
  日卸連発第 58号 

平成 30年 6月 8日 

 

会員構成員会社 社長 殿 

賛助会員会社   社長 殿 

（一社）日本医薬品卸売業連合会 

会 長    鈴 木  賢 

                                     （公印省略） 

 

IFPW（国際医薬品卸連盟）ワシントン総会及び卸連合会視察企画のご案内 

 

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、当連合会の事業にご支援・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

  さて、IFPW 第 22 回総会が本年 10 月 10 日(水)～12 日(金)の 3 日間の日程で、米国・ワシン

トン D.C.において開催されることになりました。  

既に、IFPW 本部では、インターネット上のホームページにて総会の早期登録の受付を開始しておりま

すが、当連合会はＩＦＰＷ総会参加希望者の便宜を図るため、旅行会社 JTB に IFPW 本部への早

期登録の手続きの代行を一括して依頼致しました。 

つきましては、IFPW 総会に参加を希望される方は、「IFPW ワシントン総会参加申込書」（別紙

１）に必要事項をご記入のうえ、6月 25日(月)までに、当連合会事務局宛てお申込みをお願い致し

ます。 

旅行会社 JTBが IFPWホームページから総会登録を行いますので、ご自身の手続きは不要です。 

なお、総会早期登録期限は 6月30日(土)までとなっており、ホテルや飛行機の手配の関係で、参加

申込の締め切りを早めております。 

 また、IFPW総会終了後、10月 13日(土)～16日(火)までの間、当連合会主催でニューヨークでの

視察を計画しましたので、併せてご参加下さいますようご案内申し上げます。（ニューヨークで活躍中のコ

ンサルタント栄木憲和氏(元バイエル薬品会長)に米国保健事情等についてご講演いただく予定です。） 

 

注 ：既に、IFPW本部のホームページで、直接登録済の方がいらっしゃいましたら  

お手数ですが、当連合会事務局までご連絡願います。 

 

 

 

 

 



１．IFPW ワシントン総会について 

開 催 日 ： 平成 30年 10月 10日(水)～12日(金) 

 開催場所 ： 米国 ワシントン D.C.  「トランプインターナショナルホテル」 

 

（１）総会登録料  

総会早期登録料（6月 30日まで） 

・正会員 2,900 ドル （IFPW加盟企業の役員・社員） 

・準会員 3,200 ドル （卸連合会の会員構成会社及び賛助会員会社の役員・社員） 

・非会員 3,600 ドル （正会員・準会員以外の方（報道関係者等）） 

・同伴者   750 ドル （上記参加者の同伴者） 

総会登録料に含まれるもの 

◆正会員・準会員・非会員 

・10月 11日、12日のビジネスセッション参加料 

・10月 11日、12日の歓迎レセプション＆ディナー、祝祭ディナー費用 

 ◆同伴者 

・10月 11日、12日の IFPW主催同伴者プログラム 

・10月 11日、12日の歓迎レセプション＆ディナー、祝祭ディナー費用  

  

※1. 早期登録は、6月 30日までとなっておりますが、早期登録期間終了後（7月 1日以降）の登録

料については、正会員 3,300 ドル、準会員 3,600 ドル、非会員 3,900 ドルとなっております。7月

1日以降に登録される方も、卸連合会事務局で受付け致します。 

※2. 登録料のキャンセルについて 

9月 1日までにキャンセルをされた場合、登録料は返金されますが、その際、諸費用（銀行手数料

等）として 100 ドル掛かります。以降についてのキャンセル費用は確認中です。 

 

（２）総会期間中の宿泊ホテル 

宿 泊 先 ： 「トランプインターナショナルホテル」  

期   間 ： 10月 9日(火)～13日(土)朝までの 4泊 

＊総会のメイン（ビジネスセッション）は 10 月 11 日～12 日となっていますが、日本からの出発は

前々日の 10月 9日（火）を予定しています。 

宿泊代金 ：1泊 1室の料金となります。 

         ・スタンダードデラックスルーム       450 ドル 

         ・ジュニアスイート              650 ドル 

 

※1. 部屋タイプごとに限りがあるためご希望に添えない場合がございます。 

※2. 朝食代はチェックアウト時に各自別途ご精算下さい。 

※3. 総会登録料、宿泊料は為替レートにより変動する場合もあります。 

 



２．卸連合会視察企画について 

 （１）総会及び視察企画の日程及び概要 

総会実施後のニューヨークに関しましては２泊と３泊の２パターンがございます。 

別紙申込用紙にてご選択の程宜しくお願いします。  

パターン①  平成 30年 10月 9日(火)～16日(火) （6泊 8日） ※ＮＹ２泊羽田着 

パターン②  平成 30年 10月 9日(火)～17日(水) （7泊 9日） ※ＮＹ３泊成田着 

 ＜共通行程＞ 

   10月 午前 昼 午後 夜 

1日目 9日(火) 成田 11:00⇒ワシントン 10:40 レストラン 

2日目 10日(水) 市内視察 IFPW理事会 JPWA結団式 

3日目 11日(木) 
ビジネスセッション ランチ ビジネスセッション 歓迎レセプション

＆ディナー 同伴者オプショナルツアー 

4日目 12日(金) 
ビジネスセッション ランチ ビジネスセッション 

祝祭ディナー 
同伴者オプショナルツアー 

 ＜選択行程＞ パターン① ニューヨーク２泊 

5日目 13日(土) 鉄道/航空機 移動：ワシントン ⇒ ニューヨーク レストラン 

6日目 14日(日) ニューヨーク視察 レストラン 

7日目 15日(月) ニューヨーク 18:15 ⇒ 機内 

8日目 16日(火)         ⇒ 羽田 21:15   

＜選択行程＞ パターン② ニューヨーク 3泊 

5日目 13日(土) 鉄道/航空機 移動：ワシントン ⇒ ニューヨーク レストラン 

6日目 14日(日) ニューヨーク視察 レストラン 

7日目 15日(月) ニューヨーク視察（自由行動） 自由夕食 

8日目 16日(火) ニューヨーク 12:00 ⇒ 機内 

9日目 17日(水)         ⇒ 成田 15:00   

（２）概算費用  パターン①ＮＹ２泊 127万円  パターン②ＮＹ3泊 137万円 

（３）費用内訳 

・航空運賃（日本⇔ニューヨークついてはビジネスクラス利用） 

・ニューヨーク滞在２泊もしくは３泊の「ホテルキタノ」宿泊代  

・食事代（朝 2／3回、昼 4回、夕 4回）・添乗員同行費用（1名）・専用バス料金  

・空港税、燃油サーチャージ料（約 3.1万円）・10月 13日～14日のニューヨーク視察費用など 

費用に含まれないもの 

・総会登録料・総会期間中のトランプインターナショナルホテル宿泊費（9日～13日朝） 

・ニューヨークでの一人部屋利用の追加料金（2泊 4.4万円、3泊 6.6万円） 



※1. 上記費用は参加状況、為替等により変動する場合がございますので、予めご了承願います。 

※2. 空港税燃油サーチャージは 2018年 6月現在であり変動の可能性がございます。 

※3. 費用に関しては、遅くともご出発の１ヶ月前までに JTB より請求書が送付されます。 

   ※4. 総会のみの参加やエコノミークラスをご希望される方は、卸連合会事務局までお申し出下さい。 

※5. ビザ申請、オプショナルツアー等の詳細につきましては、別途 JTB よりご案内いたします。 

※6. 日本発着の航空便は全日空となります。 

※7. 国内線手配や任意保険など、別途手配の必要な方は申込書にご記入下さい。 

 

３．申込み方法について  

（１）同封の「IFPW ワシントン総会参加申込書」（別紙１）にご記入のうえ、パスポートコピーを併せて 

卸連合会事務局宛てＦＡＸにて送付して下さい。 ※ご同伴者様は（別紙２）にご記入ください。 

ＦＡＸ送付先：広報・研修部 大類・所司宛（03-3273-7648） 

卸連合会ホームページ（http://www.jpwa.or.jp/）から「参加申込書」の印刷や、ダウンロードし入 

力することも可能です。データはメールで大類まで送付下さい。E-mail：ohrui@jpwa.or.jp 

↓ 

（２）「参加申込書」を卸連合会で確認後、JTB より、IFPW本部へ一括代行にて登録致します。                          

↓ 

（３）「総会登録料」及び「総会期間中のホテル宿泊代」を事前に一括電信送金を行います。 

↓ 

（４）送金代行のJTBより、IFPW本部へ送金後、ご登録者（参加申込者）へ「総会登録料とトランプインタ

ーナショナルホテルの宿泊代の請求書をお送りします。（請求書受取り後、お支払い願います。）                    

↓ 

（５）上記以外の旅行代金は、ご出発の１ヶ月前までに JTB より請求書が送付されます。 

※1. IFPW 本部から登録完了後に、各ご登録者（参加申込者）へ「登録番号」の連絡が入りますので、

「登録番号」を卸連合会事務局までお知らせ下さい。 

 

４．早期登録申込（卸連合会への申込書送付）締切り   6月 25日(月) 

 

５．お問合せ先  

［登録申込みに関する問い合わせ］ 

卸連合会事務局 広報・研修部  大類・所司  

TEL 03-3275-0981 FAX 03-3273-7648 

 

［ツアー内容に関するお問い合わせ先］ 

(株)JTB 名古屋事業部 法人事業  

愛知県名古屋市中村区平池4-60-12 グローバルゲート6Ｆ 

TEL 052-551-2414  FAX 052-446-5079 

担当：安藤 弘之／高橋 幸一 

http://www.jpwa.or.jp/

