）））） 

        ＡＡＡＡコースコースコースコース：：：：489,000円円円円    ＢＢＢＢコースコースコースコース：：：：429,000円円円円 
※燃油サーチャージ（目安：600円～9,000円 5/20現在）、海外空港諸税、国内空港施設使用料が 

別途必要になります。 

※上記旅行代金にはSIGGRAPH登録料は含まれておりません。 

■一人部屋利用の追加代金 Ａ：90,000円 Ｂ：70,000円 
 ※相部屋はお受けしておりませんので、1名、3名のように奇数人数でご参加される場合は、 

  どなたかお一人について一人部屋利用追加代金を申し受けます。 

■ビジネスクラス追加代金：590,000円（A・Bコース共通）  

■食事条件：Ａコース：朝食２回 昼食０回 夕食０回（機内食除く） 

      Ｂコース：朝食０回 昼食０回 夕食０回（機内食除く） 

■添乗員は１名同行致します（Ａコースのみ）。 

申込申込申込申込みみみみ締切日締切日締切日締切日  ２００９年６月２６日(金)（ただし、満員になり次第締め切らせていただきます） 

 

視察企画視察企画視察企画視察企画 旅行企画旅行企画旅行企画旅行企画・・・・実施実施実施実施 

株式会社株式会社株式会社株式会社 映像新聞社映像新聞社映像新聞社映像新聞社 
〒112-0006 東京都文京区小日向1-24-8 

エイゾービル 
TEL:03-3942-2161 FAX:03-3942-2981 

E-Mail ： info@eizoshimbun.com 
URL: http://www.eizoshimbun.com 

担当：小林・吉崎・松下 

CG-ARTS協会協会協会協会 
財団法人画像情報教育振興協会財団法人画像情報教育振興協会財団法人画像情報教育振興協会財団法人画像情報教育振興協会 

 
〒104-0031 東京都中央区京橋1-11-2 
TEL:03-3535-3501 FAX:03-3562-4840 

URL: http://www.cgarts.or.jp 
担当：宮井・篠原 

 

 

 

近畿日本近畿日本近畿日本近畿日本ツーリストツーリストツーリストツーリスト株式会社株式会社株式会社株式会社 

虎虎虎虎ノノノノ門公務旅行支店門公務旅行支店門公務旅行支店門公務旅行支店 
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-21-3F 

TEL:03-3502-2921 FAX:03-3502-2920 
観光庁長官登録旅行業第20号  

（社）日本旅行業協会正会員 

ボンド保証会員 旅行業公正取引協議会会員 

担当者：玉木・笹目 

 
 
 
 
 

※※※※ここここののののパンフレットパンフレットパンフレットパンフレットははははPPPPDDDDFFFF版版版版ととととななななりりりりまままますすすす。。。。後日後日後日後日、、、、本本本本パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットをををを郵送郵送郵送郵送ささささせせせせてててて頂頂頂頂ききききまままますすすすののののでででで、、、、ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方はははは

上記上記上記上記のののの宛先宛先宛先宛先ままままででででごごごご連絡連絡連絡連絡ををををおおおお願願願願いいいい致致致致ししししまままますすすす。。。。    



  ごご  挨挨  拶拶  

 

◆ジャズ発祥の街ニューオリンズで開催 

 世界最大のＣＧとインタラクティブメディアに関するイベントSIGGRAPHが、8月3-7日（展示会は4-6日）に

米国・ルイジアナ州ニューオリンズのアーネスト・N・モリアル・コンベンションセンターで開催されます。 

 SIGGRAPHは、世界からアート、エンターテインメント分野における選りすぐりのデジタル映像の上映や、最

新のデジタル映像制作のツール・技術が展示される場として知られています。しかし、本来はCG映像やコンピュ

ーターによる画像処理、コンピューターを用いた対話型インタフェースの研究成果が一堂に集められ、発表される

学会として位置付けられています。 

 こうした上映会、機器展示会、学会という異なる主旨のものが一つのイベントとして催されるSIGGRAPHは、

ゲーム、映画、テレビ番組、CMなど最先端のデジタル映像に携わるクリエイターおよび映像制作関係者にとって、

さまざまな情報を得られる場となるでしょう。 

◆18年におよぶ映像新聞ツアーの実績 

 映像新聞ツアーは、1990年のダラス大会より18年にわたる実績を持ち、参加者同士のコミュニケーションを深

める機会として、評判を得ています。 

 中でも、ツアー期間中に毎晩開催する交流会は、クリエイター同士が活発に情報交換を行う場として、これまで

も多くの参加者から支持されてきました。また、帰国後も引き続き連絡を取り合うなど、業種を越えたコミュニテ

ィーを形成している例もあります。 

ツアーの特典としては、映像新聞の記者および専門技術者が現地を取材した内容をまとめたデイリーニュースを

連日発行するほか、同時通訳を伴うブースツアー、ハリウッドで活躍するCGプロダクション訪問など、ツアーな

らではのプログラムで、皆様の情報収集をサポートさせていただきます。 

 今年は、2000年以来、9年ぶりにジャズ発祥の地・ニューオリンズで開催されることから、クリエイターにと

っては、エンターテインメントのインスピレーションを得る大きな機会と言えるでしょう。 

 

  各各種種のの情情報報提提供供ササーービビスス  

 
本本本本ツアーツアーツアーツアーではではではでは、、、、毎年毎年毎年毎年ののののSIGGRAPHでででで下記下記下記下記のようなのようなのようなのような情報提供情報提供情報提供情報提供をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

今年今年今年今年もももも、、、、特別取材班特別取材班特別取材班特別取材班をををを組組組組みみみみ、、、、期間中期間中期間中期間中はははは参加者参加者参加者参加者のののの方方方方々々々々へへへへ毎日毎日毎日毎日、、、、情報情報情報情報をごをごをごをご提供提供提供提供していきますしていきますしていきますしていきます。。。。 

［［［［ツアーツアーツアーツアー開始前開始前開始前開始前］］］］ 

・・・・展示会出展社情報展示会出展社情報展示会出展社情報展示会出展社情報 

 機器展示に出展する企業のリスト、および出展の概要などを表形式でご提供します。 

・・・・事前説明会事前説明会事前説明会事前説明会（（（（７７７７月下旬予定月下旬予定月下旬予定月下旬予定）））） 

 ツアー全般に関するご説明や、コンベンションの特徴、視察に関してのご注意点などをご説明します。 

 講演者として、ジャーナリストとして活躍中の大口孝之、倉地紀子の両氏に今年のSIGGRAPHの見所などを説

明してもらいます。 

［［［［ツアーツアーツアーツアー中中中中］］］］ 

・・・・デイリーレポートデイリーレポートデイリーレポートデイリーレポート 

 前日までに行われたプレス発表や、現地での取材内容などについて連日レポートをご提供します。 

・・・・現地業界関係者現地業界関係者現地業界関係者現地業界関係者によるによるによるによる特別特別特別特別セミナーセミナーセミナーセミナー 

 コンベンションに関する解説や、関連業界の最新動向などについて解説するセミナーを、業界関係 

 者やジャーナリストなどにより実施します。今年もSIGGRAPH会場内において、最新の話題についてのセミナ

ーを実施いたします。 

・・・・ブースツアーブースツアーブースツアーブースツアー 

 機器展示会場における出展ブースを、同時通訳をともないながら視察します。 

・・・・関連企業視察関連企業視察関連企業視察関連企業視察 

 同時通訳を伴い、業界で活躍する企業を訪問し、業界動向についての情報交換などを行います。 

・・・・参加者交流会参加者交流会参加者交流会参加者交流会 

 同じ業界内での参加者同士の親睦を深めて頂けるよう食事会やホテル内に特別スイートを設置する 

 など、参加者同士の交流の場を設けます。 

［［［［ツアーツアーツアーツアー終了後終了後終了後終了後］］］］ 

・・・・レポートレポートレポートレポート 

 ツアーで集めた情報についてまとめたレポートを提出します。 

 
 

  SSIIGGGGRRAAPPHH22000099ににつついいてて  

■開催地：ニューオリンズ（The Emest N. Morial Convention Center ■周 期：年１回 

■出展者（08年）：約300社  ■入場者（08年）：約20,000人 ■主催者：SIGGRAPH 

■ホームページ http://www.siggraph.org/s2009/ 

■期 間：CONFERENCE 2009年8月3日～8月7日 EXHIBITION 2009年8月4日～8月6日 



※詳細はSIGGRAPHホームページをご覧下さい。 

 

 

  視視察察団団日日程程表表  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※視察先につきましては、先方の状況により変更になることがあります。※日程発着時間等は天候、各関係機関の都合にて変更になることがあります。 

■時間帯の目安：朝：07:00-09:00 午前：09:00-11:00 昼：11:00-13:00 午後：13:00-17:00 夕刻：17:00-19:00 夜：19:00-23:00 深夜：23:00-05:00 早朝：05:00-07:00 

■食事：朝：朝食、昼：昼食、夕：夕食、機：機内食 

 
 

  入入場場登登録録・・会会議議登登録録ににつついいてて  

 
SIGGRAPHのののの登録登録登録登録にはにはにはには事前登録事前登録事前登録事前登録とととと現地登録現地登録現地登録現地登録のののの2種類種類種類種類がありますがありますがありますがあります。。。。事前登録事前登録事前登録事前登録をごをごをごをご希望希望希望希望されるされるされるされる方方方方はははは、、、、ごごごご自身自身自身自身でででで6月月月月

26日日日日までにまでにまでにまでにSIGGRAPHホームページホームページホームページホームページからからからからオンラインオンラインオンラインオンライン、ＦＡＸ、ＦＡＸ、ＦＡＸ、ＦＡＸ又又又又はははは郵送郵送郵送郵送にてにてにてにて行行行行うかうかうかうか、、、、弊社弊社弊社弊社にににに登録代行登録代行登録代行登録代行をごをごをごをご依頼依頼依頼依頼

下下下下さいさいさいさい（（（（ごごごご依頼依頼依頼依頼のののの場合場合場合場合はははは、、、、SIGGRAPH基本参加登録料基本参加登録料基本参加登録料基本参加登録料（（（（15$））））とととと下記登録料実費下記登録料実費下記登録料実費下記登録料実費とととと弊社登録代行手数料弊社登録代行手数料弊社登録代行手数料弊社登録代行手数料5,250

円円円円をごをごをごをご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金とととと共共共共にごにごにごにご請求請求請求請求させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます）））） 

なおごなおごなおごなおご依頼後依頼後依頼後依頼後、、、、おおおお取取取取りりりり消消消消しされたしされたしされたしされた場合場合場合場合でもでもでもでもSIGGRAPH基本参加登録料基本参加登録料基本参加登録料基本参加登録料（（（（15$））））とととと下記登録料実費下記登録料実費下記登録料実費下記登録料実費とととと弊社登録代弊社登録代弊社登録代弊社登録代

行手数料行手数料行手数料行手数料5,250円円円円はごはごはごはご請求請求請求請求させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。 
 
 
 
【【【【登録料概要登録料概要登録料概要登録料概要】】】】          ※記載料金はNon-Memberの場合 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

登録内容（ＷＥＢから） 6/26まで 7/24まで 当日 

〃（弊社登録代行の場合） 6/16まで 7/14まで  

Full Conference $900 $1050 $1125 
Basic Conference 
 CONFE 

$125 $150 $175 

Computer Animation Festival   $200 $200 $200 

主主主主ななななスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール 
■機器・ソフト展示（Exhibition） 

■基調講演（Featured Speakers） 

■セミナー（Classes） 

■コンピュータアニメーションフェスティバル 

■アート作品展示（Design&Computation） 

 ■ニューテックデモ 

■論文発表（Technical Papers） 他        
  

ＡＡＡＡコースコースコースコースはははは、、、、SIGGRAPHをををを初日初日初日初日のののの月曜日月曜日月曜日月曜日からごからごからごからご参加参加参加参加いただきいただきいただきいただき、、、、さらにさらにさらにさらにロサンゼルスロサンゼルスロサンゼルスロサンゼルスののののＣＧＣＧＣＧＣＧプロダクションプロダクションプロダクションプロダクションをををを視察視察視察視察
していただしていただしていただしていただくくくく予定予定予定予定ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、多忙多忙多忙多忙なななな方方方方にににに適適適適したしたしたした日程日程日程日程としてとしてとしてとしてSIGGRAPHだけだけだけだけ短期間短期間短期間短期間にににに参加参加参加参加していただくしていただくしていただくしていただくＢＢＢＢコースコースコースコース
をををを設置設置設置設置しましたしましたしましたしました。（。（。（。（いずれのいずれのいずれのいずれのコースコースコースコースにごにごにごにご参加参加参加参加のののの方方方方にもにもにもにもデイリーニュースデイリーニュースデイリーニュースデイリーニュースなどのなどのなどのなどの情報提供情報提供情報提供情報提供はははは同同同同じじじじボリュームボリュームボリュームボリュームのもののもののもののもの
をおをおをおをお渡渡渡渡しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。。。。旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金にはにはにはには展示会展示会展示会展示会････会議会議会議会議のののの参加登録料参加登録料参加登録料参加登録料はははは含含含含まれていませんまれていませんまれていませんまれていません）））） 

Ａコース：489,000円 Ｂコース：429,000円 

現地時間現地時間現地時間現地時間 交通機関交通機関交通機関交通機関 摘     要摘     要摘     要摘     要

1 8月2日 （日） 朝 昼 夕

東京（成田空港） 発 午後 航空機航空機航空機航空機 　空路成田からニューオリンズへ（米国内１都市経由） 機

ニューオリンズ 着 午後 専用バス 　到着後、ホテルへ

（ニューオリンズ　泊）

2 8月3日 （月）

ニューオリンズ 滞 　　　　CONFERENCE

（ニューオリンズ　泊）

3 8月4日 （火）

ニューオリンズ 滞 　　　　CONFERENCE＆＆＆＆EXHIBITION

（ニューオリンズ　泊）

4 8月5日 (水）

ニューオリンズ 滞 　　　　CONFERENCE＆＆＆＆EXHIBITION

（ニューオリンズ　泊）

5 8月6日 (木）

　　　　CONFERENCE＆＆＆＆EXHIBITION
ニューオリンズ 発 午後 航空機航空機航空機航空機 　ロサンゼルスへ移動　

ロサンゼルス 着 夜 専用バス 　到着後、ホテルへ

（ロサンゼルス　泊）

6 8月7日 （金） ○

ロサンゼルス 滞 終日 専用バス 　　　　CGCGCGCGプロダクションプロダクションプロダクションプロダクション視察視察視察視察

（ロサンゼルス　泊）

7 8月8日 （土） ○ 機

専用バス 　ホテル発、空港へ

ロサンゼルス 発 昼 航空機航空機航空機航空機 　空路、帰国の途へ

（機内　泊）

8 8月9日 （日） 機

東京（成田空港） 着 午後 　空港ご到着後、解散

月日曜月日曜月日曜月日曜 都市名都市名都市名都市名／／／／滞在地名滞在地名滞在地名滞在地名 食事条件食事条件食事条件食事条件 現地時間現地時間現地時間現地時間 交通機関交通機関交通機関交通機関 摘     要摘     要摘     要摘     要

1 8月3日 （月） 朝 昼 夕

東京（成田空港） 発 午後 航空機航空機航空機航空機 　空路成田からニューオリンズへ（米国内１都市経由） 機

ニューオリンズ 着 午後 専用バス 　到着後、ホテルへ

（ニューオリンズ　泊）

2 8月4日 （火）

ニューオリンズ 滞 　　　　CONFERENCE＆＆＆＆EXHIBITION

（ニューオリンズ　泊）

3 8月5日 (水）

ニューオリンズ 滞 　　　　CONFERENCE＆＆＆＆EXHIBITION

（ニューオリンズ　泊）

4 8月6日 (木）

ニューオリンズ 滞 　　　　CONFERENCE＆＆＆＆EXHIBITION

（ニューオリンズ　泊）

5 8月7日 （金） 機

専用バス 　ホテル発、空港へ

ニューオリンズ 発 朝 航空機航空機航空機航空機 　空路、帰国の途へ　（米国内１都市経由）

（機内　泊）

6 8月8日 （土） 機

東京（成田空港） 着 午後 　空港ご到着後、解散

月日曜月日曜月日曜月日曜 都市名都市名都市名都市名／／／／滞在地名滞在地名滞在地名滞在地名 食事条件食事条件食事条件食事条件
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■旅 行 代 金： Aコース：お一人様：４８９，０００円 
 Bコース：お一人様：４２９，０００円 

※燃油サーチャージ（目安：600円～9,000円 5/20現在）、海外空港諸税、国内空港施設使用料が 

  別途必要になります。 

※上記旅行代金にはSIGGRAPH登録料は含まれておりません。 

■最 少 催 行 人 員： 各コース１５名様 
■申 込 締 切 日： ２００９年６月２６日（金） *但し、満席になり次第締め切り致します。 
■利用予定日本発着航空会社： 日本航空、全日本空輸、アメリカン航空、ノースウエスト航空、ユナイテッド

航空、デルタ航空 
■利 用 予 定 ホ テ ル： ホテル・ツインルーム利用 「2名一室利用、バス・トイレ付」 

ニューオリンズ：ニューオリンズマリオット、シェラトンニューオリンズ 
ロサンゼルス：トーランス・マリオットサウスベイ、ダブルツリーホテルトー

ランスサウスベイ、ホリデイイントーランス 
■食 事： Aコース：朝2回/昼0回/夕0回（この回数に機内食は含まれません） 

Bコース：朝0回/昼0回/夕0回（この回数に機内食は含まれません） 
■添 乗 員： 1名、日本より同行いたします（Aコースのみ） 
■旅行代金について 

旅行代金に 
含まれるもの 

①航空運賃：日程表に記載された区間（エコノミークラス）、（＊この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金
を含みません。付加運賃・料金とは原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆ
る旅行者に一律に課されるものです。） ②宿泊代金：ホテル・ツインルーム（2人１室利用）バス・トイレ付 ③バス代
金：空港ホテル間の送迎バス料金、観光バス料金 ④団体行動中の税金・チップ ⑤手荷物運搬代金：お一人につき一個の
スーツケースなど（ただし大きさは航空会社の規定内。詳しくは係員におたずね下さい。） ⑥現地視察費用 ⑦添乗員
代金（Aコースのみ） 

旅行代金に 
含まれないもの 

上記以外は旅行代金に含まれませんが、参加に当たって通常必要となる費用を例示します。 
①旅券印紙代・証紙代有効期限5年のもの：11,000円、有効期限10年のもの：16,000円 ②個人的性格の費用：飲物代、
クリーニング代、電話代など ③手荷物超過料金 ④傷害、疾病に関する医療費 ⑤任意の海外旅行傷害保険料 ⑥渡航手続
代行料金（ESTA申請代行含みます）  ⑦成田空港施設使用料（2,040円）、現地空港税（US$56.70：5,670円）、燃油特
別付加運賃・航空保険特別料金（目安：600円～9,000円 5/20現在） 
＊上記代金はお客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しいたしません。航空会社の定める付加運賃・料金（燃

油サーチャージ）の額が変更された場合は、増額になった場合は不足分を追加徴収し、減額になった場合はその分を返
金します。但し為替レート変動により過不足が生じても精算いたしません。 

⑧ビジネスクラス追加料金 ⑨SIGGRAPH入場登録料・登録代行手数料（5,250円） 
＊当社の日本円換算額は2009年5月20日現在の銀行売渡レートUS$1.00=100円を基準に算出しています。 

旅行代金算出基準日：2009年5月20日 

■追加旅行代金：一人部屋追加代金：Ａコース 90,000円 Ｂコース 70,000円 
＊このご旅行では相部屋はお受けしておりません。1名、3名など奇数でご参加の場合はどなたかお一人について 

一人部屋追加代金を申し受けます。 

ビジネスクラス利用追加代金 590,000円（A・Bコース共通） 
■渡航手続代行料金 

この旅行の参加にあたっては、別途ESTA登録および米国の出入国関連書類作成が必要ですが、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下さい。 
(1) ESTA申請代行 4,200円 (2)ESTAの有効性の確認・修正代行 4,200円 (3)米国出入国書類・査証免除書類作成、日本税関申告書作成代行 7,350円  
(4) ESTA申請代行、米国出入国書類・査証免除書類作成、日本税関申告書作成代行 7,350円 (5) ESTAの有効性の確認・修正代行、米国出入国書類・査証免

除書類作成、日本税関申告書作成代行 7,350円 
 この金額には消費税（5%）が含まれております。なお、米国の出入国関連書類の作成を依頼されず、日本の税関申告書のみの場合は4,200円となります。 

■旅券・査証について 
（1） 旅券（パスポート）：この旅行には有効期間が米国入国時に90日以上残っている旅券が必要です。ただし機械読取式旅

券（MRP:Machine Readable Passport）であることが必要です。 
（2） 査証（ビザ）：一定の条件を満たしている方は事前に電子渡航認証(ESTA)を取得することで無査証でご入国いただけま

す。米国へ航空機・船舶にて入国（米国経由第3国への渡航含む）される日本国籍の方はESTAへの登録が必要となりま
す。登録はお客さまご自身で行うことも可能です。ESTAを取得できなかった場合は米国査証申請が必要です。査証取
得まで1ヶ月以上要する場合があります。ご出発までに査証が取得できない場合、旅行契約を解除させていただき、そ
の場合の取消料はお客さま負担となります。 
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・査証申請はお客様の責任で行ってください。（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。）なお、出入国記録書の作成は、別途渡航
手続代行料金をいただいてお受けすることができます。 

■申し込み方法 
（1） 申込書にご記入の上、近畿日本ツーリスト㈱へ送付下さい。 
（2） 同時に申込金100,000円を下記口座へお振込み下さい。 
（3） SIGGRAPH登録代行依頼後、お取り消しされた場合でもSIGGRAPH登録料実費と弊社登録代行手数料5,250円はご請求させて頂き

ますのでご了承下さい。 
（4） 旅行代金残金を2009年7月15日までにお振込み下さい。 

振込口座振込口座振込口座振込口座：：：：三井住友三井住友三井住友三井住友銀行銀行銀行銀行 すずらんすずらんすずらんすずらん支店支店支店支店    （（（（当当当当））））7303351    近畿日本近畿日本近畿日本近畿日本ツーリストツーリストツーリストツーリスト㈱㈱㈱㈱    虎虎虎虎ノノノノ門公務旅行支店門公務旅行支店門公務旅行支店門公務旅行支店 

【【【【視察企画視察企画視察企画視察企画のおのおのおのお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】    

    

株式会社株式会社株式会社株式会社    映像新聞社映像新聞社映像新聞社映像新聞社    
〒112-0006 東京都文京区小日向1-24-8 

エイゾービル 

TEL:03-3942-2161 FAX:03-3942-2981 

E-Mail ： info@eizoshimbun.com 

URL: http://www.eizoshimbun.com 

担当：小林・吉崎・松下 

【【【【申込先及申込先及申込先及申込先及びびびび旅行内容旅行内容旅行内容旅行内容のおのおのおのお問合問合問合問合わせわせわせわせ】】】】    

旅行企画旅行企画旅行企画旅行企画・・・・実施実施実施実施    

近畿日本近畿日本近畿日本近畿日本ツーリストツーリストツーリストツーリスト㈱㈱㈱㈱    虎虎虎虎ノノノノ門公務旅行支店門公務旅行支店門公務旅行支店門公務旅行支店 
担当：玉木・笹目 

TEL：03-3502-2921 FAX：03-3502-2920 
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-21-3F 
観光庁長官登録旅行業第20号 （社）日本旅行業協会正会員  
ボンド保証会員 旅行業公正取引協議会会員 営業時間：月～金 9：30～17：30（土日祝日休み） 
総合旅行業務取扱管理者：浜田浩二、岩崎友嗣、木村秀之 
＊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上記の旅行業務取扱管
理者にご質問ください。 

パンフレット作成日2009年5月20日 管理番号：044909051022-K-PHP 

 


