
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ツアー代金（お１人様あたりの料金／大人）※小人料金の設定はありません。 

                                  ※1名 1室利用料金にはシングル利用 18,000円が含まれております。 

■ツアースケジュール 

日 付        行          程  

3/14 

(土) 

【A プラン】    集合 羽田空港国際線ターミナル 10:30頃集合 

東京/羽田(12:40発) 全日空/直行便利用 台北/松山空港(15:50着) 

【B プラン】    集合 台北/松山空港口 16:00頃集合 

【A/B プラン】 バスにてホテルへ移動 ＝ ホテル(18:00頃着) チェックイン 

台北市内レストランにて『ウェルカム懇親パーティー開催』。 

台北市内（泊） 

3/15 

(日) 

【A/B プラン】  台北郊外観光へご案内！ 人気の九分や十分など観光。〝どこでメンバーと逢えるかは当日までのお楽しみ！ 

夕刻、市内ライブハウスにて『SING LIKE TALKINGアコースティックミニライブ in台北』を開催。 

終了後、ご夕食と士林夜市観光へご案内します。 

台北市内（泊） 

3/16 

(月) 

お別れセレモニー（ツアー限定お土産のお渡します。） 終了後に【B プランは解散】 

【A プラン】    台北市内観光へご案内（龍山寺、中正紀念堂など）、 観光後、台北/松山空港へ 

台北/松山空港(13:30発) 全日空/直行便利用 羽田空港(17:30着) ※着後、解散 

※当日の天候や現地の事情により予告なくスケジュールが変更になる場合がございます。 

ＦＣツアー特典（予定*内容は変更となる場合がございますので予めご了承下さい。）                  
＃１ メンバーとウェルカム懇親パーティー《素敵な賞品などが当たるゲームも予定しております。》 

＃２ 参加者限定！SING LIKE TALKINGアコースティックミニライブ in台北へご招待。 

＃３ 台北郊外観光（一部、メンバーも参加予定） 

＃４ フォトタイム《メンバーとのメモリアルフォト》 

＃５ ツアー限定オリジナルグッズプレゼント(旅のしおり・オリジナルコラボお土産など) 

以下のプランからお選びください。 ご旅行代金 

Ａ 
プラン 

3/14(土)～3/16(月) 
2泊 3日 

フライト付プラン 

（羽田空港発着） 

２名１室 １名１室 

￥238,000- ￥256,000- 

Ｂ 
プラン 

3/14(土)～3/16(月) 
2泊 3日 現地参加型プラン 

２名１室 1名１室 

￥178,000- ￥196,000- 

2020_03.14sat-03.16mon 

Official  
Fan Club  

Tour 



■ご旅行代金に含まれるもの 

【Aプラン】 国際線航空運賃(羽田空港発着:エコノミークラス/空港使用料･国際観光旅客税･燃油サーチャージ含む)、 

日程表記載の現地交通費及び見学料金、宿泊代 2泊、食事(朝 2回･昼 1回･夕 2回) 

＊夕食 1回はウェスカムパーティーを含みます。ウェルカムパーティー時の飲料、、添乗員同行諸費用 

【Ｂプラン】 Aプランに往復の国際線航空運賃が含まれておりません。 

■ご旅行代金に含まれないもの 

集合場所までの交通費、上記以外の飲食費用、その他個人的な費用 

■募集人員   80名様 ＊お申込が多数の場合には抽選になりますので予めご了承下さい。 

■最小催行人員 40名様  

■ご宿泊施設について  シーザーメトロホテル 又は 同等クラス  

            ご旅行条件書（抜粋） お申込み前に必ずご一読下さい。           
※20歳未満の方が単独でご参加の場合は『親権者の同意書』が必要です。同意書が必要な方は、お電話もしくはメールにてお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【旅行企画・実施】 国際興業株式会社 トラベルサービス部（国際興業トラベル）  

観光庁長官登録旅行業第 1948号 総合旅行業務取扱管理者 飯田次郎 〒104-8460東京都中央区八重洲 2-10-3  

TEL 03-3273-2851 FAX 03-3273-2872 担当：上田・篠崎  
         受付時間 平日 10:00～17:30 ・定休日：土日・祝祭日  

 メールアドレス t-ueda@kokusaikogyo.co.jp 

１．お申込方法   ①FCツアー専用サイトよりお申込書と渡航お伺い書をダウンロードして頂き、必要事項をご記入の上、FAX又は 

メール(添付)にてお申込み下さい。  

②WEBからのお申込みの場合、お申込みフォームから必要事項を入力の上、お申込み頂き、別途 渡航お伺い書 

をダウンロードして、必要事項をご記入の上、FAX又はメール(添付)にてお申込み下さい。  

         FAX番号 東京(03)-3273-2872  メールアドレス t-ueda@kokusaikogyo.co.jp 
※お電話でのお申込みは承っておりません。 

２．ツアー催行確定のご連絡  申込締切後に催行確定をメール又は FAXにてご案内いたします。 
 

３．ご旅行代金のお支払い   ツアー催行確定後にお申込代表者様宛にメール又は郵送にて入金案内をご案内させて頂きます。 

お支払方法は銀行振込のみになります。所定の入金期日までにお振込みをお願い致します。 

※原則として、弊社より入金確認のご連絡はございませんので、あらかじめご了承ください。 

最終案内の発送をもって入金連絡に代えさせていただきます。 

※お申込をキャンセルされる場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。（取消料に関しましては下記をご参照下さい。 

※ご入金の確認ができない場合、お申込みを無効とさせていただく場合もございます。 

４．集合場所のご案内      ご出発１週間前頃までにお手元に届くように最終案内を郵送させて頂きます。（お申込代表者様へ一括） 

※ご入金が確認出来次第、郵送にて【出発案内】をお送り致します。住所不備により届かない場合がございます。 

万が一、出発間際になってもお手元に届かない場合につきましては、弊社営業時間内にご連絡ください。 

TEL：03-3273-2851(平日 09：30-18：00) 土日祝 定休 

５．ツアー当日          日程表記載の集合時間までにご乗車場所にお越し下さい。 

集合時間に遅れる場合や、当日のキャンセルなどは、必ず緊急連絡先までご連絡ください。 

何かございましたら、当日の緊急連絡先としてお伝えしている電話番号へご連絡ください。 

1．募集型企画旅行契約 

この旅行は、国際興業株式会社（以下「当社」と言い

ます）が企画・募集し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」と言います）を締結することになりま

す。旅行契約の内容・条件は各コースごとに記載され

ている条件および下記条件のほか出発前にお渡しす

る最終旅行日程表（確定書面）並びに、当社の旅行業

約款（「募集型企画旅行契約」の部）によります。 

2．旅行の申し込み 

所定の申込書に必要事項をご記入いただき、申込金を

添えてお申込みください。申込金は旅行代金若しくは

違約金のそれぞれ一部として取り扱います。 

3．契約の成立 

募集型企画旅行契約は当社らが契約の締結を承諾し

申込金を受領したときに成立するものをします。 

通信契約の場合は、申し込みを承諾する旨の通知をメ

ール・ファクス・留守番電話等で行う場合は、当該通

知がお客様に到達した時に成立します。 

4．確定書面（最終日程表）の交付 

当社は、お客様に集合時刻、宿泊期間、利用輸送機関

の名称の業務状況を記載した最終旅行日程表を遅く

とも旅行開始日の 12 日前頃までにお渡しいたしま

す。 

 

 

 

５.旅行代金のお支払 

旅行代金（申込金を引いた残額）は旅行開始日の前日から起算してさ

かのぼって 20 日前までに全額お支払いいただきます。ただし、旅行

開始日の前日から起算して 19日前以降にお申込みされた場合は、お

申し込み時に全額お支払いただきます。 

６.旅行代金に含まれるもの 

旅程日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、旅行取

扱料金、消費税等の諸税、及び特に明示したその他の費用等 

※往復乗船代（東海汽船大型船 竹芝⇔大島）、宿泊代、送迎、昼食 

７.取消料 

契約成立後、お客様の都合で契約を解除する場合、旅行代金に対して

お客様１名につき別表の料率で取消料をいただきます。なお、複数人

数でのご参加で一部のお客様が契約を解除される場合は、ご参加のお

客様から運送・宿泊機関等の（１台・１室あたり）のご利用人数変更

に対する差額代金をそれぞれいただきます。 

 

解除時期等 取消料・違約料 

旅行開始日の前

日から起算して

さかのぼって 

40 日目にあたる日

以降～31 日目にあ

たる日以前の解除 

旅行代金の 10％ 

30 日目にあたる日

以降の解除 
旅行代金の 20％ 

７日目にあたる日

以降の解除 
旅行代金の 30％ 

旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の 40％ 

旅行開始当日に解除する場合 旅行代金の 50％ 

無連絡不参加及び旅行開始後に解除 旅行代金の 100％ 

 

8．個人情報のお取扱いについて 

当社らは、旅行申し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手配及びそれらの

サービス受領のための手続きに必要な

範囲で利用させていただきます。 

９．その他 

天候等の利用により現地において延泊

の必要がある場合の宿泊およびそれに

係る費用はお客様負担となります。 

 

この旅行代金及び旅行条件は 2019 

年 12 月１日現在の料金･為替を基準に

作成しております。その他、詳細につい

ては国際興業株式会社までお問い合わ

せください。 

mailto:t-ueda@kokusaikogyo.co.jp
mailto:t-ueda@kokusaikogyo.co.jp


申込先 FAX：03-3273-2872（担当：上田）行 

2020 SING LIKE TALKING in 台北 
当ツアーは SING LIKE TALKING公式ファンクラブ“TALK LIKE SINGING”会員様限定となります。 

非会員の方は別途入会のお手続きが必要となります。それぞれのお手続き方法は以下リンク先にてご確認ください。 

TALK LIKE SINGING ⇒https://singliketalking.jp/talklikesinging 

＊お申込みには別途『渡航お伺い書』が必要となります。(お一人様づつ記入が必要となります。) 

               参加申込書(代表者様用) 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
 連絡先（アパート・マンション名 明記）  

 

〒   -            

 

都・道・府・県 
代表者 

 

返信方法 

（レ点） 

男 ・ 女  
   （   才）    

□ 自宅電話     （       ） 

□ ＦＡＸ       （       ） 

□ 携帯電話           (           ) 

□e-mail                     ＠                     

人数          名（代表者を含めて）  ※男女内訳（男     名  /  女     名）  

部屋割     名  X     室         名  X     室         名  X     室   合計       室 

以下のご希望プランにレ印チェックをお願いします。最終の出発案内はお申込みの代表者様へ一括して発送させて頂きます。 

□A プラン(フライト付) 2 名 1 室利用  □B プラン(現地参加) 2 名 1 室利用 

□A プラン(フライト付) 1 名 1 室利用 □B プラン(現地参加) 1 名 1 室利用 

 同行者様会員番号 同行者様名 フリガナ 性別 年齢 

1      

2      

3      

4      

※当ツアーは会員限定ツアーになます。お申込書には必ず会員番号をご記入下さい。 

※対象期日内に新規会員登録された方で会員番号の通知前のお申込みの場合は、お申込み後、後日通知後に会員番号のご連絡をお願い

します。 

※満席の場合は、締切後に抽選とさせていただきますので予めご了承下さい。ご予約確定後に弊社よりご連絡いたします。 

備考（お客様の要望などをご記入ください）＊複数のお部屋の場合は部屋割りをご記入下さい。 

 FAX拝受 
致しました。 

/ 受付  印 

 

会員番号：号 


