
11：30：茨城空港発（ファーイースタン航空・チャーター便）　✈

14：30：台北（台湾桃園）着

空港到着後、ホテルへご案内します

【基本（Ｍ0）】【基本（Ｍ0）】【基本（Ｍ0）】【基本（Ｍ0）】1日：自由行動

雙連（そうれん）市場へご案内します（下車）

台北＜バス＞九ふん（約1時間/50km）

途中、名物芋圓（タロイモ団子）（お1人様／1杯）の試食もどうぞ

九ふん＜バス＞台北（約1時間／50km）

昼食は台湾料理

午後：故宮博物院で中国歴代王朝の秘蔵品の数々をご覧いただきます

（入場／ご案内約1時間）

お茶専門店にて台湾・中国茶の試飲　龍山寺にて参拝（入場）

夕食は北京ダックと北京料理をお召し上がりください

その後、士林（しりん）夜市（下車）にご案内 「胡椒餅」も試食いただきます

その後、ホテルへ

朝 ○ 昼 × 夕 × 朝 ○ 昼 ○ 夕 ○

朝 ○ 昼 × 夕 ×

出発時間にあわせて空港へご案内します

空港への途中、総合土産品店（1店）にご案内します

12：00：台北（台湾桃園）（ファーイースタン航空・チャーター便）　✈

16：30：茨城空港着 朝 ○

■旅のアウトレット ウルトラバーゲン （茨城発）  5月4日出発限定！茨城空港から直行便で行く！台北4日間　旅行代金表■旅のアウトレット ウルトラバーゲン （茨城発）  5月4日出発限定！茨城空港から直行便で行く！台北4日間　旅行代金表■旅のアウトレット ウルトラバーゲン （茨城発）  5月4日出発限定！茨城空港から直行便で行く！台北4日間　旅行代金表■旅のアウトレット ウルトラバーゲン （茨城発）  5月4日出発限定！茨城空港から直行便で行く！台北4日間　旅行代金表

出発日：2017年5月4日（木） 単位：円（お1人様あたり/2名1室利用/相部屋不可） 【燃油サーチャージは含まれています】

■利用ホテル一覧■利用ホテル一覧■利用ホテル一覧■利用ホテル一覧

その後、忠烈祠（ちゅうれつし）にて衛兵交替式を見学（入場／ご注意※2）

【M1：台北市内・九ふん1日観光付きプラン（追加代金6,000円）】【M1：台北市内・九ふん1日観光付きプラン（追加代金6,000円）】【M1：台北市内・九ふん1日観光付きプラン（追加代金6,000円）】【M1：台北市内・九ふん1日観光付きプラン（追加代金6,000円）】

機1回

終日：自由行動

5/65/65/65/6

（土）（土）（土）（土）

5/75/75/75/7

（日）（日）（日）（日）

5/55/55/55/5

（金）（金）（金）（金）

ノスタルジックな坂の街 九ふんの老街の散策（約40分）をお楽しみください

＜台北市内・九ふん1日観光（08：30～21：00）＞＜台北市内・九ふん1日観光（08：30～21：00）＞＜台北市内・九ふん1日観光（08：30～21：00）＞＜台北市内・九ふん1日観光（08：30～21：00）＞

M1M0

台北

台北

日次日次日次日次

5/45/45/45/4

（木）（木）（木）（木）

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

2017年5月4日2017年5月4日2017年5月4日2017年5月4日2月10日（金）発売！2月10日（金）発売！2月10日（金）発売！2月10日（金）発売！

台北 機1回

茨城発茨城発茨城発茨城発

※A/B/Cグレードホテルの希望や指定はお受けできません　★：バスタブなしシャワーのみのお部屋となります　☆：一部客室にはバスタブがありません　▲：トリプル不可

旅行代金には燃油サーチャージが含まれています旅行代金には燃油サーチャージが含まれています旅行代金には燃油サーチャージが含まれています旅行代金には燃油サーチャージが含まれています

●発着地：茨城

（茨城以外の都市からのご参加の場合、国内線特別代金プランの設定はありません）

●日本発着時利用航空会社：ファーイースタン航空 チャーター便（FE）

（航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件とします ※1）

●利用ホテル：下記参照（全て部屋指定なし）

●食事：【基本（M0）】朝3/昼0/夜0 【M1】朝3/昼1/夜1

●添乗員：同行しません 現地係員がご案内します

●最少催行人員：1名 ※※※※裏面のご注意も必ずご覧ください裏面のご注意も必ずご覧ください裏面のご注意も必ずご覧ください裏面のご注意も必ずご覧ください

ご注意ご注意ご注意ご注意 (※1）上記スケジュールは2017年2月1日現在の資料に基づいて作成していま

す。チャーター便については、航空会社より申請予定（もしくは申請中）の運航スケ

ジュールを基準にしているため、認可条件および決定スケジュールによって、便名や

発着時間等は変更になる場合があります。詳しくは最終旅行日程表にてご案内します。

●ご旅行お申し込みの際、必ずパスポート番号、発行日、有効期限を販売店にご連●ご旅行お申し込みの際、必ずパスポート番号、発行日、有効期限を販売店にご連●ご旅行お申し込みの際、必ずパスポート番号、発行日、有効期限を販売店にご連●ご旅行お申し込みの際、必ずパスポート番号、発行日、有効期限を販売店にご連

絡ください。絡ください。絡ください。絡ください。

◆◆◆◆M1M1M1M1プランについて：プランについて：プランについて：プランについて：（※2）2日目の忠烈祠の観光が、突然の現地事情により忠烈祠

の見学ができない場合や衛兵交替式が行われない場合は國父（こくふ）紀念館（入場）

にご案内します。●故宮博物院内へのリュックサックの持ち込みは禁止されています。

●2日目の士林夜市の散策後はホテルまでお送りしますが、ご希望の方は引き続き散

策をお楽しみいただけます。但し、その場合ご自身にてお帰りください。【九ふん観光

について】●九ふんは坂や石段の多い観光地ですので、歩行に心配のある方はご了

承の上、お申し込みください。また、歩きやすい靴でご参加ください。●九ふんの観光

は、交通規制のため、山のふもとの駐車場にて公共の巡回バスに乗り換えとなる場合

があります。また混雑がひどい場合は巡回バスに乗るのにバス停でお待ちいただくこ

とがあります。

台北市内・九ふん1日観光付きプラン台北市内・九ふん1日観光付きプラン台北市内・九ふん1日観光付きプラン台北市内・九ふん1日観光付きプラン

（M1）（M1）（M1）（M1）

追加代金：6,000円追加代金：6,000円追加代金：6,000円追加代金：6,000円（おとな・こども同額）

●ミラマーガーデン(Aグレード)：水と豊かな緑を配した庭園と、欧風で華やかなインテ

リアが自慢のホテル。※エキストラベッドはソファベッドとなります。

●Aグレードホテル：タイペイガーデン、ミラマーガーデン、タイペイシーザーパーク、

ホテル コッツィ 台北忠孝館（▲☆）、ホテル コッツィ 台北民生館（▲☆）

●タイペイ シティーホテル(Bグレード)：2015年開業のホテル。迪化街、寧夏夜市は徒

歩圏内にあり、観光にとても便利。

●タイペイフラトンホテルイースト(Bグレード)：ビジネスエリアに建つホテルで台北

101や饒河街夜市などの観光スポットへもアクセスが便利。

●サントス(Bグレード)：日本人利用が多く、アットホームなサービスに定評のあるホテ

ルです。

●メトロホテル(Cグレード)(☆)：MRT中山小学校駅と行天宮駅から徒歩圏内。松山空港

にも近く、交通が便利な場所に位置します。

●Bグレードホテル：サントス、ガーラ、ゴールデンチャイナ、インペリアル、

FXホテル（★）、シティー・スイート、リーリーガーデンホテル台北（★）、

グロリアプリンスホテルタイペイ、アンバ台北西門町（▲★）、コスモス（▲）、

ソンネン・ホテル（▲★）、ユナイテッドホテル、タイペイ シティーホテル、

タイペイフラトンホテルイースト、リビエラホテル、シティー・スイートナントウ、

ロイヤルシーズンズホテル タイペイ、サンワールド・ダイナスティ・ホテル・タイペイ

●Cグレードホテル：福泰オレンジビジネスホテル林森店（▲☆）、リバービュー、

ジャストスリープ（林森館）（▲★）ジャストスリープ西門町館（★）、

ロイヤル・イン・タイペイナンシ（▲）、メトロホテル（☆）、W5 ベストホテル、

ロイヤル・イン・タイペイ林森（☆）、リンクワールドホテル（☆）、

ニューコンチネンタルホテルタイペイ（☆）、ユナイト ホテル、エンペラーホテル

Cグレードホテル（部屋指定なし）

ミラマーガーデン（部屋指定なし）

5月4日出発限定！茨城空港から直行便で行く！往復送迎付き！

追加代金6,000円で台北市内と九ふんの観光プランもご用意！

ウルトラバーゲン

コースコースコースコースNo.No.No.No.、旅行代金、出発日は下記の旅行代金表をご覧ください、旅行代金、出発日は下記の旅行代金表をご覧ください、旅行代金、出発日は下記の旅行代金表をご覧ください、旅行代金、出発日は下記の旅行代金表をご覧ください

航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件とします航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件とします航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件とします航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件とします

旅のアウトレット ウルトラバーゲン （茨城発） 5月4日出発限定！

茨城空港から直行便で行く！台北4日間＜基本/2名1室利用/おとな・こども同額＞

国内空港施設使用料等、および海外空港諸税が必要となります国内空港施設使用料等、および海外空港諸税が必要となります国内空港施設使用料等、および海外空港諸税が必要となります国内空港施設使用料等、および海外空港諸税が必要となります

Cグレードホテル 7ELM4-FEA-CC 21,000

メトロホテル 7ELM4-FEA-MT 21,000

Bグレードホテル 7ELM4-FEA-BB 24,000

サントス 7ELM4-FEA-ST 24,000

タイペイフラトンホテルイースト 7ELM4-FEA-TF 27,000

タイペイシティー ホテル 7ELM4-FEA-TC 30,000

Aグレードホテル 7ELM4-FEA-AA 36,000

ミラマーガーデン 7ELM4-FEA-MG 42,000

114,800

116,800

94,800

94,800

96,800

95,800

95,800

99,800

お1人部屋

追加代金
5月4日（木）出発

利用ホテル

（すべて部屋指定なし）

コースNO.

旅行代金（おとな・こども同額） 基本（M0）



ご旅行条件（要約）ご旅行条件（要約）ご旅行条件（要約）ご旅行条件（要約）

空港へ移動し（交通費はお客様ご負担）、航空会社へチェックインを

お済ませください

旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第１６９１号

〒１４１－００２１　東京都品川区上大崎２-２４-９ 旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。

この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者

にお訊ねください。

「手荷物の運搬料金」についてお申し込み時にお渡しする「ご旅行条件書（全文）」の第8項「旅行代

金に含まれるもの」には「現地での手荷物運搬料金」が記載されていますが、当パンフレットの商品

には手荷物運搬料金は旅行代金に含まれません。

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受けとりいただき、必ず内容をご確認

のうえお申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。

■ マークの見方

�：飛行機　　○：食事あり　　X：食事なし　　機：機内食

■ 時間帯のめやす

未明 早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

00：00 04：00 06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00 24：00

■募集型企画旅行契約 ■旅行条件・旅行代金の基準

■取消料

■旅行のお申し込み及び契約成立時期

■申込金

■旅行代金のお支払い

■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件 ■海外危険情報について

●「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金

のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカード利用日は「契約解除依頼日」とします。

（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社らは旅行代金から取消

料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。）

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下表の金額を取消料として申し受けま

す。（お1人様）

注）日程中に3泊以上のクルーズを含み(日本発着時に船舶を利用するコースを除く）、各コースペー

ジに取消料を明示しているコースは、各コースページに明示している金額を取消料として申し受けま

す。

 渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場

合があります。

また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メー

ル等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」へのご登

録をお勧めします。

この旅行は（株）ＪＴＢワールドバケーションズ(以下「当社」といいます。)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募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）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旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約

の部によります。

当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅

行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申し込みを受

ける場合があります。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できる

カードの種類も受託旅行業者により異なります。）

当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて当社所定の申込書に所定の事項を

記入し、下記の申込金を添えてお申し込みください。申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせ

ていただきます。電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社らが予約の

承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきま

す。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いたします。

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前に（お申し込みが

間際の場合は当社らが指定する期日までに）お支払いください。また、お客様が当社が発行する又

は提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用な

どをお支払いいただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、

お客様の承諾日といたします。

●契約成立は、当社らが郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（電話、e-mail等電子承

諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到着したとき）とします。また申込時には「会員番号・

カード有効期限」等を通知していただきます。

契約解除の日

4/27～5/6、7/20～8/31、

12/20～1/7に開始する旅行

左記以外の日に

開始する旅行

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日目にあたる日まで

旅行代金の10％

（10万円を上限）

無料

旅行開始日の前日から起算して

さかのぼって14日目にあたる日

以降～3日目にあたる日まで

旅行開始日の前々日～当日

旅行開始後又は無連絡不参加

 　旅行代金の 20％

　 旅行代金の 50％

　 旅行代金の 100％

旅行代金が10万円以上15万円未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  2万円

旅行開始日の前日から起算して

さかのぼって30日目にあたる日

以降～15日目にあたる日まで

旅行代金が50万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円

旅行代金が30万円以上50万円未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  5万円

旅行代金が15万円以上30万円未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  3万円

旅行代金が10万円未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 旅行代金の20％

旅行代金 50万以上

30万円以上

50万円未満

15万円以上

30万円未満

10万円以上

15万円未満

10万円未満

申込金

（お1人様）

10万円以上

旅行代金まで

5万円以上

旅行代金まで

3万円以上

旅行代金まで

2万円以上

旅行代金まで

旅行代金の

20％以上

旅行代金まで

受託販売：受託販売：受託販売：受託販売：

請求コード：8479473

この旅行条件は、2017年2月1日を基準としています。又、この旅行代金は2017年2月1日現在の有

効なものとして公示されている運賃・規則、または、2017年2月1日現在認可申請中の航空運賃・適

用規則を基準として算出しています。

お客様へ

のお知らせ

海外旅行のお申し込みには正しい旅券情報

（お名前のローマ字つづり、性別など）が必要

です。

■ご注意■ご注意■ご注意■ご注意 ●18歳未満の方のみでのお申込み、ならびに、1室利用はお受けできません。●表面記載の日程からの別行動、減延泊、別手配（オプショナルツアー含む）、お部屋

のグレードアップのご希望はお受けできません。●20歳未満の方がご参加いただく場合は親権者の同意書が必要です。台湾ではホテルごとの営業規則により、未成年者のみで

のご宿泊が禁止されている場合があります。この場合、保護者の同意書があってもお受けできないこともありますので予めご了承ください。15歳未満の方がご参加いただく場合

は保護者の同行を条件とさせていただきます。●2歳未満の幼児のご参加はご遠慮いただいております。●ノーベッドこどもはお受けできません。●ダブルベッド利用となる場合

があります。ツインベッドルームのお部屋でも2つのベッドが離れていない場合やベッドサイズや種類が異なる場合がございます。●おひとりで1部屋ご利用の場合は追加代金が

必要となります（相部屋不可）。●M1プランはグループ全員が同じプランでお申し込みください。現地での変更はお受けできません。お申し込み後のお取り消しは、お申し出時期

により基本コースの出発日を基準に下記記載の所定の取消料が必要となります。プランのみお取り消しの場合も基本コースを含めた募集型企画旅行の旅行代金総額に対する

取消料を上限として、基本コースの出発日を基準に取消料が生じます。●空港～ホテル間やM1プランお申し込みの際の送迎、ならびに観光時は複数のホテルを経由する場合

があります。また他のJTBのお客様と一緒にご案内する場合があります。●航空機などのスケジュールは2017年2月1日現在の情報です。予告なく変更となる場合があります。最

終旅行日程表にてご確認ください。●マイバスブックはついていません。●当コースは日程中に明記しているお土産物店へご案内させていただくことが条件となっています。なお、

これは土産物店への入店やお土産品の購入を強制するものではありません。当社ではお土産店の選定には万全を期しておりますが、ご購入の際にはお客様ご自身の責任でご

購入ください。当社では商品の交換や返品等のお手伝いは致しかねますので、トラブルが生じないように商品の確定およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。時間等

の関係上、お土産物店にご案内できないこともありますが、この場合は旅程保証の変更補償金の支払いの対象とはなりません。●ホテル内での喫煙について：台湾が定める公

共の場所（レストラン、ショッピングセンター、空港、ホテルのロビー、タクシー等の交通機関など）での喫煙が禁じられており、違反した場合罰金が課せられます。ホテルの客室は

全室禁煙ルームとして定められており、お部屋およびベランダでの喫煙ができません。●当パンフレットの掲載コースは航空機の往復利用が条件となっています。お客様のご都

合により往路便もしくは復路便に搭乗されなかった場合には、航空会社の運賃条件・規則に基づき、片道ノーマル運賃等を請求させていただくことがあります。 ●ゴルフバック等

の大型荷物をお持ちになる際は、現地にて空港～ホテル間に別途運搬料金が必要となります。必ず出発の必ず出発の必ず出発の必ず出発の7日前までに販売店にご連絡ください日前までに販売店にご連絡ください日前までに販売店にご連絡ください日前までに販売店にご連絡ください。現地でのお申し出の場合はお

受けできません。（台湾：各都市ごとに1,000円（片道/おひとつ）＜取消料＞日本出発日の前日･･･代金の50%、日本出発後、無連絡の取消･･･代金の100% 万が一破損した場合

は責任は負いかねます。予めご了承ください。また、お1人様2個以上スーツケースをお持ちになる場合も2個目より運搬料が必要となります。■■■■ 燃油サーチャージについて燃油サーチャージについて燃油サーチャージについて燃油サーチャージについて ●旅

行代金に燃油サーチャージのある航空会社の燃油サーチャージは含まれています。燃油サーチャージが増額または減額、廃止されても、増額分の追徴ならびに廃止を含む減額

分の払い戻しはありません。●燃油サーチャージとは、燃油に関連する原価水準の異常な変動に対処するために、一定の期間、一定の条件下に限って航空会社が国土交通省

航空局に申請し認可を受ける、航空券料金には含まれない付加的な運賃であり、金額は利用航空会社、利用区間によって異なり、利用する旅行者全てに課せられます。■■■■ 空港空港空港空港

税等について税等について税等について税等について ●旅行代金には空港税等は含まれておりません。空港税等のうち、航空券発券時に徴収することを義務付けられているもの、また日本の各空港施設使用料等

については、旅行代金と併せて日本円で販売店へお支払いください。（2017年2月1日現在の下記参照）●複数の国や都市を訪問する旅程では航空機便の経由する国や都市の

巡り方によってその合計金額が異なることがあります。●販売店にお支払いただく日本円換算額は、ご出発35日前に確定させていただき、換算レートは水～土曜日発は5週間前

の月曜日午前中の終値、日～火曜日発は6週間前の月曜日午前中の終値（いずれも三菱東京ＵＦＪ銀行売渡レート）によります。それ以降の為替変動による追加徴収・返金はい

たしません。●空港税等の新設または税額が変更された場合、徴収額が変更になる場合があります。 ■航空券発券時に徴収することを義務付けられている空港税等一覧■航空券発券時に徴収することを義務付けられている空港税等一覧■航空券発券時に徴収することを義務付けられている空港税等一覧■航空券発券時に徴収することを義務付けられている空港税等一覧 【販

売店でお支払いいただくもの】日本旅客サービス施設料国際線出発（茨城空港）（大人520円、こども260円）、台湾空港サービス料500ニュー台湾ドル（こども同額）、合計額（おと

な約2,400円、こども約2,100円）を販売店にお支払いください。

※上記日本円換算目安額は2017年2月1日現在、三菱東京UFJ銀行売渡レートによります。（100円未満は切り上げ） 10ニュー台湾ドル＝約36円

渡航手続き（日本国籍の方）渡航手続き（日本国籍の方）渡航手続き（日本国籍の方）渡航手続き（日本国籍の方）●パスポート残存有効期間：入国時3ヵ月以上必要 ●ビザ：90日以内の観光には査証不要 ●その他：入国時に出国用航空券が必要 ※2017年2

月1日現在の情報です。予告なく変更となる場合がありますので、必ず最新情報をご確認ください。


