
早春のイラ粛ツ旅!

|

現

新千歳発旅行代金/フリープラン台北3日間/レオフー/2・3名 1室利用/おとなお1人様 ※国内空港施設使用料。国際観光旅客税および海外

2020.1/21>4/20
(一部出発日を除く)

階‐ で ■VAAIHメ釘

となります。

ご予算・お好みに合わせて下記のホテルからお選びいただけます。

創業30年以上の
伝統をもつ老舗の
ホテルです。中心
地に位置している
ので、アクティブに
行動したいお客様
にお薦めです。

一《

スケジュール表            ●:入場観光、★:下車観光
※航空便の発着時間は11月 1日現在のスケジュールとなり、変更となる場合があります。
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可旧覇蘭通遍戻:田 Eliこそ日示語孫員が「Horday(ホリデイ)」のプレートを持つてお出迎えします。
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朝食 :ホテルにて [終日]自由行動 朝

台北ライナーバス観光プランもご利用いただけます。
匡菫互互憂董至互豆亘亘匹≡I褻墾∃(追加代金要)  台北(泊

3 4
■監IF■■Ⅲ日本語係員がホテルロビーにてお出迎えし空港までご案内。同行いたします。|
ホテルー E謝 1園降キヨ030～ 1010 BRl16)騨 店読押に1(1405～1500

朝

機

出発日:2020年 1月 21日～4月 20日
“
旦し、1/22～ 28発は設定がありません)

観光にもビジネス
にもぴつたり。日本
人の需要が多い
ため、殆とのスタッ
フが日本語を話す
ことができます。

は設定がありません。

「            :あ りません。 | M RT大安駅を出てすぐにある大変便利な立

客宣には日本の
お客様に快適に
お過ごしいただく
ためのこだわりが
沢山あります。

計可
■

■
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打犠
には朝食を含みます。

全体のご注意は裏面のご案内とご注意をご覧ください。
ご案内 現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうかの確認、

パスポート・査証取得はお客様の責任で行つてください。
※帰国日の朝食は集合時間及び現地事情によリボックスブレックファーストのお渡しとなる場合があります。

※1名様ご参加の場合は1人部屋追加代金が必要となります。(延泊代金は倍額となります)

※1繁忙期は館内の混雑が予想され、ご案内する時間が短くなる場合があります。
※2忠烈Tplが慰霊行事等で見学できない場合は車窓観光とさせてI頁き、衛兵交代
は中正紀念堂にてご案内致します。※3台北市内観光プランをご選択いただいた場
合、最大lヶ所のお土産屋へご案内させていただくことが条件となっています。※4台
北市内観光プランは4/8は設定がありません。
パスポート残存有効期限が帰国時まで必要となります。(日 本国籍の方)

※国内空港施設使用料。国際観光旅客税および海外空港諸税が別途必要となります。1人部屋の延泊追加代金は倍額となります。

利用ホテル
日
獅 ﹈駅

※出発日・旅行代金区分カレンダー華右記参照 1人部屋
泊力Π代金

延泊
自力Π代金A B C D F

レオフー
ホテル

49,800 53,800 57,800 59,800 68,800 69,800 20,000
10,000

4 59,800 63,800 67,800 69,800 78,800 80,800 30,000
ガーラ
ホテル 02 53,800 57,800 61,800 73,800 72,800 72,800 22,000 11,000

4 63,300 6フ,800 71,800 88,800 82,800 82,800 33,000

コスモス
3 55,800 59,800 63,800 73,800 72,800 72,800 22,000

1,000
4 65,800 69,800 73,800 88,800 82,800 82,800 33,000

パーク
タイペイ

3 04 61,800 66,800 71,800 75,800 フア,800 78,800 30,000
15,000

4 75,800 81,800 86,800 93,800 91,800 93,800 45,000

おとな旅行代金と同額2,610円
(こども)

約1,ア 40円

|お

と場員祟型司額・
1,000円

(おとな・こども同額)

裏表紙参照
上記旅行代金に
含まれております。

燃油
サーチャージ

「F/_Eガスト
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早春彙べ■,`フリー■プラン台北

>★憩熱詣※2)「鼎泰豊」にて小籠包の昼食
>人気エリア1永康街散策(フルーツかき氷付)

>総合土産物店にてショッピング※3

早春スペシャル フリー 新千歳発旅行代金 2・3名 1室不帽 おとなお1人様/単位:円
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コース番号  ホテル フライト OP選択(2日 目)
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3:3日 間 4:4日 間 代

家層
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パスポート残存有効期限が帰国時ま ります。(

ご予算。お好みに合わせて下記のホテルからお選びいただけます。

観光にもビジネスにもぴったり。日本人の需要
が多いため、殆どのスタッフが日本語を話すこと
ができます。日本語のテレビチャンネルも多く、
ロビーで日本語の新聞を読むこともできます。

1 1/29～30発は設定がありません。¬

台北駅から徒歩約1分という立地抜群。近
くに新光三越もあり、街歩きやお買い物に
便禾」なロケーシヨンです。

コ

日本のプリンス系列のホテルで民政東路
と林森北路の交差点に位置します。台北
のにぎやかな中山地区にあり、近くに24時
間営業のスーパーやコンビニもあります。

スケジュ…ル表             ●:入場観光、☆:下車観光
11月 1日現在のスケジュールとなり、変更となる場合があります。

lllti諄1(1210～ 1300 BR165)E測1回四■1(1555～1620
税関通過後、出□にて日本語係員が「HOuday(ホ リデイ)」 の
プレートを持つてお出迎えします。

一=(夕食:台南の名店「度小月」にて担仔麺・魯肉飯)

一 ☆饒河街夜市(胡椒餅・パールミルクティー付)一 ホテルヘ (21 ЮO～2200着 )

台北(泊|

朝食:ホテルにて

― ☆永康街散策(フルーツかき氷付)=一===総合土産物店
一― レトロな街並☆九分観光

==(夕食:F両悦楼茶坊」にて郷土料理)一 ―一★九分自由散策―
― 足つばマッサージ体験 (約 30分)一==一回   (21:00～2130着 )

マッサージ体験終了後、マッサージ店の車でホテルヘお送
'り

します。
※ガイドは同行いたしません。               台1ヒ

●故宮博物院見学(所要:約 120分)=一―

朝食:ホテルにて                ヵ,んとまそきゅう りょうにんまとう
|二重ュ凶 (08:30～ 09:00発 )==淡水観光(☆屋台街散策、★関渡嫡祖宮、☆漁人編頭)

==(昼 食:「天下三絶1にて牛肉麺 )一 土産物店

一― ホテル (14:00～ 14:30着 )

午後:自 由行動                     台北(泊 )

朝食:ホテルにて (※ 1)

日本語係員がホテルロビーにてお出迎えし空港まで
ご案内。同行いたします。        _

ホテル =E副 1[]略に1030～ 1010 BRl16)辟 店キ「■奪ヨ(1405～ 1300

蝙食事/3日間:朝 2回 昼1回 夕2回 、4日 間:朝 3回 昼2回 夕2回
蝙最少催行人員/2名 (2名 以上でお申し込みください。)
は添乗員/添乗員は同行しませんが、ホリデイ係員(日 本語ガイド)が お世話します。
晰利用航空会社/エバー航空(エコノミークラス利用)蝙利用航空会社/エノ‐航空にコノミ ク

関 ]酪 まで延泊可能です。延泊には朝食をは延泊/4日 間コースは出発から起算して最ラ

全体のご注意は裏面のご案内とご注意をご覧ください。
現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かとうかの確認、
パスポート・査証取得はお客様の責任で行つてください。
(注 1)帰 国日の朝食は集合時間及び現地事情によリボックスフレンクフア~ストのお渡し

ご |   となる場合があります。

司癬鯰鶉硼舗滅渕
期は館内の混雑が予想され、ご案内する時間が短くなる場合があ

'り
ます。※忠烈祠

が慰霊行事等で見学できない場合は車窓観光とさせて頂き、衛兵交代は中正紀念
堂にてご案内致します。

2017年 10月 に剰甲しくOPENし たスタイリッ
シュなホテル。

含みます。

■||||:1■ |

1日

～
4月 20日の毎日‐絶し、1/22～

'し

、″′発は設定がありません)

‐ |■ 111‐ 1‐ ||
忠烈祠6〕

これは安心



:台北101(展望台入場)

地上101階、高さ508mのランドマークタワー
■度小月にて夕食    `a

鴨 TI
l    鑢|

永康街散策

もちっとした糸田麺、
エビの頭でタシを
とったスープ、肉そ 鰯
ぼろとエビが乗っ
た担仔麺 (た ん
つ一めん)の定番

超人気台湾スイーツの代表的なお店。屋
台やカフェ、雑貨店など、ぎっしり軒を連ね
ている永康街を散策します。

サ九扮観光
アニメ映画の舞台になったとも
言われる昔ながらの停まいを
残すノスタルジックな街並み.

香1蔦弊墨所の面Ъ峯研〒雇嘉議畠暑雇夏う薦全長400mの まっすぐな道に衣類、アクセサリー屋台がひしめきあっている夜市へご案内。

ι 漁 人 砺 頭 談 水フィッシャーマンズワーフ)
台湾の「サンフランシスコJと言われている地元でも人気の高
い観光漁港cカップルでにぎわうデートスポットとしても人気.

関 渡 嬌 祖 宮 鱗
海の女守護神・嬬祖
(天上聖母)を主神と
して示巳っている。

一
響

　

，

一

・
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●故宮博物院
世界四大博物館のひとつ。中国歴代皇
帝が収集した絵画や陶磁器、銅器、書法
など約70万点もの所蔵品を誇

'り
ます。

足 つ ぼ マ ッサ ー ジ (約30分)i
たっ́Sくり遊んで疲れた足をリフレッシュ!

「鼎泰豊」のな
小籠包 亀:人前イメニジョ

‐1.=
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鰈

※国内空港施設使用料。国際観光旅客税および海外空港諸税が別途必要となります。1人部屋の延泊追カロ代金は倍額となります。

利用ホテル
日
数
劇駅

※出発日・旅行代金区分カレンダー鰺右記参照 1人部屋
追カロ代金

延泊
:自詢Π絆 全A B C D E F

レオフー
ホテル

3 68,800 72,800 76,800 79,800 88,800 89,800 20,000
10,000

4 84,800 88,800 92,800 95,800 104,800 106,800 30,000

ガーラホテル
3 02

72,800 75,800 80,800 91,800 91,800 91,800 22,000
1,000

4 90,800 93,800 98,800 114,800 109,800 109,800 33,000

コスモス
3 03

74,800 77,800 82,800 91,800 91,800 91,800 22,000
11,000

4 92,800 95,800 100,800 113,800 109,800 109,800 33,000
ア
ス
リ
ン
ロ
リ

グ
プ

3 04
80,800 84,800 87,800 89,800 93,800 99,800 26,000

13,000
4 93,800 97,800 100,800 105,800 106,800 115,800 39,000

シーザー
メトロ

3 81,800 85,800 88,800 85,800 94,800 94,800 26,000 13,000
4 94,800 98,800 101,800 98,800 107,800 107,800 39,000

タイペイ
シーザーパーク

3 06
86,800 92,800 95,800 92,800 100,800 101,800 32,000

16,000
4 107,800 114,800 117,800 114,800 121,800 123,800 48,000

コース番号   ホテル選択
9ξ
31嵩
li几

冒  ち藁]
フライト選択

01

予
約
コ
ー
ド
⑩

貫

・

新千歳空港
施設使用料
おとな2,610円
こども1,300円

国際観光旅客税
1,000円

(おとな。こども同額)

裏表紙参照

海外空港諸税目安額
(裏表紙参照)

約1,740円
(おとな。こども同額・幼児不要)

重閻ぷ[可墨]]
燃油サーチャージ

上記旅行代金に含まれてお
'ノ
ます。販売店にてお支払いください

出発日・旅行代金区分カレンダー

!轟                  二

:■,|

早春スペシャル 充実の台北・九倫 304日間新千歳発旅行代金 2・ 3名 1室禾帽 おとなお1人様/単位:円



航空機について
航空便の遅延・不通・路線変更などによって
旅行日程目的地滞在時間および観光箇所
の変更、削除などが生じる場合もあります。
空港諸税について
各ページに記載した海外空港諸税は目安
額となります。空港税は出発月の前々月16
日(土日の場合は翌日営業日)(3/1出発の
場合は1/16)の 電信売相場にて確定いた
します。確定金額は販売店よりご案内いたし
ます。ご案内後の為替変動による追徴収・
返金はいたしません。
海外空港諸税一覧

※2019年 11月 1日現在 空港諸税等は予告な
く変更 新設されることがあ

'り

ます。この場合、税
額によっては差額分もしくは新たに仝額をご負担
いただくこともありますので予めご了承ください。

国内空港施設使用料について
国内空港施設使用料は、旅行代金に含ま
れておりません。旅行代金お支払い時に新
千歳空港施設使用料 おとな2,610円 こど
も1,300円 (幼児は不要)を別途販売店ヘ
お支払いください。
2019年 1月 7日 以降に出国する旅行者から
国際観光旅客税(お 1人様1,000円 )が導
入されました。当社のツアーにてご出発され
るお客様におかれましても、本税を徴収させ
ていただきます。
ホテルについて
原則としてツインベッドルームの2人部屋を
用意致しますが、時期やホテル事情により
タブルベッドルームとなる場合があります。な
お、3人部屋をご希望の場合は、2人部屋に
簡易ベッドを入れるため、手狭になります。ま
た簡易ベッドの搬入は夜遅くとなる場合が
あります。
送迎、市内観光、オプシヨナルツアー
について
施設の休館、祝祭日、その他の現地事情や
天候、渋滞などにより観光箇所および実施

日が変更になる場合がございます。また、自
由行動時間などに影響の出る場合がごさい
ます。観光および空港・ホテル間の送迎バス
はホリデイ以外のお客様とご一緒となる場
合があります。少人数の場合、セダンや小型
バスを使用することもあります。また、ドライバ
ーズガイドのご案内になる場合もあります。
■台湾の祝日…・1月 24日 (大 晦日)、 1月
25日 (1日 正月)、 2月 28日 (和 平言己念
日)、 4月 4日 (児童節)、 4月 5日 (民族掃
墓節)

土産物店のご案内について
コースにより、日程表内に記載されている土
産物店にご案内させていただくことが条件
になっています。回数には、休憩場所・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。

その他
■台湾では、全土において禁煙新法が施
工されました。これに伴い、3名 以上いる
屋内は全て禁煙とな。ります。違反者には
最高10,000元 の罰金が科せられます。
ホテルにおきましても、客室内、レストラン
等は全面禁煙となります。一部喫煙室
(独立した空間に空調機が設置されてい
る部屋)が館内に設置されているホテル
がありますが、多くのホテルは屋外に喫煙
可能場所を設置しています。

■お客様が旅行開始後に、当バンフレット
に記載された旅行サービスについて、記
載内容と異なるものと認識したときは、旅
行地において速やかに当社 (手配代行
者)または旅行サービス提供者にその旨
をお申し出ください。ご帰国後のお申し出
には対応いたしかねる場合がございます。

■18歳未満の方同士又は単独のご旅行
については一切お受けできません。

目安額は1台湾ドルあたり347円 にて換算
(2019年 10月 16日 を含む公益財団法人日本関
税協会週間為替相場)1円単位を切り上けます.

1募集型企画旅行契約
ホリデイは株式会社近畿日本ツーリスト北海道(以下「当社Jと いう)が企画 募
集し実施する企画旅行であり、この旅行に参力]さ llる 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。又、契約の内容 条件は、説明書面(パ
ンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、最終旅
行日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」 によります。
2旅行の申し込み
0)申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき原則旅行代金の20
%相 当額以内の申込金を添えてお申込みしヽただきます。お申込金は、旅
行代金、取消料又は違約料のそllぞれの一部として取り扱います。

(2)当 社は電話、郵便、ファフシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付け
ます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通
知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。

(3)お客様の状況によつてよ、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措
置が必要になる可育割生があります。詳細は、「海外募集型企画旅行条件書Jの
「3申込条件Jを確認のうえ、特別な配慮 措置が必要となる可能性がある方
よ、ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。
3契約の成立と契約書面の交付
い)募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を受
領したときに成立するものとします。

(2)通 信契llよ前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した
ときに成立するものとします。ただし、契約締結を承諾する旨をe mal等 の電子承諾通
知の方法で通畑した場合は、その通知がお客様に至J達した時に成立するものとします。

(3)当 社ま契約の成立後旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責
任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しいたします。(当
バンフレットまこのご旅行条件書において、契約書面の一部といたします)当社が手配
し旅程を管理する業務を負う旅行サービス範囲は、当契約書面に記載しヽたします。

(4)お 申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできld

い場合、当社はその旨説明し、お客さまの承諾を得て、お客さまが「取)肖待ちJ状態でお
待ちいただける期限を確認し、予約可有

=こ
向けて努力することがあります。(以下「ウェ

イティング登録Jといしヽます。)その際、「申込書」の提出及71申込金と同額を「預り金Jと
して申し受けます。当社は予約が完了した場合速やわヽこその旨を通知します。この時点
で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当社がその予約
可能通知の前にお客さまから「ウェイテイング登録Jの解除の申出があつた場合、又はお
待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合は当社は「預り金Jを全額払戻し
ます。なお、「ウェイティン猪 録Jは予約の完了を保証するものではありません。
4通信契約
当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジッ
トカード会社(以下「提携会社」といtlます。)のカード会員(以下「会員Jといいます。)
より所定の伝票への「会員」の署名なくしての旅行代金等のお支払いを受けることを
条件に「電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による」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出来ない場合があります。
また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。所定の伝票に会員
の署名をいたださクレジットカードでお支払いいただく契約は通信契約には該当せず
通常の旅行契約となります。)通信契約成立日をカード利用日といたします。
5旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼつて60日 目に当たる日以降21日 目
に当たる日(以下「基準日Jという)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込を
された場合は、申込時点又|よ旅行開始日前の当社の指定した日までにお支llい いただきます。
6お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)

お客様はいつでも次に定める取)肖料(お一人様につき)をお支払いただいて、旅行契
約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込
金)から所定の取消料を差し引き払tl戻 しいたします。申込金のみで取消料がまかな
えないときよ、その差額を申し受けます。(なお、表でいう取消日とは、お客様が当社
及び旅行業法で規定された「委託営業所J(以下「当社らJと いいます。〕のそれぞれの
営業日、営業時間内に取消する旨をお申し出tlただいた時を基準とします。)

フ燃油サーチャージについて
旅イラ代金には燃油サーチヤージが含まllて おります。燃油サーチヤージ
が増減または廃止された場合でも旅行代金の増減はありません。
8ご旅行条件・旅行代金の基準
(1)こ の旅行条件は、2019年 11月 1日現在を基準としております。また、旅行代金は
2019年11月 1日現在有効なものとして公示されている運賃 規則または2019
年11月 1日 現在認可申請中の航空運賃 適用規則を基準として算出しております。

0)特別に注釈のない場合、こども代金は年齢が旅行開始日当日を基準とし
て満2歳以上12歳未満のお子様に適用します。幼児代金は旅行開始日当
日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。

31日目～4
旅行代金の10%(但 し上限50000円 )

(7T)「 ピ~ク 時Jとは12月 20日 から1月 フ日まで 4月 27日か
|

|ぅ l目 o日まで及び7月20日から8月 31日三r=LIЧさます。J

い)株式会社近畿日本ツーリスト北海道(以下「当社J)およびご旅行をお申し込みいただ
いた受託旅行業者(以下「販売店♪よ、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報
について、お客様との連絡や運送宿泊機関等の手配のために利用させていただくま
か、必要な範囲内におしヽて当該機関等に提供いたします。②当社、当社のグループ企
業等、販売店および当社がli携する企業が取りll.う 商品、サービスに関する情報をお
客さまに提供させていただくことがあります。(3)上記のほか、当社の個人情報の取り
Ⅵこ関する方針についてよ、当社の店舗またはホームページでこ確認ください。

lる「たびレジJhtpノ /www ezaryu mOfa gojp/tab reg/の 登録もお勧めします。

旅行企画・実施

株式会社 近畿日本ツーリスト北海道
桂F聟匝≡頭〉0ボDH果証舎員 幽 鰊 婆T詈

管理箇所 1    北海道海外仕入商品企画センター(内線8010180)
〔海外旅行保剛 入のおすすめ 1動 してご旅行をしていただくたは昭 様ご自身で保険を洲すられますようおすすめいたしま司

観光庁長官登録旅行業第1885号 0-般 社団法人日本旅行業協会 正会員
〒0600003北海道札幌市中央区北3条西2丁目2-1日通札幌ビル6F
倒ヒ海道海外仕入商品企画センター) ホリデイのご相談。お申し込みは下記の販売店をご利用下さい。

受託販売:

f-: -- 
-. 

4 --

逝督日本ツーグストのホームパージをどひご慧くださι
'。～融 する情報をこ紹介しております～

FieCt/ 近ツー北海道発近ツー 北海道発      鰈 索 菫

請求コード
言青求コードは 1   37981911う 319(1115)
ありません | (ドアーズ/札幌大同)(006)

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う取引の責
任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不
明な点があれば、旅行業務取扱管理者にご質問ください。

・ ,tl

ll:|11

1■  JJ I■

ホリデイご参カロのお客様へご案内とご注意

(抜粋)

。お申込み時に海外安全情報


