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台湾観光局



■発着地/新千歳空港 ■期間/2019年 10月 1日 ～2020年 3月 31日
■利用予定航空会社/エバー航空
■最少催行人員/1名様 ※但し、1人部屋追加代金が別途必要です
■添乗員/同行しませんが現地係員がご案内いたします
■食事条件(機内食を除く)/
●3日間:朝食2回 ●4日間:朝食3回 ●5日間:朝食4回
※台北市内観光または九紛観光プランにご参カロの場合は昼食や夕食が付きます。
詳細は右記スケジユールをご覧下さい。

■パスポート残存期間/日本国籍の方で台湾滞在期間中
(帰国時まで)有効なものが必要です。

※バスポート有効残存期間は予告なしに変更となる場合がございますので、
弊社では90日 以上の残存期間のあるパスポートをお持ちいただくことをおすすめいたします。

∫:;「;;:l:[:]プ flliri[:111:7il鳶、温.=ll!1,[li:子F撃幅蕊』ま絨さn
ューステイ南西0グリーンワールド林森館(インサイドルーム)0ク リスタル●キンシホテル●リライト

0グリーンワールド山水閣0グリーンワールド花華0パラダイス●CU●サンライズビジネスホテル

●RFプリティホテル(建北館)0フ 7-スト●エンペラー●レオフー0ジャストスリープ(林森館)

お客|

イ`リーホテル●リーガル0エンプレス0シチズン
スタンピュティー●フェラリーホテル●オレンジホテル(林森店)●スマイルイン0ビーハウス
ーンワールド林森館0グリーンワールド松江●オレンジホテル(開封店)0オレンジホテル籠前店)

クワールドOTlp e beds hote(日 :チャーミングホテル)●り′`―ビュー0ファインダーズホテル

―ンワールド松山0オレンジホテル(西 F号店)0ロ イヤルイン(林森館)0グリーンワールド中華
―ンワールド舞衣中山0グリーンワールド南港OHOTEL Beチエックィンホテル●デライト
ューコンチネジタル0グリーンワールド舞衣南京0ロイヤルイン(南西館)●ゴールデンチャイナ
ォーチュン0ギャラリー0キャビタル(南京)OKDlvleジャストスリープ (西門町館)●アスター0コスモス
ティック●ガーラ0サンルート

グレードは高し

1人様/2名様 1室利用の場

ス タ ン ダ ー ド

洛碁大飯店 南港館 グリーンワ ルド南港

洛碁大飯店 建北館 グリーンワールド建北

洛碁大飯店 南京館 グリーンワ ルドグランド南京

洛碁大飯店 忠孝館 グリーンワールド忠孝

華國大飯店 インベリアル

洛碁大飯店 瞬 グリーンワールドステーション

凱達大飯店 シーザーメトロ

花園大酒店 ガーデン

凱撒大飯店 シーザーパーク

美麗信花園酒店 ミラマーガーデン

園山大飯店(本館)グランド

台北六福高恰酒店 コートヤードバイマリオット
CTS19BTl‐ CYT03

国賓大飯店 アンバサダー

台北喜来登大飯店 シェラトングランデ

台北 品華酒店 ザ・リージェントタイベイ

文華東方酒店 マンダリンオリエンタル

予代金に加え、●空港税500ニュー台湾ドル(1,750円 )●新千歳空港施設使用料:大入1,040円 ※11/1出発分より2,610円/子ども(満2歳以上12歳未満)520円 ※11/1出発分より1,300円
● 国 際 観 光 旅 客 税 11,000円 を 男」途 ご 請 求 させ て い た だ き ま す 。※空港税については日本腋 算額の為替変動による追加融 又は返全はtヽ たしません。但し 空港税の新設または金額が変更された場合、追加徴収又は返金となります。後 額は2019949現 在〉

新千歳発 (BR165/1210～ 1300)>台 北着 (1555■ 16?oた
着後、ツアーデスク(両替)に立ち寄り その後、ホテルヘご案内  【台

新干歳発 (BRl15/15:20～ 16:00))台北着 (1905～1915)
着後、ホテルヘご案内

鍼 葛 鷺暑:械 飾々 瓢 SIDと aD凋 光プラン鰺 加可能‖日本軋込″銘催行
台北観光 (Aコース)、 九粉観光(BCDから1つ選択)のとちらにも参加可育い 参カロせずに自由行動も選択可能です!

※台|`市内観光,コース九紛観光1コース(いずれか又は両方)にご参加いただけます。また市内観光に参加されない場合は自由行動となります。その場合、観光プランでご案内する昼食夕食等は付きません.

囚晰藁癬驚鴻纏望肇墨躍轟≧墨菫仄歴型薪懸
★市内観光後、他のツアーに参加する場合⇒グリーンワールドホテル松江館〈ツアーデスク〉にて解散
★市内観光後、他のツアーに参加しない場合⇒松江南京駅にて解散

(観光途中に離団することはできません。ホテルヘはお
客様ご自身にて移動とな

',ま
す)※ご希望のお客様には

宿泊ホテル迄タクシーを手配いたします.ガイドにお申し
け下さい。タクシー代金はお客様負担になります)

07:00～ 08:00頃各ホテル
出発～混乗車にて九紛ヘ
(移 動時間約1時 間)～着
後、九紛街並み散策～観光
後、混乗車にて台北市内ヘ

1330頃 ～ホテル帰着 (※現地解散も可能)

14:45頃  グリーンワールドホテル松江館
(ツアーデスク)集合後、混乗車にて出発、
九傷へ(移動時間約1時間)～着後、16:00
頃 九紛街並み散策(約3時間)～ 19:15頃
九紛出発、台北市内へ～20:15頃 台北市
内到着後、人気スポットで自由解散
――解散場所は3つからお選びいただきます|

●同日に合北市内観光後に参加す
グリーンワールドホテル松江館(ツアーデスク)出発(16:45)
0上記以外はすべてホテル出発(1600～ 1700頃 )～ Xタ
食は台北または九りにて～九

'観
光 街並み散策～2000頃

九,出 発 饒河街夜市を経由(自 由行動)～ X五分埴には
行き方の案内のみとなり、立ち寄|′はあ

'′
ません(希望者は途

中解散可).
0台 1ヒ市内または九りのレストランにて軽食

ホテルでの朝食 又は BOX形式の朝食となりますくェコノミークラスの一部のホテルではコンビニエンスストアの軽食〉
ホテルチェックアウト後、空港へご案内 台北発(BRl16/09:30～ 10:10)>新干歳着 (14:05～ 15:00)着 後、解散
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【募集型企画旅行契約】

【旅行のお申込み】

【旅行契約の成立時期】

【旅行代金のお支払い】

【取消料〈お1人様〉】

【お客様の資任】

【海外危険情報】
【ご旅行条件 旅行代金の基準日】

お申込金 (お 1人 様)

鶴 昌?畷児盤鷺してさかのぼ
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無 料

40日 前以降～31日前以前 ffiFn*@lo% | E {+
30日 前以降～ 3日前以前

,合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う店舗での取引の責任者です。このご旅行の
いましたら違慮なく下記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

。お問い合わせ(受話販売) .      ・糧ガ馴唱匠亜蔓鋼驚靱扮 薫鍵覇5鼎三邸・荘鷹L業所
観光庁長官 登録旅行業 第1665号  〒0600002本 し幌市中央区北2条西3121(オ し幌北2条ビル8階 )

◎盟鸞議
徊J焼熙曇T賢

病気 17がをした場合には多額の治療質、移送費等がかかることがあl,ま す。また 事故の場合 加害者への賠償

呼

います。(時刻はすべて現地時間
です)※ 上記スケジユールからの
別行動、減泊はできません。また、
スケジュール中に明記されたお土
産店へご案内させていただくこと
が条件となつていますので、予め
ご了承ください。尚、これはお生産
店での購入やお土産店への入店
を強制するものではありません。

し)は 16,000円 となります。


