2019 年 5 月 2 日のゴールデンウィーク出発限定

日程
１日目
5/2
（木）

２日目
5/3
（金）

スケジュール

食事

鹿児島空港よりﾁｬｲﾅ ｴｱﾗｲﾝ（CI119）にて空路、台北桃園空港へ
鹿児島（１２：２０）－台北（１３：３０）
着後＞専用車にて台北市内へ 龍山寺と免税店へご案内後、
グロリアプリンスホテル台北（華泰王子大飯店）へチェックイン
夕食は台湾料理をお楽しみ下さい
後、多くの人で賑わう「士林夜市（夜店）」へご案内 【台北泊】
Ａ：観光プラン（１日だけの利用はできません）
午前＞台北市内パワースポット巡り
商売の神様「行天宮」、恋愛の神様「霞海城隍廟」の見学へ
昼食は飲茶をご賞味下さい
午後＞十分観光（十分瀑布・天燈上げ体験）と人気の九散策へ
【台北泊】
Ｂ：フリープラン
終日＞自由行動 台湾の休日をお楽しみ下さい
「専用車・専用ガイドプラン」のご用意もございます
【専用車・専用ガイドプラン（12 時間）/ 2・3 日目共通】
ご要望に応じてお好きな観光スポットやショッピングへご案内
致します（入場料・食事代等は別途実費をお支払い下さい）
・セダン車（定員３名）
：30,000 円（1 台）
・ワゴン車（定員６名）
：40,000 円（1 台）
・小型バス（定員 19 名）：60,000 円（1 台）

A）観光ﾌﾟﾗﾝ：145,000 円
昼：機
夕：○

４日目
5/5
（日）

B）ﾌﾘｰﾌﾟﾗﾝ：115,000 円
■1 人部屋追加代金
30,000 円（3 泊分）
■利用航空会社
ﾁｬｲﾅｴｱﾗｲﾝ定期便（ｴｺﾉﾐｰ）

朝：○
昼：○
夕：○

■利用予定ホテル
グロリアプリンス台北
（華泰王子大飯店）指定
※弊社デラックスクラス
■食事回数
Ａ）観光プラン

朝：○
昼：－
夕：－

【台北泊】

３日目
5/4
（土）

■旅行代金
（2 名 1 室利用）

Ａ：観光プラン（１日だけの利用はできません）
午前＞台北 101 ビル展望台観光と周辺散策
朝：○
昼食＞台北の小龍包の名店「鼎泰豊」へご案内
昼：○
午後＞世界 4 大博物館の 1 つ・故宮博物院、
夕：－
民芸店へご案内後、自由行動。夕食は各自お取り下さい
【台北泊】
Ｂ：フリープラン
朝：○
終日＞自由行動 台湾の休日をお楽しみ下さい
昼：－
ご希望の方は「専用車・専用ガイドプラン」を
夕：－
ご用意しております
【台北泊】
ホテルチェックアウト後、専用車にて空港へ
ﾁｬｲﾅ ｴｱﾗｲﾝ（CI118 便）にて空路、鹿児島へ
朝：機
台北（０８：１５）－鹿児島（１１：２０）
鹿児島空港到着後、入国・税関審査
～お疲れさまでした～

朝 2 回・昼 2 回・夕 2 回
Ｂ）フリープラン
朝 2 回・昼 0 回・夕 1 回
■最少催行人員：６名
■添乗員
同行致しません
現地係員が案内致します
■子供代金：5,000 円引き
※送迎とショッピングの
放棄はできません
■その他必要な経費
燃油特別付加運賃：9,000 円
航空保険料：600 円
台北空港利用料：1,850 円
日本国際旅客税：1,000 円
渡航書類作成料：4,320 円
（※任意）
（2019 年 1 月 30 日現在）
※上記料金は航空会社や該当機関
の都合で金額が変更になる場合が
ございます

※フライトスケジュールは交通機関の都合で変更になる場合がございます
※表記時刻は現地時刻です
※画像は全てイメージです
VER1.1（30.01.19）

【ホテルのご案内】グロリアプリンス台北（華泰王子大飯店）
プリンスホテル系列として 1970 年に創業。
繁華街の林森北路沿いにあるので夜遅くまで
営業している⾷事処やコンビニも多くあり、
とても便利。このホテルを指名する台湾通の
リピーターも少なくありません。プリンスホ
テル系列の「真⼼のこもった接客」をサービ
ス信念に掲げられており、スタッフのホスピ
タリティも⽇本スタイルなのでスタッフの
丁寧な対応や⽇本語対応で安⼼して滞在でき
ます。有名な広東料理レストランやおしゃれ
なカフェ、フィットネスルームなどホテル設
備も充実しています。
【ホテルデータ】
住所：台北市林森北路 369 号
電話番号：(02)2581-8111
無料ＷＩＦＩあり ⽇本語対応ＯＫ
⽇本語テレビあり

【台北・台北郊外人気観光スポット】人気の九観光や西郷菊次郎ゆかりの地など魅力いっぱいです。
２・３日目の観光にいかがでしょうか？
十分名物の
天燈上げ
大きなランタン
（天燈）に願いご
とを書いて空へ
飛ばします
願いごとによっ
てランタンの色
が違います
線路ギリギリに
建つ両脇の商店
街散策も見どこ
ろで、B 級グルメ
やお土産がたく
さん！

九份
映画『千と千尋の神隠し』のモチーフにな
ったと言われ、ノスタルジックな雰囲気の
街並みが人気の観光地です

お客様との契約事項につきましては、本旅行条件（募集型企画旅行契約）及び別途お渡しする最終
日程にて当社の旅行業約款の定めるところによります。
（取引条件書面及び契約書書面の一部は必ず
お受け取り下さい。
● お申込金：お申込み時にお一人様当たり３万円添えてお申込み下さい(旅行費用に充当されます)。
電話によるお申込みの場合は、申込みの翌日から起算して３日以内にお申込金と申込書を提出して下
さい。
●旅行代金に含まれるもの
（1）エコノミークラス航空運賃（2）宿泊料金・税・サービス料（2 名部屋に 2 名様の宿泊を基準と
します。）
（3）送迎バス・観光バス・ガイド料金（4）旅程に明示した食事料金・税・サービス料
● 旅行代金に含まれないもの
(1)台北空港税 (2)航空保険料 (3)燃油特別付加運賃 (4)日本国際旅客税 (5)超過手荷物料金 (6)渡
航手続費用・手続代行料金（4,320 円） (7)旅行傷害保険 (8)個人的費用
●添乗員：同行いたしません。現地係員がご案内致します。
A：特定日（4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7）に旅行を開始する旅行
B：特定日以外に旅行を開始する旅行
取消料（お一人様）
旅行契約の解除日
Ａ：特定日
Ｂ：特定日以外
旅行開始の前日より起算してさかのぼって 40 日目にあたる
日以降から 31 日目にあたる日まで
旅行開始の前日より起算してさかのぼって 30 日目にあたる
日以降から 10 日目あたる日まで
旅行開始の前日より起算してさかのぼって 9 日目にあたる日
以降から 3 日目にあたる日まで
旅行開始の前々日より
旅行開始日当日（搭乗手続き開始前まで）
旅行開始後の解除、
又は連絡無し不参加の場合

旅行代金の
10％

無

旅行代金の 20％
旅行代金の 50％

料

宜蘭設治記念館
日本統治時代の 1906 年に当時の行政長官「西
郷菊次郎」
（初代宜蘭県長）の官邸として建設
し保存されている貴重な施設です

観光庁長官登録旅行業第 118 号
（社）日本旅行業協会正会員
〒890-0053
鹿児島市中央町 18-1 南国センタービル 3 階
TEL：099-254-8111 FAX：099-255-4831
総合旅行業務取扱管理者：西園 大晃

南国交通トラベルサービス
観光庁長官登録旅行業第 118 号
〒890-0053
鹿児島市中央町 18-1 南国センタービル 3 階
TEL：099-254-8111 FAX：099-255-4831
総合旅行業務取扱管理者：西園 大晃

旅行代金の 80％
旅行代金の 100％

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所での責任者
です。この旅行の契約に関して担当者からの説明に不明な点があればご遠
慮なく記載の取扱管理者へお問い合わせ下さい。

VER1.1（30.01.19）

