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ライオンズクラブ国際協会 333-E 地区 

ライオンズクラブ会長 各位 

 ライオンズクラブ国際協会 333－E 地区 

          地区ガバナー      中嶋 正昭 

LCIF･国際大会参加･百周年記念委員長 

   枝川 重樹 

  

第 100 回国際大会【シカゴ】 

大会登録と 333 複合地区公認ツアーに関するご連絡 

 

前略 時下益々ご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。平素は奉仕活動の推進にご理解とご協力を

賜り、厚く御礼申し上げます。 

去る 11 月 21 日の第 2回合同会議運営打ち合わせ会議においてガバナー協議会で協議した結果、株式会社

JTB コーポレートセールス法人営業船橋支店を公認ツアーコーディネーターに任命し、大会登録手続と複合

地区公認ツアーを一任することにて決定致しました。 

 

既に大会本部では早期登録受け付けを始めております。別紙の大会登録申込書をクラブ単位にてご記入頂

き、公認ツアーコーディネーターに直接お申込み下さい。 

http://lcicon.lionsclubs.org/JA/index.php（参考：開催スケジュール） 

 

また、公認ツアーの構想につきましては、5 泊 7 日（6/30-7/6）と 4 泊 6 日（6/30-7/5）の大会参加コー

スに加え、大会終了後にニューヨークまたはカナディアンロッキーにてお楽しみ頂ける7泊9日（6/30-7/8）

のオプショナルコース 2 コースを加えた 4 コースが提案されております。公認ツアーの詳細につきまして

は、12 月 13 日の 333 複合地区国際大会委員会での決定事項を踏まえ、改めてご案内させて頂きますのでよ

ろしくお願いいたします。 

記 

1. 大 会 期 間 ： 2017 年 6 月 30 日（金）～7月 4日（火） 

2. 開 催 地 ： アメリカ合衆国：シカゴ 

3. 登録締切日 ： 2016 年 12 月 28 日（水）必着 ※公認 TC の早期登録の締切日です。以後の代行申込みは

普通登録(登録料 180 米ドル)となります。 

4. 大会登録料 ：  

2017 年 3 月 31 日まで 1 人あたり＝[180 米ﾄﾞﾙを申込月のﾗｲｵﾝｽﾞﾚｰﾄにて円換算]＋手数料[2,160 円] 

2017 年 4 月 01 日以降 1 人あたり＝[200 米ﾄﾞﾙを申込月のﾗｲｵﾝｽﾞﾚｰﾄにて円換算]＋手数料[2,160 円] 

 

＜333 複合地区 公認ツアーコーディネーター連絡先＞ 

 株式会社 JTB コーポレートセールス法人営業船橋支店  

担当：廣瀧（ひろたき）・高津（たかつ） 平日 9:30～17:30（土日祝休み） 

TEL：047-495-8181 ／ FAX：047-495-8187 ／ MAIL：y_hirotaki038@bwt.jtb.jp 

 

 

 

 

 

 

■申込書送付先 ： 株式会社 JTB コーポレートセールス 法人営業船橋支店  FAX：047-495-8187   

■登録料振込先 ： みずほコーポレート銀行 十二号支店 普通口座 1290356  

口座名：株式会社 JTB コーポレートセールス 

※申込/振込期限 ： 12 月 28 日（水） 



■旅行に関するお問合せ 

株式会社JTBコーポレートセールス 法人営業船橋支店 
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-1-1 ニッセイ船橋ビル 4F 

TEL：047-495-8181 / FAX：047-495-8187 
営業時間：月曜日～金曜日9：30～17：30（土・日・祝日休業） 
総合旅行業務取扱管理者：田井 威久 担当：廣瀧（ひろたき）・高津・夏井 

■企画協力 （大会に関するお問合せ） 

ライオンズクラブ国際協会 333複合地区 ガバナー協議会事務局 
〒110-0015 東京都台東区東上野2-18-7 第一桑原ビル401 

TEL：03-5688-6436 / FAX：03-5688-6437 

第100回国際大会【シカゴ】 333複合地区公認ツアーご案内 

【Ａ】 基本コース （予定） 

シカゴ直行便で行く 大会参加5泊7日 

【Ｂ】 基本コース （予定） 

ＡＮＡ直行便で行く 大会参加4泊6日 

           シカゴ：宿泊ホテル 

ご旅行のご案内 

■旅行期間 

【Ａコース】 2017年6月30日（金）～7月6日（木） 5泊7日 

【Ｂコース】 2017年6月30日（金）～7月5日（水） 4泊6日 
■利用ホテル  

 【シカゴ】：フェアモント・シカゴ・ミレニアムパーク 
       ヒルトン・シカゴ / ルネッサンス・シカゴ 
       ウェスティン・シカゴ・リバーノース  /  ＪＷマリオットのいずれか 
 

■旅行企画・実施 

株式会社JTBコーポレートセールス 
観光庁長官登録旅行業第1767号 
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 

旅行業取扱管理者とは、お客様の旅行
を取り扱う営業所での取引の責任者で
す。この旅行の契約に関し、担当者から
の説明にご不明な点がございましたら、
ご遠慮なく左記の旅行業務取扱管理者
にご質問ください。 

※この旅行は現在募集しておりません。 
  正式な募集パンフレットは、2017年1月20日頃 
  ご案内の予定です。 

■旅行代金（おひとり様）  

【Ａ】368,000円（予定）  ／ 【Ｂ】378,000円（予定） 
   

（旅行代金に含まれるもの） 
 往復航空券代（エコノミークラス）、宿泊費（2名1室利用）、日程表記載の食事代、 
 日程表記載の送迎費用、添乗員費用 
 （旅行代金に含まれないもの） 
 空港諸税等、燃油サーチャージ、1名部屋利用追加代金、ビジネスクラス利用追加代金 

月日（曜） 地名 現地時間 交通機関 行 程 食事 

１ 
6／30 

（金） 

成田空港発 

 

17：00～ 

18：00 

UA/AA 

 

空路✈直行便にてｼｶｺﾞへ 

（所要：約 12時間） 時差－15時間 

夕：機内 

朝：機内 

昼：× 

夕：× 

ｼｶｺﾞ着 

 

15：30～ 

16：30 

専用車 

 

到着後、ﾎﾃﾙへご案内いたします。 

＜ｼｶｺﾞ泊＞ 

２ 
7／1 

（土） 

ｼｶｺﾞ 

 

 

9：00 

（予定） 

 

 

徒歩 

または 

専用車 

 

*ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾊﾟﾚｰﾄﾞ参加（時間未定） 

 

 

＜ｼｶｺﾞ泊＞ 

朝：○ 

昼：× 

夕：× 

３ 
7／2 

（日） 

ｼｶｺﾞ 

 

 

10：00 

（予定） 

 

専用車 

 

 

*大会初日総会参加（10：00～13：00予定） 

（会場：ﾏｺｰﾐｯｸﾌﾟﾚｲｽ北館） 

終了後、自由行動となります 

＜ｼｶｺﾞ泊＞ 

朝：○ 

昼：× 

夕：× 

4 
7／3 

（月） 

ｼｶｺﾞ 

 

 

 

 

 

 

終日：自由行動となります 

各自ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰ等にてお楽しみ下さい 

＜ｼｶｺﾞ泊＞ 

朝：○ 

昼：× 

夕：× 

5 
7／4 

（火） 

ｼｶｺﾞ 

 

10：00 

（予定） 

専用車 

 

*最終日総会参加（10：00～13：30予定） 

 （会場：ﾏｺｰﾐｯｸﾌﾟﾚｲｽ北館） 

＜ｼｶｺﾞ泊＞ 

朝：○ 

昼：× 

夕：× 

6 
7／5 

（水） 

ｼｶｺﾞ 

ｼｶｺﾞ発 

 

朝 

12：00～ 

13：00 

専用車 

UA/AA 

 

現地ｶﾞｲﾄﾞと共に空港へ 

空港直行便にて成田へ 

（所要：約 13時間 30分） 時差＋15時間 

＜機中泊＞ 

朝：○ 

昼：× 

夕：機内  

7 
7／6 

（木） 

成田空港着 

 

15：00～ 

16：00 

 到着後、解散となります。お疲れ様でした。 

 
朝：機内 

 

＜ご注意＞ 発着時間、交通機関等は変更になることがございますので予めご了承ください  

＜利用航空会社＞ UA：ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ航空 ／ AA：ｱﾒﾘｶﾝ航空    

 
 

＜時間帯の目安＞ 早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜  

                4：00     6：00     8：00     12：00    16：00     18：00    23：00     4：00 

月日（曜） 地名 現地時間 交通機関 行 程 食事 

１ 
6／30 

（金） 

羽田空港発 

 

10：50 

（予定） 

NH112 

 

空路✈直行便にてｼｶｺﾞへ 

（所要：約 12時間） 時差－15時間 

昼：機内 

夕：機内 

朝：× 

昼：× 

夕：× 

ｼｶｺﾞ着 

 

08：40 

（予定） 

専用車 

 

到着後、ﾎﾃﾙへご案内いたします。 

（ﾎﾃﾙﾁｪｯｸｲﾝは 15：00以降となります） 

＜ｼｶｺﾞ泊＞ 

２ 
7／1 

（土） 

ｼｶｺﾞ 

 

 

9：00 

（予定） 

 

 

徒歩 

または 

専用車 

 

*ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾊﾟﾚｰﾄﾞ参加（時間未定） 

 

 

＜ｼｶｺﾞ泊＞ 

朝：○ 

昼：× 

夕：× 

３ 
7／2 

（日） 

ｼｶｺﾞ 

 

 

10：00 

（予定） 

 

専用車 

 

 

*大会初日総会参加（10：00～13：00予定） 

（会場：ﾏｺｰﾐｯｸﾌﾟﾚｲｽ北館） 

終了後、自由行動となります 

＜ｼｶｺﾞ泊＞ 

朝：○ 

昼：× 

夕：× 

4 
7／3 

（月） 

ｼｶｺﾞ 

 

 

 

 

 

 

終日：自由行動となります 

各自ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰ等にてお楽しみ下さい 

＜ｼｶｺﾞ泊＞ 

朝：○ 

昼：× 

夕：× 

5 
7／4 

（火） 

ｼｶｺﾞ 

 

10：00 

（予定） 

 

17：25 

（予定） 

専用車 

 

 

NH111 

*最終日総会参加（10：00～13：30予定） 

 （会場：ﾏｺｰﾐｯｸﾌﾟﾚｲｽ北館） 

終了後、空港へ 

空路✈直行便にて羽田へ 

（所要：約 13時間 05分） 時差＋15時間 

＜機中泊＞ 

朝：○ 

昼：× 

夕：機内 

6 
7／5 

（水） 

羽田空港着 

 

20：30 

（予定） 

 到着後、解散となります。お疲れ様でした。 

 
朝：機内 

 

＜ご注意＞ 発着時間、交通機関等は変更になることがございますので予めご了承ください 

＜利用航空会社＞ NH：全日本空輸  

  
＜時間帯の目安＞ 早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜  

                4：00     6：00     8：00     12：00    16：00     18：00    23：00     4：00 

大会終了後のオプショナルコースについて 

■ 2017年6月30日（金）～7月8日（土） 7泊9日 （大会終了後＋3泊を予定）※方面・料金については後日発表となります。 
例：大会参加＋ニューヨーク7泊9日/大会参加＋カナディアンロッキー7泊9日 

シカゴ：宿泊ホテル 

フェアモント・シカゴ・ミレニアムパーク ヒルトンシカゴ ルネッサンスシカゴ ウェスティン・シカゴ・リバーノース ＪＷマリオット 



羽田発着 エアーカナダ利用 シカゴ 5泊7日コース（席数限定） 成田発着 エアーカナダ利用 シカゴ 5泊7日コース（席数限定） 成田発着 エアーカナダ利用 5泊7日周遊コース（席数限定）

ご旅行代金（お一人様あたり） ご旅行代金（お一人様あたり） ご旅行代金（お一人様あたり）
￥289,000 ￥278,000 ￥278,000 (エコノミークラス＋当社指定ホテル） ￥338,000 (エコノミークラス＋当社指定ホテル）
￥76,000 一人部屋追加料金（５泊） ￥638,000 ビジネスクラス利用 ￥638,000 ビジネスクラス利用 ￥698,000 ビジネスクラス利用

ﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾗｽ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑｴｺﾉﾐｰはお問い合わせください ￥76,000 一人部屋追加料金（５泊） ￥76,000 一人部屋追加料金（５泊） ￥90,000 一人部屋追加料金（６泊）
ﾌﾟﾚﾐｱﾑｴｺﾉﾐｰはお問い合わせください ﾌﾟﾚﾐｱﾑｴｺﾉﾐｰはお問い合わせください ﾌﾟﾚﾐｱﾑｴｺﾉﾐｰはお問い合わせください

・空港税・燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ・各種行事参加費用・登録料・登録代行料は ・空港税・燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ・各種行事参加費用・登録料・登録代行料は ・空港税・燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ・各種行事参加費用・登録料・登録代行料は ・空港税・燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ・各種行事参加費用・登録料・登録代行料は

は含まれません は含まれません は含まれません は含まれません

6月30日 17:10 6月30日 17:40 6月30日 17:10 6月30日 17:10

（金） ーー日付変更線通過ーー （金） ーー日付変更線通過ーー （金） ーー日付変更線通過ーー （金） ーー日付変更線通過ーー
14:45 シカゴ着、入国審査 16:40 バンクーバー到着　乗り換え 9:35 バンクーバー到着　乗り換え バンクーバー到着　乗り換え

ホテルへ 20:40 空路シカゴへ 13:40 空路シカゴへ 空路シカゴへ
21:20 シカゴ着　ホテルへ 19:29 シカゴ着　ホテルへ 19:29 シカゴ着　ホテルへ

【シカゴ　泊】 【シカゴ　泊】 【シカゴ　泊】 【シカゴ　泊】
7月1日 ホテルにて朝食 7月1日 ホテルにて朝食 7月1日 ホテルにて朝食 7月1日 ホテルにて朝食

終日フリータイム 終日フリータイム 終日フリータイム 終日フリータイム
(土） 9:00 ※ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾊﾟﾚｰﾄﾞ（9:00～） (土） 9:00 ※ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾊﾟﾚｰﾄﾞ（9:00～） (土） 9:00 ※ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾊﾟﾚｰﾄﾞ（9:00～） (土） 9:00 ※ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾊﾟﾚｰﾄﾞ（9:00～）

【シカゴ　泊】 【シカゴ　泊】 【シカゴ　泊】 【シカゴ　泊】
7月2日 ホテルにて朝食 7月2日 ホテルにて朝食 7月2日 ホテルにて朝食 7月2日 ホテルにて朝食
(日） 往復送迎バスにて (日） 往復送迎バスにて (日） 往復送迎バスにて (日） 往復送迎バスにて

※開会式（10:00-13:00) ※開会式（10:00-13:00) ※開会式（10:00-13:00) ※開会式（10:00-13:00)
【シカゴ　泊】 【シカゴ　泊】 【シカゴ　泊】 【シカゴ　泊】

7月3日 ホテルにて朝食 7月3日 ホテルにて朝食 7月3日 ホテルにて朝食 7月3日 ホテルにて朝食
(月） 終日フリータイム (月） 終日フリータイム (月） 終日フリータイム (月） 終日フリータイム

【シカゴ　泊】 【シカゴ　泊】 【シカゴ　泊】 【シカゴ　泊】
7月4日 ホテルにて朝食 7月4日 ホテルにて朝食 7月4日 ホテルにて朝食 7月4日 ホテルにて朝食
（火） 往復送迎バスにて （火） 往復送迎バスにて （火） 往復送迎バスにて （火） 送迎バスにて

※閉会式（10:00～13:30) ※閉会式（10:00～13:30) ※閉会式（10:00～13:30) ※閉会式（10:00～13:30)
空港へ

【シカゴ　泊】 【シカゴ　泊】 【シカゴ　泊】 17:35 空路トロントへ
7月5日 ホテルにて朝食 7月5日 ホテルにて朝食 7月5日 ホテルにて朝食 20:11 トロント着後、ホテルへ
(水） 空港へご案内 (水） 空港へご案内 (水） 空港へご案内 チェックイン時お弁当をご用意

11:00 8:55 シカゴより空港トロントへ 8:55 シカゴより空港トロントへ 【トロント　泊】
【機中泊】 11:27 トロント到着　乗り換え 11:27 トロント到着　乗り換え 7月5日 ホテルにて朝食

7月6日 13:30 空路羽田へ 14:00 空路成田へ (水） 終日、ナイアガラの滝観光
(木） 13:55 成田空港着　 【機中泊】 【機中泊】 昼食は展望レストラン

7月6日 7月6日 ナイアガラオンザーレイク観光
(木） 15:35 羽田空港着　 (木） 15:50 成田空港着　 市内レストランにて夕食

食事条件　　　　　　朝食X５回　昼食X０回　夕食X０回（機内食を除く） 【トロント　泊】
利用予定ホテル　ハンプトンイン＆スィーツ　シカゴ　ダウンタウン 7月6日 ホテルにて朝食

利用航空会社　　全日空（NH）　直行便 食事条件　　　　　　朝食X５回　昼食X０回　夕食X０回（機内食を除く） 食事条件　　　　　　朝食X５回　昼食X０回　夕食X０回（機内食を除く） （木） トロント市内観光
添乗員 　　同行いたします 利用予定ホテル　ハンプトンイン＆スィーツ　シカゴ　ダウンタウン 利用予定ホテル　ハンプトンイン＆スィーツ　シカゴ　ダウンタウン 空港へご案内
最少催行人員　　１８名様 利用航空会社　　エアーカナダ（AC） 利用航空会社　　エアーカナダ（AC） 14:00 空路成田へ

添乗員 　　同行いたします 添乗員 　　同行いたします 【機中泊】
最少催行人員　　１５名様 最少催行人員　　１５名様 7月6日

(木） 15:50 成田空港着　

食事条件　　　　　　朝食X１回　昼食X１回　夕食X2回（機内食を除く）
エアーカナダビジネスクラスの詳細（日本⇔カナダ都市間利用） 利用予定ホテル　ハンプトンイン＆スィーツ　シカゴ　ダウンタウン

利用予定ホテル　ウエステンハーバー
利用航空会社　　エアーカナダ（AC）
添乗員 　　同行いたします
最少催行人員　　１５名様

トロント利用予定ホテル
（ｲﾒｰｼﾞ）

(ｲﾒｰｼﾞ） (ｲﾒｰｼﾞ）

※LCI公認ホテル手配希望者の方は、飛行機代＋LCI公認ホテル代金になり、空港送迎は、ありません。
　また、LCI公認ホテルは、LCI側からのホテル指定回答になります。（ホテル指定及びベットタイプは選べません。）
１０室以上のグループは、予約日から、取消料対象となります。

成田発着 全日空直行便利用 シカゴ 5泊7日コース（席数限定）

Aコース：全日空往復直行便利用　フリータイム5泊7日 Bコース：エアーカナダ便利用　フリータイム5泊7日

ご旅行代金（お一人様あたり）

成田空港より空路シカゴへ（直行便）

シカゴより空港成田へ（直行便）

羽田空港より空路トロントへ

(エコノミークラス＋当社指定ホテル） (エコノミークラス＋当社指定ホテル）

Cコース：エアーカナダ便利用　フリータイム5泊7日 Dコース：エアーカナダ利用　シカゴとナイアガラの滝

★ホテル周辺には、デパート、ショップ、各種レストランが多数あり、また、、シカゴ美術館まで徒歩圏内。コンビニも近く、立地条件の良い場所で
す。また、地下鉄の駅も近く、アクセスも良いところです。

※ホテル内設備。フィットネス、室内プール、エアコン、テレビ、冷蔵庫、無料金庫、ドライヤー、コーヒーセット、アイロン等全室完備
　ホテル２Fにて２４時間コーヒー、紅茶サービス

★★当社指定コース宿泊ホテル（シカゴ滞在時利用★★

ハンプトンイン＆スィーツ　シカゴ　ダウンタウン　Haｍｐton Inn & Suites Chikago-Downtown

成田空港より空路バンクーバーへ 成田空港より空路バンクーバーへ



ｲﾒｰｼﾞ：シカゴ　マコーミック・プレイス

●インターナショナルパレードから閉会式までシカゴに滞在（6/30～7/5) 開会式及び閉会式は送迎付き
●全日空、エアーカナダ利用　成田発着　羽田発着コースをご用意
※エアーカナダ利用では、限定でビジネスクラスをご用意（日本⇔カナダ間のみ）　カナダ乗り継ぎ都市⇔シカゴはエコノミークラス利用
※エアーカナダ利用の場合、カナダ到着地でアメリカ入国手続き。スムーズで便利です。委託荷物の引取はシカゴで引取り。

●各コース添乗員付きです。
●到着日にホテルへ移動後、お部屋が利用できます。チェックインまでお待たせしません。
●シカゴとナイアガラの滝観光コースもご用意いたしました。
●お申込みと同時に飛行機便及びホテルが確定します。（当社推薦ホテル利用）
●当社ツアー利用ホテルで、毎朝食付

★当社利用ホテルからシャトルバス発着ホテルマリオットまで徒歩約10分です。（会場まで個別移動の方）

●滞在中は、シカゴを満喫できるオプショナルツアーをご用意いたします。（後日発表）
●弊社ツアーご参加者のみ大会登録や大会登録代行を申し受けます。(代行手数料　お一人様2,160円）

●大会キットの引換も弊社が代行して当社指定宿泊ホテルまでお届けします！
■海外旅行保険の加入について

★日程の相談、飛行機のみ、飛行機利用クラス、ホテルのみの相談も承ります。

9：00～18:00
14:00-17:00
19：30-22：30
9:00～
11：00~21:00
17：30-21：10
10：00-13：00

9：00～20:00 ■旅行の中止

14:00～17:00 旅行代金の２０％

10:00-12:30 旅行代金の３０%

13:30~15:00 旅行代金の５０％

9：00～20:00 旅行代金の１００%

13:30~17:00 ■旅行代金に含まれるもの

20:00~22:00

7:30~10:30
10:00~13:30

19:00~21:00

※上記行事は、2016年１１月23日現在の予定です

種別 登録料 旅行企画・実施　株式会社ウィントラベル
早期登録 US130ドル 観光庁長官登録旅行業第1965号　旅行業公正取引協議会会員
普通登録 US180ドル 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3--5-2 ルート人形町ビル5F
後期登録 US200ドル 総合旅行業務取扱管理者　加藤勉

お申込・お問い合わせは
☎０３－５６４０－７００７　FAX:０３－５６４０－１２７７
営業時間/月～金　9:30-17:30 土・日・祭日（休み）株式会社ウィントラベル

一般社団法人全国旅行業協会会員　旅行業公正取引協議会会員
お申込・お問い合わせは

☎０３－５６４０－７００７　　FAX:０３－５６４０－１２７７

この旅行は、株式会社ウィントラベル（以下、「当社」といいます。が旅行企画・募集・実施す
るもでであり、お客様は当社と募集型企画旅行契約（以下、「旅行契約」といいます。）を締
結することになります。旅行契約の内容・条件は、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旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行約款募集型企画旅行契
約の部によります。

①所定の申込書に所定の事項を記入し、お１人様30,000円のお申込金を添えてお申込み
下さい。お申込金は、旅行代金お支払の際、差引かせて頂きます
②電話、郵便、ﾌｧｸｼﾐﾘその他の通信手段でお申込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知
した翌日から起算して7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。
③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時に成立するものとしま
す。

旅行日程に明示した、航空運賃、送迎バス、ガイド料金、添乗員料金、入場料、食事料金、
宿泊料金及びそれに伴うサービス料。※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戻しいたしません。

最終日総会 マコーミックプレイス

■特別補償

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。又、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、又死亡・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、
当社にお問合せください。

この旅行条件は2016年11月25日を基準としています。又旅行代金は2016年11月25日現在の有
効な運賃・規則を基準として算出しています。大幅な為替変動の場合には、追加もしくは減
額する場合があります。

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（お申込みが間
際の場合は当社が指定する期日までに）お支払ください。

ホテルと会場の位置関係（タクシーでマコーミック・プレイスまで約２０分）

【旅行企画・実施】観光庁長官登録旅行業　第1965号

お客様の人数が募集パンフレットに記載された最小催行人員に満たないとき、当社はご旅行契約
を解除する場合がございます。この場合には、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23
日目にあたる日より前に旅行中止を通知致します。

各種セミナー

■個人情報の取扱について

マコーミックプレイス

綜合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う旅行会社・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、遠慮なく下記の取扱管理
者におたずねください。

①当社は、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
絡の為に利用させていただく他、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
供するｻｰﾋﾞｽの手配及びそれらのｻｰﾋﾞｽの受領のために手続きに必要な範囲内で利用させていた
だきます。
②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土
産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ番号及び搭乗される航空機
便名等に係る個人情報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

■取消料

第100回シカゴ国際大会　登録料

投票及び大会サービスセンター

2017/4/1　～ 現地登録

■旅行費用に含まれないもの（一部例示）

2017/1/14 ～ 2017/3/31

日本を含む全ての査証免除対象国の方が観光や商用でビザなしで米国に90日以下の渡航をする場合、渡航認証(ESTA)を取得することが義務づけられています。ESTA渡航認証は年齢に関
わらず全てのVWP渡航者への必要要件となっています。ビザ免除プログラム参加国の国籍で、2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダンまたはシリアに渡航または滞在したことがある（限ら
れた例外有り）。ESTA認証を取得していない場合、搭乗拒否及び入国拒否の可能性があります。ESTAの有効は２年になります。以前の渡航から２年以上及び新規パスポート取得の場合に
は、新たに申請が必要になります。当社では、代行申請の取扱も行っております。

国際役員レセプション ヒルトンホテルシカゴ

７月４日(火）

マコーミックプレイス南館

大会サービスセンター マコーミックプレイス南館

２日目総会ﾒﾓﾘｱﾙ・LCIFｾｯｼｮﾝ

大会サービスセンター

各種セミナー

元国際会長/国際理事/地区、元地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ晩餐会

6月30日（金）

7月1日（土）

７月２日（日）

地区ガバナーエレクト・セミナー祝賀晩餐会 シェラトンホテル　シカゴ

大会サービスセンター

旅行成立後、お客様の都合で旅行を解除するときは、次の金額を取消料として申し受けま
す。（お一人様）

・旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日にあ
たる日以降３日前にあたる日まで

アメリカ渡航前に必ず必要です。★★★電子決済システムに関して★★★

旅行開始日当日

マコーミックプレイス南館

マコーミックプレイス南館

当社は、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、旅行業約款特別補償規定の定める金額の範囲におい
て、一定の補償金又は見舞金を支払います。
・死亡補償金：2,500万円　・入院見舞金：4～40万円　・通院見舞金：2～10万円・携行金損害補償金：
お客様１名様につき15万円（但し、補償対象品１個又は１対あたり10万円を限度とします。）

■募集型企画旅行契約

ウィントラベル旅行条件書（要約）

マコーミックプレイス北館

マコーミックプレイス南館

マコーミックプレイス南館

マコーミックプレイス南館

ヒルトンホテルシカゴ

7月３日（月）

■旅行代金のお支払い

大会サービスセンター

大会初日総会 マコーミックプレイス北館

■旅行契約のお申込及び契約成立時期

登録期間
受付中 ～ 2017/1/13

メルビン・ジョーンズフェロー昼食 マコーミックプレイス南館

各種セミナー

インターナショナルパレード開始

第100回　米国・シカゴ　国際大会（速報版）

場所未定

●皆様の滞在中は、ツアーデスクをご用意し、係員常駐でサポートします。

主要公式行事予定

インターナショナルショー マコーミックプレイス北館

＊超過手荷物料金
＊ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 代、電話電報料、ﾎﾃﾙのﾎﾞｰｲ･ﾒｲﾄﾞ等に対する心付、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・ｻｰﾋﾞｽ料金
＊渡航手続関係費用＊希望者を対象としたｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰ料金
＊お客様のご希望によりお１人部屋を使用する際の追加代金
＊日本国内における、ご自宅から発着空港等集合・解散時点までの交通費・宿泊費
＊旅行日程中の日本国外の空港諸税及び、燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ、国内空港施設使用料、旅客保
安ｻｰﾋﾞｽ料など

旅行開始後又は無連絡不参加 ■旅行条件、旅行代金の基準

お申込の際には株式会社ウィントラベル旅行条件書（全文）をお渡ししますので、事前にご確認の
上、お申込ください

・旅行開始日の前々日及び前日

●弊社ツアーご参加者のみESTA（アメリカ入国事前渡航認証）登録代行を申し受けます。(代行手数料　お一人様2,160円）

●LCI公認ホテル手配も可能です。



申込先：
株式会社ウィントラベル
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-5-2

担当：加藤

※必要事項を楷書にて全項目ご記入の上、ＦＡＸまたは、メールにてお申込ください
クラブ名：
クラブ番号（　　　　　　　　　　）

印 役職名：

性別 パスポートの有無
男・女

〒

ＴＥＬ：（　　　　）　　　－ ＦＡＸ：（　　　　）　　　　－ 携帯電話：
＠

■アメリカESTA代行希望（実費＋手数料） ■ビジネスクラス希望（○印をご記入ください）

■プレミアムｴｺﾉﾐｰの方は、お問い合わせください
参加希望コース ■ﾌﾟﾚﾐｱﾑｴｺﾉﾐｰとは、ｴｺﾉﾐｰとﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾗｽの中間ｸﾗｽです

■ご希望の利用ホテル（○印をご記入ください） ■○印をご記入ください

■旅券（パスポート）について

〒

□上記住所以外

＊発行月日 （ご記入下さい）

＊満了日

■以前、アメリカ入国でESTAお持ちの方（有効は、申請日より2年です）　パスポート切り替えの方は、新規申請
ESTA番号
発行日 月 日
※当社で、代行希望の場合には、申請書を別途お送りします。記載後、ご返送ください
※ESTA実費US$14+代行手数料2,160円

■海外傷害保険（○印をご記入ください）
海外傷害保険
※加入するに○印の方は、後日当社より海外傷害保険申込書を郵送させていただきます。

■ご希望等ございましたらご記入ください。

◆パスポートコピー（旅券番号、発行年月日記載のページ）の添付にご協力ください。

LCIホテル公認ホテル

参加者毎にご記入ください（夫妻の場合には、夫妻毎に記入ください）

メンバー 同伴者

【ツアーお申込書】

フリガナ ディストリクト

氏名 ３３３ー
会員番号（　　　　　　　　　　　　　　　）

フリガナ

現住所

勤務先
会社名： 役職名：

住所：
本人との関係：

FAX：０３－５６４０－１２７７
ルート人形町ビル

メールアドレス：kato@win-t.co.jp

《シカゴ国際大会》

Ａコース

生年月日 大正・昭和・平成　　　　　年　　　月　　　日生
ある　　　　　　なし（申請中）

依頼する 依頼しない 希望する 希望しない

所在地： 電話 （　　　　　　　）　　　　　　－

メールアドレス

国内連絡先
氏名： 電話 （　　　　　　　）　　　　　　－

Ｂコース Ｃコース Ｄコース

　　　　　年　　　　月　　　　日

加入する 加入しない

■お部屋希望について（○印をご記入ください）

お一人部屋希望（別途料金）
２名～３名定員希望

同室希望者名：

＊パスポート名

郵便物送付先

□上記住所
（ローマ字でご記入ください）

＊旅券番号

　　　　　年　　　　月　　　　日



申込先：

メールアドレス：kato@win-t.co.jp ルート人形町ビル

☎０３－５６４０－７００７

ふりがな

ふりがな

代表者

氏名

〒

ＦＡＸ：（　　　　　　）　　　　　　－

●ご同行者(登録代行）について　　※メンバーでなく配偶者及び同伴者は、下記同伴に○をつけてください

性別 同伴 会員番号 クラブ役職

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

●早期登録　受付1月5日までUS$130（130US$x12月ﾗｲｵﾝｽﾞﾚｰﾄ（US$113円）＋手数料2,160円　
●普通登録　受付1月13日～3月31日（130US$x１，２，３各月ﾗｲｵﾝｽﾞﾚｰﾄ＋手数料2,160円
●後期登録　受付4月1日～現地当日登録（US$130)x4,5,6各月ラインズレート＋手数料2,160円
登録終了後、各クラブ又は各個人宛に請求書をメールもしくはFAXをさせていただきますので、お振込みをお願いします。

申請後後、取り消しは、返金はありません。

氏名 ローマ字

ディストリクト

クラブ名 ３３３－

クラブ番号

印

クラブ
代表

メールアドレス：

ＴＥＬ：（　　　　　　）　　　　　　－

＊クラブ連絡先担当者名：

地区

ツアーコース申込

FAX： 03- 5640-1277
株式会社ウィントラベル

〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町３－５－２ 

担当：加藤

《シカゴ国際大会登録代行申込書》
※必要事項を楷書にてご記入の上、ＦＡＸまたはメールにてお申込ください。

お申し込み日      年　　　月　　　日　 登録代行申込人数 　　　　　　　　　名
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