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会社名
アルファインターナショナルサー
ビスコーポレーション有限会社
（A.I.S.C)

代表取締役 ミッキー・ガン

所在地
東京都新宿区四谷2－14－４
ミツヤ四谷ビル３F

TEL ０３－３２２６－３２３８

FAX ０３－５３６３－１５２８

URL
http://www.aiscjp.coｍ
http://www.cherrytomato.co.jp

設立 １９９７年３月

資本金 ２,０００万円

事業内容
旅行業・旅行サービス手配業
(東京都知事登録旅行業2-5827)

主な取引先
エクスペディア ホリデータクシー
トーマスクック JTB HIS など

会社概要

サービス概要メッセージ

代表取締役
ミッキー・ガン

私たち「A.I.S.C」は、１９９７年設立からこれまで東南アジア諸国から
の訪日外国人向けのインバウンドランドオペレーターをビジネスとして
きました。ホテル、パッケージツアー、オプショナルツアーを多くの訪
日外国人に、日本の観光・文化に触れる喜びを提供してまいりました。
おかげさまで、会社設立から２2周年を迎え、今後、日本が「観光立国」か
ら「観光大国」に進化していくために、「A.I.S.C」はクオリティーサービス
（お・も・て・な・し）をグローバルに提供し、これからもチャレンジし続
けます。

A.I.S.Cは、インバウンドランドオペレータです

北海道から沖縄まで
日本全国のホテル、
温泉旅館をアレンジ。
FITからグループ、
またバジェットから
デラックスまでリ
ラックスの場をご提
供します。レンタ
カー、列車、テーマ
パーク各種チケット
もアレンジします。

◆ホテル・温泉旅館・チケット手配

Door to Doorをコンセ
プトに多くの訪日外国
人が訪れる主要観光都
市を中心に、空港・
駅・港・観光地を繋ぐ
移動手段としてシェア
トランスファー、
チャーターサービス、
リモサービスなどお客
様のニーズに合わせて
アレンジします。

◆送迎サービス（cherry tomato)

東京・大阪・京都・
名古屋・福岡・札幌
などの2泊から３泊
のパッケージツアー
を用意。バジェット
クラスからデラック
スホテルまでお客様
のニーズに合わせて
アレンジします。

◆パッケージツアー（Alpha Magic)

滞在中のアクティビ
ティを数多く揃えて
ます。テーマパー
ク・ショッピング・
体験ツアー・バスツ
アーなどの日帰り旅
行から温泉１泊旅行
もアレンジします。

◆オプショナルツアー (ALIno BABY)

私たちからの “お・も・て・な・し”

FITからグループ、
ＭＩＣＥマーケット
までフレキシブルに
対応。テーラーメイ
ド型、テーマパー
ティアレンジ、チー
ムビルディングなど
知識豊富なスタッフ
がサポートします。

◆FIT・グループ・MICE

ツアーガイド手配が
出来ます。英語・中
国語・韓国語・スペ
イン語・ドイツ語の
通訳案内士100名が
登録。その他、空港
でのミート＆グリー
ティングを成田空
港・羽田空港でサー
ビス開始。ここから
Yokoso Japanが始
まります。

◆ガイド手配・空港ミートサービス

加盟団体

日本政府観光局（JNTO）会員

一般社団法人 全国旅行業協会（ANTA)会員

公益財団法人 東京観光財団（TCVB）会員

一般社団法人 アジアインバウンド観光振興会
（AISO）正会員 ＊専務理事

コーポレートスローガン

「Create Infrastructure for Inbound   
Tourism」

私たちは、日本に訪れるゲストが「便利」
で「日本が楽しい」「また来たい」と思え
ることが使命です。

“A.I.S.C Japan Style ”

1 Enjoy Japan Style                            
2 Take Japan home                                   
3 Life style with Japan



Company
Name

Alpha International service 
Corporation（A.I.S.C)

CEO Micky Gan

Head office

3rd Floor,Mitsuya yotsuya 
Bldg,2-14-4,                                                                            
Yotsuya,Shinjuku-ku, Tokyo 
160-0004,Japan 

TEL (81)3－３２２６－３２３８

FAX (81)３－５３６３－１５２８

URL
http://www.aiscjp.coｍ
http://www.cherrytomato.co.jp

Date 
established

March12,1997

Capital \20,000,000

Business

Travel Agency, Japan Inbound 
Land Operator
(Travel Agency License No.2-
5827)

Main
business 
partners

EXPEDIA, HOLIDAYTAXIS,  
THOMAS-COOK, JTB, HIS and 
others.

Company Overview

Business ContentsMessage

CEO
Micky Gan

Established since 1997, “A.I.S.C” has been the inbound land operator 
of Japan for foreign visitors from Southeast Asian nations. We had 
provided hotels, package tours and optional tours to many foreign 
visitors to Japan for them to experience the sightseeing and culture of 
Japan. Celebrating our company’s milestone 22nd anniversary and in 
line with Japan’s evolvement from “tourism oriented country” to 
“tourism great country” which from now on, we will provide quality 
services “OMOTENASHI” globally and will continue to challenge more 
in the future.

A.I.S.C  inbound tour operator of Japan.

We can arrange hotel 
and ryokan inns all 
over Japan from 
Hokkaido to Okinawa 
for both FIT and 
Group. We provide  
relaxation for budget 
hotel to luxury hotel. 
We also arrange rent-
a-car, train and theme 
park tickets.

◆Accommodation,Ryokan,Ticket

A concept of Door to 
Door transportation. We 
arrange according to 
customer‘s needs such 
as shared transfer, 
charter and limousine 
service. It’s a means of 
transport connecting 
the airport, station, port, 
sightseeing spot at 
major tourist cities for 
visitors to Japan.

◆Transportation（Cherry Tomato)

We prepare package 
tour of 2 nights and 3 
nights for cities such as 
Tokyo, Osaka, Kyoto, 
Nagoya, Fukuoka, 
Sapporo, etc. We also 
arrange for budget 
hotel to luxury hotel 
according to customer's 
needs.

◆Package Tour（Alpha Magic)

We have a multitudes 
of activities line up for  
guests to enjoy during 
their stay in Japan. 
We also arrange 1 
night trip of “Onsen” 
and 1 day tour such 
as theme parks, 
shopping, experience 
tours and bus tours.

◆Activities  (ALIno BABY)

Our service “OMOTENASHI”

We can respond flexibly 
from FIT to group and 
MICE market. Our 
knowledgeable staff will 
support tailor-made 
tour, theme party 
arrangement, team 
building, etc.

◆ＦIT・GROUP・ＭＩＣＥ

We can arrange tour 
guide. The dispatch 
interpreters for 
English, Chinese, 
Korean, Spanish and 
German. In addition, 
we started the Meet 
and Greet Service at 
Narita Airport and 
Haneda Airport. That's 
where the “Yokoso 
Japan” begins.

◆Guide, Meet & Greet service

Japan National tourism Organization(JNTO)

All Nippon Travel Agents Association(ANTA)

Tokyo Convention & Visitors Bureau(TCVB)

Asia Inbound Sightseeing Organization(AISO)
＊Director

Mission Statement

「Create Infrastructure for Inbound   
Tourism」

Our mission is for guests visiting Japan 
will think Japan as "convenient", "Japan is 
fun" and “Let’s do it again".

“A.I.S.C Japan Style “

1  Enjoy Japan Style                              
2  Take Japan home                              
3  Life style with Japan

Membership, 
Association participated


