
日付 発着地・都市 時間 交通 スケジュール 食事

１ 2017年
5/21（日）

羽田発
台北着

松山空港発
台北

台北

10：05
12：30
13：15
15：00

18：00

NH851

専用車

羽田より全日空にて台北（松山）へ
台北（松山）到着
松山空港より専用車にて移動
●オリエンテーション

・台湾政府要人の挨拶（予定） ・臥龍講話
○交流懇親会 （台北：シェラトングランデ台北ホテル 泊）

機内

夕食

２ 5/22（月）

ホテル発
鶯歌

鶯歌
台中

台中

8：30
9：15

12：00
15：00

18：00

専用車
○ホテルにて朝食
ホテル出発
●南俊國際股份有限公司(REPON）訪問

＜装飾家具・キャビネット製造メーカー＞
○レストランにて昼食
●般若科技股份有限公司(SOLAS)訪問

＜モーターボート、ジェットスキーのプロペラ製造メーカー＞
○交流懇親会 （台中：ランディス台中ホテル 泊）

朝食

昼食

夕食

３ 5/23（火）

ホテル発
嘉義

台南

8：30
10：30

15：00
18：00

専用車

○ホテルにて朝食
ホテル出発
●八田與一氏ゆかりの地訪問＆昼食
（烏山頭水庫風景区、八田記念公園、八田與一氏の銅像、記念館、放水区、
大堰）
台南へ移動
○レストランにて夕食 （台南：シルクスプレイス台南ホテル 泊）

朝食

昼食

夕食

４ 5/24（水）

ホテル発
台南駅発
台北駅着

台北

松山空港
台北発
羽田着

8：30
9：13
10：59
11：30

14：45
16：45
20：50

専用車
台湾高鐡
専用車

NH854

○ホテルにて朝食
ホテル出発
台湾高鐡にて台北へ移動（台南駅→台北駅）
台北駅到着後、専用車にて移動
○鼎泰豊にて昼食＆経営陣による講話（予定）
●大古鐵器（TAKU IRONWARE）見学
松山空港到着後、搭乗手続き
台北（松山）より全日空にて帰国の途へ
羽田空港到着後税関を経て解散

朝食

昼食

機内

※お申込は、裏面の申込用紙に必要事項をご記入の上、お申込下さい。 締切：2017年3月17日(金)

※この旅程は、現行の時刻表に基づいて作成したものであり、航空機の都合により変更する場合もあります。◆視察スケジュール

【基本視察費用に含まれるもの】
日本～台北間往復航空券代（エコノミー）
宿泊代（２名１室）、朝食3回、昼食3回、夕食3回、空港～
ホテル間往復送迎代、視察費、講演費、観光費、通訳代、
添乗費用

【視察費用に含まれないもの】
航空諸税（約¥6,870）、各自必要な諸経費
羽田空港までの交通費、飲食飲物代（10,000円）
＊上記の燃油サーチャージは確定した時点での料金が
適用されます。また、確定後も変動する場合があります。

【お問合せ先】 ツアー事務局：ジェイマインズ㈱
TEL：03-5215-8766（大山）

●募集人員： ２０名様（定員になり次第締め切ります） ※最少催行人数１５名

●視察費用：２６５，０００円/名 （エコノミークラス／ホテル1名利用）
★ビジネスクラス利用差額料金： ９９，０００円/名
★2名部屋利用返金額：３６，０００円/名
（注）予約日によって国際線航空運賃が上がる場合があります。

●航空会社： 全日空又は日本航空
●ホテル： 台北（シェラトングランデ台北ホテルクラス）

台中（ランディス台中ホテルクラス）
台南（シルクスプレイス台南ホテル クラス）

●利用空港:羽田空港 ※他空港からは羽田空港までご移動下さい。
●添乗員：1名

【主 催】㈱企業家ネットワーク 経営誌『企業家倶楽部』
【団 長】㈱角田識之事務所 臥龍（がりゅう）こと角田識之
【手配コーディネート会社】 ジェイマインズ㈱

・台湾企業の経営指導２７年の感動経営伝道師・臥龍によるオリエンテーション講話（台湾の歴史と日本精神）

・世界一企業、南俊國際股份有限公司(REPON）、般若科技股份有限公司(SOLAS）訪問＆交流

・台湾企業経営者との交流

・台湾で最も尊敬される日本人「八田與一氏」ゆかりの地訪問

世界一企業と日本精神を訪ねる感動の台湾ツアー

～台湾感動経営企業と八田與一氏の軌跡を探訪～

2017年5月21日（日）～24日（水）3泊4日 費用：265,000円 /エコノミー・1名部屋

台湾の超優良企業から学び・交流し台湾で最も尊敬される日本人、八田與一氏の偉業を共に感じませんか？



世界一企業と日本精神を訪ねる感動の台湾ツアー 申込書 5/21～5/24

■お申込み → FAX ：03-5215-8767 ジェイマインズ㈱ 担当：大山

主催･企画：㈱企業家ネットワーク 経営誌『企業家倶楽部』

東京都千代田区岩本町3-11-1 ℡：03-5835-0502
旅行手配：ジェイマインズ株式会社 東京都知事登録旅行業第2‐4980号

東京都千代田区三崎町2-7-6 高松ビル8Ｆ ℡：03-5215-8766 Fax：03-5215-8767 担当：大山

ローマ字
（ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄと同じ） 生年月日 年 月 日（ 歳）

お名前
性 別 □男 ・ □女

E-MAIL

現住所
（〒 － ）

自宅ＴＥＬ 自宅ＦＡＸ 携帯ＴＥＬ

勤務先名 役職

勤務先住所
（〒 － ）

勤務先TEL － － 勤務先FAX － －

旅券（ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ） 旅券番号： 有効期間満了日： 年 月 日

部屋タイプ □一人部屋 ・ □二人部屋（同室者名： ）

出発空港 □羽田空港（基本） ・ □その他空港（ 空港） ＊原則羽田空港にご集合頂きます

航空機クラス □エコノミークラス ・ □ビジネスクラス ＜座席希望 □窓側 / □通路側＞

渡航中
連絡先

氏名 続柄 TEL － －

住所

ご請求書の宛名・宛先 ご請求書名： □会社名 □個人名 ご郵送先： □会社 □自宅

海外旅行保険 □申込む （ タイプ) 下記参照 ＜１５～６９歳・４日間の場合です＞ □申込まない

タイプ名（保険期間：4日間） ９６Ｒ ９４Ｒ ９３Ｒ ９２Ｒ

傷害死亡 １億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円

傷害後遺障害（後遺障害の程度に応じて） 150万～5千万円 150万～5千万円 90万～3千万円 60万～2千万円

治療・救援費用（支払限度額/1事故・1疾病あたり） 無制限 無制限 無制限 無制限

緊急歯科治療費用（支払限度額） 10万円 10万円 10万円 10万円

疾病死亡 3,000万円 3,000万円 1,000万円 500万円

個人賠償責任（支払限度額/1事故あたり） 1億円 1億円 1億円 1億円

携行品（携行品1つあたり10万円限度乗車券・航空券などは5万円限度） 30万円 30万円 30万円 30万円

旅行事故緊急費用（支払限度額） 5万円 5万円 5万円 5万円

保険料 ９，５００円 ７，４５０円 ５，７５０円 ５，１２０円

旅行条件（要約） お申し込みの際には必ず旅行条件書(全文）をお受け取りいただき事前にご確認の上お申し込み下さい。

■受注型企画旅行契約:この旅行は、㈱企業家ネットワーク経営誌『企業家倶楽部』が企画･実施しジェイマインズトラベ
ル（以下、「当社」という)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受注型企画旅行契約を締
結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文)、出発前にお渡しする最
終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部によります。
■お申込み、及び契約成立時期:(1)所定の申し込み書に所定の事項を記入し、下記のお申し込金を添えてお申し込み
下さい。お申し込み金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。(2)電話、郵便、ＦＡＸ等その他の通信手段
でお申込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内に申し込み書の提出と申込金の支払い
をしていただきます。(3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申し込み金を受領した時に成立するものとします。
(4)お申し込み金(お一人様)30,000円
■旅行代金のお支払い:旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって21日目にあたる日より前(お申し込みが間際の
場合は当社が指定する期日までに)にお支払い下さい。
■取消料:旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除する時は、次の金額を取消料として申し受けます。(お一人
様)
１）旅行開始日の40日前から31日前までの解除（旅行代金の１０％）２）旅行開始日の30日前から8日前までの解除（旅
行代金の２０％） ３）旅行開始日の7日前から3日前までの解除（旅行代金の３０％）
４）旅行開始日の2日前から1日前までの解除（旅行代金の５０％） ５）旅行開始日当日以降に解除又は無連絡不参
加（旅行代金の１００％） 〔その他別途取消料〕航空会社・ホテルの取消規定に従い取消料が発生します。＊航空
会社規定取消料（３０，０００円～） ＊ホテル規定取消料（宿泊費用全額が発生する場合あり）
■旅行代金に含まれるもの
・旅行日程に明示した運送機関の運賃･料金（注釈のないかぎりエコノミークラス)
・日程表中の宿泊費及び税･サービス料(2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)・食事代・交通費（現地送迎代含
む)*これらの費用はお客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻し致しません
■旅行代金に含まれないもの（前項の他は旅行代金に含まれません。その他一部を例示します)
・渡航手続き費用 ・超過手荷物料金、必要とされる空港税、旅客施設使用料等
・現地での支払が必要なもの ・日程表に含まれない食事代・交通費・宿泊費・個人的な諸費用

■旅程保証
当会らは旅行業約款（旅程保証）に基づき、契約内容の重大な変更が生じた場合には「変更補償金」を
お支払いいたします。詳しくは別途交付する旅行条件書でご確認下さい。
ただし、天災、戦乱、外国の官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止に基づく場合には、
この限りではありません。
■お客様の責任
お客様は、旅行開始後、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地に
おいて速やかにその旨を当会、または、当会の手配代行者等に申し出てください。
■その他
航空機運航上の都合その他の理由により旅行の実施が困難な場合はその旅行を取りやめることがあります
のでご了承下さい。
■個人情報の取扱いについて
(1)当社は、旅行申込みの際に提出または入力された申込み用紙等に記載された個人情報について、お
客様との間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
期間等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただ
きます。
(2)当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物
店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名･パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る
個人情報を予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。尚、これらの個人情報の提供の停
止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し付け下さい。
■海外旅行保険へのご加入のすすめ
より安心して旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難などに備えて海外旅蠀保険に必ずご加
入されることをおすすめします。
●企画・実施旅行会社 ジェイマインズトラベル 東京都知事登録旅行業 第2-4980号

東京都千代田区三崎町2-7-6高松ビル8F ℡(03) 5215-8766 FAX(03) 5215-8767
担当:大山 祥 総合旅行業務取扱管理者: 三浦 忠


