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※マークの見方は洗面をご覧下さい。

※除外日など

詳しい条件は
表紙をご覧下さい。

lf真弓 � �スケジュール　　　　　　⑳云入場観光0輔軸光△痩躯義軒1 チャイナエアラインの場合　　．馳細胞－∴l 

1 �1 �［亘亘i萱童画福岡発ケ台北へ。　　　　匝亘頭璽福岡発ケ台北へ。 

園台北着。　　　　　　　　匝亘ヨ萱璽］台北着。 

着後「非情城市」のロケでも有名な附】脚珊滞爪i；】へ。 
九イ分散策後、十分へ。〇十分礪布見学、願い事を雷いて飛ばす 

天塩上げ体験（注1）へ（グループに1個）。観光後、台北市内へ。 

免税店ショッピングへもご案内。 

［：夏衰］台湾料理。 
［二亘コ士林夜市へご案内。　　　　　　　　　　　　　台北泊□囲田 

2 �2 �［蚕室］ホテルにて朝食後、偶鳥乗へ。 

囲タイヤル族の街、烏宋（ウーライ）柄光． 

トロッコ列車に乗車（注2）し、○白糸の滝へ。◎タイヤル族の民族 

舞月lショーを鑑賞。 

［垂套］郷土料理。 

閻陶詩の街、鰍（インター）観光． 

陶器のお店が建ち並ぶ○鸞♯（インクー）考街、◎鸞歌制帽へ。（注3） 

台湾のお茶文化を支える陶器の街を散策します。 

歴豆］r金品宗楼上にて帽包を書取熟訪料乳　　　台北泊画囲田 

3 �［蚕豆］ホテルにて。 

［二麗亘］自由行動。 　　　　　　　　　　　　　　一戸■■■■－－． 

lおすすめ力理口匿レ冊以上でお申込みくだ恥軸 
故宮博物院観光と「故宮晶華」での朗脚間約5開7，500円　て二・、盛或） 

台北泊囲□□ 

3 �4 � 

［：垂直］「好記　にて担仔匝（タンツーメン）と小皿料理。 

［至変更豆］空港へ。 

匝室匪亘圏台北発ケ福岡へ。　　　　匝憂重囲台北発ケ福岡へ。 

匿亘亘…重囲福岡着0解乱　　画囲図　匪匡萱萱憂］福岡着0解散。　囲閻囲 

チャイナエアラインまたは、キャセイパシフィック航空

スタンダードクラス、グロリアプリンス、リージェントタイペイ

同行しませんが、現地係員がお世話致します。

掴‾‾ち盲高嶺壷百二表面さ面二古瓦

※航空機、現地事情により、スケジュールが蜜更になる場合があります。
※観光・送迎において、他のお客様と一条引こなる場合があります。
※台湾の祝日、日本の連休、見本市、またはその前後日は、レストランが、変更になる場合があります。
※行程中の滞日、別行動はお受けできません。

（注1）天候等の事情で天燈上げ体験が出来ない場合は、ミニ天燈ストラップをお1人様に1つ差し上げます。
（注2）トロッコ列車が運休の場合は車にて観光します。（注3）月曜日は駕歌博物館が休館のため、台華陶藍
有限公司（陶磁器工場）にご案内します。（注4）占い料金は含まれません。

台北市内から約1時間、ノスタルジックな情
緒あふれる街九イ分を観光します。アニメ「千
と千尋の神隠し」のモチーフともされています。

一湾近郊プチ‾遊惑 ��窮輩臓約概‘’、1二折壁翌達矛ライン利用） ������－‾お �����媚琴圏瑚講渾琵琶溺関深 ����1人部屋 追加代金 �トリプル 

大人お1人様／単位：円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手癖代金：5加0円引毒‾‾地元代鋸2歳義満滴壷座辞儀 �������������� �事・ベッド無し）：25，000円： ���割引（3泊） 3・4日間共通 

ホテル �コースコード ��日数 �A �B � �D ��E �F �G �H � � � � 

スタンダードクラス �W13PSS ��3 �75，800 �79．800 �81，800 �84，800 ��87，800 �89，800 �88．800 �90，800 �96，800 � �114，800 �132．800 �16，000 �－1，000 
W14PSS ��4 �82，800 �86，800 �88，800 �91，800 ��94，800 �97，800 �96，800 �98，800 �104，800 ��122，800 �140，800 �24，000 

グロリアプリンス �W旧PSG ��3 �87．800 �91．800 �92，800 �95．800 ��100，800 �102．800 �99．800 �101．800 �109，800 � �127，800 �145，800 �30，000 �－1，000 
W（4PSG ��4 �101，800 �105，800 �106，800 �109，800 ��114，800 �117，800 �114，800 �116．800 �124，800 ��14乙800 �160．800 �45，000 

リージェント �Wt3PSR ��3 �104，800 �108，800 �109，800 �112，800 ��118，800 �120，800 �116，800 �118，800 �127，800 � �145，800 �163，800 �52，000 �－1，500 
Wt4PSR ��4 �129，800 �133，800 �134，800 �137，800 ��134．800 �143，800 �145，800 �143，800 �152，800 ��170，800 �188．800 �78，000 

髄自追加柁鋸九人・・子供伺齢 ����日曜日帰着 ���ま5，000円、10／14、11／4、12／23、1／2～5、1／13、3／23帰 ������缶は12．000円の追加が必要です。 

愕無塵鰐撃 �頁瞼・啓攣寝転鼠詣弧運転謂攣野澤郡 ����珊邪洒珊軍雫　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 �������賦準攣・芭頼■ ��璃＝・夢毎蓬髪 �罰発露蛤謡 �1人部屋 追加代金 �トリプル。 

大人お1人様／単位：円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子供代金：5．000円引き　幼児代金（2歳未満 ������������航空座席・食事 ��・ベッド無し）：25．000円 ���割引（3泊） 3・4日間共通 

ホテル �コースコード �日数 �A �B �－＿　亡　‾i　D ��E �F �G � � �� � � 

スタンダードクラス �WX3PSS �3 �81，800 �83，800 �85，800187，800 ��89，800 �89，800 �90，800 �92，800 �98．800 ��105．800 �114．800 �136．800 �16，000 �　】 －1，000 
WX4PSS �4 �88．800 �90，800 �92．800 �94．800 �96，800 �97，800 �98，800 �100，800 �106，800 ��113，800 �122．800 �144，800 �24．000 

グロリアプリンス �WX3PSG �3 �93．800 �95．800 �96．800 �98．800 �100．800 �100，800 �103，800 �103，800 �111，800 ��117，800 �127，800 �149，800 �30．000 �－1，000 
WX4PSG �4 �107，800 �109．800 �110，800 �112，800 �114．800 �115，800 �118，800 �118，800 �126，800 ��132，800 �142，800 �164，800 �45．000 

リージェント �WX3PSR �3 �110，800 �112，800 �114，800 �115，800 �117，800 �117，800 �121，800 �120，800 �129，800 ��133，800 �145，800 �167，800 �52，000 �－1，500 
WX4PSR �4 �135，800 �137．800 �139，800 �140，800 �142，800 �142，800 �146，800 �145．800 �154，800 ��158，800 �170．800 �192，800 �78．000 

凱議事擬馴騒㌍搭讃属精機副識 ���日曜日帰后は5．000円の追加が必要です。 

諾
※上書己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950円と、福間空港施設使用料（大人945円、子供472円）をお支払い下さい。

※上†己照付憶には燃油サーチャージが舌零れてい零す。※払白代金はお受け出来ません0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
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※マークの見方は書面をご覧下さい。

毒 風 趣 1 �垂 足1 担l 1 �戻伊彰．曜」．　　　　　　　　・■≡挑誹三嵐Ⅶ■●≡壷郭譲Ⅵ■堅塁萱当恵三i三品・ 

訊甜醐ゆ裟諾冨　　　韓く掩紳勒′訝句粟細凄減噴雷撃 

匪症頭璽福岡発ケ台北へ。　　　匝≧堅蚕豆璽福岡発ケ台北へ。 

圧〕垂溺台北着。 �巨夏蚕重囲台北着。 

一　　一憲一　台北市内観光とショッピング． 

圏慧禦軌ます。笹 
r欣葉」にて台湾料理。　　　　　　　　　　　　古弼餅（イメージ） 

［：二直コ活気あふれる、士林夜市を散策します。おやつに胡椒餅をどうぞ。 

台北泊□□四 

2 �2 �圏ホテルにて。 

魔］○忠烈同と中国伝統の宝庫◎故習博物院観光。 

（ガイド説明約60分・自由見学約60分） 

［二重衰］「麿小周』臆冒薗冨超膵適度小国料理。 

［至変］ノスタルジックな〇九粉と台湾の代表的な港町基経・北海岸観光。 

野柳の海岸自然公園へもご案内。 

観光後、足つぼマッサージ体験（約20分）と免税店へご案内。 

［画「鼎表芸」にて小龍包を含む点心料理。 
台北泊図画印 

3 �［垂亘］ホテルにて。　　　　　　父 ［二転訂自由行動。　　　　　　屯．j 

雷雷撃3割撃ア礪窺選管叢竪払み渾董庵ロ　ム選出堅哲⊥ジ） 

3 �4 】 �［二重亘］ホテルにて。 

［画自由行動。 
（ホテルチェックアウトは11 �：00～12：00ごろです） 

夢魔踊．∫．＿ぎ蛎羞 �幣許洗面磯㊥毎・夢碩盃魔境慧・▲宇戸 

圧王室萱≡萱重要国台北発ケ福岡へ。 �匝亘三萱萱重丞台北発ケ福岡へ。 

匝憂垂直l福岡着。解散。 �匝璽重囲福岡着。解散。 
圏□□ �画□□ 

匿蛮圏チャイナエアライン または、キャセイパシフィック航空

旅行代金表をご覧下さい。

同行しませんが、現地係員がお世話致します。

※4日間の場合朝食が1回増えます

※航空機、現地事情により、スケジュールが変更になる場合があります。
※餞光・送迎において、他のお客様と一緒になる場合があります。
※台湾の祝日、日本の連休、見本市、またはその前後日は、レストランが、変更になる場合があります。
※行程中の滅泊、別行動はお受けできません。

100年前の九イ分は9世帯しか

なく、物を買って乗たら9つに
分けていたことから「九イ分」と
呼ばれるようになったと言わ
れています。

忠烈詞
衛兵交代式では、一糸乱れぬ行進がご
覧いただけます。※2013年12月まで、改叢

故寓博物院
世界四大博物館の1つに名を連ねる。約
70万点近いコレクションが収載され、敦ケ

月ごとに展示品が入れ替えられ、全てを見
るには10年以上かかるとも言われている。

●」ム山4！、F

中正紀念堂　　　　野柳
中華民国の初代総統である蒋介石を　台湾の風景特定区。風や漸こよって
顕彰し竣工されました。青い屋根と　浸食されて出来た奇岩がたちなら

工事のため、蓮如）外剛がご削いただけない擢　白い大理石の特徴的な建物です。　．；唱黙公園が見どころです。
合があります。衛兵交代式は通常i即」行われます。
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西洋のモダンさと和の優美を併
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謹厳．）

嘩MAP－P4日、l捌MAP－P4日

ク「lリアプリンス
ホテルタイペイ

サントスホテル

日本語が話せるスタッフも多く、
せ持ち、落ち着いた雰囲気。シヨツ　　インテリアでまとめられたホテ仇　　日本からの利用客も多い、お手

ピンクや観光に便利な中山地区　飲茶もできる高級広乗料理レス　　頃なホテル。MRT駅から徒歩5

にあり、立地も良い。ゆったりと　トラン『九華楼』が有名。　　　　分と立地も良い。

広い客室と日系ならではのおも
てなしの心で人気です。

麒泌蜃級腰鞠鮎癖機教練感濠 ������痙攣鬱重砲鑑虹一ん＿」ん＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蕗妙二診鍵・；闇 ��������＿沌餅陣瓶苛篭． ��1人部屋 追加代金 �廷泊代金 （鞠食付／1泊） �トリプル 割引 （3・4泊共通） 

大人お1人様／単 ��：円　　　　　　　　　　　　　　　子供代金：二確 ������5，000円弓 �‾衰　幼児† �七会（航空痙衰＆ベッドを ��使用しない2歳未満の幼児）こ痩由000円 

ホテル � �スコード �日数 �A �B �‾‾‾‾己‾‾‾‾‾ �D　～　E �F �¢ �賦！ � �一‾・J �K � �≠ 

サントスホテル �困 �3THA �3 �79．800 �82．800 �85，800 �87，800【88．800 �88，800 �89．800 �91，800 �90，800 �93，800 �97．800 �121，800 �136，800 �14，000 �7，000 �－1，000 
W �4THA �4 �86．800 �88．800 �91，800 �93，800r94，800 �94，800 �95，800 �97，800 �96，800 �99，800 �103，800 �127，800 �142，800 �21，000 

グロリアプリンス �W �3THC �3 �84，800 �87．800 �87，800 �92，800【95，800 �91，800 �94．800 �96，800 �95．800 �100．800 �104，800 �128，800 �143，800 �2乙000 �11，000 �－1，0叫 
W �THC �4 �93，800 �98，800 �97，800 �103，800l106．800 �100，800 �105，800 �107，800 �106，800 �109．800 �116，800 �140，800 �155，800 �33，000 

オークラ プレステージ台北 �W �3THO �3 �96，800 �103．800 �102，800 �108，800l113．800 �103，800 �110，800 �122，800 �111，800 �114，800 �12乙800 �146．800 �161．800 �40，000 �20，000 �l －1，500： l 

W �THO �4 �109．800 �120．800 �115，800 �125，800l132，800 �116，800 �126．800 �141，800 �124，800 �133，800 �141，800 �165．800 �180，800 �60，000 

鮎新聞潮騒悶阻 �媚諾巨豊は ��1 �日曜日帰着は5，000円、10／14，11／4，12／23，1／2～5，1／13，3／23は12，000円の追加が必要です。　　　　　　　　　　」 

厭離補語溺絹恒堰 ��疇痴揮畠宗峰車軸 ���鱒軍旗疹廊封．軽蔑 ��敷） ���発振∫■影′き二幸撞 ����凍畔や撞頑＿こ■罰経＿匿硝 ��1人部屋 追加代孟 �延泊代金 （畷食付／1泊） �トリプル 割引 （3・4泊共通） 

大人お1人様／単位：円　　　　　　　　　　　　　　　　　　子供代金：一律5，000円弓 ���������き　幼児代金（航空座席＆ベッドを使用しない2歳未満の幼児）：一律25，000円 

ホ丁ル �］－スコード �目敏 �A　　　B　　　C ���D　　　E ��F �＿＿6＿ �囲 �】■■■ � �K �L �M 

サントスホテル �WX3THA �3 �85，80018ナ．800 ��90，800 �90．800　91，800 ��9乙800 �94．800 �94，800108，800 ��111．800 �118，800 �125．800 �141，800 �14，000 �7，000 �－1，000 
WX4THA �4 �92，800 �93，800 �96，800 �96．800 �97，800 �98，800 �100，800 �100．800 �114，800 �117，800 �124，800 �131．800 �147，800 �21，000 

グロリアプリンス �WX3THC �3 �91．800 �90，800 �95．800 �93，800 �97，800 �97．800 �99，800 �99．800 �114．800 �118，800 �125，800 �132，800 �148．800 �22，000 �11，000 �　ぎ ー1呵 
WX4THC �4 �101，800 �100，800 �106．800 �102．800 �108，800 �108．800 �109，800 �110．800 �123，800 �130，800 �136．800 �144，800 �160．800 �33，000 

蔓　オークラ プレステージ台北 �WX3THO �3 �108，800 �103，800 �111，800 �105，800 �112．800 �113．800 �115，800 �124，800 �129．800 �136，800 �143，800 �150，800 �166．800 �40．000 �20，000 �－1，5両 　∃ 

WX4THO �4 �125，800 �116，800 �128．800 �118，800 �125．800 �129．800 �132，800 �144，800 �145，800 �155．800 �162，800 �169，800 �185．800 �60．000 

Lj三塚願鱗嚢昧乳濁鳩翻 ���日曜日帰着は5，000円の追加が必要です。 

3日 ※上官己旅行代金には空港諸税は含みません0日本出発前までにお申し込み店にて台湾の空港税950円と、福岡空磨施設使用料（大人945円、子供472円）をお支払い下乱1。※上記脚七会には燃油サーチャージが含まれています。

※廷泊代金は2－3名で1室を利用される場合の1名様あたりの代金です。1人部屋をご利用の場合は、延泊代金が倍額となります。最終地台北でのみ延泊できます。


