
【視察内容に関するお問い合わせ先】
ジャパン ディスプレイクリエイター アカデミー
横浜ディスプレイミュージアム  JDCA事務局
●NewYork視察ツアー 受付
TEL：045-441-5274　FAX：045-441-0644
http://www.jdca.jp　 Mail：info@jdca.jp

  【受付／平日・土曜日9:00～18:00】
  視察企画：日本ディスプレイクリエイター協会

   

最旬トレンドをめぐる旅

2018年12月7日（金）～12月12日（水）[ 4泊 6日 ] 旅行期間

ディスプレイ＆VMD視察ツアー

ニューヨークシティの中心にある、マンハッタンのミッドタウンに位置する
スタイリッシュなホテルです。タイムズスクエア、ラジオ・シティ・ミュー
ジック・ホール、5番街のショッピングエリア、ブロードウェイの劇場街、
セントラルパーク、ニューヨーク近代美術館（MOMA）など、ニューヨーク
を象徴する多数のランドマークから徒歩圏内です。

New York Hilton Midtown ( ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウン )
1335 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, UNITED STATESHOTEL

※写真はすべてイメージです。

 ※写真はイメージです。部屋カテゴリーの相違により異なります。

NEW YORK

羽田発JALで行くひとり旅でも安心フライト1
主要観光名所を専用バスでダイジェストに巡る！
最旬トレンドのショップ視察2
進化するブルックリンが見逃せない！
話題の「Industry City」へ3
主要観光スポットを専用バスでめぐる！
ニューヨーク市内観光付き4
立地抜群！主要ランドマークへほぼ徒歩圏内
４つ星ホテルに宿泊5

ディスプレイの見所を
まるごとナビゲートします。

女性の一人旅も

大歓迎！！
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羽田空港（11：00）発　
→　ニューヨーク・JFK国際空港（09：45）着
到着後、専用車にてNY観光
ホテルへ
その後、夕食交流会

視察：デパートのウインドウディスプレイと
話題の専門店VMDを視察

自由行動

視察：ソーホー地区「エクスペリエンスVMD」店舗視察

専用車にて空港へ
ニューヨーク・JFK国際空港（12：40）発

羽田空港（17：10）着
空港到着後、解散
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【ニューヨーク泊】

【ニューヨーク泊】

【ニューヨーク泊】

【ニューヨーク泊】

【機中泊】

■スケジュール ■ 旅行代金（2名様1室利用）

DC協会会員 268,000円
一般参加      288,000円

燃油サーチャージ(28,000円)および国内・海外空港諸税、航空保安料の合計（10,250円)、
ご旅行手配手数料5,400円が別途必要となります。(8/1現在の金額）
なお、燃油サーチャージが値上がりした場合は、上記代金に追加してご請求させていただきます。
※１名様１室利用の場合は追加料金、96,000円がかかります。
【DC協会会員価格】
日本ディスプレイクリエイター協会会員及び、JDCAスクール受講生は適応価格となります。
※お支払いについては、クレジットのご利用も可能です。詳しくはお問い合わせください。

時間帯の目安:早朝04:00～朝06:00～午前08:00～午後12:00～夕刻16:00～夜18:00～深夜 23:00～

航空機発着時間は2018年8月現在のスケジュールに基づいており、変更される事があります。
ツアー内容にご不明なことがございましたら、ご遠慮なくお問合せください。

◆募集人員
◆最少催行人数
◆募集の締め切り
◆利用航空会社
◆利用ホテル
◆添乗員
◆食事
◆旅行形態
◆減延泊
◆子供参加
◆ESTAについて
2009年1月12日以降、日本国籍の方はアメリカ入国の際に、ESTA（アメリカ
電子渡航認証システム）の登録が必要です。登録料$14
※ジェイワールドトラベルで代行申請を承ります。（3,240円）

：19名様
：15名様
：2018年10月4日(木)（定員になり次第締め切りとなります。）
：日本航空(JAL)/エコノミークラス
：New York Hilton Midtown
：同行致しません。
：朝0回、昼0回、夕1回(機内食は除く)
：募集型企画旅行
：不可
：子供・幼児の参加は不可

申し込み締め切り：2018年10月4日（木）
お一人で参加される方で相部屋（２名１室利用）希望の方は、早めにお申し込み下さい。
お申込順に部屋割りを致しますので、最終人数が２名１組にならなかった場合は、

ご希望に沿えない場合もあります。

●募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社ジェイワールドトラベル(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であ
り、この旅行に参加されるお客様は、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。また、旅行契約の内容・条件は下記による他、別途お渡しする旅行条件
書(全文)、出発前にお渡しする出発のご案内と称する確定書面及び当社募集型企画旅行契約の部に
よります。

●旅行契約の申込み・契約の成立
(1)当社所定の申込書に所定の事項をご記入の上、当社が定める申込金を添えてお申し込みください。
申込金は旅行代金お支払いの際に差し引かせていただきます。
(2)当社は、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段によるお申し込みの場合、お客様は当
社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して原則として3日以内に申込書の提出と申込金のお
支払いが必要です。
(3)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立します。(申込金 
60,000円)

●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日よりも前にお支払いく
ださい。なお、お申し込みが間際の場合は、申込時点または旅行開始日前の当社が指定する期日ま
でにお支払いいただきます。

●旅行契約の解除・払い戻し
旅行契約成立後、お客様が旅行契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に記載した航空運賃(エコノミークラス)、貸切バス等の運送費用、旅行日程記載の宿泊代・
サービス料、旅行日程に明示した食事代（朝0回、昼0回、夕1回）※機内食は除く、現地ガイド費
用、添乗員費用、その他費用（日程表送付代等旅行に必要な諸費用）

●旅行代金に含まれないもの（一部例示）
旅行日程以外に行動する際の費用、超過手荷物料金、クリーニング代、電話料、ホテルのボーイ・
メイドに対するチップ、パリ市内宿泊税、その他追加飲食代、個人的諸費用及びそれに伴う税・サ
ービス料金、傷害・疾病に関する医療費、海外旅行保険料、渡航手続諸費用、国内の自宅から発着
空港間の交通費および宿泊費、一人部屋を使用される場合の追加料金など

●通信契約を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして
旅行代金や取消料等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に申込みを受け
た場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。

○通信契約による募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した
時に成立するものとします。ただし、契約の承諾の通知を電話または郵便で通知する場合は、その
通知を発した時に成立します。また、通信契約の申込みに際しては、会員は「カード名」「会員番
号」「カード有効期限」「会員連絡先」「電子メールアドレス」その他の通信契約を締結するため
に必要な事項をお申出いただきます。   
○「カード利用日」とは、旅行代金等の支払いまたは払戻しをする日とします。旅行代金等お支払い
のカード利用日＿は「契約成立日」とし、払戻しをする日は「契約解除のお申出があった日」とな
ります。（解除の申出が旅行代金のカード利用日以降の場合は、申出翌日から7日以内をカード利用
日として払い戻します。）

●旅券・査証について
（1）旅券（パスポート）：旅券残存有効期間が帰国時まで有効な旅券が必要です。（入国時90日以上
が望ましい）。
（2）査証（ビザ）：ESTA渡航認証が必要。
日本国籍以外の方は、上記とは異なりますので、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所
にお問合せください。

●個人情報の取り扱いについて
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のため
に利用させていただくほか、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
るサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
この旅行条件は、2018年4月1日を基準としております。

総合旅行業務取扱管理者　藤代俊二
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りましたら、ご遠慮なくお問合せください。

■ご旅行条件（要約）

旅行契約解除の日
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
旅行開始日の前々日～当日
旅行開始後または無連絡不参加

取消料（お一人様）

旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の100％

【旅行に関するお問合せ・お申込み】

株式会社ジェイワールドトラベル
担当：田口、栗生
〒107-0062 東京都港区南青山2-5-17 ポーラ青山ビル6F

TEL : 03-3402-9955    FAX : 03-3402-9698
E-mail : taguchi@jw-trvl.co.jp
【受付時間 月～金 9:00～17:30】メール受付24時間

お申し込みは、お電話もしくはメールでお申し込みください。その際、JDCA・
NY視察ツアーの件である事と、相部屋希望かどうかを必ず伝えてください。
ご連絡いただいた方には手続きについてこちらからご連絡いたします。

申し込み締め切り

    2018年10/4（木）
クリスマスシーズンのNYは観
光客が非常に多く、飛行機やホ
テルの予約が大変込み合います。
定員になり次第締め切らせて頂
きますので、ご予約はお早めに！
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BARNEYS NEW YORK
 ‒ DOWNTOWN　

　West elm

　ABC Carpet & Home

BERGDOEF GOODMAN　
HENRI BENDEL

ANTHROPOLOGIE　

 BARNEYS NEW YORK

❶ Bloomingdale’s （ブルーミングデールズ）…130 年以上の歴史を誇る由緒あるデパート。
❷ BARNEYS NEW YORK（バーニーズニューヨーク）…NYの旬なモードが集結するセレクトデパート。
❸ BERGDORF GOODMAN （バーグドルフ・グッドマン）  
　 …ゴージャスな雰囲気が魅力の超一流デパート。

❹ HENRI BENDEL （ヘンリ・ベンデル）
　 …コスメ売り場が充実。オリジナルグッズが魅力のセレクトデパート。

❺ ANTHROPOLOGIE（アンソロポロジー）
　 …日本未上陸のライフスタイル・スペシャリティーストア

❻ Saks Fifth Avenue （サックス・フィフス・アベニュー）  
　 …全米に支店を持つ有名デパートの本店。

❼ Macy’ s （メイシーズ）…広大な面積を誇る老舗デパート。
❽ ABC Carpet & Home（ABCカーペット＆ホーム）
　 …ニューヨークでも随一のセンスと品揃えのインテリアショップ

❾ West elm（ウエストエルム）…ブルックリン発！クールでスタイリッシュなインテリアショップ
10 BARNEYS NEW YORK ‒ DOWNTOWN　 （バーニーズニューヨーク）
　 …2016年に再オープンした、バーニーズ・ニューヨーク・チェルシー店
11 CHELSEA MARKET（チェルシーマーケット）
　 …1890年代に建てられたナビスコの工場を改装したマーケット

 h�ps://industrycity.com/

光り輝くイルミネーションの街並み、芸術的なショーウインドウの
数々、新しいエクスペリエンスをもたらす店舗など、ホリデーシーズンの
ニューヨークはまるで「世界のショーケース」のよう、見る目の輝きが
止まりません。日常から離れて自分自身の五感を通じてさまざまな
体験をすることで、”未来の感性”に出会う旅になるでしょう。
今年で５回目を迎えるJDCAの視察ツアー、募集定員は限られてい
ますが、一人でも多くの方のご参加をお待ちしております。NYでお会
いできるのを楽しみにしています。

NYの最新ディスプレイをナビゲートします！

※視察内容に関することは、ジャパンディスプレイクリエイターアカデミーに、メールにてお問い合わせ下さい。（info@jdca.jp）内容を確認の上ご連絡いたします。

２０年前からNYのディスプレイ・VMD を
定期観測。今回の視察の企画・ツアー
のナビゲートを行う。

日本ディスプレイクリエイター協会理事
ジャパンディスプレイクリエイターアカデミー講師
ディスプレイディレクター

前田 博美
Hiromi Maeda

五番街のデパートはクリスマス一色！ 個性派デパートのウインドウディ
スプレイや専門店の店内ディスプレイは圧巻です。マンハッタンの視察
ポイントを１日かけてご案内します。
※ご案内するショップはツアー当日変更になる場合がございます。予めご了承ください

常に新しい時代を作り出しアート・エンターテイメント・カルチャー・クリエイ
ティブビジネスと変化のある生きた街ニューヨーク。
近年のニューヨークは「リアル店舗」のあり方、楽しみ方に加えVMDの
表現も大きく変化しています。顧客体験価値（カスタマーエクスペリエ
ンス）を最大化させて、お客様と良好な関係を築いていく、実店舗の魅
力が高まっています。今回はトレンド発信地であるソーホー地区の最旬
リアル店舗と、期間限定のポップアップショップをご紹介していきます。
エクスペリエンスVMDを、ご自身で体感してみませんか？

h�ps://rwguild.com

 h�ps://citypointbrooklyn.com

デパートのウインドウディスプレイと
専門店のVMDを１日で制覇！

ディスプレイリサーチの醍醐味
Day

2

ニューヨークツアー
ベストセレクト

Best   Select

MAEDA'S

Day

1
主要観光名所を完全制覇！

専用バスで回る観光ツアー！

トレンドを先取り！！ 
最旬リアル店舗をご案内します。

マンハッタンに４泊する今回のツアーでは、ホテルを拠点にしてマン
ハッタンの街を自由に歩き回れるのが特徴。地下鉄のアクセスも
いいので、ショッピングはもちろん美術館やミュージカル、ジャズクラブ
などおもいっきりNYを満喫しましょう。

ディスプレイリサーチの醍醐味

自由行動で
マンハッタンを満喫しよう！

Day

3

「Retail Design Collective」
は、ビジュアルマーチャンダイジ
ング＆店舗デザインのイベント。
什器・マネキン・プロップスなど
のリテールデザイン各社のショー
ルームで、新作発表や各種イベントが開催されます。
現地での視察アテンドや通訳が必要な方はオプショナル
となりますので、ご相談ください。

世界各国からビジュアルマーチャンダイザー・
リテールデザイナーが視察に訪れる、
ディスプレイの見本市同時開催中！

リテール・デザイン・コレクティブ

オプショナルツアー

NYの観光スポットをダイジェストに回る観光ツアー。ブルックリンからマン
ハッタンまでツアー専用車でまわります。NY市内観光後、ホテルでひと
休みしたら交流会へ。ディナーを楽しみながら参加メンバーとの交流を
はかりましょう。

サンセットパーク地区に、19世紀にたてられた工場ビルの跡地を再開発
するプロジェクト。ブルックリンらしいものづくりを全面に押し出したリテール
やオフィススペースとして、発展中の複合施設を視察します。

ブルックリンの新名所「インダストリアルシティー」

地下1階にNYグルメが約40店集まるフードコートに注目！人気スーパーの
トレーダージョーズやターゲット、ファッション系ディスカウントデパートの
センチュリー21まで、視察とショッピングが同時に楽しめます。

最新
スポット

1

最新
スポット

2

2017年にオープンした
ショッピングセンター「シティーポイント」

A：視察ツアーにご興味のある方ならどなたでも
参加できます。ホリデーシーズンのNYは、誰が行っ
ても楽しめる要素が盛りだくさんです。ディスプレイ
の視察だけでなく、アート・エンターテイメント・
ショッピング・グルメまで思いっきり楽しみましょう！

ディスプレイの仕事はして
いませんが参加できますか？q

A：相部屋希望の方はご相談ください。お一人様部屋の追加料金がかか
らないように、相部屋希望者の方の中で部屋割り（２名１室）を調整させ
て頂きます。お申し込み順になりますので、申込締切り後、人数が２名
１組にならなかった場合はご希望に沿えない場合もあります。予めご了承
ください。相部屋希望の方は早めのお申し込みをおすすめします。

一人で参加したいのですが相部屋は可能ですか？q

A：前回の視察ツアーでも、お一人で参加
される女性の方も多くいらっしゃいました。
初日に交流会があるのですぐに参加メン
バーと顔見知りになれます。

一人で参加する方は、
いらっしゃいますか？q

A：ディスプレイの視察については短時間で効
率的に廻れるようにアドバイスや同行を行いま
すので、ご心配は無用です。

はじめてのニューヨークでどこを見て
廻ればいいかわかりません。q

よくある
質問

Q&A

「エースホテル」や「スタンダードホテル」などの空間
デザインで知られる、人気デュオ「ローマン・アンド・
ウィリアムス」。2017年12月に彼らのセンスが詰
まったライフスタイルショップがSOHOにオープン。
今回一番に行きたいお店です。

M. Crow
エムクロウ

h�ps://mcrowcompany.com

オレゴン州の小さな街で創業したホームセンターが、２０１２年に
閉業になる際に、地元出身のインテリアデザイナーHays氏が
買い取り、営業を再開。ノスタルジックだけど新鮮なインテリアが
人気！ハンドメイドの達人Hays氏が創る世界を覗いて見たい。
NYCの友人クリエイターが絶賛しているショップです。

Roman and Williams 
Guild
ローマン ＆ ウィリアムス ギルド

※写真はすべてイメージです。

※写真はすべてイメージです。

※写真はすべてイメージです。

Supermoon Bakehouse
スーパームーン ベイクハウス
クロワッサンの生地をマフィンの型で焼いたパン「クロフィン」
が人気のショップ。ロウワーイーストサイドに２０１７年１０月
オープン。パッケージと斬新な発想の美味しさが人気のこの
お店は、日本上陸間近と言われている。ギャラリーアート作品を
見るような商品ディスプレイが素晴らしい！

h�ps://www.
supermoonbakehouse.com

ブルックリン
観光

NY市内観光＆交流
会

オススメ　ショップ

Day

4

スペシャルプレゼンツ

日本ディスプレイクリエイター協会理事
日本ディスプレイクリエイターアカデミー講師
VMD＋五感クリエイター

大髙 啓二
Keiji Otaka
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