
価格重視！ 価格重視！
繁華街・中山エリア 
スーペリアクラス

ホテル ( 注 1)

繁華街・中山エリア 
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)

台北駅エリア 
ラグジュアリー

クラスホテル ( 注 1)

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）

観光＆ショッピングに便利 中山北路近くの立地 中山北路沿いの好立地 台北駅から徒歩約 10 分

グロリア・
プリンス

インペリアル・
タイペイ

アンバサダー 
【R】

シェラトングランド
台北【◇】 

※未成年同士の宿泊不可

4
日
間
ツ
ア
ー
代
金

【ツアーコード】TC-FTE0032-____ ECO STD GLO IMP1 AMB SHE
11/7・14・21・28、12/5・12・19、1/16 ¥54,800 ¥58,800 ¥69,800 ¥70,800 ¥84,800 ¥94,800
12/26 ¥74,800 ¥78,800 ¥94,800 ¥90,800 ¥104,800 ¥114,800
1/2 ¥99,800 ¥103,800 ¥114,800 ¥115,800 ¥129,800 ¥139,800
1/9 ¥59,800 ¥63,800 ¥74,800 ¥75,800 ¥89,800 ¥99,800
1/23 ¥69,800 ¥73,800 ¥84,800 ¥85,800 ¥99,800 ¥109,800
1/30、2/6・13・27、3/12 ¥44,800 ¥48,800 ¥59,800 ¥60,800 ¥74,800 ¥84,800
2/20 ¥49,800 ¥53,800 ¥64,800 ¥65,800 ¥79,800 ¥89,800
3/5 ¥49,800 ¥53,800 ¥64,800 ¥74,800 ¥79,800 ¥94,800
3/19 ¥49,800 ¥53,800 ¥64,800 ¥65,800 ¥79,800 ¥94,800
3/19 ¥49,800 ¥53,800 ¥64,800 ¥65,800 ¥79,800 ¥94,800
一人部屋追加代金 ¥21,000 ¥24,000 ¥35,000 ¥38,000 ¥41,000 ¥62,000

5
日
間
ツ
ア
ー
代
金

【ツアーコード】TC-FTZ0032-____ ECO STD GLO IMP1 AMB SHE
11/10・17・24、12/1・8・15、1/5・26、3/22 ¥59,800 ¥65,800 ¥79,800 ¥81,800 ¥99,800 ¥114,800
12/22 ¥74,800 ¥80,800 ¥94,800 ¥96,800 ¥114,800 ¥129,800
1/12 ¥64,800 ¥70,800 ¥84,800 ¥86,800 ¥104,800 ¥119,800
2/2・9・16、3/8・15 ¥49,800 ¥55,800 ¥69,800 ¥71,800 ¥89,800 ¥104,800
2/23、3/1 ¥54,800 ¥60,800 ¥74,800 ¥76,800 ¥94,800 ¥109,800
一人部屋追加代金 ¥34,000 ¥36,000 ¥46,000 ¥50,000 ¥54,000 ¥82,000

茨城空港発着 チャーター直行便利用!

旅行代金/台北4・5日間/大人お1人様<2・3名様1室利用時>/茨城空港施設使用料および海外空港諸税が別途必要です。■一人部屋追加代金：料金表参照（相部屋不可）

少し長めの滞在
【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

都心からも茨城県外からも充実の
高速道路網でアクセス楽々♪

茨城空港までのアクセス

¥44,８００～¥139,８００
台北 4・5日間

利用ホテル

出発日

茨
城
発
TWN032-K
パンフレット有効期限

2020年1月31日

※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。

減延泊不可

燃油サーチャージかかりません（注）

市内観光又はフリープランから選べる滞在！

11月～3月出発

台北4・5日間

1 1
茨城（15：00）発 O 空路（直行）、台北（桃園）へ。
台北（桃園）（17：25〜18：00）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。 【台北泊】

2 2
◆選べる滞在プラン
A：故宮博物院観光を含む台北市内観光へご案内（裏面参照）
B：自由行動
 1（観光選択時：2）【台北泊】

3
3
・
4

終日自由行動
各種オプショナルツアーをご用意しております（別途代金）
 1【台北泊】

4 5
現地係員と共に空港へ。 1（注3）
台北（桃園）（09：25〜09：55）発 O 空路（直行）、帰国の途へ。　
茨城（14：00）着。着後、解散となります。

（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。

…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。

故宮博物院観光を含む
台北市内観光へご案内！

◆選べる滞在プラン
　追加代金不要！
●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）⇒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 2) ⇒
漢方セミナー又は足つぼマッサージ（別代金）
⇒グリーンワールド松江ツアーデスクまたは
MRT 松江南京駅
※交通事情により順序を変更する場合もございます。

【最少催行人員】１名 【コード】TPSS 　
※日本申し込みのみとなります。

故宮博物院（イメージ）

◆ H.I.S. おすすめ ! ホテルセレクション◆
シェラトングランド台北【◇】

アンバサダー【R】

インペリアル・タイペイ グロリア・プリンス

台北駅エリアラグジュアリークラスホテル（注1）

繁華街・中山エリアデラックスクラスホテル（注1）

MRT 板南線 善導寺駅から徒歩約 2 分。台北駅からは徒
歩約 10 分とまさに台北の中心部。お部屋からは直接電
話で日本語スタッフと通じ、安心してご滞在いただけます。　
※【◇】こちらのホテルは未成年同士の宿泊不可です。

ショッピングエリアやビジネスエリアへの交通の便も抜群。
スタッフのほとんどが日本語が話せる安心なホテルです。　
※【R】こちらのホテルは、プールをメンテナンスしており
利用不可です（2019 年 7 月 17 日現在）。

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。ホテルロビーは
12 階までの吹き抜
けになっており開放
感があります。

MRT 中山国小駅より
徒歩約 10 分。にぎや
かな地区にあり観光・
ビジネス客に根強い人
気を誇ります。全室バ
スタブ付き、温水便座
洗浄機も完備。

客室一例

客室一例 外観（イメージ）

繁華街・中山エリアスーペリアクラスホテル（注1） 繁華街・中山エリアスーペリアクラスホテル（注1）

外観（イメージ）



■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（2019年10月28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 ｰ 対象 不要
台湾 旅客サービス料 NT＄500 国際線出発 ¥2,030 対象 不要

お申し込み前のご案内とご注意（抜粋） ※別紙「お申し込み前のご案内とご注意」を必ずお読みください。
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ください。
空港諸税等について

・ 旅行代金い空港諸税は含まれておりません。空港諸税などのうち、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

・ 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
精算いたしません。
※日本円目安額は、2019年10月28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
し込みをいただいた時点での換算となります。

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；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。

■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〜

※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。

燃油サーチャージについて
旅行代金には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。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。なお、旅行代金の他に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。

オプショナルツアー取消料人気オプショナルツアー

□■□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：4日間：朝3（市内観光選択時：昼1）、5日間：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名（※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： エコノミークラスホテル（注１） /VIPホテル【S】、グリーンワールド新仕界、シティホテルタイペイ【S】、ミツトホテル、グリーンワール
ドイン山水閣、イースタンビューティ、メトロホテル、ユニティホテル【R】、リーガルエグゼクティブスイーツ【S】、ECFAホテル、シチズン、クリスタル【S】、バイリーホテル、キンシホテル、ニューステイ南西

【S】、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、ゴールデンチャイナ、グリーンワールド林森、フォーチュンホテル、KDMホテル、オレンジホテルリイセン、ファーストホテル、
サンルートホテル、ガーラホテル、エンペラーホテル、グリーンワールド花華、グリーンワールド舞衣中山、アスターホテル、レオフー【A】、ホテルB、グリーンワールド松江、リンクワールドホテル【S】、フォ
ワードホテル台北、サントス、コスモス、キャピタルホテル南京館、ジャストスリープシーメンディン、ジャストスリープリンセン、オレンジホテルカイフォン【S】、オレンジホテルカンゼン【S】、グリーンワール
ド舞衣南京【S】、ギャラリーホテル、デライトビジネスホテル【S】、ニューコンチネンタル、フェラリーホテル、トリプルベッツ【S】、オレンジホテルシーメン【S】【☆】、グリーンワールド中華【☆】、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、ビーハウス、ファインダーズホテル【S】、ウィッシュホテル、グリーンピークホテル、フレンズ【S】、グリーンワールド松山、グリーンワールド南港、ジメイ
ホテル、エンプレス、ホテルパパホエールのいずれか(選択不可） ホテル指定時 /グロリア・プリンス、インペリアル・タイペイ、アンバサダー【R】、シェラトングランド台北【◇】※すべて部屋指定なしとな
ります。※【A】マークのついたホテルは、アメニティが必要な場合はフロントにてお渡しとなります。なお、宿泊期間中1回のみの提供となります。（1泊につき1回ではございません。）※【S】マークのホテ
ルは、バスタブがないお部屋となります。(一部バスタブ付のお部屋もございます。)　※【☆】マークのホテルはトリプル（3名1室）利用不可のホテルです。※【R】マークのホテルは2019年10月28日現在
改装工事中です、詳細はお問い合わせください。※【◇】マークのついたホテルは、未成年同士での宿泊不可となります。　■子供割引：なし■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。※その他の規定は別紙「お申込みのご案内とご注意」に準じますのであわせてご参照
ください。※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ください。※表面のフライト
スケジュールは2019年10月28日現在のものとなります。航空会社の諸事情などにより予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。※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。　※掲載商品のお申し込み有効期限は2019年11月1日～2020年1月31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。

（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）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。 （注3）帰国便が10：30以前のフライトの場合、最終日の朝食はホテルでお召し上がりいただけないため、ボックスブレッ
クファースト（おにぎり、サンドイッチなどの朝食）となります。

ナイト九份観光＆夜市散策 幻想的な夜の天燈上げ

催行日の4日前から(台湾・日本の祝日、日曜日除く)・・・50％　
催行日の3日前から(台湾・日本の祝日、日曜日除く)・・・100％

●お申し込み・お問い合わせは…

ナイト九份（イメージ） 天燈上げ（イメージ）

提灯に灯りがともる幻想的な街並みをお楽しみ下さい。
帰りに夜市を経由します。

【代金】NT$ 1,400（子供同額）
【所要時間】17：00 頃～　約 5 ～ 6 時間
【食事】夕食付　【コード】NTKYU　
【最少催行人数】1 名　
【運行事業者】H.I.S. 台北支店

願い事を込めて上げる『天燈上げ』体験。幻想的な光景です。
【代金】NT$ 1,400（子供同額）
【所要時間】17：00 頃～　約 5 ～ 6 時間 
【食事】夕食付　
【コード】NTTO2　
【最少催行人数】1 名　
【運行事業者】H.I.S. 台北支店

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。

※次の場合には、旅行代金の20%を超える金額を申込金として収受することがあります。
①当社が取引条件説明書面で申込金の使途を表示する場合、②お客様がクレジットカード支払
いを選択した場合、③その他お客様が希望した場合

（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） ※お申し込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読みください。

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〜当日の旅行開始前 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％

旅行代金
（おひとり）

申込金（おひとり）
出発日の前日から起算して

さかのぼって60日目にあたる日まで
出発日の前日から起算して

さかのぼって61日目以前（※）
50万円以上 10万円以上旅行代金まで 10万円以上旅行代金の20％以内

30万円以上50万円未満 5万円以上旅行代金まで 5万円以上旅行代金の20％以内
15万円以上30万円未満 3万円以上旅行代金まで 3万円以上旅行代金の20％以内
10万円以上15万円未満 2万円以上旅行代金まで 2万円以上旅行代金の20％以内

10万円未満 旅行代金の20％以上旅行代金まで 旅行代金の20％

旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第 724号

〒163-6028 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー28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ください。

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・日・祝はお休みとさせていただきます）


