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■パンフレット有効期限

皆で打ち上げる夜の天燈上げ&6回の食事付

109,000円〜144,000円

台北 九份
十分

天燈上げとは十分で行うことができる
台湾の伝統文化です。天燈に自分の願
いを書いて火種の紙に火をつけ、天燈
が熱気で膨らみ始めたら空へと飛ばし、
うまく飛ばせることができれば願い事が
かなうと言われています。もちろん日中
でもできますが、夜に飛ばすことで、幻
想的な雰囲気を味わうことができます。

人数 約50〜100名様
場所 十分近辺
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皆で一斉に打ち上げる天燈上げ

往復の飛行機は追加代金で安心の並び席へアレンジ可能！

都心からも茨城県外からも充実の高速道路網で楽々アクセス 
茨城空港利用！　　　「H.I.S.専用駐車場」ご用意！

天燈上げストラッププレゼント！（お1人様1個）

みんなで打ち上げて幻想的な雰囲気を体験しよう♪

+3,000円
（お1人様/往復/大人・子供同額）

で並び席をご用意

毎年、年に1回行われる平渓天燈節の雰囲気が味わえる。

【注意事項】並び席の配列は指定できません。同一日程、同時お申込のお
客様で、当日、最終日程表の集合時間にお越しいただいた場合に限りま
す。出発14日前までの予約に適用となります。窓側・通路側・スクリーン
前後等の事前予約・座席番号の回答はできません。お座席を使用する２
名様につき、幼児は１名様まで承ります。お申込完了後に、ご参加人数
の一部追加やお取消がある場合、並び席にならない場合がございます。

※画像はすべてイメージです。� 写真提供：台湾観光局

イメージ
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夜空
に一斉

に打ち上がる

ランタンに圧巻！

ゴールデンウィーク

5/4木出発
GW

茨城空港発着 チャーター直行便利用

旅行代金/成田発着 ファーイースタン航空利用　ファンタスティッ
ク台湾 4日間/大人お1人様/2・3名様1室利用時（注）燃油サー
チャージはかかりません。今後、航空会社の申請により燃油サー
チャージが適用されても旅行代金の変更はございません。茨城空港
施設使用料および海外空港諸税が別途必要となります。

【東京方面からのアクセス】
●お車でのアクセス：首都高速で三郷方面へ。三郷JCTから茨城空港まで約60分
●東京駅⇔茨城空港のバスは、500円でご利用可能。(ご希望の方はご自身で購入してください。)

【栃木方面からのアクセス】
●お車でのアクセス：
宇都宮上三川ICから約50分

イメージ

・小籠包を含む
 台湾料理
・郷土料理
・ホテルでの朝食（3回）

・人気店「春梅子」の
 台湾料理

台北でも人気の台湾料理店

中国歴代の王朝から
伝わった重要な文物
約65万点以上が所
蔵され、世界の四大
博物館の一つに数え
られています。

衛兵交代式が毎
正時にあり一糸
乱れぬ更新と小
銃を回す動作が
実に壮観です。

故宮博物院映画の舞台で一躍有
名になった、愁いのあ
る古い街並みが溶け
合うノスタルジー漂う
街。どこか懐かしい風
景が穏やかな心へ癒
されます。

忠烈祠

夜の九份/イメージ 忠烈祠/イメージ 故宮博物院/イメージ

H.I.S.のお客様でもう一度
あの光景を再現！

H.I.S. オリジナルイベント
風景はこちら !!コードから
動画をcheck!!

台湾北部台北・九份・十分の3都市を周遊♪
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ファンタスティック
台湾4日間

夜の九份/イメージ

（小籠包4人前/イメージ）

燃油サーチャージはかかりません。

さらに！

※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。

嬉しい6回の食事付



H.I.S.オリジナルイベント開催  ファンタスティック台湾 4日間

1
茨城（10：30～12：30）発 （直行）空路、台北へ。
台北（桃園）（13：30～15：30）着
着後、現地係員と共に両替店に立ち寄り後、ホテルへご案内します。
� 【台北泊】

2

終日： 台北市内観光＆ショッピング 
（行天宮、総統府＜車窓＞、中正紀念堂（注2）、故宮博物院（注3）/サンダルでの入場不可、
忠烈祠、土産物店、漢方薬店、お茶のセミナー★高級プーアル茶の試飲付★）
昼食は台北の人気店『春梅子』で「台湾料理」をお召し上がりいただきます。
夕方：九份にて郷土料理の夕食（軽食）後、レトロな街『九份観光』（懐かしい町並みをゆっく
り散策）九份観光後、MRT台北駅・松江南京駅、饒河夜市のご希望場所にて解散となります。
� 歩く度 ❸ �朝 �昼 �夕【台北泊】

3

夕方まで自由行動
17：00�金龍芸品店にて集合▶︎金龍芸品店から出発混乗車にて夕食へ▶︎
17：30�台北市内のレストランで小籠包を含む台湾料理の夕食▶︎18：20�十分へ出発
19：30 ～H.I.S.オリジナルイベント開催日 限定～ 十分にて全員で天燈上げを体験(注4)
20：00�天燈上げ後、十分老街散策(約20分)▶︎
20：20�十分散策後、十分から寧夏夜市へ、寧夏夜市にて解散。
� 歩く度 ❷ �朝 �夕【台北泊】

4
係員と共に免税店に立ち寄り後空港へ。
台北（桃園）（11：30～13：30）発� （直行）空路、帰国の途へ。
茨城（16：00～18：00）着。着後、解散� 朝 �

〈ご注意〉　※桃園到着が17：00までの送迎時に最大1箇所の両替店、台北出発が11：30以降の送迎時に最大1箇所の免税店へご案内させていただき、市内観光中は最大3箇所の土産物
店と1箇所の免税店へご案内させて頂くことが条件となります。※上記回数には、休憩所・レストラン・観光施設等に併設された土産物店や販売コーナーは含みません。なおこれは土
産物店入店や土産物品の購入を強制するものではありません。　※観光時間の関係上、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対象
とはなりません。〈旅行条件〉　●日本発着時利用航空会社：ファーイースタン航空（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。）　●食事：朝3昼1夕2（機内食除く）　
●添乗員：なし。現地係員　●最少催行人数：1人（但し、1人部屋追加代金が必要です。相部屋不可）　●減延泊不可　●利用ホテル：上記ホテルリスト及び旅行代金表参照　※いずれ
のホテルも部屋指定なしのお部屋となります ●幼児旅行代金（2歳未満のお子様で航空機座席･ベッド･食事を利用しない場合）：１８,０００円。また、２歳未満のお子様で航空座席を
使用する場合は子供代金と同額となります。　●子供割引：5,000円引
※旅程管理上、往復の送迎を外してのご予約は承れません。　※その他の規定は別冊チャオパンフレット最新号「台湾」に準じますのであわせてご参照下さい。送迎アレンジ、グループ
特典、ホテル特典、早期申込特典が対象外となります。　※上記フライトスケジュールは2017年1月31日現在のものとなります。　※表面の表示代金は大人２･３名様１室利用時の
お1人様あたりの旅行代金となります。　（注1）ホテルランク/グレードは、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。 (注2) 中正紀念堂
は現在修繕工事が行われている関係で、十分に鑑賞できない恐れがございます。　(注3)他施設への貸し出しのため「肉形石」は2017年10月8日（予定）までの期間中ご覧いただけませ
ん。（2017年1月31日現在）また、故宮博物館院見学後、駐車場まで約10分〜15分程徒歩にてご移動いただく恐れがあります。予め御了承下さい。　 (注4)2・3名につき1つのランタン
をお渡し致します。また、雨天で天燈を上げられないと判断された場合は十分老街散策のみとなりますが返金はございません。 

旅行代金（大人1名様/2・3名1室利用） 価格重視 1ランクＵＰ 台北駅徒歩約5分！
スーペリアクラスホテル(注1)

2016年OPEN 駅から徒歩約1分
スーペリアクラスホテル(注1)

繁華街中山エリア
デラックスクラスホテル（注1）

利用ホテル
日程

エコノミークラス
ホテル（注１）

スタンダードクラス
ホテル（注１）

グリーンワールド
ステーション
3名1室利用不可

グリーンワールド忠孝 ラディソン（※）
3名1室利用不可

ツアーコード:TN-FTE0305-____ EF1 EF2 EF41 EF65 FE24

5/4木出発→5/7日帰着 10.90万円 11.40万円 12.40万円 12.40万円 14.40万円
1人部屋追加代金（相部屋不可） 2.1万円 2.4万円 3.3万円 3.3万円 5.1万円

●お申し込み・お問い合わせは…

■時間帯の目安
早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜

04：00～ 06：00～ 08：00～ 12：00～ 13：00～ 16：00～ 18：00～ 23：00～

共通のご案内 ※お申込みの際、必ずお読みください（詳しくは、Ciao パンフレット最新号にてご確認ください）
日本国籍の方のビザ（査証）について

・�台湾：日本国籍ビザ（査証なし）。渡航条件：日本出発時にパスポートの有効期限3ヶ月以
上。かつ観光目的で90日以内の滞在。※日本国籍以外の方は上記とは異なります。
ご自身にて自国及び渡航先の領事館、入国管理事務所等にお問い合わせの上、必要
な手続きをお済ませ下さい。

現地安全情報・衛生情報
・��渡航先（国又は地域）によっては、外務省安全情報など安全関係の情報が出されている場合が
ありますので、外務省ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）などでご確認下さい。
・�渡航先（国又は地域）の衛生情報は、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」
ホームページ（http://www.forth.go.jp）でご確認下さい。

お買い物についてのご注意
・�お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入して下さい。

燃油サーチャージについて
・��旅行代金には燃油サーチャージが含まれております。今後、航空会社の申請
により燃油サーチャージの増減又はかからなくなった際も旅行代金の変更
はございません。また、為替レートの変動による過不足分については追加徴
収またはご返金はいたしません。尚、茨城空港施設使用料および海外空港
諸税が別途必要となります。

空港諸税等について
・旅行代金に空港諸税等は含まれておりません。空港諸税等のうち、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は旅行代金と合わせて日本円にてお
支払い下さい。
・日本円目安額はIATA公示レートを参考に算出しております�（10円未満切り上
げ）�。請求額はご旅行をお申し込みいただいた時点での換算となり、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。�実際の請求額は、ご旅行のお申
し込みを頂いた時点での換算となります。

■航空券発券時に徴収することが義務付けられている空港諸税一覧� （2017年1月31日現在）
国名 税・料の名称 税・料額（現地通貨） 対象 日本円目安額 子供 幼児
日本 茨城空港施設使用料 大人：￥520　子供：￥260 国際線出発 − 対象 不要
台湾 空港サービス料 NT$500 国際線出発 ￥1,910 対象 不要

観光庁長官登録旅行業第�724号�JATA正会員�
〒163-6029�東京都新宿区西新宿6-8-1�新宿オークタワー29階

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引に関する責任者です。この契約に関し担当
者からの説明にご不明な点があれば、総合旅行業務取扱管理者にお問い合わせ下さい。

旅行企画・実施

弊社のサービス・対応に関しましてお気づきの点、ご意見等ございましたら
下記、お客様相談室までご連絡ください。

（株）エイチ・アイ・エス お客様相談室　TEL.03-5908-2505
（平日10：00〜18：30　土曜11：00〜16：30　日祝はお休みとさせて頂きます）

…旅行代金はおトクですが、ホテルはお選びいただけません。（※）ラディソンホテルは4歳以上のお子様のベッドなしでの宿泊はできません。

１�募集型企画旅行契約

５�その他

３�取消料

２�旅行のお申込みと契約の成立

４�お客様の確認事項
この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、お客様は、当社と
募集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、別途お渡し
する旅行条件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

（１）コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。
（２）�より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外旅

行保険のご加入をお勧めします。
（3）�特別な手配をご希望の方は必ずお申し込み時に担当者へお申し出ください（一部有料。

歩行に自信がない、病気による食事制限があるなど）

お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約
を解除出来ます。

当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただきます。電
話でお申込みの場合、当社が予約の承諾を通知した日から起算して３日以内に申込金
をお支払いいただきます。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したと
きに成立いたします。

（１）�現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの要否などをご
確認のうえ、ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポート、ビザをご用意ください。

（２）�渡航先の「海外安全情報」「海外感染症情報」のご確認、および「たびレジ」のご登録
をお願いします。

� 海外安全ホームページ　�http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/
� 感染症情報ホームページ�http：//www.forth.go.jp/
� たびレジ　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

旅行条件書（要旨） ※お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さい。

旅行代金の額 申込金（お1人様）
30万円以上 60,000円�以上旅行代金まで

15万円以上�30万円未満 30,000円�以上旅行代金まで
15万円未満 20,000円�以上旅行代金まで

特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7
旅行契約の取消日��

旅行開始日の前日から起算して
特定日に
開始する旅行

特定日以外に
開始する旅行

40日前～31日前 旅行代金の10％ 無料
30日前以降～3日前以前 旅行代金の20％
2日前～旅行開始日 旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％
【オプショナルツアー取消料】
催行日前日から起算して3日前（土・日・祝除く）より100%

エコノミークラスホテル（注１） パラダイス、VIPホテル【B】、ニューワールドホテル、シティ
ホテルタイペイ【B】、ミツトホテル、グリーンワールドイン山水閣【B】、イースタンビューティ

【B】、メトロホテル、ピーファホテル【B】、ユニティホテル、チェアマンホテル【B】、フレンズヨ
ライ【B】、リーガルエグゼクティブスイーツ【B】、ECFAホテル【S】、エンプレス【B】、シチズン

【S】、クリスタル【B】、ディーラーホテル、ダーシンホテル【B】、バイリーホテル、キングナショ
ナルホテル、ニューステイ南西【S】、スターホテルタイペイステイション【S】、カイシ―ホテル

【B】、キンシホテル【B】、シルケンホテルのいずれか（選択不可） 
スタンダードクラスホテル（注１） リバービュー、フォーチュンホテル、ゴールデンチャイナ、サ
ントス【B】、ファーストホテル、コスモス【B】、ガーラホテル、エンペラーホテル、フローラホテ
ル、アスターホテル、レオフー、ジャストスリープシーメンディン【S】、ジャストスリープリンセ
ン【S】、グランディータイペイ、ホテルＢ【B】、グリーンワールドイン林森、オレンジホテルリン
セン【B】、オレンジホテルカイホン【S】【R】、フォルテオレンジカンゼン【S】、サンルートホテル、
ビューティホテルズ台北 ホテルＢシック【B】、ビューティックホテル【B】、マイホテル【B】、スター
ビューティーホテル【B】、リンクワールドホテル【B】、フォワードホテル台北【B】、マイホテル南
京館【B】、グリーンワールドホテル松江、キャピタルホテル南京館【B】、ギャラリーホテル、シュ
ンメイホテル、デライトビジネスホテル【B】、ニューコンチネンタル【B】、KDMホテル、エアラ
イン･イン･タイペイ【S】、フェラリーホテル、チャーミングホテル【B】、オレンジホテルシーメン

【B】、リッチガーデンホテル、ダンディホテル・テンチン、ダンディホテル・ダーアン【B】、グリー
ンワールド中華【B】、ロイヤルイン台北林森、RFプリティーホテル、チェックインホテル【S】、
ビーハウス、チェイインホテル ジョントンフ【B】、ニューステイ駅前、グリーンピークホテル、ス
マイルイン【S】、ウィッシュホテル【B】、フレンズ【S】、ホライゾン、グリーンワールド松山、グリー
ンワールド南港のいずれか（選択不可） ※【S】バスタブなし 【B】一部バスタブなし

利用ホテルリスト

歩く度 徒歩観光はできる限り連続で歩き続けることがないよう休憩などを適宜入れて行程を組んでいますが、歩く度3は一日の観光において、ほぼ徒歩観光となります。なお、各自散策の時間は除きます。
… 1日の徒歩観光時間が2時間～3時間30分未満徒歩観光がどの程度含まれているかを�

3段階の“歩く度数”で表します。（日程表内）
… 1日の徒歩観光時間が2時間未満歩く度❶ 歩く度❷ … 1日の徒歩観光時間が3時間30分以上歩く度❸


