
ベトナム大使館企画

視察団のご案内

ベトナム（ホーチミン）
2017年11月14日（火）～18日（土）
成田発：157,200円 ※燃油サーチャージ・空港税含む
関西発：157,200円 ※燃油サーチャージ・空港税含む

ベトナム航空（VN）
サイゴンプリンスホテル
6名

ご旅行先

ご旅行日程

ご旅行代金

ご利用予定航空会社

ご利用予定ホテル

最小催行人数

この企画は、在日ベトナム大使館商務部が協力団体として参加しております。
参加者は、ご不明な点があれば、お気軽に下記、担当者宛お問合せください。

在日ベトナム大使館商務部
お問合せ・連絡先

担当：Mr. Dao Quang Loi（ロイ） 03-3466-3360
loitv05@gmail.com

080-4169-1686

※ 11月15日（水）のビジネスミーティングは、英語対応となります。
日本語通訳が必要な場合は、別途通訳1名12,000円でご手配を承っております。

※ご旅行代金には、国際空港使用料（成田2,610円/関西3,040円）ベトナム出国税（2,600円）燃油サーチャー
ジ（1,600円）空港保険追加料金（940円）が含まれております。

11月14日 ～18日 5日間（火） （土）
2017年

ベトナムは、将来性のある食品貿易と食糧生産の持続的成長市場

食品＆食品業界国際トレードショー
ベトナム最大級の食のイベント

10％
栽培者

31％
プロセッサー

36％
輸出者

8％：小売業

12％：卸売業

3％：その他
10％： 飲料
14％： ティー＆コーヒー

21％： 高付加価値食品

21％： 食品原料

10％： 食品技術
17％： フルーツ＆野菜
07％： シーフード

出展者 製品ラインナップ

出展者数：402社
参加：16カ国/地域

展示スペース
10,000m2

ベトナム食品業界から
リーディングカンパニーを含む300社
加えて、世界15カ国から100社が出展

https://foodexpo.vn/en/index.phpオフィシャルサイト（英語）

信頼性の高いサプライヤーと持続可能な調達パートナーの発掘、
新規サプライヤーとの取引、長期的戦略的なパートナーシップの形成等に最適

展示会タイムスケジュール

2017年11月15日（水）
09:00 開会式
13:30 食品産業における投資推進セミナー
14:00 ビジネスマッチングプログラム

ビジネスミーティング

2017年11月16日（木）
08:30- 同時開催：ベトナム国際食品産業会議 2017
17:00 （FOOD VIETNAM 2017）
14:00 ビジネスミーティング・マッチング

（FOOD VIETNAM 2017）

2017年11月17日（金）
09:00 同時開催：サイゴン国際料理コンテスト2017
09:00 名誉ある国によるセミナー
13:00 セミナー/ワークショップ

2017年11月18日（土）
09:00 Vietnam Foodexpo2017インプレッションアワード
17:00 展示終了

■同時開催
2017年ベトナム国際食品産業会議（11月16日：木）
2017サイゴン国際料理コンテスト（11月17日：金）

157,200円 *燃油サーチャージ・空港税含む
成田空港
関西空港発着

Mr. Ta Duc Minh（ミン） 090-6317-6868
FAX
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視察団のご案内

11月14日 ～18日 5日間（火） （土）
2017年

食品＆食品業界国際トレードショー

ベトナム最大級の食のイベント
日程 都市名 交通機関 時間 行程 食事

1 2017
11/14

成田空港
成田空港発 VN301

07:30
09:30

成田空港ご集合
成田空港よりベトナム航空にて、ホーチミンへ

朝：Ｘ
昼：Ｘ
夕：○

関西空港
関西空港発 VN321

08:30
10:30

関西空港ご集合
関西空港よりベトナム航空にて、ホーチミンへ

ホーチミン着 専用車 15:00頃

18:00
19:00

到着後、日本語ガイドと合流
■ホーチミン市内視察
統一会堂/大教会/中央郵便局/チョロン中華街等
ホテルチェックイン
夕食

ホーチミン泊：サイゴンプリンスホテル（予定）

2 2017
11/15

ホーチミン 専用車
09:00
13:30
14:00

18:00
19:00

朝食後、専用車にて会場へ移動
■フードエキスポ開会式
※食品産業における投資促進セミナー
※ビジネスマッチングプログラム・ビジネスミー
ティング
ホテルへ移動
夕食

朝：ﾎﾃﾙ
昼：Ｘ
夕：○

ホーチミン泊：サイゴンプリンスホテル（予定）

3 2017
11/16

ホーチミン 終日、フリー
※各社様ごとに個別行動
＊オプショナルツアーのご用意もございます。

朝：ﾎﾃﾙ
昼：Ｘ
夕：○

ホーチミン泊：サイゴンプリンスホテル（予定）

4 2017
11/17

ホーチミン 専用車
10:00
12:00
13:00
18:30
21:00

■ベトナム工場見学へご案内
午前：１社予定（食料品等）
昼食
午後：２社予定（水産物等）
夕食
空港へ移動

朝：ﾎﾃﾙ
昼：○
夕：○

機内泊

5 2017
11/18

ホーチミン発
関西空港着

VN320 00:20
07:00

ベトナム航空にて空路、関西空港へ
関西空港到着

朝：Ｘ
昼：Ｘ
夕：Ｘ

ホーチミン発
成田空港着

VN300 00:30
07:45

ベトナム航空にて空路、成田空港へ
成田空港到着

■ご利用予定ホテル

Saigon Prince Hotel
63 Nguyen Hue Boulevard,District1, Ho Chi 
Minh City

+84 28 3822-2999
http://www.saigonprincehotel.com/

サイゴンプリンスホテル

※現地での最終的なスケジュールは、「出発のご案内」送付時にご案内させていただきます。
※ご滞在中のスケジュールに別途ご希望のある場合は、ベトナム大使館商務部 Mr.Loi（ロイ）宛にご連絡ください

※フライトスケジュールは、2017年8月1日現在のものです。また、現地の特殊事情などにより、交通機関、訪問先、発着時間などが変更される場合があります。予めご了承ください。

ベトナム大使館企画
■予定日程表

■旅行代金に含まれるものは次の通りです（主なもの）
・ 航空運賃：エコノミークラスの往復航空運賃
・ 各都市空港税：旅行先国の空港税（ベトナム）※航空券に切り込まれます。
・ 空港施設使用料：日本発着空港の施設使用料 ※航空券に切込まれます。
・ 燃油サーチャージ：各航空会社で設定されている特別追加燃油料※航空券に切り

込まれます。
・ 航空保険料：各航空会社で設定されている特別保険料 ※航空券に切込まれます。
・ 宿泊費：旅程表に明示した宿泊の料金及び税・サービス料

（1人部屋に１人づつの宿泊を基準とします）
・ 食事費：旅程表に明示した食事条件 （機内食は除く）
・ 観光諸費：旅程表に明示した観光の料金

（交通費・ガイド料・入場料・チップ料等）
・ 手荷物・運搬料：一人手荷物１個の航空機の手荷物運搬料金

（お一人様 エコノミークラス：40kg以内が原則となっております）
・ 税・サービス料：旅程に基づく団体行動中の税金・サービス料・チップ
■旅行代金に含まれないもの
・ 個人的費用：クリーニング代、電報電話料、その他追加飲食当個人的性質の

諸費用及びそれに伴う税・サービス料
・ 食事費：旅程に含まれない食事代
・ 超過手荷物料金：規定の重量・容量・個数を超える手荷物について
・ 旅券印紙代：パスポート取得にかかる印紙代
・ オプショナルツアー代：希望者のみ参加されるオプショナルツアー代
・ 日本国内費：ご自宅から発着空港までの交通費・宿泊費
・ 旅行傷害保険：任意加入です。

■お取り消し料（お客様による旅行契約の解除）
・ 旅行開始日の前日から起算して31日以前 ……………… 無料
・ 旅行開始日の前日から起算して30日前から3日前 …… 旅行代金の20%
・ 旅行開始日の前日から起算して2日前から出発当日 …… 旅行代金の50%
・ 無連絡不参加及び旅行開始後の解除 ……………………… 旅行代金の全額
■特記事項
旅行日程及び旅行経費は、2017年8月1日現在の航空機等交通機関のスケジュール
と運賃及びそれぞれの料金に基づいて算出されたもので、その後運賃及びその他
の料金、スケジュール等の変更、最少催行人員に満たない場合、等の問題が発生
した場合、ツアーの催行を中止させていただく場合がございますので、予めご了
承下さい。
■免責事項
お客様がご旅行中、火災・天災・不慮の災害・政府又は公共団体命令・政変・ス
トライキ・戦争・暴動・ハイジャック・税関規則・流行病隔離・その他不可抗力
の事由により生じた損害・盗難・詐欺・暴行傷害等や旅行代理店の責任外の事故
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為に生じた損
害等については、全て責任を負いません。また、航空機等の運輸機関のスケ
ジュール変更に伴い日程及び費用が変更になることもございます。
又、航空機運航上の都合、その他の理由により実施が困難になった場合、当旅行
を取りやめることもございますので、予めご了承願います。
■手配旅行契約約款について
この条件書に定めない事項は、標準旅行業約款に準じます。

御旅行条件（抜粋）

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第1392号 日本旅行業協会(JATA)正会員

エーペックスインターナショナル株式会社 担当：鈴木毅
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-15-22 S2ビル6階 TEL:03-5363-4481  FAX:03-5363-4574

総合旅行業務取扱管理者
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