
 

20：35： 茨城（タイガーエア台湾チャーター便）　✈

23：55： 台湾桃園国際空港着

空港到着後、ホテルへご案内します

★滞在中に1回ご利用できる、デザートクーポンをお渡しします★滞在中に1回ご利用できる、デザートクーポンをお渡しします★滞在中に1回ご利用できる、デザートクーポンをお渡しします★滞在中に1回ご利用できる、デザートクーポンをお渡しします

（詳細�右記参照） 夕 ×

【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）�試食もどうぞ

九ふん＜バス＞台北（約1時間／50km）

昼食�台湾料理

午後：故宮博物院で中国歴代王朝�秘蔵品�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�試飲　龍山寺にて参拝（入場）

夕食�北京ダックと北京料理をお召し上がりください

そ�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�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

11：00： 台湾桃園国際空港（タイガーエア台湾チャーター便） ✈

15：10： 茨城着 朝 ○ 昼 ×

■旅�アウトレット 茨城発 ■旅�アウトレット 茨城発 ■旅�アウトレット 茨城発 ■旅�アウトレット 茨城発 
　 タイガーエア台湾チャーター便で行くt台北5日間 旅行代金表　 タイガーエア台湾チャーター便で行くt台北5日間 旅行代金表　 タイガーエア台湾チャーター便で行くt台北5日間 旅行代金表　 タイガーエア台湾チャーター便で行くt台北5日間 旅行代金表

　【旅行代金に燃油サーチャージ�含まれます】

出発日：2018年3月1日（木）・8日（木）発 単位：円（1人あたり/2名1室利用）

（※2）

1111

3333
・・・・

4444

5555

台北

日次日次日次日次

2222

ノスタルジックな坂�街 九ふん�老街�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

そ�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※3）

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

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

茨城発茨城発茨城発茨城発

終日：自由行動

12月19日（火）発売t12月19日（火）発売t12月19日（火）発売t12月19日（火）発売t 2018年3月1日・8日2018年3月1日・8日2018年3月1日・8日2018年3月1日・8日

●発着地：茨城（国内線特別代金プラン�設定�ありません）

●日本発着時利用航空会社：タイガーエア台湾チャーター便（IT）

（航空会社による関係国政府�許認可�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） ●最少催行人員：1名

●食事：【基本（M0）】朝4/昼0/夕0 【M1】朝4/昼1/夕1             

●添乗員：同行しません 現地係員がご案内します ※※※※裏面�ご注意も必ずご覧ください裏面�ご注意も必ずご覧ください裏面�ご注意も必ずご覧ください裏面�ご注意も必ずご覧ください

燃油サーチャージ�含まれています燃油サーチャージ�含まれています燃油サーチャージ�含まれています燃油サーチャージ�含まれています

（航空会社による関係国政府�許認可�取得等を条件とします）（航空会社による関係国政府�許認可�取得等を条件とします）（航空会社による関係国政府�許認可�取得等を条件とします）（航空会社による関係国政府�許認可�取得等を条件とします）
海外空港諸税が必要となります海外空港諸税が必要となります海外空港諸税が必要となります海外空港諸税が必要となりますコースコースコースコースNo.No.No.No.、旅行代金、出発日�下記�旅行代金表をご覧ください、旅行代金、出発日�下記�旅行代金表をご覧ください、旅行代金、出発日�下記�旅行代金表をご覧ください、旅行代金、出発日�下記�旅行代金表をご覧ください

台北市内・九ふん1日観光付きプラン（M1）追加代金
（おとな・こども同額/お1人様あたり）

7,000円

【【【【ご注意ご注意ご注意ご注意】】】】(※1）2017年12月1日現在�資料に基づいて作成しています。航空会社により申

請予定（もしく�申請中）�運航スケジュールを基準にしているため、認可条件や決定スケ

ジュールによって、便名や発着時間等�変更になる場合があります。詳しく�最終旅行日

程表にてご案内します。（※2）帰国便が朝10時30分よりも前に出発�場合、朝食�ホテル

で�なくボックス朝食となります。

旅�アウトレット 茨城発 タイガーエア台湾チャーター便で行くt台北5日間

＜基本（M0）/2名1室利用/おとな・こども同額＞

【【【【ご注意ご注意ご注意ご注意】】】】●クーポン�現地到着日に現地係員よりお渡しします�で、

滞在中にお客様ご自身でお越しください。現地係員、レストランまで

�送迎や交通費�含まれておりません。クーポン�お申込み単位で

1枚となります。●混み合う場合、お待ちいただくことがあります。

●クーポン�紛失やご利用いただかなかった場合�返金�ありませ

ん。また、紛失時�再発行�お受けできません。●ご利用に�クー

ポン券�ご提示が必要となります。●メニュー内容�変更となる場合

があります。

滞在中に1回ご利用できる！デザートクーポン付

1978年から続く「金品茗茶」が経営するカフェレストラン。

おしゃれなカフェでデザートセットをお楽しみください。

◆利用店：金品茶語 ◆利用時間：14:00～18：00

◆メニュー（お1人様分）

・タピオカミルクティー（1杯）

・アイスとケーキのセット（1皿）

デザートセット

（イメージ/1名様分）

メトロホテル

（部屋指定なし）

タイペイガーデン

（部屋指定なし）

◆◇◆利用ホテル紹介◆◇◆　※すべて部屋指定なし　◆◇◆利用ホテル紹介◆◇◆　※すべて部屋指定なし　◆◇◆利用ホテル紹介◆◇◆　※すべて部屋指定なし　◆◇◆利用ホテル紹介◆◇◆　※すべて部屋指定なし　
ミラマーガーデンミラマーガーデンミラマーガーデンミラマーガーデン AグレードAグレードAグレード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�ホテル。
※トリプル（3名1室）利用時、エキストラベッド�ソファベッドとなります。

タイペイガーデンタイペイガーデンタイペイガーデンタイペイガーデン AグレードAグレードAグレードAグレード

西門町や龍山寺、中正紀念堂など�観光地やMRT駅にも近い、アクセスに便利な
ホテルです。

サンワールドダイナスティサンワールドダイナスティサンワールドダイナスティサンワールドダイナスティ BグレードBグレードBグレードBグレード

エレガントで繊細なデコレーションを施したスタイリッシュな造りで、観光・ビジネス�
お客様ともに幅広く人気�ホテルです。

コスモスホテル台北コスモスホテル台北コスモスホテル台北コスモスホテル台北 BグレードBグレードBグレードBグレード

台北駅�東側に隣接し、MRT�出口からすぐという絶好�ロケーション。移動や観光
に便利なホテルです。　※トリプル（3名1室）利用�お受けできません。

ゴールデンチャイナゴールデンチャイナゴールデンチャイナゴールデンチャイナ BグレードBグレードBグレードBグレード

台北�観光スポット�一つ、行天宮近くに建つホテル。MRT行天宮駅から徒歩約1
分と便利なロケーションです。

リバービューリバービューリバービューリバービュー CグレードCグレードCグレードCグレード

若者�街、西門町に近く、ショッピングに便利。龍山寺にも近く台北�下町にあるお
手頃価格�ホテルです。

メトロホテルメトロホテルメトロホテルメトロホテル CグレードCグレードCグレードCグレード

MRT中山小学校駅と行天宮駅から徒歩圏内。ゆったりとした綺麗なロビー�、快適
なデザインで、上品な空間をかもしだしています。
※バスタブなしシャワー�み�お部屋となります。場合によって�バスタブ付となる
場合があります。

【【【【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】】】】（※3）忠烈祠�観光が、突然�現地事情により見学ができない場合や衛兵交

替式が行われない場合�國父（こくふ）紀念館（入場）にご案内します。●故宮博物院内へ�リュッ

クサック�持ち込み�禁止されています。●士林夜市�散策後�ホテルまでお送りしますが、ご希

望�方�引き続き散策をお楽しみいただけます。但し、そ�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観光について九ふん観光について九ふん観光について】】】】●九ふん�坂や石段�多い観光地です�で、歩行に心配�ある方�ご了

承�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�観光�、交通規制

�ため、山�ふもと�駐車場にて公共�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�巡回バスに乗る�にバス停でお待ちいただくことがあります。

【【【【タイガーエア台湾タイガーエア台湾タイガーエア台湾タイガーエア台湾 ご利用�ご案内ご利用�ご案内ご利用�ご案内ご利用�ご案内】】】】●当パンフレットで�軽食が含まれます。それ以外�機内

食・機内で�飲物・毛布・枕等�機内サービス�全て有料となります。●サービス内容�予告なく

変更となる場合があります。●機内持ち込み手荷物�お1人様1個（身�回り�物を含む各辺が

54cm x 38cm x 23cm未満�手荷物、最大合計7kg）まで、受託手荷物が当パンフレットで�最大

20Kg（3辺�合計が203cm以内、かつ1辺�長さが120cm以内）まで無料で持ち込めます。重量超

過�場合�空港にて追加料金�支払いが必要となります。

旅行代金（おとな・こども同額）
基本（M0）

3月1日（木）、8日（木）発

メトロホテル 7EG25-ITA-MT 69,800 32,000

サンワールドダイナスティ 7EG25-ITA-�W 71,800 40,000

リバービュー 7EG25-ITA-RV 72,800 32,000

タイペイガーデン 7EG25-ITA-TG 74,800 44,000

ゴールデンチャイナ 7EG25-ITA-GC 77,800 36,000

コスモスホテル台北 7EG25-ITA-C� 79,800 40,000

ミラマーガーデン 7EG25-ITA-MR 88,800 48,000

お1人部屋
追加代金

（相部屋不可）
コースNO.

利用ホテル
(すべて部屋指定なし）



12月19日（火）発売t12月19日（火）発売t12月19日（火）発売t12月19日（火）発売t

旅
�

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）

台北＜バス＞九ふん（約1時間／50km）

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�、お客様�旅行を取り扱う営業所で�取引に関する責任者です。

こ�旅行契約に関し、担当者から�説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記�取扱管理

者にお訊ねください。

「手荷物�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）」�第8項「旅行代
金に含まれるも�」に�「現地で�手荷物運搬料金」が記載されていますが、当パンフレット�商品
に�手荷物運搬料金�旅行代金に含まれません。

お申し込み�際に�、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
�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�一部となります。

■募集型企画旅行契約 ■旅行条件・旅行代金�基準

■取消料

■旅行�お申し込み及び契約成立時期

■申込金

■旅行代金�お支払い

■「通信契約」を希望されるお客様と�旅行条件 ■海外危険情報について

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

�カード利用日�「契約成立日」とします。また取消料�カード利用日�「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�カード利用日以降であった場合�、当社ら�旅行代金から取消

料を差し引いた額を解除依頼日�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�都合で契約を解除されるとき�、下表�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�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�、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�、「外務省海外危険情報」等、国・地域�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�最新�危険情報や緊急

時�連絡メール等を受け取れる外務省�システム「たびレ

ジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」へ�ご登録をお勧めします。

こ�旅行�（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�旅行に参加されるお客様�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�、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

�部によります。

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

代金や取消料等�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

�種類も受託旅行業者により異なります。）

当社又�当社�受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて当社所定�申込書に所定�事項を記

入し、下記�申込金を添えてお申し込みください。申込金�、旅行代金お支払い�際差し引かせて

いただきます。電話、郵便、ファクシミリそ�他�通信手段でお申し込み�場合、当社らが予約�承

諾�旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書�提出と申込金�支払いをしていただきま

す。旅行契約�、当社らが契約�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�旅行開始日�前日から起算してさか�ぼって21日目にあたる日より前に（お申し込みが

間際�場合�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

�提携カード会社�カード会員である場合、お客様�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�場合�カード利用日�、お客様からお申し出がない限り、

お客様�承諾日といたします。

●契約成立�、当社らが電話又�郵便で旅行契約�締結�承諾通知を発信したとき

（e-mail等電子承諾通知を利用する場合�、そ�通知がお客様に到達したとき）とします。

また申込時に�「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。

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�
20％以上

旅行代金まで

契約解除�日

旅行開始日�前日から起算してさか�ぼって61日目にあたる日まで

旅行開始日�前日から起算してさか�ぼって60日目にあたる日以降

～31日目にあたる日まで

旅行開始日�前日から起算してさか�ぼって30日目にあたる日以降

～21日目にあたる日まで

旅行開始日�前日から起算してさか�ぼって20日目にあたる日以降

～4日目にあたる日まで

旅行開始日�前日から起算してさか�ぼって3日目にあたる日以降～

当日及び開始後また�無連絡不参加

全出発日（特定期間含む）

無料

旅行代金が30万円以上．．．．．．．．．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10万円以上15万円未満．2万円

旅行代金が10万円未満．．旅行代金�20％

旅行代金�80％

旅行代金�100％

旅行代金�50％

当パンフレット掲載�コース�チャーター便利用�ため通常コースと取消料基準が異なります。

■ マーク�見方

�：飛行機　　○：食事あり　　X：食事なし　　機：機内食

■ 時間帯�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

受託販売：受託販売：受託販売：受託販売：

請求コード：8479937

こ�旅行条件�、2017年12月1日を基準としています。又、こ�旅行代金�2017年12月1日現在�

有効なも�として公示されている運賃・規則、また�、2017年12月1日現在認可申請中�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
�お知らせ

海外旅行�お申し込みに�正しい旅券情報
（お名前�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�方�みで�お申込み、ならびに、1室利用�お受けできません。●表面記載�日程から�別行動、減延泊、別手配（オプショナルツアー含む）、お部屋�
グレードアップ�ご希望�お受けできません。●20歳未満�方がご参加いただく場合�親権者�同意書が必要です。台湾で�ホテルごと�営業規則により、未成年者�みで�
ご宿泊が禁止されている場合があります。こ�場合、保護者�同意書があってもお受けできないこともあります�で予めご了承ください。15歳未満�方がご参加いただく場合�保
護者�同行を条件とさせていただきます。●1室最大利用人数�、特に記載�ある場合を除き、おとな・こどもを含めて3名となります。（ベッド利用�最大人数�3名）。当コースで
�2歳未満�幼児、ならびにノーベッドこども�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�お部屋でも2つ�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�場合�追加代金が必要となります（相部屋不可）。●空港～ホテル間�送迎�、他�ツアーや他�
コース�お客様と同じ車で行います。そ�ため、空港にて他�お客様をお待ち頂いたり、数か所�ホテルに立寄り時間が必要となる場合があります。予めご了承ください。●M1プ
ランお申し込み�際�観光や送迎�、他�お客様と一緒にご案内する場合があります。●航空機など�スケジュール�2017年12月1日現在�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�ついていません。●ホテル内で�喫煙について：台湾が定める公共�場所（レストラン、ショッピングセンター、
空港、ホテル�ロビー、タクシー等�交通機関など）で�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�客室�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�喫煙ができません。●当パンフレット�掲載コース�航空機�往復利用が条件となっています。お客様�ご都合により往路便もしく�復路便に搭乗されな
かった場合に�、航空会社�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�大型荷物をお持ちになる際�、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�必ず出発�必ず出発�必ず出発�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�お申し出�場合�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�前日･･･代金�50%、日本出発後、無連絡�取消･･･代金�100% 万が一破損した場合�責任�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。●M1プランについて：基本コース�お申込みと同時に販売店へお申し出ください。
ご参加�グループ全員が同一�プランでお申込みください。個人指定�お受けできません。お申し込み後および現地で�変更�お受けできません。お申込み後�お取り消し�、
お申し出時期により、基本コース�出発日を基準にパンフ記載�所定�取消料が必要となります。プラン�み�お取り消し�場合も、基本コースを含めた募集型企画旅行�旅行
代金総額に対する取消料を上限として、基本コース�出発日を基準に取消料が生じます。
■■■■ 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�ある航空会社�燃油サーチャージ�含まれています。燃油サーチャージが増額また�減額、廃止されても、増
額分�追徴ならびに廃止を含む減額分�払い戻し�ありません。●燃油サーチャージと�、燃油に関連する原価水準�異常な変動に対処するために、一定�期間、一定�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�含まれない付加的な運賃であり、金額�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。
■■■■ 空港税等について空港税等について空港税等について空港税等について ●旅行代金に�空港税等�含まれておりません。空港税等�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�、また日本�各空港施設使用
料等について�、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12月1日現在�下記参照）●複数�国や都市を訪問する旅程で�航空機便�経由する国や都
市�巡り方によってそ�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�、ご出発35日前に確定させていただき、換算レート�水～土曜日発�5週
間前�月曜日午前中�終値、日～火曜日発�6週間前�月曜日午前中�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�為替変動による追加徴収・返金
�いたしません。●空港税等�新設また�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�】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2,200円）を販売店にお支払いください。
※左記日本円換算目安額�2017年12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�切り上げ） 10ニュー台湾ドル＝約37円

【【【【渡航手続き（日本国籍�方）渡航手続き（日本国籍�方）渡航手続き（日本国籍�方）渡航手続き（日本国籍�方）】】】】

●パスポート残存有効期間：日本出発日時点で、帰国時まで有効な旅券が必要 ●ビザ：90泊91日以内�滞在�査証不要

●そ�他：入国時に出国用予約済み航空券が必要

※2017年12月1日現在�情報です。予告なく変更となる場合があります�で、必ず最新情報をご確認ください。


