
 

         

世界最大の化学装置・環境保護・バイオ関連⾒本市 
 

ACHEMA2018 

2018 年 6 ⽉１１⽇〜6 ⽉１５⽇ 

 フランクフルト⾒本市会場 
 

ACHEMA2018 とヨーロッパ製薬企業視察ツアー 
 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                             フランクフルト⾒本市会場 

 

製薬企業視察２コース 同時募集 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
企画 公益社団法人   化学⼯学会関⻄⽀部  

協賛   一般社団法人 製剤機械技術学会 

協賛   一般社団法人 ⽇本包装機械⼯業会 
 

 

 

 

 

 

ご案内 
３年に⼀度の ACHEMA２０１８(World Exhibition Congress on Chemical Engineering, Environmental 

Protection and Biotechnology) が６月１１日から１５日までフランクフルト⾒本市会場で開催されます。 

化学装置全般にわたって世界から毎回１５万人以上の参加者がある世界最大の化学装置・環境保護・バイオ

⾒本市です。製薬に関する最新の装置なども多数展示されます。今回も化学⼯学会関⻄⽀部では⾒本市に 

参加するとともにヨーロッパの⼀流製薬企業を視察するツアーを２コース同時企画しました。 

ACHEMA 視察後二つのコースにわかれて製薬企業を視察します。                                                 

視察先は IDT Biologika, Takeda GmbH , Boehringer Ingelheim, Rommelag CRO などを予定して 

います。前回に引き続き是非この機会にご参加下さい。 

 



① Ａ コース 日程表  (６泊８日)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② Ｂ コース 日程表  (６泊８日)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

月　日 スケジュール 時　　刻 移　動 備　　考

１日目１日目１日目１日目 ６月１０日(日) 羽田発 午後 航空機 直行便にてフランクフルトへ。

着後　専用車にてウィスバーデンへ 。

到着後、A ,Bコース合同懇親会にご参加頂きます

フランクフルト着 午後 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　【ウィスバーデン泊】

２日目２日目２日目２日目 ６月１１日(月) ウィスバーデン 往路 ACHEMA２０１８視察ACHEMA２０１８視察ACHEMA２０１８視察ACHEMA２０１８視察

↓↑ 終日 専用車 （フランクフルト見本市会場）

フランクフルト 夕食はリューデスハイムをご案内します

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　【ウィスバーデン泊】

３日目３日目３日目３日目 ６月１２日(火) ウィスバーデン ACHEMA２０１８視察ACHEMA２０１８視察ACHEMA２０１８視察ACHEMA２０１８視察

↓↑ 終日 各自 （フランクフルト見本市会場）

フランクフルト 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　【ウィスバーデン泊】

４日目４日目４日目４日目 ６月１３日(水) ウィスバーデン発 午前 専用車 ACHEMA２０１８視察ACHEMA２０１８視察ACHEMA２０１８視察ACHEMA２０１８視察

フランクフルト着 午前 （フランクフルト見本市会場）

フランクフルト発 午後 OP　：　ACHEMA主催ツアー　Merckなど（未定）

ライプチッヒ着 午後 　　　　　　　　　 　　　　　　　　  　　　　　【ライプチッヒ泊】

５日目５日目５日目５日目 ６月１４日(木) ライプチッヒ発 午前 専用車 ＩＤＴ Bio logika GmbH 視察ＩＤＴ Bio logika GmbH 視察ＩＤＴ Bio logika GmbH 視察ＩＤＴ Bio logika GmbH 視察

（Ｄｅｓｓａｕ）

ベルリン着 午後 　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　【ベルリン泊】

6666日目日目日目日目 ６月１５日(金) ベルリン発 午前 専用車 Takeda GmbH 視察Takeda GmbH 視察Takeda GmbH 視察Takeda GmbH 視察

Oranienburg着 午前 （Oranienburg）

Oranienburg発 午後 午後はベルリン市内をご案内します

ベルリン着 午後 　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　【ベルリン泊】

７日目７日目７日目７日目 ６月１６日(土) ベルリン発 午後 航空機 フランクフルト経由帰国の途へ

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　【機内泊】

８日目８日目８日目８日目 ６月１７日(日) 羽田着 午後 着後解散

月　日 スケジュール 時　　刻 移　動 備　　考

１日目１日目１日目１日目 ６月１０日(日) 羽田発 午後 航空機 直行便にてフランクフルトへ。

着後　専用車にてウィスバーデンへ 。

到着後、A ,Bコース合同懇親会にご参加頂きます

フランクフルト着 午後 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　【ウィスバーデン泊】

２日目２日目２日目２日目 ６月１１日(月) ウィスバーデン 終日 往路 ACHEMA２０１８視察ACHEMA２０１８視察ACHEMA２０１８視察ACHEMA２０１８視察

↓↑ 専用車 （フランクフルト見本市会場）

フランクフルト 夕食はリューデスハイムをご案内します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　【ウィスバーデン泊】

３日目３日目３日目３日目 ６月１２日(火) ウィスバーデン 終日 ACHEMA２０１８視察ACHEMA２０１８視察ACHEMA２０１８視察ACHEMA２０１８視察

↓↑ 各自 （フランクフルト見本市会場）

フランクフルト 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　【ウィスバーデン泊】

４日目４日目４日目４日目 ６月１３日(水) ウィスバーデン発 午前 専用車 ACHEMA２０１８視察ACHEMA２０１８視察ACHEMA２０１８視察ACHEMA２０１８視察

フランクフルト着 午前 （フランクフルト見本市会場）

フランクフルト発 午後 OP　：　ACHEMA主催ツアー　Merckなど（未定）

シュッツトガルト着 午後 　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　【シュッツトガルト泊】

５日目５日目５日目５日目 ６月１４日(木) シュッツトガルト発 午前 専用車 Rommelag　CMO視察Rommelag　CMO視察Rommelag　CMO視察Rommelag　CMO視察

（Salazbach-Laufen）

ホッケンハイム着 午後 　　　　                   　　　　  　　　　【ホッケンハイム泊】

6666日目日目日目日目 ６月１５日(金) ホッケンハイム発 午前 専用車 Boehr inger  Inge lhe im 視察Boehr inger  Inge lhe im 視察Boehr inger  Inge lhe im 視察Boehr inger  Inge lhe im 視察

Ingelheim着 午前 　　　　　　　(Ingelheim am Rhein)

Ingelheim発 午後 午後はハイデルベルグをご案内します

フランクフルト着 午後 　　　　　　　　　　　　　　　        　　　【フランクフルト泊】

７日目７日目７日目７日目 ６月１６日(土) フランクフルト発 午後 航空機 直行便にて帰国の途へ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【機内泊】

８日目８日目８日目８日目 ６月１７日(日) 羽田着 午後 着後解散



募集人員 

A コース ２４名  B コース ２４名 

申込みは各コース１社２ 名まで とし申込状況 により３名以
上の申し込みがあった場合は空き状況により受け入れさせ
ていただきます。 
最少催⾏人員：各コース 15 名。 
（名簿提出後、先方の事情により許可が出ないときは個別

に相談させて頂きます） 
 

旅⾏期間 

A コース 平成３０年６月１０日（日）〜１７日(日)  

B コース 平成３０年６月１０日（日）〜１７日(日)  

 A, B コース 羽田空港同時便出発、同時便帰国の予定です。 
 

利⽤予定航空会社 

ルフトハンザ航空（羽田発） 

利⽤予定ホテル 

A コース  
ウィスバーデン Mercure Hotel Wiesbaden City 4 星、 

                Citta Truffel Hotel 4 星 

ライプチッヒ   H+Hotels ４星 (⼀人⼀室利⽤） 

ベルリン           Hampton by Hilton Berlin City  3 星 

B コース 
ウィスバーデン Mercure Hotel Wiesbaden City 4 星

Citta Truffel Hotel 4 星 

シュッツガルト IBIS  Styles Stuttgart 3 星 
ホッケンハイム ACHAT Comfort Mannheim-Hockenheim 4 星 

                        (⼀人⼀室利⽤） 
 フランクフルト  Leonard Royal Hotel Frankfurt 3 星 
 
旅⾏代⾦  

A コース   

会員・協賛団体   ツイン       ４８５，０００円   
シングル追加料⾦    ４０，０００円 

B コース   

会員・協賛団体    ツイン  ４7５，０００円   
シングル追加料⾦   ４０，０００円 

 
（非会員追加料⾦ ツインルーム 各１０，０００円） 

 
（注）  大型フェア期間中につきホテルが混んでいます。 

A, B コースともウィスバーデンはツインご利⽤となり 
ます。シングルルームを希望の方は別途確保出来た 
場合は申込順にお知らせします。 

 

旅⾏代⾦に含まれるもの 
 
①航空運賃（エコノミークラス料⾦） 
②ホテル代⾦（2 名 1 室利⽤） 
③食事代 （朝食６回 夕食 5 回 機内食） 
④添乗員費⽤ 
⑤通訳代（視察先のみ） 
⑥交通費（現地での空港送迎、視察時のバス料⾦） 
⑦展示会  入場料 3 日間 
 

 
 
 
 

旅⾏代⾦に含まれないもの 
 
①空港税、燃油特別付加運賃（平成 29 年 10 月現在約 3 万円） 
②6/11 帰路、6/12  ホテル〜フランクフルト会場間交通費 
③任意の海外旅⾏保険料 
④超過⼿荷物料⾦（航空会社で定めた規定による 
⑤個人的性質の交通費、電話代、クリーニング代など 
⑥その他（左記の「旅⾏代⾦に含まれるもの」以外） 
⑦ 6/13 OP : 午前 アヘマ主催⼯場視察 （未定） 
 

キャンセル条件 
 
平成３０年４月９日から旅⾏出発日の３日前まで： 
100,000 円（シングルルームご利⽤は 140,000 円）、または
旅⾏代⾦の 20％（いずれかのうち高額の方となります） 
旅⾏出発日の２日前から当日まで：旅⾏代⾦の 50％ 
無連絡及び旅⾏開始後：旅⾏代⾦の 100％ 
＊⾒本市期間中は通常時期と規約が異なり申込⾦は 

平成３０年４⽉７⽇以降返⾦出来ません。 
（各種キャンセル料に充当します） 

 

申し込み方法 
 
仮申込書を FAX でお送り下さい。後日正式申込書をメール
でお送りします。もしくは下記ご案内のホームページからご
記入の上メールでお送り下さい。 
正式申込後、申込⾦ 100,000 円（シングルルームご利⽤は１
４０,000 円）をお振り込み下さい。申込⾦を弊社が受領した
時点で旅⾏契約が成⽴します。 
 
振込先 
 
銀⾏名：りそな銀⾏ 池袋⽀店 
口座名：株式会社  旅⼯房 普通預⾦  №．4496567 
 
申し込み締め切り日 
 
   平成３０年４月６日（⾦）到着分まで 
 
企画 
 
公益社団法人 化学⼯学会関⻄⽀部 
 
協賛 
 
⼀般社団法人 製剤機械技術学会 
⼀般社団法人 日本包装機械⼯業会 
 
お問い合わせ先 
 
ツアープランナー（旅⼯房所属）日置高夫（ヘキ） 
Ｅメール heki@js6.so-net.ne.jp 
 ＊Ｅメールでお問い合わせ頂ければ折り返しご連絡致します。 
 
旅⾏企画・実施 
 
大阪市中央区南船場３－１２－１２ 
(株)旅⼯房大阪⽀店ＩＣセクション 

観光庁⻑官登録旅⾏業第 1683 号   
総合旅⾏業務取扱管理者 藤嶋知弘 
TEL：06-7639-6573 / FAX：06-7639-6591 
Ｅメール fujishima@tnsic.com 

■ ツアーに関する情報  

http://www006.upp.so-net.ne.jp/tour



ACHEMA2018 とヨーロッパ製薬企業視察ツアー    

 

仮旅⾏申込書 送付先 旅⼯房 FAX ０６（７６３９）６９５１ 

                             申込⽇ 平成  年  ⽉  ⽇ 

 

  （１）コース名  ： □ A コース      □ B コース        

 

            希望コースが定員に達した場合は（□ A コース / □ B コース） 

 

                             

 

  （２）氏名    ：                （ﾌﾘｶﾞﾅ）           

           

  （３）会社名     ：                                

 

  （４）所属            ：                                 

 

    〒 

  （５）勤務先住所 ：                                 

 

    〒 

  （６）⾃宅住所  ：                                 

 

  （７）電話番号 

          勤務先       （     ）                                                      

        

          ⾃宅        （     ）                                                      

 

  （８）e-mail                 ＠                     

 

  （９）その他ご希望など （出発空港､帰国⽇延⻑など） 

               

 

■ 2018 年４⽉６⽇（⾦）までキャンセル料はかかりません。毎回早期に満席になりますので 

ご予定のある方はお早めに仮登録をおすすめします。 


