
台北アンバサダーホテル
立地が良く落ち着いた雰囲気のホテル

心のこもった暖かいサービスと羞新の設備をもつ、
ヨーロッパ調の優美なスタイルのホテル。

日本語スタッフも多く安心。

アクセス　MRT璧迷駅より徒歩約5分

害薫面樺　約24rげ　　総菩葦数　416室

容量粒詭　ミニパー、バスローブ又は浴衣、

白不語設備案内者、ドライヤ岬、
スリッパ、セーフティボックス

ホテル施拉　屋外プール、ビジネスセンター

アスレチックセンター、サウナ

顧lⅧ171　　　　　　ホームページhHp．／／wwwparkta．pe】COm／

パークタイベイ
買い物、食事をはじめ、便利な立地のホテル
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MRT駅に近く、

SOGOデパートな

どの東区繁華街も

徒歩圏内なので、
観光やショッピン

グに便利。

アクセス　MRT大安駅より徒歩約3分

琶室面積　約32汀i　総客室数143茎

琶室設備　ミニバー、バスローブ又は浴衣、

日本語設備案内許、ドライヤー、
スリッパ、セ欄フティボックス、

ウォシュレット対応トイレ

ホテル施拉　ビジネスセンター、フィットネスルーム
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グロリアプリンスホテルタイペイ藁
日本のプリンスホテル系列のホテル

20年の歴史を持ち、落ち着いたインテリアで

まとめられたホテル。

飲奈もできる高級広東料理レストラン『九華稽』が有名。

アクセス　MRT饗遵駅より徒歩約5分

名望面積　約26が　総筈筆数　220室

客室投機　ミニパー、バスローブ又は浴衣、

日本語設備案内害、ドライヤー、
スリッパ、セーフティボックス、

ウォシュレット対応トイレ

ホテル施設　ビジネスセンター、フィットネスルーム

l都側■皿mBl　　　　　　　ホームページhttp／／ww軋SantOShotelcom／

サントスホテル　　　　環㌫
観光にもビジネスにも便利なホテル

日本語が話せるスタッフも多く、日本から
の利用客も多い、お手頃なホテル。MRT駅
から徒歩5分と立地も良い。

アクセス　MRT民権西絡駅より徒歩約5分

菩掌面積　約26rd　　総害茎数　287呈

寒空挫傷　ミニパー、バスローブ又は浴衣、

日本語設備案内喜、ドライヤー、
スリッパ

ホテル総桧　フィットネスルーム、サウナ、

ビジネスセンター

◆スタンダートクラスクラス一覧　（Xホテルの指定はお受けできません。）

■レオ7－　■フラワー　■シティホテル
■リバービュー　■ファースト　■パラダイス　■メドゥ
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1軍獲謡箋墜事喝転嫁滞i椎．蛋 ����離類痩？頓墜密室麗豹諾整 ���琴輝野¶　　　　　　　　　　　　　　　　　　秘 ��������・鍋匪闇 �1人部屋 追加代金 �延泊代金 （朝食付／1泊） �トリプル （3盟適）要 l 

大人お1人権／単位：円（食事なし）　　　　　　　　　　　　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 

ホテル �コースコード �日数 �A �B � �D �E �F �G �LH］ � � �K � �M 

スタンダード クラス �V踏3TFB �3 �60．800 �61．800 �64，800 �64．800 �65．800 �66，800 �68，800 �68．800 �82，800 �85，800 �92，800 �99，800 �115．800 �12，000 �6，000 �l 

WX4TFB �4 �65，800 �66，800 �69，800 �69，800 �70．800 �71．800 �73，800 �73，800 �87，800 �90，800 �97，800 �104．800 �120，800 �18，000 

サントス ホテル �WX3TFA �3 �65，800 �66，800 �69，800 �69，800 �70，800 �71，800 �73，800 �73，800 �87，800 �90，800 �97，800 �104，800 �120，800 �14，000 �7，000 �－1、000 

V躇4TFA �4 �72，800 �73，800 �76，800 �76，800 �77，800 �78，800 �80，800 �80，800 �94，800 �97．800 �104，800 �111，800 �127．800 �21，000 

プ．農腸ル タイペイ �VJX3TFC �3 �70，800 �69．800 �74．800 �72，800 �76，800 �76，800 �78，800 �78，800 �93．800 �97．800 �104，800 �111，800 �127，800 �2乙000 �11，000 �－1，000 
WX4TFC �4 �80，800 �79．800 �85．800 �81，800 �87，800 �87，800 �88，800 �89，800 �102．800 �109，800 �115，800 �123，800 �139，800 �33，000 

パーク タイペイ �VJX3TFP �3 �71．800 �71，800 �74，800 �74，800 �76．800 �76，800 �80，800 �85．800 �92，800 �97，800 �104，800 �118．800 �134，800 �22，000 �11，000 �－1，000 　≦ 

WX4TFP �4 �81，800 �81，800 �83，800 �82．800 �84．800 �87，800 �90，800 �97，800 �101，800 �109，800 �115，800 �130，800 �146，800 �33，000 

台北アンバサダー 　ホテル �WX3TFD �3 �76，800 �73．800 �79，800 �76．800 �81．800 �82，800 �80，800 �84．800 �93，800 �104，800 �109．800 �118．800 �134．800 �28．000 �14，000 �　蔓 －1，0叫 　蔓 

WX4TFD �4 �89．800 �83．800 �91．800 �86．800 �91．800 �94，800 �92．800 �96．800 �105，800 �119，800 �123．800 �133．800 �149．800 �42，000 

ロイヤル・ タイペイ �WX3TFY �3 �76，800 �74，800 �80，800 �77．800 �8乙800 �82，800 �85，800 �94，800 �95，800 �109，800 �110，800 �123．800 �139，800 �32，000 �16，000 �　要 一1，000 

WX4TFY �4 �89，800 �85，800 �92，800 �90，800 �95，800 �94，800 �101，800 �111．800 �107，800 �132，800 �123，800 �140，800 �156，800 �48，000 

シエラトン・ グランデ台北 �WX3TFS �3 �82，800 �82，800 �85，800 �86．800 �89，800 �88，800 �92，800 �90．800 �103，800 �115，800 �117，800 �129，800 �145，800 �32．000 �16，000 �－1，500 

WX4TFS �4 �97，800 �97，800 �100，800 �101．800 �104，800 �103．800 �107，800 �105．800 �118，800 �134，800 �134，800 �148，800 �164，800 �48，000 

リージェント タイペイ �WX3TFR �3 �86．800 �86．800 �89，800 �89．800 �92，800 �95，800 �95，800 �95，800 �107．800 �118，800 �120，800 �132，800 �148，800 �40，000 �20，000 �－1，500 　【 

WX4TFR �4 �103，800 �103．800 �106，800 �106，800 �109．800 �110，800 �112，800 �110，800 �124，800 �140，800 �137t800 �154．800 �170，800 �60，000 

プ已妄言≡ジ 台北 �WX3TFO �3 �87，800 �82，800 �90．800 �84，800 �91．800 �92．800 �94．800 �103，800 �108，800 �115，800 �122，800 �129．800 �145．800 �40，000 �20．000 �－1，500 
WX4TFO �4 �104，800 �95，800 �107，800 �97，800 �104．800 �108．800 �111．800 �123．800 �124，800 �134，800 �141，800 �148，800 �164．800 �60，000 

l帰着日進加代金（軸セイパシフィック航空） ����日曜日帰着は5，000円の追加が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　」 

田…諾冨芝雷雲宗荒要設題慧荒認諾認諾畠諾監㌣聞円・子脚2円）をお支紬下乱、0※山師代金には爛油サ‾チヤ‾ジ傭れてい打。る



台湾インフォメーション
＊台湾祝祭日イベント一覧＊

■10月10日（月）…国慶節

11月1日（日）…開国記念日

■1月31日（金）…害節（旧正月）

■2月28日（火）…和平記念日

旧正月期間はレストラン、商店街、
デパートなどお休みの暗合があります。

◆時差日本より1時間遅れ。

◆通貨ニュー台湾ドル（N，T，DOLLAR＝TWD）1TWD＝3．36円

（2013年7月8日現在）

◆電圧110ボルト、60ヘルツ

◆言語中国語（北京語）が公用語。ホテルやお土産物店
では日本語が通じるところも多い。

◆チップの習慣ポーター、ヘッドメイキング時には
目安で50～100TWDを。

◆査証不要（91日以内の滞在）。但しパスポートの
有効期間は、台湾入園時3ケ月以上必要。

台湾の情報は、台湾観光協会のホームページ
http：／／肌．．0－ta加an．neVをご磯総ください。

● �監房盟男男囚　閻順行期間は∴＝日間とな。ます0、日雪三塁讐べる　　　禦票三慧慧慧慧慧監禁諾志で脚 

］遜選謡誓欝を　　　　　　　　　　　　　　乱、03名機甘蔓をご利用聴いた場合、お‾人靴。附金澗引にな。宏すい割引 ※，人部屋釧醐遠かか。紺。匹頭語慧芝野熟語　㊨品誌謁㌫謁‡欝　監憲悠遠器器競竺 

■コースの食事語＝機内食撃＝朝食㈲＝昼食田＝夕食□＝食事なし

■紬交通朋す＝飛行駅移動－＝バスで移帥＝列車で移動等＝船で移動慧慧慧莞慧慧慧
■観光マーク　◎＝入場観光　○＝下車観光　△＝車窓より観光 日程表内の時間帯は交通機関の出発に基づいています。ホテル出発時刻とは異なります。

lご案内とご注意瞳撼荒い。
ホテルについて
くお部屋のベッドタイプについて〉
2人用のお野鳥には、ベッドが2台の「ツインベッドルーム」とキ
ングサイズまたはクイーンサイズの大型ベッド1台の「ダブルベ
ッドルーム」の21瓢印が奄勺ます。ハネムーナーやご夫糟などの
カップルでご●加の11合、また．時期によってはそれ以外のお産
機も「ダブルベッドルームJとなる】■台があります‾。また「ツイン
ベッドルーム」の囁合、2つのベッドが】■れていない醍塵や、2つ
のベッドサイズ、脚が靂■なる払　ガガ含まれます■。

く3名棚で1群屡（トリプル）ご利用の】■合〉
2人揮」■に蘭島ベッドを入れ、3名機でご利用いただくため手狭
となります。闇黒ベッドの軌帯封は夜遅くなることbLj赦す。
また、ホテルによりトリプル利用ができない1書合がありますので、

予めご了承下さい。その昔は2人j滞屡と1人卸屋（迫力8代金必要）
をこ利用いただきます。なお、トリプル■】引はありません。また、
ホテルの都合により、トリプルでのご利用ができないl■合があり
ますのでご触下さい。

くお1人または奇数．人雲散でご参加の場合〉
他の方との】旧さ日雇はお受けできません。お邸丘をお1人で利用
す乱場合は1人諷農道瓜代金が必饗となります。1人繹農はtF別
としてワン′ヾッドルームとなるため、2人部員より狭い部」■lこな
ることがあります。また、1人嚢6里のt亡用はホテルに登鱒された
本人1改列はl毘められさ≡せん。また．卵色での2人杯よへの】変モも

隠められない場合があり零す。
く暇について〉
筆削こ職のない限り、お軸の幌及び髄は指定していません。
各ホテル紹介ページにl己敵のお郎】モカチコリー名称は、ホテル
側が名付けたカチコリー名称を！己載してい牙す。眺望によりカテ
ゴリー分規されている11台もありますが、ホテルの立也状況、別
離年数、間由のサ轟の変化．ご利用l瞥；牧などにより．随　ののt担】
や】■観に＃■がある叫合があります。例えばオーシャンビューで
もベランダから眺めたとき“ヤシの木■や●鴎鞠の改装1■などで
眺望が多少遮られたり、ラグーンやハーバー】鴎に瀬が見えること
があります。また、■【地が広いため瀬が近くに見えない11台や】■
離lに艶■がある場合もあります．

くその他ホテルについて〉
●ホテルの混雑具合によってはチェックインに時間がかかる場合

があり審す。地域により（四人チェックインと同様にホテル所定
の宿泊カードへのE己人がl必要な場合があります。また．1コl翳t
緒やお都農のミニパー用として孤翳クレジットカード手たは現
金でのデポジットを加東されることがあり読す。

●グループ、ご；■碑蓼加で28別事以上をご利用いただく■合、一
般的にホテルの受け入れ事爛により、おl肖り」Pお近く、また同
じl繭数のお群犀をご用貴■rものが困斗なi■合がありま■rので

予めご了承ください。
●同じコースでごポ抒亨をしていただいている11合でも．ホテルに

よっては全グループのお客機に同じタイプのお部屋をご推1共
できないq合があります。お群星割についてはできる躍lり公
平に行っています。

くホテルからの特典・BENEFITについて〉
●「ホテルの特典」・rBENEFITSJlまホテルから提供されるサ

ービス・特典であり、ホテル側の郡合により予告なく変更・中

止される上■合があります。お客様のご那合により利用されない
場合の返金はございません。またホテル偶より提共がない場
合は、現地係員またはホテルスタッフにお申し出下さい。ご婦

【司後の提供・返金は一切できませんので予めご了承下さい。

くホテル内での喫，雷について〉
●2009年1月11日より施行の去律により、台湾では、公共の場

所（空漕、レストラン、ホテル、公共交通機関等）での喫煙が宗
止さrしています。ホテルによってはロビー、客室、レストラン
等全館禁煙の場合もあり、違反すれば■ユ金の対象となります。
【貿煙、謀煙ルームの事前指定はお受けできませんので、予めご

了承ください。

貸　F◆熟隙lこつ■いて

く飛行機の移動について〉
●各日榎表内に匿己載の航空書籍書時間及び優名は2013年7月

1日を蓼華としています。あらかじめ優名が指定されている場
合も能生会社のスケジュール変王等tこ伴い、t■名が1変更され
る現金があります‾。また発書時刻は、目安です。確定発十時間
および筆名は旅行出発前にお濾しする「】■梓1無行日程表」にて
ご確】匠ください。

●出発／l需四モおよび各国間の移fbにおいては≠絆便となるⅦ
合があります。また、その場合、出発／縄】■時間わで変声になるこ
とがおります。いすれの書合合も附七会の変更は奉りません。

●捌閲の過重・不i■・スケジュール賓jF・願など、蜜た、
これらによって生じる旅行日程の蜜王・目的地滞在時冊の超錮
及びh光箇所の変だ、削除などが生じる霊1台も奉り零す。この
ような増合★1壬は■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配萌力いたしま1‾。

●現地空港での出四書t縫奪ハッピーツアーの現也係j■力1おg
様のお手伝いをできないI■所で、航空機の兜■時間の変更や
利用椚塵曙の運休が生じる】書合があります。その胃は航空会
社の】喝上係九の指示により行■むしていただきます‾。原則郎】に
主■閑後の】相応は航空会社憫1となりハッピーツアー係員からの
ご茶内はできなくなり託す。

●れ重機の座席配列や空席での個人チェックイン化に伴い、グル
ープ、カップルの方でも翳り合1つせにならないj場合がおり雷す。

例えば通路を】爽んだ座l幕、前後の」墾席または■れた座席とな
る場合があります。Yクラス（エコノミークラス）席と利用のお
客様は．窓覿／遭　t恥のご希望【よ事前にお伺いいたしかね【Fす。

●航空会社にお預けになる荷物には、航空会社により1才・大き
さに制限があります。制閏を越える和合はl∃荷手間鞠ボl金が
かかる】場合やお汁かりできない11台が奉り零す。また肋の
空港～ホテル間において、別韻■呵可を】まくt書合があります。

くパス等の移動について〉
●喝に蓑示のあるものを除き、他のツアーや他のコースのお唇

機と同じパスで増光、空き善一ホテル間の送迎を行います‾。この
ため酸カ所のホテルに立ち萄り、時冊が必寧となる】■合や空
鳶などの出発：嶋でお待ちいただく場合があります。

●交；1渋滞などの現場事爛により、謬l飴の柄柑劉時I巧が大l■tこ変

王になる場合がありますので、予めご了承ください。

●壬■な筍市の市内覇光・ショッピング■蹄については、日程表内または目

測ページ内にてこ藁内しています。
●予定時間を紀載していろ市内も光などは、特にこ井内している囁合を静ま

ホテル出発から縛曽才でをまします。なお，出発・綺薫の予定時讃はと利

用ホテルや交通事慣により鞭となる場合があります。
●施野の休館、そのほか現地の宗教的な事憮や天鞭等により観光箇所の変

モまたは織目わー蜜王になる■合があります。それにより自由行動晴間
などに影▼のでることもありますのでご了承ください。また、交i■渋滞に

より、職や観光の予定時刻わ1大11に蜜壬になる書合がありますので、予

めと了承ください。
●オプショナルツアーは横地にて別料金でご鬱皿いただける現地雑の小

旅行です。

●この旅行は西鉄工雫行株式会社（禍同市中央区遜【完3丁目16番26号　観光庁昆国王乏録旅行躾第
579弓）（以下「当寺士」といいます）が企画突指する旅行で、ご参加いただくお宅様は当社と募集型
企固旅行契約　以下、「旅行契約」という）を綴謹結することになります。旅行契約の内容条件はパン
フレットによる他、別途お渡しする雉足首面（黒埼旅行日程≦姦）及び観光庁喜怒可による当社旅行業約

款（旅行爽約の岱）によります。取引魚伺＝説明書画および契約書雨の一部（以下、旅行魚苗＝書といい
ます）は旅行契約帝応の照、必ずお史【プとりください。

●ここにE己範のない事項は当社旅行燕約款（旅行芦呈絢の誹）によります。
■旅行のお申し込み
1当宇土所定の旅行申込書に所定事項を邑己入しお申込金を′黍えてお申し込みいただきます。お申込金

は旅行代金、取消料または違約料それぞrLの一呂Bとして充当いたします。

2当寺土は書亘喜等による旅行契約の予約申込を受付けます。このtl台、当寺土が予約申込を承屈した日

の翌日から起算して3日以内に申込零の提出と申込金の支払をしていただきます。この期間中に申
込亨の鐙出と申込金の支払がなされない場合当‡土は申込がなかったものとして取り扱います。
■旅行≡的のの　立時期

旅行契約は、当社が契約の締隋を承諾し、渠1項の申込金を受領した矧こ成立するものとします。
l■確定書面（最終日程表）のお渡し

当社は、お苫櫓に集合時刻場所、利」用1邑送簡閲、箔ノ白厳間革に関する確定情報を記t己した最終日程
菜をi遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。（原則として旅行F細姶日の2週間前・～7日前に
お渡しするよう多写力します）

■お支払い対象旅行代金（基準旅行代表：）
1「お支払い対象旅行代金」とは、申込金、取消料、違約料、変更補償金の計算基準となる旅行代金の
ことで、畢集広告またはパンフレットに「旅行代金として表示した壷顔」プラス「追加代金として宗示
した金閣」マイナス「割引き代金として要示した金額」をいいます。
2旅行代壷は旅行開始日の前日から産己雷して遡って21日日に当たる日より再訓こ全顔お支払いいた
だきます。旅行開始日の前日から起I Lて遡って21巳目に当たる巳以降にお申込みの場合は、旅行
開始日前の当社が指定する期日ま■ごに全願お支払いいただきます。

■旅行代金に含まれるもの
旅行白程に明示した航空運賃及び鮎舶鉄道運賃等、旅行日程に明示した送迎パスなどの料金。（こ
の運賃料金には、1里送簡閲の課す付加］運翼料金（原伍の水準の異常な変動に対応するたを）、一定の

期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行■西に一律に課さrLるものに限ります。以下同様とします。
を含み諜せん。）旅行日程に明示した暇光等に使用す■るパス料金、ガイド料金、入場料噂。宿泊料金、
税、ワービス料（二人田原をお二人枝での使用が基準）、環琴料金、税、tト¶ビス科。日ヨ体行動中のチ

ップ。′番垂異相コースの漆突崩の同行費用．日程賀lこ含む旨を明示した湾外の空港税および空港掩
眼（吏用料、なおこれらの帽■用はお客様のご都合により【郡利用されなくても払い戻しは致しません。

■旅行代金に含まれない＝bの

含まない旨を明示した旅行日程中必要な濁列の空海税等及び空泡距星空使用料、E本【ヨ内の空港施
邑受使用料、運送観閲の課す付加運1料金、超過手荷物料金、クリーニング代、t語t苛料、ホテルの
ボーイメイドへのチップ、その他遥闇］飲食等個人的性質の柑兼用及びそれに伴う税、サービス料。渡
航苧環き縄■用、オプショナルツアー等の代金。田内列における鋤琶疾病に間する医療t。目不二国
内の空竃沌別受用料、日本国内におけるこ自宅から空）彗発着までの交通■宿泊t、羽田伊丹経由
となった喝合の羽田～成E2及び伊丹～・関空の地上交通事。日本国内で前ノ白後′白が必要な場合の招

′白1。巳方こ国内線予約がとれない場合や天候等で止むを得ず他の交通機関をこ智」用いただく場合
の地上交通費。
Il旅行契約の解除取消料
1お客様はいつでも次に定圧〉る取消料をお支箋ムいいただくことにより旅行安ま約をI好除することがで

きます。但し、特定日と特定日以外で取消料が異なる場合がありますのでこ注意ください。
2当宇土の解除権①お客様が野手上に規定する期日までに旅行代金を支払わないとき。②お客様が当寺土

のあらかじめ明示した性別年令資格技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らか
になったとき。③お客様が病気その他の幸田により当該旅行に耐えられないと設められたとき。④

●旅行代金には「邑コースごとの日程我に明示した1■事の料金・税・
サービス料が含まれています。侶し、お榊が注文された糊
代や追跡料理代はお客様払いとなります。

●社内食については、昏コ一・スごとの自1璽さに明示した食事匡l
野にlよ軽食は含まれており．I■内まは青まれていません。但し、
利用優により1札内轟がホテル・レストランの■事に変王になっ
た】雷合、■】■代は別遥18して】篇きます。また、逆にホテル・レ
ストランの■】■がI■内】■に変更となる11台もありますわー、その

場合レストランの】■事代から取消科を差し引いて善事を払い
戻し」険します■。

●スケジュール等の事憫により．土手■がお弁当になる11合があり
ますが、鰯稲子代金の変だはありません。また早朝フライトをご
利用】1く】鶏舎、l野禽はホテルではなく、お弁当や空湾内レスト
ランなどでの咽二■となる」書合ガlあります。

●アジアのレストランでは、日l蔓嚢中に指定l己載されたレストラ
ンでも、クリスマス・正月日日正月の期間や現】也の宗教上の理
由により、予告なしに休暮となるq合があります。この禰合、ご
利用予定日がまわった〇、また、他のレストランや他のメ＝ユ
ーに饗モとなり課す。

じ‘ノ＝［■】叫山

●現地係員は砂也にて旅行を円滑に糊するために、空濯・駅・
爪テルでの送i臥移1IJ丘光、オフシヨナ‾ルツアーのご■書内を

行い課す。これらの＃覇以外の日程表上の自由行■8時、ホテ
ル滞在時には係■はおりません。また、列事、帆空書により移
動の■も鳳副としてl司行いたしません。

●現l也係l■は白木鱈を伝しますが、l∃本人とは限りません。また
一！述コースにおいて、例適確己■！されているものは英翳1系■が

ご書内します■。

●途中、縄継ぎ雪男では棚】■のご纂内はおりません。お客】旛
ご自身で彙輝ぎ手摂屡をしていただきます‾。また、一部の空湾

の感染症慣鴨ホームへ－ジ」（http／／WWWIqrthgD」P／）

でこ圃扱ください。

三五ご＿］■】川口

●速断先の正々（蜜たl才地域）によってlま、その加の心事などに

より渡航者個人に対して空閥等く出入印税、空棚蜘料、
瑚脚など）の支払いが榊づけられています。

●瀧敗の四や書市を訪問する旅程でま、空港税鬱はその榔」蒙必
要となります‾。また．1『じ旅程であってむ旺用する鮫空廿t■の
経由する空葛やや　やや　市の巡り万によってその合t汁が】■なる
ことがあります。

●隅には空港税等は含まれておりません。空湖のうち、
航空券発券時に徴収することを鮒寸けられているものまた．
橿岡田臓撤使用料（おとな945円、こども472円）は、
お申し込みの旅行職級店に諦行代金と合わせて日本円でお支
払いください。また、この他に現地にて下瞥己套親書欄記載のi■
縄にてお支払いいただく空港税等もあります。税Ilなどの詳
細lま各コース毎に概しております。

●日本円換∫廿は、下l己の表に定めるところによります‾。（中電
】興】■レート／2013年7月8日環在′三匿UF掘粁亨58日ngレー

ト■ベ／50円単位切上げ）。大嶋■な為曹賓■Iが生じた囁台は
変モ（迫力押収収・註金）する嶋台があります。

●空港税等の新l殴または叫税が1変更された霊■合、鴨l反中ガl変空

になる場合がおります。

でせ：■■■tl刑●与の冊しか入■下せ■せん．仕ってこ　■渦＝Ei劇■Eヨむ
れらの空港では、お的こ自身でチェックインしていただくこ　　●旅行代金に燃油サーチャ瑚まれています。憫闇に、
とになりますのでご了承ください。　　　　　　　　　　　　軸サーチャージが糠Pまたは欄、ヰ止されても、鮒欄

ならびに魔止を含む■覆分の払い戻しはございません。

●r触サーチャージ」は昨今の世界的な航空燃料価格葛汝に伴い、
古間併且政府が航空会社に対してl匠可した付加封です。

：一　口　＝　　」一　　　口　　三　　円、′

●1旅券（パス7K－ト）台湾入【刃時、有効期ruが3ケ月以上殉lっ
ている旅券が必亨です。

●2董l正（ビザ）有効I明間が3ケ月1沈＿上譜っている旅券を有して
いれば、91日1以内の滞在は】■l正不『芦です‾。

●3タI国籍の方は必ず大l吏館、積】■書宜へお客様ご自身で随舵く
ださい。

●旧正月、旧盆など一都の祝祭日では、地元のレストラン、ショッ
ピング店や市場などが閉店となり、お■鞠がお楽しみいただけ
ないⅦ合がおはす。観光舎向けのお土産物靂などは蘭し、てl宗
いる】嘉合が多いですが、予め27承ください。

●お客積の便宜をさかるため、吼光中・送迎中にお土産店にご】■
内することがあります。当牡で1ま、お店の；■定には、万全を期
しており詐すが、l■人の塀には、お客1♯ご白身の1任でご1線入

ください。当社では、商品の交濃や；反品等のお手伝いはいたし
かねますのでトラブルが生じないように商品の確昆およびレ
シートの受け取りなどを一必ず行ってください。免税払い戻しが

あるⅦ合は、ご購入品を必ず手棚としてお手元にご用書いた
だき．その手層は摘Lお土産店・窒〉巻において手続苫方法をご
確】零のうえ、お…ご自身のl■任で行ってください。ワシント
ン条約又は61内闊法令により日本へ持ち込みが襲止されてい
る晶鞠がございますので、ご】鶉人には充分ご注意ください．

右は耳盲H汀H■】西山【■
●撤先（匹または地jま）によっては「外醐襖1書鞠」尊、四・

側の濾J抗に蘭する情報が出されている場合があります。お
申し込みのI暇に鵬にごヰ毘ください。また．外顆半濁外安
全ホームページなどでもご確琵ください。
（URLhttp′／Vn肌肌anZenmOね．80．JP／）漏外安全阻萩セ

ンター1tLO3－5601－8162FAXサービス0570－02330ロ）
E　‾l　‾ほ　‾】・］岳■】川口

●拙宅の駐繊兄については「l■生野■省…埠外漸書のた：め

たと空。⑥お客板の人ヱ孜がパンフレットに≡己載した艶少f醒行人良に濁たないとき。（この場合は
4／27へ・・5／6、7／20～8／31、12′2〇・一〉1′7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算し
て33白日にあたる日より再刊こ、またそrL以外の期間に旅行開始するときは、23日目にあたる日より
前に旅行中止のご王政知をいたします。）また⑥スキーを目的とする旅行における障℡1の不定のよ
うに、当社があらかじめ明示した旅行突臨条件が成就しないと壬、あるいはそのおそrLが極壁）て大き
いと壬。（∋天災地変、振乱、零動、】翌送宿′自偲間等の旅行サービス提供の中止、1ヨ公等の命令その他
の当社の関与し得ない事由によりハンフレットにE己載事項が突詰不可能となるおそれが傾めて大き
いとき。当社は本項（Dにより旅行葵約を解除したときは、圧引こ収受している旅行代金（亡らるいは申込

金）から違約料を慈し引いて払い戻しい差＝します。また本項②一正〉により旅行契約を，野際したときは、

既に収受している旅行代金（あるいは申込金）の全蹄を払い戻しいたします。

舅的■■■llの日 �上政綱料（おひと �リ） 

ゎ′　　●・　　一月ぶ　　　■土 

lこあたる日まで � 
・1　　　●　　；　一 � 

1当社は旅行契約凛行にあたって、当1士又は当社二の芋西己代行業苔が故意又は遺失により旅行石に娼

害を与えたときは、その絹宵を賠償する■に任じ課す凸ただし、損宙発生の翌巳から起算して2年以内
に当社に通知があったときに限ります。また次のような場合は原則としてt任を負いません。天災地
変戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故もしくはサービス提供の中止。官公事の命令、出入【ヨ餞別、伝染
病によるf罠＃【、自由行動の事故、卯年、、遠軽等。
2当社【ま、手荷初について生じた前項の損害について【ま、向項の規程にかか4つらず、損害先生の翌日

から起算して2日巳以内にi熟知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として陪償します

■巧打」補す
当社はお琴様が旅行野方口中に、急激かつ偶黙な外来の事故により生由、身体、または手荷物に亨反った
－定の損害について、当宇土！急行籍勺軟（特別補償規程のきβ別紙）により．一定の補償金及び見舞金を

支払います。
■涙程保証
旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行書つれた場合は、当字土旅行約款（募集型企画旅行契約
の踵）の叔程により、その変更の内容に応じて旅行代金の19も九・・59引こ相当する額の変更補償金を支
払います。ただし、一旅行葵約について文才ムわれる変更補1■金の顔は、旅行代金の15（私を限度とし
ます由また、一旅行契約について変更補償金の哲が1000円天満の場合は、変更補償金は支払い
ません。
1旅行開始E又は終了日の変更、2入場する硯光地昭光陀邑支その他の目的地の変更、3運輸簡問
の等級又は設硯のより低い料金のものへの変更、4運送惜閲の種顆又は会社名の変更、5本邦内の
旅行開始他たる空：窄ま丁とは旅行終了地たる空諺の異なる便の変更三、6本邦内と本邦列との間におけ
る雷行使の乗組便課たは経由便への変更、7号告泊饅問の撞恋文は名称の変更、巨石泊緩刃の客室の
種芸臥置受領または景観の変更、9ツアータイトル中に8己我があった：事項の変翌夏

■その他
1上ぎ己の旅行代壷は2013年7月＝∃の運賞料金を基準としています。2当社はいかなる場合も
旅行の丙ヌ≡用はいたしません。3こども代会は旅行開始日当日を裏革に、満2才以上、12才黄濁の
方に適用いたします。幼児代金は旅行隅］始日当日を憂i筆に、滴2才未扇で航空座席を使用しない方
に適用します。4旅行契約の範石司は、パンフレットに明示された粂漕空浩または国際茅象発着地から出

●当1吐及び‾下l己r厭店」…の豊郷〒叢書は、鮒ラ申込の
岬に提出きれた申i基事に印されlとtl人1鴨】書につLlて．お客様
との】■嬉古の｝たかに利用させ‾こしIJとIとくlきぬヽ、お綿btお申し込

亡妻見やご鰍鼎Dお肇い。（3）
中綿サービスの攫t共。（6）椚Hql

当字土は椚抒〒先でのお引■のミ′コツヒ’ング司■のt■】■のため．当社

の保有するお古欄lの1ヨ人データをデューティーフリーショッパ
ーズなどの土産店に■供することが奉ります。この1書合．お古

積のt葦毛、パスポートt■1号及び清j■され一もれ！空tt名を、葛らわヽ

翼竜
－皿＝■■

旅行企画・実施

西銑肝行㈱
観光庁長官登録旅行業第579号
〒810－0022福岡市中央区議院3丁目16番26号
一般社団法人日本旅行某協会正会員

む亡！桓ぢ〉
V沌11WoTld〔8rnPlgn

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・盗鰐などに備えて、海外旅行保障
に必ずご加入されることをおすすめします。

6……豊∴■・直上二∴、・・
ホームページアドレス　http：／／www．nishitetsutravel．jp／

お申し込み・お問合せは
（受託販売）　　　　　　　　　　　　パンフレットN。13BHO2

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う宮屡所での取引に問する責任者です。この旅行契

約に間し、担当者からの設問にこ不明な点があれば、こ遠慮なく上記の取扱主任者にお訊ねください。


