
                                     

台北５日間 

3/1 
(木) 

 
3/8 
(木) 

茨城（20：35）発→空路（直行）、台北へ。 
台北（桃園）（23：55）着。 
着後、現地係員と共にホテルへ。                      

＜台北泊＞

 
3/2 
(金) 
 

 
3/9 
(金) 
 

日中：滞在プランを下記よりご選択下さい 

A：故宮博物院観光を含む台北市内観光へご案内 
B：終日自由行動   

朝（市内観光選択時昼）＜台北泊＞

3/3 
(土) 

3/10 
(土) 

終日：自由行動                            
朝＜台北泊＞

3/4 
(日) 

3/11 
(日) 

終日：自由行動      
                                       朝＜台北泊＞

3/5 
(月) 
 

3/12 
(月) 

現地係員と共に空港へ。                        朝
台北（桃園）（11：00）発→空路（直行）、帰国の途へ。  
茨城（15：10）着。着後、解散となります。 

ご 

注 

意 

※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。尚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
内できない事もありますが、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。   

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

中山北路沿いの便利な立地に

立つ、格調高い憧れのホテル。

シックなインテリア・総大理石仕

上げのバスルームを備えたゆった

りとした客室は、まさにゴージャス

の一言です。 

繁華街、中山北路近くに位置しており
ショッピングにも便利。晴光市場の夜
市までは歩いて 5 分の立地です。ホテ
ルは12階まで吹き抜けで開放感があり
ます。 

基本ホテルより 1 ランク UP！
スーぺリアクラスホテルのいずれ
かとなります。エリア指定・ホテ
ル指定は不可となります。 

MRT 松山線南京三民駅より
徒歩約 10 分で、買い物や観
光に便利な立地です。2017
年 12 月に改装し、客室は広
く、清潔感があり快適にお過
ごし頂けます。 

          

 

 

●ホテル出発⇒行天宮（下車）⇒お茶のセミナー（下車）⇒ 

総統府（車窓）⇒中正紀念堂（下車）（注 2）⇒台湾料理 

の昼食（※同じテーブルの方と大皿で料理を分け合います。） 

⇒忠烈祠（下車）⇒故宮博物院(注 3)⇒漢方セミナー又 

は足つぼマッサージ（別代金）⇒ショッピング（土産物店解散） 

 

※交通事情により順序を変更する場合もございます。 

※詳しくはチャオパンフレット「台湾」最新号をご覧下さい。 

【最少催行人員】１名 【所要時間】7：00 頃～約 10 時間 

【コード】TPSS  ※日本申し込みのみとなります。 

価格重視 買い物に便利な立地 基本ホテルから1ランクUP 中山北路近くの立地 中山北路沿いの好立地

スタンダードクラスホテル
（注1）

トリプルベッツ
スーペリアクラスホテル

（注1）
インペリアル・タイペイ リージェント台北

B2 B53 B30 B3 B18

¥59,800 ¥64,800 ¥74,800 ¥79,800 ¥119,800

¥62,800 ¥67,800 ¥74,800 ¥79,800 ¥119,800

¥32,000 ¥36,000 ¥52,000 ¥42,000 ¥75,000一人部屋追加代金

利用ホテル

設定日

【ツアーコード】
TC-FTZ0999-______

3/1(木)出発

3/8（木）出発

繁華街・中山エリア

ラグジュアリークラスホテル

(注1)

基本ホテル
南京東路エリア

スタンダードクラスホテル(注1)

スーペリアクラスホテル（注1）

のいずれか

繁華街・中山エリア

スーペリアクラスホテル(注1)



           

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。

１ 募集型企画旅行契約 
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。 
２ 旅行のお申込みと契約の成立 
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。                 

                                        
                                        
                          

                          

                                                 
３ 取消料・チャーター便利用時                 
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。    

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 
４ お客様の確認事項 
（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「海外危険情報」「海外感染症情報」をご確認、 
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/ 

５ その他    
（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 問 い 合 わ せ ・ お 申 し 込 み

□■□ご旅行条件□■□ ■日本発着時利用航空会社：タイガーエア台湾 (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。)無料の機内食サービスはございま

せん。※受託手荷物は 15kg まで含まれております。■食事：朝 4（市内観光選択時：昼 1）（機内食なし）■添乗員：なし、現地係員 ■最少催行人数：1 人（※１人部屋ご利用時

は、一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：＜スタンダードクラスホテル＞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

【S】、ファーストホテル、コスモス【S】、ガーラホテル、エンペラーホテル【R】、グリーンワールド花華、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【S】、グリーンワールド林森、オレンジホテルリンセン【S】、オレンジホテルカイホン【S】、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【S】、ビューティックホテル【S】、グリーンワールド舞衣中山【S】、スタービューティーホテル【S】、リンクワールドホテル【S】、フォワードホテル

台北【S】、グリーンワールド舞衣南京【S】、グリーンワールド松江、キャピタルホテル南京館【S】、ギャラリーホテル、シュンメイホテル【S】、デライトビジネスホテル【S】、ニューコン

チネンタル【S】、KDM ホテル、エアライン･イン･タイペイ【S】、フェラリーホテル、トリプルベッツ、オレンジホテルシーメン【S】、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【S】、グリーンワールド中華【S】、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、ファインダーズホテル【S】、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【S】、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＜スーペリアクラスホテル＞ハワードプ

ラザ【S】、シーザーパーク・タイペイ【S】、サンワールド・ダイナスティ【R】、タイペイフラートンホテル、タイペイガーデンホテル、インペリアルタイペイ、ミラマーガーデンタイペイ【R】、

シティスイート、グロリアプリンス、ユナイテッド、サンワンホテル、ブラザー、パークタイペイ、ロイヤルイン台北南西、ル・スィート慶城、ル・スィート大安、フーロンタイペイ、ホテル・

センス、キャピタル・ホテル、リビエラホテル、AT ブティックホテル【S】、FX ホテル台北 ナンジン イースト ロード ブランチ【S】、シティスイート南東館、amba 台北西門町【S】、グリー

ンワールドホテル建北【S】、リーリーガーデンタイペイ【S】、ロイヤルシーズンホテルタイペイ、東京インターナショナルホテル、ホテルエイトゾーン、ロイヤルビズ、ウエストゲイトホ

テル【S】、ウエルカム【S】、アンビエンス【S】、ヴァンドームホテル【S】、ロイヤルパレスホテル【S】、タイペイ・パシフィック・ビジネスセンター【S】、シティーレイクホテル【S】、フーハウ

ホテル、タイペイシティホテル、グリーンワールド台北駅、グリーンワールドグランド南京、キャピタルホテル大直館、キャピタルホテル松山館、グリーンワールドホテル忠孝のいず

れか（選択不可）＜ホテル指定＞トリプルベッツホテル【S】、インペリアル・タイペイ、リージェント台北 ※すべて部屋指定なしとなります※【☆】マークのついたホテルは、3 名 1 室

利用ができません。※【S】マークのホテルは、シャワーのみのお部屋となります。(一部バスタブ付のお部屋もございます。) ※【R】マークのホテルは、2018 年 2 月 16 日現在、改

装工事を行っています。工事箇所や状況など、詳細はお問い合わせください。■子供割引：なし（大人と同額）■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（燃油サーチャージについては下記★印部分参照）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。※掲載商品はＨ.Ｉ.

Ｓ.全国すべての店舗で受付可能です。ご予約はお 1 人様（1 グループ）につき 1 店舗のみとさせていただきます。複数店舗へのご予約はご遠慮下さい。※掲載商品のお申し込み

有効期限は 2018 年 2 月 17 日～2018 年 2 月 28 日となります。掲載商品は適用期間内でも満席になり次第販売終了となります。また、適用期間内に満席にならない場合は、適

用期間終了後も継続をして販売をすることがあります。※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、早期申込割引・特典が対象外となります。※表面掲載のフライトスケジュールは 2018 年 2 月 16 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

室利用時のお一人様あたりの旅行代金となります。★（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に変更はあ

りません。尚、旅行代金の他に国内空港施設使用料・空港保安料および海外空港諸税が別途必要です。（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場合がございます。（注 3）故宮博物館見学後、

駐車場まで徒歩にて約 10～15 分ほどご移動いただく場合がございます。予めご了承ください。サンダルでの入場はできません。 

 

旅行契約の取消日 

旅行開始日の前日から起算して 
取消料 

９０日前～３１日以前 旅行代金の２０％ 

３０日前以降～２１日前以前 旅行代金の５０％ 

２０日前以降～４日前以前 旅行代金の８０％ 

３日前以降 旅行代金の１００％ 

子供 幼児

■時間帯の目安

深夜

04:00～

・ 空港諸税等の新設、又は税額の変更があった場合、徴

収額が変更になる場合があります。但し為替レートの変動

による過不足が生じた場合は後日清算致しません。

共通のご案 ※お申し込みの際、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 お買い物についてのご注意 空港諸税等について

16:00～ 18:00～

・ 台湾：日本国籍ビザ（査証）なし渡航条件；90日以内

の観光は査証不要。ただし、日本出発日にパスポート

の有効期限が予定滞在日数以上必要となります。

※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

お問い合わせのうえ、必要な手続きをお済ませくださ

い。

・　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。 ・ 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

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応されても旅行代金に変更はありません。また、為替レ ート

の変動による過不足については追加徴収またはご返金はいたしません。尚、旅

行代金の他に成田空港施設使用料・空港保安料及び海外空港諸税が別途必要

となります。

23:00～

夕刻 夜
不要

早朝 朝 午前 昼 午後

06:00～ 08:00～ 12:00～ 13:00～

ｰ 対象 不要

台湾 旅客サービス料 NT$500
国際線出発

¥1,900 対象

■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（2018年2月16日現在） ※　日本円目安額は、2018年2月16日現在のIATA公示レートを 参考に算

出しています（10円未満は切り上げ）。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。

税・料の名称 税・料額（現地通貨） 対象 日本円目安額

日本 茨城空港施設使用料 大人：\520　子供：\260 国際線出発


