
日程：2020年３月24日（火）～3月29日（日）６日間

◆Leclerc（郊外型ハイパーマーケット）

https://www.e-leclerc.com/ 58 Avenue de Fouilleuse, 92500 Rueil-Malmaison, フランス
ルクレールはフランスにある大型スーパーです。2012年現在、フランスに500以上の店舗を持ち、国外に114の店舗を持っています。

◆Bon marche （老舗百貨店）

https://www.bonmarche.co.uk/ 24 Rue de Sèvres, 75007 Paris, フランス
1852年にオープンしたパリで一番老舗のデパートで、世界最古のデパートでもあります。

◆Galeries Lafayette （オペラ界隈のハイエンド百貨店）

https://www.galerieslafayette.com/ 40, Boulevard Haussmann, 75009 Paris 
パリの有名な買い物スポットと言えば、ギャラリー ラファイエットがまず挙がると思います。あの有名なパリ・オペラ座の裏手に構える、ヨー
ロッパでも最大規模のデパートです。隣にはこちらもデパートのプランタンが並んでおり、周辺は巨大なショッピングエリアになっています。

※上記視察先は、受け入れ先の状況により変更になる場合がございます。

●Val d'Europe（https://val-d-europe.klepierre.fr/）

＊Val d'Europe Shopping Centerを視察予定です。

※ヴァルデューロップショッピングセンターは、2000年にオープンしたヨーロッパ最大のショッピングセンターです。 表面積が15,000m²

で あり、商業の真のメッカです。食品市場に加えて、メインショッピングギャラリーにはバルタード様式で建てられた160以上のショップ

があります。ここには、美容と健康、文化とレジャー、ファッション、ハイテク、子供用品、家庭用品と装飾、サービス、銀行、薬局など、

すべての人にとって何かが見つかる場所です。

※1社訪問予定です。受け入れ先の状況により変更になる場合がございます。

2年に一度、パリで開催の小売マーケティング・ショー「MPV」の期間中は、

小売業界の専門家300人以上が集まり、業界のトレンドとイノベーション

を明らかにします。2020年のMPVは進化し、POPAIアワード・パリ コン

テストのPOP作品が会場のセンターに展示され、来場者へクリエイティブ

な体験を与えます。またショー期間中は環境に優しく素晴らしいケータリン

グサービスを通じて、来場者にユニークな体験を提供します。

ps://www.mpv-paris.com/fr-fr.html

多摩美術大学教授、クリエイティブディレクター
元資生堂の宣伝制作室長（1982～
1986）パリ駐在

東京アートディレクターズクラブ（ADC）／東京
タイプディレクターズクラブ（TDC）／日本グラ
フィックデザイナー協会（JAGDA）会員
JPM POP クリエイティブ・アワード三次審査員
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１．名 称 ： JPM MPV2020（パリ） 視察ツアー

２．期 間 ： 2020年３月24日（火）～3月29日（木） 6日間

３．旅 行 代 金 ： ４９５，０００円 （お１人様料金）

※燃油サーチャージ 21,600円（原油価格の変動により、金額が変更される可能性があります。）、

現地海外空港税・出国税・保安税 6,450円、羽田空港使用料 2,610円、

国際観光旅客税 1,000円が別途必要になります。（2019年11月21日現在）

旅行代金と合わせてお支払いください。

上記旅行代金は、往復航空機エコノミークラス、宿泊1名1室利用時の1名様の旅行代金です。

４．申 込 書 ：別紙旅行条件書を予めご確認のうえ「JPM MPV2020（パリ）視察ツアー 参加申込

書」にご記入いただき、郵便またはＦＡＸにて、東武トップツアーズ株式会社東京法人西事

業部までお送りください。

６．申 込 締 切： 申込締切日2020年2月5日（水）必着

６．申 込 金 ： お申し込みの方は、お申込金96,000円をお振込みお願いします。

※東武トップツアーズ㈱より請求書を送付いたしますので、請求書到着後、１週間以内にお振込みください。

７．残金払込期限： 2020年3月16日（月）

※最終人員決定後、請求書を送付いたします。

８．参 加 資 格：ＪＰＭの会員であること。原則として全行程同一行動できる方

９．最少催行人員：１０名 ※添乗員は同行いたしません。

■ 費用明細

●旅行代金に含まれるもの

１）航 空 運 賃 ： 全行程日程通りのエコノミークラス航空運賃（利用予定航空会社：日本航空）

２）宿 泊 費 用 ： パリ4泊（メルキュール パリ アルク ドゥ トリオンフ エトワール）※１名１室利用料金

３）食 事： 朝食４回 ・ 昼食０回 ・ 夕食０回の食事代金

４）地 上 費 ： 公式日程、視察、観光時の専用車、送迎アシスタント

５）そ の 他 ： 団体旅行中のチップ、入場料

●旅行代金に含まれないもの

１）羽田空港使用料・現地空港税・燃油サーチャージ料： 約31,660円（2019年11月21日現在）

※航空会社が定める付加運賃料金（燃油サーチャージ）が変更になった場合、増額の際は不足分を追加徴収し、減額の際はその分を返金します。

２）渡航手続き事務手数料： ３,３００円 （旅券申請書面代行作成料）

３）ビジネスクラス利用追加代金 ： 東武トップツアーズ㈱へお問い合わせください

４）超過手荷物料金： 各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超える場合、当日各運輸機関より申し受けます

お客様各位
2019年12月吉日

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、来年の「Marketing Point Vente（MPV）2020」はフランス・パリにて3月24日から26日まで開催されることになり

ました。今回のＪＰＭ視察ツアーはパリの「ＭＰＶ2020」 の視察をツアーの中心に、フランス・パリの最新事情を探るべく、話

題の店舗視察やヨーロッパ最大のショッピングモール、世界最古のデパートへの訪問などを検討しています。

またSHOPとの関係で、特別な流通視察もございますし、JPMの海外担当者がＭＰＶの会場をアテンド致します。その他にも

パリ駐在経験のある、現多摩美大の山形先生にもご同行頂きます。

「ＭＰＶ」のフランス・パリでのショーは2年1回の大規模なイベントです。

「ＭＰＶ」の見学、そして極力多くの店舗の視察を盛り込んだ視察ツアーとなっております。

また、今回は１名様１室のお部屋をご用意させていただいております。皆様のご参加をお待ちしております。

敬具

東武トップツアーズ株式会社

◼ 参加募集事項



５）個人的費用： 土産代・酒代・ルームサービス代、電話代など個人的費用

６）任意海外旅行保険料： ご希望の方は東武トップツアーズ㈱にて承ります

７）羽田・成田空港までの国内移動： ご希望の方は東武トップツアーズ㈱にて承ります

◼ 視察日程

日
次

月日
（曜）

都市名 時間 交通機関 日 程 食事 宿泊地

１
3月24日
（火）

東京
羽田発

10:55 JL-0045 日本航空にて空路、パリへ

機内

パリ着 15:40 専用バス 到着後、ホテルへ

ガイド付
（空港からホテルまで日本語ガイドがご案内いたし
ます。） パリ市内

ホテル

２
3月25日
（水）

パリ 終日

朝食

専用バス ＭＰＶ 終日視察

ガイド付 パリ市内
ホテル

３
3月26日
（木）

パリ 終日

朝食

専用バス Val'd Europe 終日視察

ガイド付 パリ市内
ホテル

４
3月27日
（金）

パリ

朝食

専用バス 店頭視察

ガイド付 ※コーディネーターによるご案内

（通訳） パリ市内
ホテル

５
3月28日
（土）

パリ

朝食

出発まで自由視察

専用バス 専用車にて空港へ

ガイド付
（ホテルから空港まで日本語ガイドがご案内いたし
ます。）

パリ発 19:00 JL-0046 空路、帰国の途へ

機内 機内泊

６
3月29日
（日）

機内

東京
羽田着

14:55 羽田空港到着後、解散

※交通機関ならびに時刻は変更になる場合もございます。



取消日 取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって31日前まで
(2月22日まで)

無 料

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(2月23日～3月21日)

９９，０００円（ご旅行代金の ２０％）

旅行開始日の前々日から当日まで ２４７，５００円（ご旅行代金の ５０％）

旅行開始後又は無連絡不参加の場合 ４９５，０００円（ご旅行代金の１００％）

旅行企画・実施／お申込み・お問合せ先

東武トップツアーズ株式会社 東京法人西事業部 第３営業部

〒１０２－００７５ 東京都千代田区三番町５－７ 精糖会館４Ｆ

ＴＥＬ：０３（５２１２）７１０３／ ＦＡＸ：０３（５２１２）７０９６

営業日：平日（土日祝日休業） 営業時間：9：30～17：30

担当 ： 第３営業部 髙橋 凌一、関根 美季代

総合旅行業務取扱管理者：北舘 伸哉

観光庁長官登録旅行業第３８号・（一社）日本旅行業協会正会員・ボンド保証会員

承認番号：客海19－082／パンフレット作成：2019年11月27日

■ご参加決定のみなさまへ
① 別紙旅行条件書をあらかじめご確認いただき、申込書にご記入のうえ、2020年2月20日（木）までに東武

トップツアーズ㈱へ郵便またはFAXにてお送りください。

② 申込書が到着次第、東武トップツアーズ㈱よりあらためて詳しいご案内（海外旅行保険など）をご案内申し上げます。

③ 今回の旅行のために旅券（パスポート）の申請が必要な方は、必要書類をご準備の上、お早めにお手続きください。

④ ご参加の方には、3月初旬に本視察ツアー説明会を予定しております。

詳細は決定次第ご連絡申し上げます。

■ご注意
ご旅行中、天災・火災・不慮の災害、政府及び官公庁の命令・政変・ストライキ、戦争・暴動・流行病・隔離・税関規則

など不可抗力の事由により生じた損害・盗難・詐欺・暴行・疾病・傷害など旅行会社の責任外の事故による損害、お客様

が法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったために生じた損害については責任を負いかねます。

■取消料
お申込後、参加をお取消しされる場合は、以下の通り取消料を申し受けます。

尚、ご連絡日は東武トップツアーズ㈱の営業日を基準とします。営業時間外の取消は、翌営業日受付扱いとなります。

■その他のご案内

●旅券（パスポート）と査証（ビザ）

2020年6月30日まで有効なＩＣ旅券（パスポート）をご用意ください。

※日本国の旅券（パスポート）では、フランス（シェンゲン協定加盟国）出国時3ヵ月以上の残存期間が必要です。

また基本的に査証（ビザ）は不要です。

※日本国以外の旅券（パスポート）をお持ちの方は、自国の領事館、フランス大使館、入国管理事務所へご自身で

ご確認ください。また東武トップツアーズ㈱でもご相談を承ります。

※日本国の旅券（パスポート）をお持ちの方で、「機械読み取り式でない旅券（パスポート）」をお持ちの方は、平成27

年（2015年）11月25日以降は原則として使用できなくなっております。ご不明な方は東武トップツアーズ㈱へご相談

ください。


