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※マークの見方はよ面をご覧下さい。

※除外日など
詳しい条件は
右言己をご覧下さい。

スケジュール �⑬＝入場朝光・ロ＝下壷東京‾‾云；高森東京‾1 

卒研盲・離魔穆壇痺採録撞途 匝空頭重］福岡発ケ台北へ。 �サイナエアライン昭頃合 

1 �1 �� �t■ヨ■■■■■■錦＿岳慮＿艶鉦議親濾■■■■■■■■ 

巨亘亘亘≡重要司台北着。 �［コ亘：頭重亘コ福岡発ケ台北へ。 �問福岡発ケ台北へ。 
着後、係員が �旺至亘亘三重亘亘台北着。 �［亘亘亘∃更垂∃璽台北着。 
お出迎え。 �着後、係員が �着後、係員がお出迎え。 

お出迎え。 �ホテルへご案内。 　台北泊□□画 

ヨ　台北市内嬢潮的到薫染、過ごし方が選べます。※お申込み時にお邁び細別、。 

①ホテルへ直行日次ホテルチェックインは、15＝00以附こなります。 

⑳台北市内観光とショッピング1嘩田逼逗辺か 
蒋介石を偲んで建てられた○中正綬念宝、台湾のホワイトハウス 
△総統府、台北最古のお寺○籠山寺、免税店にもご案内します。 

台北泊［コ画□ 

2 �2 �［垂二亘］ホテルにて 
3 �［亘二訂自由行動。オプショナルツアー等でお楽しみください。　　　　　　　　　　　　台北泊囲□□ 

3 �4 �諒銅鉾僻■診要求紳訝叢浮燈鼠、′・　　　mⅧ－ぷ選別鼠iM屯■琶E■狂姻浣誇 

厘＝釘ホテルにて。出発まで自由行動。 ��［垂：：亘］ホテルにて 
（ホテルチェックアウトは12：00頃になります） ��厘二重］ホテルより空港へ 

匡コ訂ホテルより空港へご案内。 ��ご案内。 

圃台北発ケ福岡へ。 �■■‾　WT‾3－ご‾：妄主爛垣由註噂は退国吉≡閥■■■■■■■■ �■写ミご≡l一丁モ二転√・・ヨネ、　＿　賢 ［亘亘団台北発ケ福岡へ。 �［互夏蚕≡重囲台北発ケ福岡へ。 
匡巨頭福岡着。 �匪三団福岡着。 �［亘亘亘≡亘重要司福岡着。 

園□囲 �画□囲 �画匪□ 

士林夜市
←台湾桃園国際空港へ

×航空機、現地事情等により、スケジュー

ルが変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
一緒になる場合があります。

故宮博物院へ

田　●●止潮目l

しよううん

－…MRT（緩速）

地下鉄新交通システム。
台北市内の移動に便利です

●…その他の有名な観光スポットです

●…このパンフレットで観光します

■…ご利用予定ホテルです

帯チャイナエアラインフライトパターン表

利用便 �①Cl‖1川0 �②C1111／＝8 �⑨α117／110 �⑥C1117／116 

往路ノ復籍 �午前／夕刻 �午前／午後 �夕刻／夕刻 �夕刻／平生 

割引代金 �基本 フライト �割引無し �T9．000円 �－9．000円 

40日前までにご予約完了の場合

岩田閑巨読袈】拘

旅行代金より

3′000円引き！
適用線外日

【下記出発日】
10／1ト12、11／1－2、12／20－21

12／28－1／3、1／10－11

1／28・・む6、3／20－21

【下記帰柵日】
10／14、11／4、12ノ23、1／2－5

1／13、3／23

田巫遡

旅行代金より

5′000円引き！
適用線外日

【下豆己出発日】

10／11－12、11／1－2

12ノ20－21、12／28～1／3

1ノ10～11、1／28－2／6

3／20～21

OPm（ ���OM上 ��蔓紛但網 ��l少矛＝・藷 �荻基東壁で �J占t　冒－〉 �≒・■3㌔短縮 �覇酢謁 �恵且嶺最汁・．一途≡ 
故宮博物院観光 �6，000円 �5，800円 �－ �09：00－12：00 �世界4大博物館のひとつ、故宮博物院を訪れます。（約90分ガイド説明、約30分自由参観） 

オノ ��� �� 

日本 ■■■m ���申込・ 催行人 ��日本払い 人員＝2名 ��花蓮・タロコ峡谷日帰り観光 �22，000円 �19，500円 �唇食付 �08：30～17：30 �台湾最大の景勝地・タロコ横谷を観光します。（往復国内線利用） 

i ヨノ �ルツアーは ��よ・別途料金でご参 �‾nl �淡水半日観光 �6，000円 �5800円 �唇食付 �09：00～14：00 �台湾北部の港町を訪れます瀾削軸宮、紅毛軌xl）へご案内します。箋ユ篭認笠讐蛋浣う代配して 

だけ各州 ��� �� ���� �� 

；；′ �● �胴亡 �旅行です。 ・－Ⅲ ��す。●全コース・台 傾・その他現地の �＿l， ′jL �九イ分と婁隆・北海芹観光 �11，500円 �10，500円 �昼食付 �08：30～16：30 �嫉酎非情城市」の舞台となった九1分と台湾の海の黍玄闊・草薙、奇岩の立ち並ぶ野柳の海岸自照公軋ここ案内します。 

より �【 � �内軒ス �ケジュール席妻 � 

琴が究 � � �止になる �場合があります � �夜の九イ分観光 �9，000円 �9，000円 �夕食付 �16：30－20：30 �赤い灯淫のともるノスタルジックな雰囲気の中、夜の九便散策し．ます。夕凱ま九惟て郷土料理をお楽しみ下さい。 
。喜作 � �給、取那 オブシヨ �叫がかかることわ 　　i � 

社が王 �さl■l �オブシヨナ ており、削 ��ナルツアーは現地 社の旅行条件は儀 � �高雄日帰り観光 �21，500円 �18，500円 �昼食付 �08：30～17：30 �往復台湾新幹線を利用して、台湾第2の都市高雄へご案内します。 
れませ �ん。各 �各オブシヨナ ��ナルツアーの内等 �ー‾　臼 

喜帽 �、 �3 �年7月－01ヨ ��現在のものです � �鳥栗観光 �8，000円 �7，500円 �昼食付 �08：30～13：30 �文化村で台湾の原住民「タイヤル族」による伝統の民族舞踊もご覧いただけます。 

ね �がございま ��ますのでお申し込 � 

≧［ �．11 ．l �・‖」 着合・尭 �慣下古い。 から日本にて 緊急手配窮 ��し、。■ ■；掬雛過事 諾闇蠍昨掩痙 � �鼎睾豊の夕食と夜市見学 �6．000円 �6．000円 �夕食付 �17：30－21：00 �鼎泰豊の夕食の後、活気あふれる夜市を見学します。 

騙亭 � �亡Ⅶ 三・∫き �互IJ �の返金は 行社（硯 �じ紘炎JJ � �足裏マッサージ �3，000円 �－ �－ �13：30～、17：30～、 　21二30～ �往路のみ送迎付き。約30分のマッサージです。（注）12才未満のお子俳はご参加できません。 



リージ工ントタイペイ �t′憲1－十・ 号鋸． 
気品溢れる好立地の優雅な雰囲気のホテル � 

オークラプレステージ台北　－、叛
2012年8月台北にOPENした日系のオークラホテル

リージ工ントグループのホテルならではのゆったりと広い客室が快適。レストランも多彩でゆったり滞在　西洋のモダンさと和の優美を併せ持ち、落ち着いた雰囲気。ショッピングや観光に便利在中山地区にあ

リ、立地も良い。ゆったりと広い客室と日系ならではのおもてなしの心で人気です。

（話語告諭お1人様1泊5，000円追加

アクセス　MRT中山駅より徒歩約5分

善業面積　的39n†　総菩室数　538室

客室挫傷　ミニバー、パスロ】フ又は浴衣、
日本語設備案内書、ドライヤー、
スリッパ、セーフティボックス

ホテル施拉　屋外プール、スパ、フィットネス

卸IM肥化正l：引　　ホームページhttp／／wwwroyal－taipe■，COm．tW／」P／about．php

ロイヤル・タイペイ
日航グループ系列のモダンホテル　　　　　　　　　　　〆〝‘J bゝミ

日本人デザイナーによる設計でヨーロッパ調の白を基調とした客室は落ち着いた雰囲気。
立地にも優れ、女性も人気です。

（記譜誌お1人棟1泊2，500円追加

アクセス　MRT中山駅より徒歩約3分

苔宰面積　約27rげ　　総客室数　202室

客室設備　ミニパ∬、バスローブ又は浴衣、
日不語設備案内善、ドライヤー、
スリッパ、セーフティボックス

ホテル施粉　屋外プール、ビジネスセンター
フィットネス

オ議訟言語㍍ムぉ1人様1泊3，500円舶

アクセス　MRT中山脈より徒歩約5分

客室面積　約43nj　　総菩室数　208茎

害掌硬鋼　ミニバー一、バスローブ又は浴衣、

日本語設備案内諺、ドライヤー、
スリッパ、セーフティボックス

ホテル施設　フィットネス、屋外フール、

マッサージルーム、サウナ

囲叫　　　　　ホームぺ－ジhttp／／www sheraton－taipeicom／

l 封 �毒シ工ラトン・グランデ台北 

台北を代表する一流老舗ホテル　　　　　　　　言も宰∵ 

レストランなど充実の施設を誇るホテル。客室は広く、また機能的です。広々としたビュッフェレストラン

から広がる吹き抜けが気持ちよく、朝食もおすすめ。

（話語砦議）お1人様1泊3，000円追加

アクセス　MRT善導寺新より徒歩約1分

害室面積　約35rげ　　総菩筆数　688芸

雲掌拉備　ミニパー、バスロ【フ又は浴衣、

日本言喜設備案内著、ドライヤー、
スリッパ、セーフティボックス

ホテル施世　屋外ブール、ビジネスセンター

サウナジム

気掛こ台北314日牌糠抒拇一　輝華、柑一二葦ア習イン利用）く基本プラ塞、、　　　　確葛漸弼汐十川ま耶I軍人7　　拝拗 ��������������選閻・。ひ‾　＝一】誠一 ���1人部屋 追加代金 �廷泊代金 （朝食付／1泊） �トリプル 割引 （3・4泊共通） 

大人お1人機／単位：円は事なし）　　　　　　　　　　　子供代金：一律5，00P円弓 ���������き　幼児代金（闇席＆ベッドを使用しない ����2義兼蒲の幼児）：一律25．0〇・〇円 

ホテル �コースコード �日数 �A �B � �D �E �‾‾‾戸‾‾‾‾ �G �沃H � �J �K ��L �M 

スタンダード クラス �W【3TFB �3 �54，800 �56，800 �59，800 �61．800 �62，800 �62，800 �63．800 �65，800 �64，800 �67，800 �71，800 ��95，800 �110，800 �12，000 �6，000 � 

W14TFB �4 �59，800 �61，800 �64，800 �66．800 �67，800 �67．800 �68，800 �70．800 �69，800 �72，800 �76，800 ��100，800 �115．800 �18，000 

サントス ホテル �W13TFA �3 �59，800 �61，800 �64，800 �66，800 �67，800 �67，800 �68，800 �70，800 �69，800 �72，800 �76，800 ��100，800 �115，800 �14，000 �7，000 �ー用00 

Wl4TFA �4 �66，800 �69，800 �71，800 �73，800 �74，800 �74，800 �75，800 �77，800 �76，800 �79，800 �83，800 ��107，800 �122，800 �21，000 

プ鷹脇レ タイペイ �Wl3TFC �3 �63，800 �66，800 �66，800 �71．800 �74．800 �70．800 �73，800 �75．800 �74，800 �79，800 �83，800 ��107．800 �122．800 �2乙000 �11，000 �－1，000 
W【4TFC �4 �72，800 �77，800 �76，800 �82．800 �85．800 �79．800 �84．800 �86．800 �85，800 �88，800 �95，800 ��119．800 �134，800 �33，000 

パーク タイペイ �Wl3TFP �3 �64，800 �67，800 �69，800 �71，800 �74，800 �72．800 �73，800 �82，800 �74，800 �79，800 �83，800 ��114，800 �129，800 �22，000 �1用00 �－1，000 

Wl4TFP �4 �74，800 �78，800 �79，800 �80，800 �85，800 �80．800 �84．800 �93．800 �82，800 �86．800 �95，800 ��126，800 �141，800 �33，000 

台北アンバサダー 　ホテル �Wl3TFD �3 �66，800 �72，800 �71，800 �76．800 �78．800 �74．800 �79．800 �81．800 �78，800 �83，800 �90，800 ��114．800 �129，800 �28，000 �14，000 �－1，000 

州4TFD �4 �76，800 �85，800 �81，800 �83．800 �92，800 �84．800 �91．800 �93．800 �88，800 �95，800 �105，800 ��129，800 �144，800 �42，000 

ロイヤル・ タイペイ �Wt3TFY �3 �67，800 �72，800 �72，800 �77，800 �78，800 �75．800 �79，800 �91，800 �80，800 �83，800 �95，800 ��119，800 �134，800 �32，000 �16，000 �－1，000 

W【4TFY �4 �78，800 �85，800 �83，800 �89．800 �92，800 �88，800 �91，800 �108．800 �93，800 �96，800 �112．800 ��136．800 �151，800 �48，000 

シエラトン グランデ台北 �Wl3TFS �3 �74，800 �78，800 �82，800 �82，800 �87，800 �84，800 �85，800 �87，800 �86，800 �91，800 �101．800 ��125，800 �140，800 �32．000 �16，000 �－1，500 

Wl4TFS �4 �88，800 �93，800 �96，800 �102．800 �97，800 �99．800 �100．800 �102．800 �101，800 �106，800 �120．800 ��144．800 �159，800 �48，000 

リージェント タイペイ �W13TFR �3 �76，800 �81，800 �86，800 �86，800 �91，800 �87，800 �92，800 �92，800 �91．800 �96，800 �104，800 ��128，800 �143，800 �40，000 �20，000 �－1，500 

棚4TFR �4 �92，800 �99．800 �100，800 �103，800 �108，800 �104．800 �107，800 �107．800 �108．800 �113．800 �126，800 ��150，800 �165，800 �60，000 

プ已王手三ジ 圭　台北 �W】3TFO �3 �75，800 �82．800 �81．800 �87，800 �92，800 �82，800 �89，800 �101，800 �90．800 �93，800 �101，800 ��125，800 �140．800 �40，000 �20，000 �－1，500 
州4TFO �4 �88．800 �99，800 �94，800 �104，800 �111．800 �95，800 �105，800 �120，800 �103．800 �112．800 �120，800 ��144．800 �159．800 �60，000 

l帰着日追加代金（チャイナエ ��エ �コRF■吼■l■　　　　　　　　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。 

5匿ヨ…諾雷芝慧票警裏芸字詰芸票濫認諾苧忘器諾芸器ヲ志莞慧監禁人聞円・子脚72円）をお支払い下さいじ※上一甜椚憎に■劃飯場サ‾チサ‾ジが含まれてい打。


