AIDS Walk 2012 と ブルックリン美術館 アートツアーで、キース・へリングが駆け抜けた軌跡を追う６日間

アートツアー概要
開催地 ニューヨーク
主催者 株式会社キースジャパン
開催期間 2012年5月18日（金）～23日（水）4泊6日
プログラム

10:30
11:00
14:00
18:00

19日：アートツアー

ホテル集合
ブルックリン美術館
チェルシーアートツアー
解散

梁瀬薫(Kaoru Yanase)氏同行。アート・プロデューサー＆
ジャーナリスト。中村キース・ヘリング美術館顧問。
AICA（国際美術評論家連盟米国支部）評議員。
20日：エイズウォーク2012

8:00 ホテル集合
8:30 受付
9:15 オープニングセレモニー
10:00 スタート
12:00 解散
18:00 ホテル集合
アフターパーティーには

月日(曜)
5/18（金）
5/19（土）
5/20（日）
5/21（月）
5/22（火）
5/23（水）

都市名
交通機関 時間
概要
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バス
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ニューヨーク発 航空機 は午後
空港へ
発 空路にて帰国
東京（成田）着
午後着 着後、解散

エイズウォーク・ニューヨーク2012

今年で27回目を迎えるエイズウォーク。ニューヨークでは、ゲイ・コミュニティーだけで
なく、学校、企業、病院を含め、毎年、市を上げての大イベント。このツアーの皆さまは
キース・ヘリング財団チームの一員としての参加となり、大手銀行、企業、メディアなどと
同じ、ゴールデン・ウォーカーと呼ばれる特別チームです！毎年、キース・ヘリング財団
チームの参加者のみに配布される、ヘリングのオリジナルTシャツに大注目！
キース・ヘリングの大規模な初期作品展 Keith Haring 1978−1982
Sushi（Atsushi Sakai）氏参加。『セックス・アンド・ザ・シティ』の
衣裳を担当したパトリシア・フィールド（Patricia Field）氏の右腕 初期作品展としては、最大規模の特別展。会場ではヘリングが映像作品に使用した
でもあり同ブランドのクリエイティブ・ディレクター。NYを拠点に 音楽が流れ70’s 80’sのニューヨークのダウンタウンカルチャーの躍動感に溢れています
世界で活躍する、中村キース・ヘリング美術館アドバイザー。 また、併設されているショップではキース・ヘリングのグッズも販売されています。
■ 旅行代金 245,000円 （エコノミークラス、2名1室利用のおひとり様あたりの料金です）
*上記旅程は予告なく変更になることがございます。
■ 燃油サーチャージ・空港諸税・旅客保安サービス料・現地空港税が
■利用予定航空会社：AA,JL,UA,DL,NH
別途必要です。（レートにより変動します。4/1現在 54,410円）
■利用予定ホテル：Andaz 5th Avenue- a Hyatt Hotel クラス
■ エイズウォーク参加料、アートツアー代（美術館入館料）、アフターパーティー代 ■募集人員 20名様 ■最少催行人員： 10名様
（夕食付）は含まれております。■その他、お食事代は含まれておりません。 ■申込締切日 ： 第一次締切日： 2012年4月18日（水）
第二次締切日： 4月27日（金）（別手配）
■ お一人部屋利用追加代金 52,000円（4泊分）
■ 添乗員：同行しませんが、現地係員が一部お世話致します。 満員になり次第締切、締切を過ぎた場合は、別途お手配のご相談をさせていただきます
ブルックリン美術館

募集要項・旅行条件

旅行代金に含まれるもの
①航空運賃：日程表に記載された区間、エコノミークラス団体航空運賃
②宿泊料金：ホテルツインルーム（2名1室利用）
③利用交通機関の料金：日程に記載された団体行動中の乗り物料金
④手荷物料金：運輸機関の規定の手荷物料金
⑤団体行動中の税金・チップ
⑥バス料金：日程に記載されたバス料金
⑦食事代： 朝食0回、昼食0回、夕食1回（機内食を除く）
※上記はお客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しは致しません。
※旅行代金の算出基準日：2012年4月01日
旅行代金に含まれないもの
上記以外は旅行代金に含まれませんが、ご参加にあたって
通常必要となる費用を例示します。
①旅券印紙代・証紙代（5年間有効：11.000円 10年間有効：16.000円）
②ESTA（エスタ：米国渡航認証）US$14 （申請代行手数料 3,150円）
②超過手荷物料金（2個まで無料：航空会社により異なります）
③傷害、疾病に関する医療費
④任意の海外旅行保険料
⑤個人的な費用： 規定を超える料金・税金・クリーニング代
電報・電話代、飲物代、その他個人的と認められる諸費用。
お土産品及び持ち込み品にかかる関税など
⑥国内交通費：自宅から発着空港間往復の国内交通費
⑦成田空港施設使用料：2,040円 ⑧旅客保安サービス料：500円
⑨燃油サーチャージ：47,000円（4月1日現在 *レートにより変動します）
⑩現地空港税・航空保安料等：4,870円（4月1日現在 *レートにより変動します）
⑪お一人部屋利用追加代金 52,000円（4泊分）
お取消料について
旅行開始日の前日から起算して
① さかのぼって30日前から4日目前までの取消
旅行代金の30%
② 旅行開始日の3日前以降旅行開始前日までの取消 旅行代金の50%
③ 旅行開始日の取消または無連絡不参加の場合
旅行代金の全額

渡航手続のご案内、お申込方法
■旅券・米国渡航認証（ESTA）について
①旅券（パスポート） ご帰国までの有効期限をご確認下さい。弊社まで
お名前部分のパスポートコピーをメールまたはFAXにてお送り下さい。
②ESTA（エスタ：米国渡航認証）は、弊社にて代行申請可能です。
■相部屋希望について
おりません。お一人様でご参加の場合で、相部屋の方がいらっしゃらない場合は
お一人部屋利用追加代金を申し受けます。
■お申込み方法
お電話またはメールにてお申し込み下さい。詳細ご案内を申し上げます。
参加申込書に必要事項をご記入の上、下記宛てにメールまたはFAXにてお送り
下さい。また同時にご参加申込金として50，000円(旅行代金の一部に充当）を
下記口座へお振り込みください。旅行代金の残金は出発の2週間前までに
同口座へお振り込みください。
お振込先

みずほ銀行 南船場支店 普通預金口座：１７７４０８１
口座名義 株式会社ティ・アイ・コンソーシア
企画内容のお問合せ先

小淵沢アートヴィレッジ

〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町10060-341
支配人 荒井達也 TEL：0551-36-5272 E-Mail：arai@keith.jp
観光庁長官登録旅行業第1748号 一般社団法人日本旅行業協会正会員
旅行のお申込み・お問合せ先

[東京本社] 担当：坂元美香子（総合旅行業務取扱管理者）
TEL：03-3238-5489（ゴヨヤク） FAX：03-3238-5271
E-Mail：sakamoto.mikako@travel-i.net

株式会社ティ・アイ・コンソーシア トラベルアイ
〒102-0074 東京都千代田区九段南3-3-6麹町ビル5F

株式会社キースジャパン主催

phone: 03-3238-5489 fax: 03-3238-5271

担当：坂元美香子
ご記入日 2012 年 月 日
明治 ・ 大正 ・ 昭和 ・ 平成
生年月日 （西暦年 月 年）日生
男 女
性 別

（2012年5月18日（金）～22日（水）4泊6日）

AIDS Walk 2012 とブルックリン美術館、アートツアーで
キース・へリングが駆け抜けた軌跡を追う6日間 お申込書
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その他 ご希望がございましたらご記入下さい。
1.お座席のリクエスト
2.お部屋のリクエスト

【通路側 ・ 窓側 ・ その他（
【禁煙 ・ 喫煙 ・ その他（

3.航空会社マイレージカードをお持ちの場合は

＜航空会社名＞

＜カードNO.＞

航空会社名 ・ カードNO.

月

日

有効期限

年

月

）】 ＊エコノミークラスの場合はお座席の指定が出来ない場合があります。
）】
をご記入下さい。

4.万一に備えて海外旅行傷害保険に加入される事をおすすめします。
（ □海外旅行傷害保険に加入します
□加入しません
□別に手配します ）
5.米国ビザ（査証）の代わりとなる「電子渡航認証システム」ESTA（エスタ）の申請手続きについて
（ □有効なものがある □ご本人様にて申請手続 □弊社に代理申請を依頼（手続手数料別途 \3,150）

）

日

