
台湾を埋る線～台や・台か台北・日月淳～

110‥10予定】福岡発ケチャイナエアラインで台北へ。

111＝25～40予定l台北着後、専用車にて台中へ。（約2時間）

［享二画着後、既正甜■∃朋大きな弥勤菩薩像で有名な○宝覚寺、
〇台中公園、日本時代に眼科だった建物を改装した
お菓子店○宮原眼科、○無為草堂にてゆったりお菜体琵英。

［亘二重］苦の街並みを再現した「台湾膏蕉新楽園」にて台湾料理。台中泊□清和

［享二面台中発、専用車にて景勝地l王Ⅰ三Ⅰヨへ。（約1時間半）○文武廟・〇九族文化村へ。

［享二重］日月漂発、専用車にて烏山頭ダムへ。（約2時間半）

湘M園恩口和扁岡。躯串間固日間へご案札その後、専用車にて台南へ。（約1時間）

［亘二重］台南料理。夕食後、ご希望の方は、神農街のライトアップへ。台南泊画朝田

匝二重］日を証捕縄オランダ統治時代に建設された○赤骸樺、
台湾最古の○孔子廟、英雄鄭成功が祀られている○延平郡王詞、
○成功大学のガジュマルの木。途中、「安平豆花」にて豆花スイーツ。

［亘二重］台南名物肉国などの郷土料理

［夏蚕］台南発、新幹線にて台北へ。（約1時間半）台北着後、
※お申込みグループでお一つお選びください。 

①定番市棚光とショッピング三雲崇喜こ芸慧警宍諾票諾など。 

②ノスタルジックな九イ分観光民芸品店、お菜専門店へもご案内。 

直垂］禁慧是認業苦警豊誓荒。　　台北泊醐m

出発まで自由行動（ホテルチェックアウトは11：00～12：00頃です）

弧退柑痴週故吉博物院観光と「故宮晶華」での広東料理　お1人様追加代金5，000円

匝亘］免税店へ立ち寄り、空港へ。い7：25－35予定胤ヒ発ケチャイナエアラインで福岡へ。

l20＝35～4q予蔓」福岡着。解散。　　　　　　　　　　　　　　塵姻那覇

※送迎・観光等で他のお客様とご一緒になる場合があります。
※祝日等の事情により、スケジュール・レストラン等が変更になる場合があります。
■品少催行人員：2名　■食事朝食3臥昼食2回、夕食3回　●添乗員：同行しませんが現地係員がお世話い
たします。●日本発剤等の利用予定航空会社：チャイナエアライン　■利用ホテル．右記表をご覧ください。

台湾を巡る旅～台中 �台中台南・台北・日月澤～4日間旅行代金表（チャイナエアライン利用） ��������1品琶 （3泊） �トリプル 割引 （3泊） 

大人お1人様／単位：円 �子供代金凰000円引き　幼児代金（2歳未満、航空座酎食事・ベッド無し）：25，000円 

ホテル＜台中 �／台南／台北＞ ��コースコード �日数 �AトB ��C �D 

ス；三呈ア／ス；； �呈ア／ス妄言崇ア ��W14TYS �4 �99，800 �108月00 �112，800 �114，800 �22，000 �一㌧Jここ 

デ書芸支ス／デ書芸 �三ス／デ書芸貢ス ��W14TYD �4 �109，800 �112，800 �116，800 �118，800 �30，000 �－1，500 

デ書芸三ス／デ書芸 �貢ス／真義晶嘉 ��Wl4TSR �4 �127，800 �131，800 �135，800 �137，800 �50．000 �－1．500 

帰着日追加代金（ �（大人・子供同額 �】　謂冒翳諸富語，と3歳品造語。 
※上記旅行代金には空港諸税は含みません。日本出発前までにお申し込み店にて台湾の空港税1，050円と、福岡空港

施設使用料（大人945円、子供472円）をお支払い下さい。※上記旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。
※廷泊はお受けできません。

＜台中＞プラザ・インターナショナル
または新幹線グランド

＜台南＞台南ホテルまたはダイナシティ
＜台北＞サントスまたはコールデンチャイナ

またはコスモス
※ご指定はお受けできません。

＜台中＞エバーグリーン　または　ナショナル
またはスブレンダー

＜台南＞ラデイウスまたはエバーグリーン

＜台北＞インペリアルまたはガーデン

※ご指定はお受けできません。

●観光ショッピングのご注意※コース日程に明記しております観光とショッピングに関しては、お客様のご希望による放棄はお受けできません。予めご了承ください○

■マークの見方・コ＝入場説光C＝下車駅光△＝車窓観光

1移動の交通手段／ケ＝飛行機で移動　等等＝車で移動繭＝列李で移動　⊆l－＝新幹線で移動
■コースの食事／回棟内企画朝食酌塁金田．夕食□・食事なし

lご案内とご注意l悪書畠蓋霊雪雲誓い。
†

〈お那屋のベッドタイプについて〉
2人用のお部屋には、ヘッドが2台の「ツインヘッドルーム」とキングサ

イスまたはクイーンサイズの大型ベッド1台の「タブルベッドルーム」の
2吾遜打があります。ハネムーナーやご天福などのカップルでご参加の場

合、また、時矧こよってはそれ以外のお筈様も「タプルヘッドルーム」と
なる上顎合があります。

〈3名様で1部屋（トリプル）こ利用の場合〉
2人空5屋に簡易ベッドを入れ、3名榛でこ利用いただくため手狭となります。

簡易ベッドの投入時訓は夜遅くなることが一般的です。また、ホテルにより
トリプル利用ができない場合がありますので、予めご了承下さい。

〈お1人または奇数人数でこきカロの1ヨ合〉
他の万との柑郡屋はお受けできません。お吉帽をお1人で利用する場合は
1人郡屋追方口代金が必要となります。また、1人即応の使用はホテルに蔓慧
された本人以列は認められません。また、現柏での2人部屋への変更も認
められない13合があります。

く眺望について〉
符に明E己のない限り、お臼歴の眺望及び［告数は指定していません。喜ホテ
ル紹介ページに記載のお部屋カテゴリー名称は、ホテル机が名付けたカテ
ゴリー名称を記載しています。

くその他ホテルについて〉
●ホテルの混沌具合によってはチェックインにE宅間がかかる現合があります。

地矧こより個人チェックインと同校にホテル所定の宿ノ自力一ドへの記入が

必要なlヨ合があります。また、回誓芯話やお郡屋の三二八一用として国際
クレシットカードまたは現金でのデポジットを謂茨されることがあります。

●この旅行は西鉄たr行柱式会社Hコ同市中央区≡院3丁目16岩音26弓
579与号）（以下「当社」といいますが正己実話Trる旅行でこ、、ルV

●ここに：己左記のない

■旅行のお申し込み

表示の時間帯は交通轢関の変更で異　4．00～　6°00～　8・00～　12・00～16●00－18・00～　23▲00－

なる場合がございますので、出発の約10

日前にお渡しする最終日程表をご覧ください。
朝】午前≒午後 夕刻　t　夜

〈ホテルからの特典BENERTについて〉
●「ホテルの椅典」「BENEFITS」はホテルから提供されるサービス特

典であり、ホテル用の都合により予告なく変更中止される場合がありま
す。お客様のこ都合により利用されない唱合の返金はございません。ま
たホテル別より提供がない境合【ま、現地係員またはホテルスタッフにお
申し出下さい。ご帰国後の提供・逗壷は一切できませんので予めこ了承
下さい。

くホテル内での俣矧こついて〉
●2009年1月11日より汚行の法律により、台ノ巧では、公共の唱祈（室温

レストラン、ホテル、公共交通陸閑等）での［実煙が完ミ止されています。ホ
テルによってはロビー、空室、レストラン等全館禁煙の場合もあり、違反
すれば罰念の対象となります。投煙、えミ煙ルームの窄前指定はお受けで
きませんので、予めご了承ください。

交通機関・実線について

〈飛行機の移動について〉
●告日程表内に記載の航空機発電時間及び便名は2013年8月1日を

墓主準としています。
●逆蛇機関の遅延不遇スケシュール変更経絡変更など、また、これ

らによって生じる旅行日程の変更目的地滞在日吉問の短約及び硯光
関所の変更、削除などが生じる場合もあります。このような場合責任
は負いかねますが、当初日程に従った旅行サービスが受けられるよ
う手百己努力いたします。

●航空鴇の座席記列や空港での同人チェックイン化に伴い、クループ、
カップルの方でも隣り合わせにならない場合があります。Yクラスくエ
コノミークラス）席こ利用のお客様は、窓側／迅謁側のご希望は事前
にお伺いいたしかねます。

●航空会社にお預けになる荷物には、玩空会社により盃さ大きさに制
限があります。別間を越える場合は定荷手荷鞄料金がかかる甥合や

円而（Rも雲旅行ヨネ三≡ミ）及び望光庁認可によ
件新前巧打および更製　雲正の一三巧（以下、旅

1当社所定の旅行申込亡に所定郡巧を記入しお申込金モノ芦えてお申し込みいrL＿差いきますっお申込量
は旅行代会取ノF■〉科または還約科それぞれの一郎として充当いたします。

2当社は訂‾言ミ引こよる橘行契約の予約申込を受付けます。この塁台、当社が予約率込を承諾した昌
の翌日から起算して3t∃以内に申込だのに出と申込金の支払をしていただきます〔この裏蛸1中に申

込門の描出と申込量の支払がなされない場合当社は中込がなかったものとして取月抜しほす0
■・・　　　．．＿　■

旅行課約は、当社が㌍情の閂沼を衰話し第1軍の申込金を交‡書した矧こ成立するものとし害す。
■推定己面（こき三日芦三去）のおノごし

当社はお等桟に覧台時刻墨指、利用運送J‘莞閲箔′白鷺間等に閑する征定に汚ヨを記琵したに閂日程
表を遅くとも旅行開始日の前日までにお㌍し′し話す。（関りとして工・行開始日の2コ閏前～7日前に
お雲しするよう努力します）
■お支払い対諌旅行代全（持窄旅行代倉）
1「お支払い対謹旅行代窒」とは、申込会取ノ門札違約料、安曇補償会の計口韮箪となる旅行代藁の
ことで、崇′ユ‾広告またはハンフレットに日行代会として衣示した会漬」プラス「迫加代会として妄示
した会話」マイナス「≡」引き代藁として表示した蓑餌」をいいます。
2旅行代藁は旅行開始∃の前日から起算してこって21E∃目に当たる日より前に全nお支払いいた
だきます。旅行開始日の抗日から退汗して還って21巳呂に岩たる日出掟にお串込みの場合は、旅行

問約日前の当社白、±正する糊口までに竺拍お支払いいただきますU
■旅行代蓋に含まれるもの

鉄道道罠等、ほ行日矧武示した送迎ハスなどの笹会。に
丑En准将日原仁の水準の崇用な変更別こ対応するため‾足の
る方烹行書に一律に諜されるものに限ります。以下同寸±とします。

を含みません。）旅行5矧こ開示した閃光等lこ信用するパス料金カイド群立、入1コ料等6吉日′白料蓋
税サーヒス科（二人訂屋をお二人にでの使用白星信　長那料金、税サーヒス科0回悸行詣中のチ
ップ。ノ天無口付コースの′票柔Hの同行貧民。日程まに含む旨を開示した海外力空港税および空′已施
設使用料なおこれらのほれ矧よお宴はのこ折合により一三騨」用されなくても拙い戻しノは禁し≡せん亡

－1－1　　L　　‾・・

用閏及び－定の露伴下に限

●旅行代藁に含まれないもの
含まない旨をF『示した旅行日程中必姜なノ汚机の空′巷説等及び空歪陪設使用料、R烹＼田内の空蕎施

謂洋上花道塁蘭の諾す甘肥封｝粒会議漂青苗打靴aグ」一二ンク代電話竃詔梢、ホテルの
イメイドへのチップ、その他追加欽定等何人矧生門のほ賃用刃びそれに伴う鴇、サ‾ビス科0′雲二伴う鴇、サービス科。′雲

こ関する医穎罰」日本田
和泊閂、羽田＝諷閂竺由

読手汽き謂㌍用オプショナルツアー等の代毒。ヨ内列におけるイ‘）⊂
内の空港兄設鷲尾料、日石匡内におけるこ∃宅から空′き発芯までの
となった上［満の羽田～成巴及び伊丹～関空の地上交通n。ヨネ巴内

泊n〕日本国内ほ予約がとれない場合や天ノ三等で止むを口中他の
の叱」二交ミ薫れ。

が必要なq合の朽
こ利吊いただく坑台

■旅行＝誓約のデフ隠田ノILj料

1お琴ははいつでも次に定める取′削」をお支払いいただくことにより旅行真竹をぐ「某することかで

きます。但し、指定日と指定日黒須で取′冊的異なるq合が透りますのでこ′≡なくださし㌦
2当社の侍は鷺正・お冨標が㌘社に琉定するi矧∃までに旅行代釜を支払わないとき。緩お吉膵わ当社
の怒らかじめ明示し7こ・ほ別年令う封㌻技能その他の誉行ジ加射手を′賃たしていないことが明らか
になったとき。宣お各様が病気その他の下手由により、当該旅行に臼えられないとFnめられたとき0耳

お預かりできない場合があります。また現地の空詔～ホテル間にお
いて、別途運腎料を］罰く場合があります。

くハス等の移動について〉
●矧こ褒示のあるものを除き、他のツアーや他のコースのお客様と同

じバスで机光、空竃～ホテル間の送迎を行います。このため汲カ所
のホテルに立ち寄り、時間が必要となる頃合や空港などの出発地で
お待ちいただく場合があります。

●交通′丹潤などの現地事惜により、移動の所要巳等閏が大幅に変更にな
る場合がありますので、予めご了承ください。

観光とオプショナルツアーについて

●花設の休臨、そのほか現地の宗教的な事情や天候等により眼光笛所
の変更または実施日が変更になる場合があります。それにより自由
行動時間などに影響のでることもありますのでご了承ください。また、
交通渋矧こより、移動や観光の予定昭刻が大矧こ変更になる場合が
ありますので、予めご了承ください。

●オプショナルツアーは現地にて別料金でこ参加いただける現地実施
の小旅行です。

海外危険情報・衛生状況について
●′農抗先（固または地鳥）によっては「外務省危険憫季望」等、囚地域の

通航に関する惰澤が出されている唱合があります。お申し込みの際
に販売店にご確認ください。また、外務省海外安全ホームページな
どでもご確認ください。

（URLhttp／／wwvJanZenrnOfagD」P／）（海外安全相談センター

TEL03－5501－8162FAXサービス0570－023300）

●滋抗先の衛生状況については「厚生労働盲海外渡航苔のための
感染症惜詔ホームページ」（http／／wwwforthgD」P／）でこ

確認ください。

お客稲が他のお告矧こ送巧を及ぼし又は団称行勤の円滑な某誌を妨げるおそれがあると認められ
たとき。①お引接の人数がパンフレットに巨己諸還した㌫少性行人員に′ヨたないと吉。にの喝台は
4／27～5′6、7／20～8／3112／20～1／7に旅行開始するときは旅行開始日の前日から迂算し

て33日巨にあたる∃よりrmこ、またそれ以外の相関に旅行開始するときは、23日Rlこあたる日より
前に相行中止のこ退兄をいたします。）また⑤スキーを臣的とする旅行における隠⊆完の不足のよ
うに、当社があらかじめE弓示した旅行其巧条件凸、成こルないとき、あるいはそのおそれが痙めて大き
いとき。圧天災地変、鮎乱、累勤、擢還す日脚∫三間等の旅行サービスに供の中止、冨公蔓の命令その他

燃油サーチャージのご案内

●旅行代金に照油サーチャ【ジは含まれています。旅行契約成立後に、

燃油サーチャージが増叙または減訂、靡止されても、増額分の追徴
ならびに廃止を含む蔵前分の払い戻しはございません。

●「燃由サーチャージ」は昨今の世界的な航空燃料価格電照に伴い、
各関係国政府が抗空会社に対して認可した付加運賃です。

旅券・宜証lこついて　　　　　　（日本国籍の場合）

●L旅券（ハスポート）台湾入国日引こ3ケ月以上ぎ芙っている旅券
が必要です。

●2正喜正（ビザ）本コースでは不要です。
外国指の方は必ず大便臥領事館へお客様白身でこ相談下さい。

個人調印川和扱いについて
●当社及び下記「貝反売店」悌記載の受託旅行業者【よ旅行申込の際

に提出された申込矧こ記載された個人l責矧こついて、お客様と
の連結のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みい
ただいた旅行において逆送宿泊機関等の提供するサービス手
配及びそれらサービスの受領手続きに必要な範囲内で利用させ
ていただきます。

旅行企画・実施

西鉄旅行㈱
観光庁長官登録旅行業第579号
〒810－0022福同市中央区薬院3丁目16番26号
十耕土団法人日本旅行業協会正会員

V柑1tV血rld⊂8mロ白川n

ト票識語左話芸歩方。 � 

●当社のホ任と先王i
l当社は旅行契約超行にあたって、当社又は当社の手記代行業苔が紋誓文は』失により旅行者に才員
吉を与えたときは、そのiR畠を巧債する詔に任じまT r＿差しノ招告発生の翌日から起持して2年以内
に当社に通知がもったときに限ります。また次のような1コ合は原則としてコ任を乱頂せん8天災地

変、輝はL R如、逆送宿′白鷺閲の飛散もしくはサービス畏供の中山官公岩の命令、出入国規制伝染
芳；による需∈呈、自白行動の事故、貴巾石、迄錐等。
2当社は、手薄矧こついて生じたl】：頂のfn害については、同項の現矧こかかわらず、約二莞笠の辺巳
から廷托して21ヒ］以内に通知かあったときlL「30旅行者1名につき15万円を開展として拍債します〔

■‘1■’‾

当社はお召使が旅行≡湖中l」、コカ廿つ．ヨ状な舛未の郡故により生命、身体、謀には手薄概にi克った
一定の抗告について、当社も丁く行約款〔矯別三．［債甜呈の即別は）により、一定の描芯会及び貝賃金を

支払います。
●橘定保証
旅汚契約的苗に以下に仔j示する丑璽な≡聖が行われた聞合は、当社旅行約諾（算災型企郡詫行契約
のm）の規ネ三により、その変更の内竃に応じて旅行代会の1％～5指に相当する談の歪更摘有意を支

払います。ただし、一旅行突約について支払われる変望‡．和会の矧ま、旅行代会の15％を隈腰とし
ます。ま7こ、一旅行㌍蝕こついて変更71膵畠の罰が、1000円末芯の場合は責廷描償金は支払い
ません。
1旅行開始日文は誓7日の蛋望、2人まコする㍍光地戊矩俳誌㌢その他の呂的地の変災、3′理百三蔦間

の等慧又は封【のより低い料金のものへの≡更、4運送語間の穏粍文は会社名の要望5本邦内の
試行開始地たる空歪または旅行誓了地たる空′臼の宍なる頂の変更6不郡内と本邦列との問におけ
るむ行使の無闇史または粍由僕への変温7唱′白」罠閑の沌韻文は名称の変更8指／別三関の客土の
相撲設儲またはロ餌の空更9ツノノータイトル血に［己砧があった罰駅の変更
■その他
1上記の旅行代全は2013仁8月1日の運ぶい甘藍を藁澤としています。2当社はいかなる場合も

旅行の円実にはいたしません。3ことも代会は」詫行開始口当日を遺葦に、詔2才以上12才末吉の
方lこ超用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を韮準に、謂2二才「未満で坑空斥席を使用しない方
に還用します。4ほ行雲的の取回は、パンフレットに明示された発二三霊または日際班発石地から出
発～環詔の門間に限ります。

より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中
の病気や事故盗粗などに備えて、海外旅行保険
に必ずご加入されることをおすすめします。
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