
2017年8月10日 井上

　　　２０１８年０２月２８日（水）～０３月０２日（金）　３日間　
＜ご日程表＞

月・日（曜日） 地名 現地時間 交通機関 ご予定 食事

０２月２８日（水）

成田空港 発 18:05 JL811 一路、高雄へ DD:　機内

1 高雄 着 21:45 専用車 ご到着後、ホテルへ

（漢来大飯店泊）
０３月０１日（木） 高雄 午前 自由行動 BB : ホテル

＜日台ロータリー親善会議ご参加＞ LL　:  ー

12:00～14:00 ・登録受付

2 13:30～14:10 ・ご入場

14:10～17:30 ・親善会議　（途中休憩2回） DD:　晩餐会 

18:30～20:30 ・晩餐会

（漢来大飯店泊）
０３月０２日（金） 高雄 専用車 空港へご案内致します。 BB : ホテル

高雄 発 9:55 JL812 一路、帰国の途へ DD: 　機内

3 成田空港 着 14:15
お疲れ様でございました。

＜ホテルリスト＞
＊下記のホテルを予定しております。

地名

<日本航空（JL）エコノミークラスご利用のご旅行代金>

＊最小催行人員　２５名様

東京都千代田区有楽町１－10－1有楽町ビル718
   ＴＥＬ： 03-6273-4778  FAX： 03-6273-4779　
　（担当：井上康史）

お一人様　￥128,000-　（二人部屋利用）

＊ビジネスクラス追加代金　　￥60,000-
＊1人部屋追加代金　　　　  　￥22,000-

＊ツアー募集期間　：　２０１７年１２月２２日（金）まで

＊「日台ロータリー親善会議」会議自体の登録は別に申し込みが必要になります。

ホテル名 住所・連絡先

高雄 漢来大飯店
高雄市成功一路２６６号

TEL：+886-7-2161766   FAX：+886-7-2161966

＊全て8月10日現在のお時間・金額でございます。

日台ロータリー親善会議　 高雄 ２泊３日 （A コース・JL利用）

＜日本航空・JL＞ ご集合：16時05分 ＊成田空港第２ターミナル

＜日本航空・JL＞



2017年8月10日 井上

　　　２０１８年０２月２８日（水）～０３月０２日（金）　３日間　
＜ご日程表＞

月・日（曜日） 地名 現地時間 交通機関 ご予定 食事

０２月２８日（水）
羽田空港 発 10:35 BR189 一路、台北へ

台北松山 着 13:30 LL:   機内

1 ＊高雄までは新幹線をご利用頂きます。

台北松山 発 14:46 新幹線 651 乗り継いで高雄へ

左営（高雄） 着 16:45 専用車 ご到着後、ホテルへ
DD:　　－ 

（漢来大飯店泊）
０３月０１日（木） 高雄 午前 自由行動 BB : ホテル

＜日台ロータリー親善会議ご参加＞ LL　:  ー

12:00～14:00 ・登録受付

2 13:30～14:10 ・ご入場

14:10～17:30 ・親善会議　（途中休憩2回） DD:　晩餐会 

18:30～20:30 ・晩餐会

（漢来大飯店泊）
０３月０２日（金） 高雄 BB : ホテル

＊台北までは新幹線をご利用頂きます。

左営（高雄） 発 10:55 新幹線 120
台北　 着 12:31 専用車 市内のレストランで昼食の後、 LL: 京鼎楼　

3 空港へご案内致します。 （小籠包）

台北松山 発 16:05 BR190 一路、帰国の途へ DD: 　機内

羽田空港 着 19:55
お疲れ様でございました。

＜ホテルリスト＞
＊下記のホテルを予定しております。

地名

<エバー航空（BR）エコノミークラスご利用のご旅行代金>

＊最小催行人員　２５名様

東京都千代田区有楽町１－10－1有楽町ビル718
   ＴＥＬ： 03-6273-4778  FAX： 03-6273-4779　
　（担当：井上康史）

ホテル名 住所・連絡先

＊全て8月10日現在のお時間・金額でございます。

高雄 漢来大飯店
高雄市成功一路２６６号

TEL：+886-7-2161766   FAX：+886-7-2161966

＊ビジネスクラス追加代金　　￥80,000-
＊1人部屋追加代金　　　　  　￥18,000-

お一人様　￥128,000-　（二人部屋利用）

＊ツアー募集期間　：　２０１７年１２月２２日（金）まで

＊「日台ロータリー親善会議」会議自体の登録は別に申し込みが必要になります。

日台ロータリー親善会議　 高雄 ２泊３日 （B コース・エバー航空利用）

＜エバー航空・BR＞ ご集合：8時35分 ＊羽田空港国際線T

＜エバー航空・BR＞



2017年8月10日 井上

　　　２０１８年０３月０１日（木）～０３月０３日（土）　３日間　
＜ご日程表＞

月・日（曜日） 地名 現地時間 交通機関 ご予定 食事

０３月０１日（木）
羽田空港 発 7:25 CI223 一路、台北へ

台北松山 着 10:20 LL:   機内

1 ＊高雄までは新幹線をご利用頂きます。

台北松山 発 11:31 新幹線 125 乗り継いで高雄へ

左営（高雄） 着 13:05 専用車 ご到着後、そのまま会場へ

＜日台ロータリー親善会議ご参加＞ LL　:  ー

12:00～14:00 ・登録受付

13:30～14:10 ・ご入場

14:10～17:30 ・親善会議　（途中休憩2回） DD:　晩餐会 

18:30～20:30 ・晩餐会

（君鴻国際酒店泊）
０３月０２日（金） 高雄 専用車 BB : ホテル

＊台北までは新幹線をご利用頂きます。

左営（高雄） 発 10:55 新幹線 120
2 台北　 着 12:31 専用車 市内のレストランで昼食の後、 LL: 京鼎楼　

ホテルへご案内致します。 （小籠包）
DD:　　－ 

（リージェントホテル泊）
０３月０３日（土） 台北 午前 ご出発まで自由行動 BB : ホテル

（OP：美麗華ゴルフ場、 LL　:  ー

3 専用車 　　　　 桃園ゴルフ場 等手配中）

台北松山 発 18:25 CI222 一路、帰国の途へ DD: 　機内

羽田空港 着 22:05
お疲れ様でございました。

＜ホテルリスト＞
＊下記のホテルを予定しております。

地名

<中華航空（CI）エコノミークラスご利用のご旅行代金>

＊最小催行人員　２５名様

東京都千代田区有楽町１－10－1有楽町ビル718
   ＴＥＬ： 03-6273-4778  FAX： 03-6273-4779　
　（担当：井上康史）

＊「日台ロータリー親善会議」会議自体の登録は別に申し込みが必要になります。

ホテル名 住所・連絡先

＊全て8月10日現在のお時間・金額でございます。

高雄 君鴻国際酒店
高雄市苓雅区自強三路1号37-85階 

TEL：+886-7-5668000   FAX：+886-7-5668080

台北 リージェントホテル 台北
台北市中山北路二段39巷3号

TEL：02-2523-8000    FAX：02-2523-2828

＊ビジネスクラス追加代金　　￥62,000-
＊1人部屋追加代金　　　　  　￥28,000-

＊ツアー募集期間　：　２０１７年１２月２２日（金）まで

日台ロータリー親善会議　 高雄・台北 ２泊３日 （ Cコース・中華航空利用 ）

＜中華航空・CI＞ ご集合：5時25分 ＊羽田空港国際線T

＜中華航空・CI＞

＊終了後、ホテルへお送りします。

＊登録時間ぎりぎりとなりますのでご了承ください。

お一人様　￥138,000-　（二人部屋利用）



2017年8月10日 井上

　　　２０１８年０２月２８日（水）～０３月０３日（土）　４日間　
＜ご日程表＞

月・日（曜日） 地名 現地時間 交通機関 ご予定 食事

０２月２８日（水）
羽田空港 発 10:35 BR189 一路、台北へ

台北松山 着 13:30 LL:   機内

1 ＊高雄までは新幹線をご利用頂きます。

台北松山 発 14:46 新幹線 651 乗り継いで高雄へ

左営（高雄） 着 16:45 専用車 ご到着後、ホテルへ
DD:　　－ 

（君鴻国際酒店泊）
０３月０１日（木） 高雄 午前 専用車 自由行動 BB : ホテル

＜日台ロータリー親善会議ご参加＞ ＊ホテル・会場間 送迎有り LL　:  ー

12:00～14:00 ・登録受付

2 13:30～14:10 ・ご入場

14:10～17:30 ・親善会議　（途中休憩2回） DD:　晩餐会 

18:30～20:30 ・晩餐会

（君鴻国際酒店泊）
０３月０２日（金） 高雄 専用車 BB : ホテル

＊台北までは新幹線をご利用頂きます。

左営（高雄） 発 10:55 新幹線 120
3 台北　 着 12:31 専用車 市内のレストランで昼食の後、 LL: 京鼎楼　

ホテルへご案内致します。 （小籠包）
DD:　　－ 

（リージェントホテル泊）
０３月０３日（土） 台北 午前 ご出発まで自由行動 BB : ホテル

（OP：美麗華ゴルフ場、 LL　:  ー

4 専用車 　　　　 桃園ゴルフ場 等手配中）

台北松山 発 16:05 BR190 一路、帰国の途へ DD: 　機内

羽田空港 着 19:55
お疲れ様でございました。

＜ホテルリスト＞
＊下記のホテルを予定しております。

地名

<エバー航空（BR）エコノミークラスご利用のご旅行代金>

＊最小催行人員　２５名様

東京都千代田区有楽町１－10－1有楽町ビル718
   ＴＥＬ： 03-6273-4778  FAX： 03-6273-4779　
　（担当：井上康史）

日台ロータリー親善会議　 高雄・台北 ３泊４日 （ Dコース・エバー航空利用）

ホテル名 住所・連絡先

高雄 君鴻国際酒店
高雄市苓雅区自強三路1号37-85階 

TEL：+886-7-5668000   FAX：+886-7-5668080

＜エバー航空・BR＞

＜エバー航空・BR＞ ご集合：8時35分 ＊羽田空港国際線T

＊ビジネスクラス追加代金　　￥80,000-
＊1人部屋追加代金　　　　  　￥37,000-

お一人様　￥168,000-　（二人部屋利用）

＊ツアー募集期間　：　２０１７年１２月２２日（金）まで

＊「日台ロータリー親善会議」会議自体の登録は別に申し込みが必要になります。

台北 リージェントホテル 台北
台北市中山北路二段39巷3号

TEL：02-2523-8000    FAX：02-2523-2828

＊全て8月10日現在のお時間・金額でございます。



2017年8月10日 井上

　　　２０１８年０２月２８日（水）～０３月０３日（土）　５日間　
＜ご日程表＞

月・日（曜日） 地名 現地時間 交通機関 ご予定 食事

０２月２８日（水）
羽田空港 発 10:35 BR189 一路、台北へ

台北松山 着 13:30 LL:   機内

1 ＊高雄までは新幹線をご利用頂きます。

台北松山 発 14:46 新幹線 651 乗り継いで高雄へ 

左営（高雄） 着 16:45 専用車 ご到着後、ホテルへ DD:　　－ 

（漢来大飯店泊）
０３月０１日（木） 高雄 午前 自由行動 BB : ホテル

＜日台ロータリー親善会議ご参加＞ LL　:  ー

12:00～14:00 ・登録受付

2 13:30～14:10 ・ご入場

14:10～17:30 ・親善会議　（途中休憩2回） DD:　晩餐会 

18:30～20:30 ・晩餐会

（漢来大飯店泊）
０３月０２日（金） 高雄 ご出発まで自由行動 BB : ホテル

ショッピングやゴルフなどを

3 お楽しみ下さい。 LL　:  ー

左営（高雄） 発 夕刻 新幹線 一路、台北へ　

台北　 着 専用車 ご到着後、ホテルへ DD:　　－ 

（リージェントホテル泊）
０３月０３日（土） 台北 終日 自由行動 BB : ホテル

ショッピングやゴルフなどを
お楽しみ下さい。 LL　:  ー

4 （OP：美麗華ゴルフ場、
　　　　 桃園ゴルフ場 等手配中） DD:　　－ 

（リージェントホテル泊）
０３月０4日（日） 台北 午前 ご出発まで自由行動 BB : ホテル

LL　:  ー

5
台北松山 発 16:05 BR190 一路、帰国の途へ DD: 　機内

羽田空港 着 19:55
お疲れ様でございました。

＜ホテルリスト＞
＊下記のホテルを予定しております。

地名

<エバー航空（BR）エコノミークラスご利用のご旅行代金>

＊最小催行人員　２５名様

東京都千代田区有楽町１－10－1有楽町ビル718
   ＴＥＬ： 03-6273-4778  FAX： 03-6273-4779　
　（担当：井上康史）

＊全て8月10日現在のお時間・金額でございます。

日台ロータリー親善会議　 高雄・台北 ４泊５日 （ Eコース・エバー航空利用）

＜エバー航空・BR＞ ご集合：8時35分 ＊羽田空港国際線T

＜エバー航空・BR＞

ホテル名 住所・連絡先

高雄 漢来大飯店
高雄市成功一路２６６号

TEL：+886-7-2161766   FAX：+886-7-2161966

台北 リージェントホテル 台北
台北市中山北路二段39巷3号

TEL：02-2523-8000    FAX：02-2523-2828

お一人様　￥188,000-　（二人部屋利用）
＊ビジネスクラス追加代金　　￥80,000-
＊1人部屋追加代金　　　　  　￥56,000-

＊ツアー募集期間　：　２０１７年１２月２２日（金）まで

＊「日台ロータリー親善会議」会議自体の登録は別に申し込みが必要になります。


