2020.3.14 台北市Clapper Studioにてライブ決定。 台湾ライブを盛り上げよう！

新居昭乃 台湾LIVE鑑賞ツアー
2020 年 3 月 14 日出発

台北 3 日間

第二次募集

今なら席あります。お申込はお早めに‼

旅行代金 （2 名様 1 室ご利用・お一人様あたり）
一般

羽田発着 124,880円

（ファンクラブ会員）

（121,880円）

◎別途、羽田空港利用料・観光税(\3,710)、台北空港利用料(\2,300)、航
空保安料、燃油付加料(2019年10月現在 \5,600)が必要です。
※為替レート、燃油価格によって変動します。ご了承ください。
◎旅行代金には、ライブ入場料が含まれています

第二次締切

2019 年 １２月 ２５ 日（水）

最少催行人数 15 名
※定員となり次第、締切とさせていただきます。
※地方発着もお取り扱いいたします。ご希望の方は、お問い合わせください。

2020年
3/14
(土)

都市名
羽田

スケジュール
【午前】 羽田空港より、日本航空またはエバー航空にて、空路、台北(松山)空港へ
日本航空

JL097便 羽田 08:35 / 台北(松山) 11:40

エバー航空 BR189便 羽田 10:35 / 台北(松山) 13:30
台北

【午後】 空港到着後、ガイドと合流。市内へ。
台北一のパワースポット『龍山寺』の観光。

①

ホテルにチェックイン後、17：00 頃、ライブ会場へ。

新居昭乃 台湾LIVE をお楽しみください。

3/15
(日)

台北

【夜】 終了後、ホテルへ。

≪台北泊≫

食事

宿泊

[機内食] 昼：× 夕：×

グロリアプリンスホテルクラス

【午前】 朝食はホテルにて。午前中、自由行動。
ホテルより、台北市内レストランへ。

◎2 日目昼食は、本格台湾料理で交流会
老舗「欣葉」（予定）の台湾料理をお楽しみいただきながら、

②

新居昭乃を交えた昼食の時を持ちます。

3/16
(月)

③

台北

交流会終了後、自由行動。

≪台北泊≫

食事

宿泊

朝：○ 昼：○ 夕：×

(写真はイメージです)

グロリアプリンスホテルクラス

【午前】 朝食はホテルにて。ご出発時間まで、自由行動。
【午後】 専用車にて空港へ。台北・松山空港より、空路、羽田空港へ。

羽田

日本航空

JL098便 台北(松山)15:35 / 羽田 19:25

エバー航空 BR190便 台北(松山)16:05 / 羽田 19:55
【夜】 羽田空港着。
食事

●台湾ライブ企画

朝：○ 昼：×[機内食]

株式会社ソウルトゥソウル内 新居昭乃オフィシャルファンクラブ

Viridian Garden Club E-mail: info@araiakino.com 新居昭乃HP http://araiakino.com/
●旅行手配

東京都知事登録旅行業 第 3-3609 号

株式会社 ＨＭＣ ・ にこまるツアー http://www.nikomaru.jp/taiwan/

新居昭乃 台湾LIVE 鑑賞ツアー

【第二次募集】

■ 旅行日時

羽田発着 2020年３月１４日（土）～３月１６日（月）
■ 旅行代金 2名様1室ご利用・お一人様あたり

■ 取消料について
催行決定後～2020年1月14日まで … 15,000円
2020年1月15日～2月 9日まで
… 30,000円
2020年2月10日～3月13日まで
… 87,000円
当日または無連絡不参加
… 旅行代金の100％
※お取消しのご連絡は旅行会社の営業時間での受付となります。

■ コンサートについてのお問い合わせ

一般 124,880円 （ファンクラブ会員 121,880円）

株式会社ソウルトゥソウル内 新居昭乃オフィシャルファンクラブ

お一人部屋利用追加代金 2泊 20,000円

Viridian Garden Club

◎別途、羽田空港利用料・観光税(\3,710)、台北空港利用料(\2,300)、
航空保安料、燃油付加料(2019年10月現在 \5,600)が必要です。
※為替レート、燃油価格によって、変動します。ご了承ください。

東京都世田谷区等々力 7-19-19 １階

TEL.03-6809-7558 FAX.03-6809-7047

◎旅行代金には、ライブ入場料が含まれています

E-mail: info@araiakino.com

■ 利用航空会社

日本航空・エバー航空・

■ 利用予定ホテル

グロリアプリンスホテル (4つ星相当)

■ 旅行手配/問い合わせ先
東京都知事登録旅行業第 3-3609 号

■食事（機内食は除く） 朝 ２ 回 昼 １ 回 夕 ０ 回

（株）ＨＭＣ 「にこまるツアー」 担当: 笹岡・吉田

■ 添乗員

同行しません。

東京都台東区台東 4-30-8 宮地ビル本館７Ｆ

■ 最少催行人員

15名様

TEL.03-5812-7080 FAX.03-5812-7085

■ お申込方法 …第二次締切 2019年 １２月 ２５日（水）
(手配可能人数を上回った場合、締切予定日前に締切、以後、キャンセル
待ちとなります。お早めにお申し込みください。)

E-mail: tour@nikomaru.jp
営業時間 月～金 9:30～18：00 (土日祝休業)
旅行業務取扱管理者 笹岡真奈美
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、ご不明な点があれば、旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

① お申込書に必要事項をご記入の上、パスポートのコピー（写真面）とご一緒に、「にこまるツアー」までお送りください。
※パスポート必要有効期限（日本籍）は 2020年 6月14日以上です。未取得、更新の方は、お申込書に取得予定日もご記入ください。

② お申込金として、20,000円 (旅行代金または取消料の一部となります) を、下記口座にお振込みください。
三菱ＵＦＪ銀行 上野支店 普通口座 ５４４８４５５ カ）エイチ エム シー
※お申込書とお申込金の受領をもって、お申込み受付となります。残金は、12 月初旬頃にご請求、12月末までのお支払いになる予定です。

■ お申込書

※下記フォームに入力し、保存してメール添付、または印刷してFAXもしくは郵送にてお送りください。（株）HMC にこまるツアー 笹岡・吉田宛

FAX.03-5812-7085 E-mail: tour@nikomaru.jp 〒110-0016 東京都台東区台東 4-30-8 宮地ビル本館 7F
ご参加者氏名

男性

女性

ファンクラブ
会員番号
生年月日

パスポートのスペル
（〒

年

月

日

）

ご住所
TEL

FAX

携帯

メールアドレス
※当旅行の案内に活用させていただきます。パソコン(nikomaru.jp)からのメール受信可能なアドレスにてご記入ください。
海外旅行保険
お１人部屋／ 相部屋
のご希望
渡航中の
日本緊急連絡先

不要

案内希望 ※希望者には、後日、旅行会社より、AIG旅行保険のご案内をいたします。

お１人部屋を希望

相部屋を希望

（同室希望者

）

※相部屋ご希望の方でも、組み合わせで相部屋になる方がいない場合には、お１人部屋追加代金が発生します。

お名前

続柄・関係（

）

TEL / 携帯
パスポート未取得の方は取得予定日を、持病をお持ちの方、妊娠中の方、特別な配慮の必要な方は内容をご記入ください。

その他の連絡事項
(パスポート取得予定日)

パスポートのコピーもご一緒にお送りください (未取得、更新が必要な方は取得予定日をお知らせください) 。

