
エコノミークラスホテル利用 

日

次 

都

市 

時間 ちょこ旅！ 台北２日間 

スケジュール 

1 福岡 
 

台北 

午前 
 

午前 

チャイナエアラインにて台北へ。 

 

到着後、両替店を経由してお泊りのホテル

にご案内します。  

ホテルでちょっと寛いだ後は、“台北の夜
をとことん楽しむ”２つのプランでお楽し

み下さい。(どちらかお選びください） 

①夕刻よりレトロな雰囲気満点の“九份” 

の観光にご案内します。提灯に明かりが燈

り“千と千尋の神隠し”の世界が再現され

ます。夕食は郷土料理をご賞味いただきま

す。その後、夜市へご案内します。 

②“腹が減っては何とやら”まずは夕食に

ご案内します。世界十大レストランのひと

つに数えられる名店“鼎泰豊”にて小籠包

料理をお楽しみいただきます。その後、台

湾名物の“夜市”と言えばの“士林夜市”

でディープに夜遊び。 

  昼：機内  夕：○   

      ＜台北 泊＞ 
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夕刻 

 

夜 

ホテル内レストランにて朝食。 

出発まで台北の街を自由にお楽しみ下さ

い。 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
お名残り惜しいですが空港へ。 
その前に、 後のショッピング“免税店” 
にもご案内します。 
チャイナエアラインにて福岡へ。 
 
福岡着。 
朝：○  昼：×  夕：機内 

 ☆利用航空会社： チャイナエアライン指定 

 ☆空港税・燃油サーチャージ等が別途必要となります。 
 ＜970円/福岡空港税・約1,050円/台北空港税・ 

   9,600円/航空保険料＆燃油サーチャージ  / 4月15日現在 > 

 ☆食事は 朝：1回 昼：0回 夕：1回 （2日間） 

 ☆ 少催行人員：2名  

 ☆観光・送迎は他のお客様と一緒になる場合があります。 

 ☆添乗員は同行いたしませんが、現地係員がご案内します。  

２０１４年５月７日～７月１７日 福岡発 

利用ホテルのご案内 

  グランドフォルモサリージェント 
台北一番の目抜き通り中山北路沿いにある名

実ともに台湾を代表するデラックスホテルで

す。 

同料金にてオークラ/シェラトンも手配可能 

  ロイヤルタイペイ 
JAL系列のホテルならではのきめ細やかなサービ

スと中山北路の中心部という抜群の立地条件が人

気のホテルです。 

同料金にてパレドシンも手配可能 

  ミラマーガーデンホテル 
市民大道と建国南路の交差点に位置していますが、

ロビーに入れば静けさが広がっています。上品な

ヨーロッパスタイルが人気です。 

同料金にてシーザーパーク/ガーデンも手配可能 

スタンダードクラス利用ホテル(ホテル指定不可) 
グリーンワールドイン(林森・松江) 、 ファースト  

ジャストスリープ 、 レオフー  ほか 

エコノミークラス利用ホテル(ホテル指定不可) 
グリーンワールドイン中山 、 パラダイス 、 

ニューワールド 、 ミト 、 メトロ  ほか 

 サンワールドダイナスティホテル 
台湾最大の大型ホテルです。立地の良さが自慢で、買物

や食事に大変便利です。ホテルの斜め前には台北アリー

ナもあります。 

同料金にてシティスイート/インぺリアルも手配可能 

☆☆台北市内観光プラン☆☆ 

行天宮・中正紀念堂・総統府/車窓 

お茶セミナー・ショッピング 

昼食は台湾料理でお楽しみください 

￥３，８００/お一人様 
※裏面に九份プランもあります※ 

燃油サーチャージ等は含まれません 



《企画･募集旅行契約》                                  
この旅行は、株式会社ツアーコラボ（福岡県福岡市中央区天神4-1-17 博多天神ﾋﾞﾙ7F､観光                       

庁長官登録旅行業第1814号､以下「当社」といいます）が企画・実施する旅行で、当社と募集 

型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになります。 

旅行契約の内容・条件は、この旅行条件書によるほか、別途お渡しする確定書面（最終日程表） 

および当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。 
《お申込み方法》 
●お申込の際には予約申込書に下記の申込金を添えてお申し込み頂きます。お申し込み金 

は総経費をお支払いの際にその一部として繰り込まれます。 

●旅行代金は出発の3週間前までに全額お支払い頂きます。 

 
《旅行代金に含まれるもの》 
●旅行日程に明示した航空、送迎バス、船舶、鉄道等運送機関の運賃。 

(コースにより等級が異なります) 
●観光料金/バス料金・ガイド料金・入場料など。 

●宿泊料金/原則として2人部屋に2人の宿泊で、バスまたはシャワー付。 

●食事料金/旅行日程に明示されている食事料金 

●地上手荷物運搬料金/現地での地上手配における1人につき一個の手荷物運搬料金 

●各地における団体行動の税、サービス料、チップ。 
《旅行代金に含まれないもの》 
●福岡国際空港施設使用料。(大人945円、子供472円) 

●渡航手続費用/旅券印紙代、査証量、包括手数料など。 

●超過手荷物料金/(ゴルフ用具等は別途定められた航空手荷物規則によります。) 

●クリーニング代、電報･電話料、飲物代、記念写真代、その他個人的な諸費用とそれにかかる税 

金･サービス料、チップ。 

●おみやげ品および持込品にかかる関税など。 

●お客様の傷害、疾病に関する医療費、入院費および海外旅行傷害保険料。 

●旅行日程に明示されていない食事料金および自由行動中の諸費用。 

●1人部屋を使用される場合の追加料金 

●希望者のみが参加するオプショナルツアー(別料金の現地における小旅行)の代金。 
《旅行の中止》 
●パンフレット記載した最少催行人員に達しなかった時は、旅行開始の前日から起算してさかの 

ぼって23日目にあたる日より前に、旅行の中止を通知します。 
《個人情報の取り扱いについて》 
●この旅行条件は、株式会社 ツアーコラボ(以下「当社」)及び右記販売店欄記載の受託旅行 

業者(以下「販売店」)は旅行申込の際にご提出いただいた個人情報について、お客様との 

連絡や運送･宿泊機関等の手配のために利用させていただく他、必要な範囲内において当該 

機関等に提供させていただきます。 

区分 申込金(お一人様) 
旅行代金が30万円以上 50,000以上旅行代金まで 
旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000以上旅行代金まで 
旅行代金が15万円未満 20,000以上旅行代金まで 

《取消料》 
●お申込ののち、お客様の都合によりお取消しになる場合、すでに手続きを開始または終了し 

 ている場合は、所要実費と、お1人様につき下記の取消料を申し受けます。 

 
※「ピーク時」とは(4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7)までをいいます。 

  但し、特定期間および特定コースにつきましては、別途お渡しする条件書によります。 

☆旅行出発当日にコース変更または出発日変更をされた場合も、当該コースの取消扱いとなり、 

上記手数料を申し受けます。変更後は新たな旅行の申込み手続きが必要となりますのでご注意 

ください。 
☆旅行代金が所定の期日までに入金されず、当社がお申し込みをお断りした場合も、上記手数料を 

申し受けます。 

☆各種ローンの取扱い手続き上およびその他渡航手続き上の事由にもとづきお取り消しになる場合も 

上記手数料を申し受けます。 

《旅行条件・旅行代金の基準》 
●この旅行条件は2014年4月1日を基準としています。又、この旅行代金は2014年4月1日現在の有 

効なものとして公示されている運賃・規則、または2014年4月1日現在国土交通大臣に 

認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。 

なお、旅行代金の額の変更について定めた当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)第 

14条第1項から第3項の規定の適用に関しては、幅運賃であるＩＩＴ運賃(個人包括旅行運賃)ま 

たは、ＧＩＴ運賃(団体包括旅行運賃)の適用を受ける募集方企画旅行については、認められた 

「幅」の範囲内での航空運賃の増額または減額による旅行代金の額の変更は致しません。 
     海外旅行傷害保険加入のおすすめ      
●お客様が主催旅行参加中に被られた損害がお客様の故意、酒酔い運転又はグライダー操縦、 

スカイダイビング、パラセール搭乗やハングライダー搭乗などの運転中の事故によるものであると 

きは、当社は保証金及び見舞金を支払いません。旅行傷害保険の加入をおすすめします。詳し 

くは、当社係員にご相談ください  

契約解除の日 取消料（お一人様） 
 

旅行開始日がピーク時の旅行である

場合であって、旅行開始日の前日か

ら起算してさかのぼって40日目に当た

る日まで 

旅行代金の１０％ 

（最高50,000円まで） 

 

旅行開始日の前日から起算してさか

の 

ぼって30日目にあたる日以降3日目に 
当たる日まで 

旅行代金が３０万円以上・・・50,000円 
旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・30,000円 
旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・20,000円 

旅行代金が1０万円未満・旅行代金の20％ 
旅行開始日の前々日・前日 旅行代金の30％ 
旅行開始日当日 旅行代金の50％ 
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100％ 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きに 

関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点 

があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ね下さい。 

株式会社 

ツアーコラボ 

観光庁長官登録旅行業 第１８１４号 

〒８１０－０００１ 福岡県
フクオカケン

福岡市中央区天神４－１－１７  

博多天神ビル７Ｆ 

■お申込･お問い合わせは  

2014年5月 

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

4 5 6 7B 8A 9A 10C 

11B 12B 13B 14B 15B 16B 17D 

18B 19A 20B 21B 22B 23B 24D 

25B 26A 27A 28A 29B 30B 31 

 A B C 1人部屋 

追加代金 

エコノミー 31,800 34,800 37,800 5,000 
スタンダード 33,800 36,800 39,800 6,000 
サンワールド 36,800 39,800 42,800 8,000 
ミラマーガーデン 39,800 42,800 45,800 11,000 
ロイヤルタイペイ 44,800 47,800 50,800 13,000 
リージェント 48,800 51,800 54,800 19,000 

D 

43,800 

45,800 

48,800 

51,800 

56,800 

60,800 

〖ちょこ旅！台北１泊２日 旅行代金表〗(大人1名様/２・３名様１室の料金） 

※子供代金 ⇒   大人代金と同額    
※空港税・燃油サーチャージなどは含まれません。詳細は表紙をご参照ください。 

(単位：円） 

 

 

2014年6月 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9B 10B 11B 12B 13B 14D 

15B 16B 17B 18B 19B 20B 21D 

22B 23B 24B 25B 26B 27B 28D 

29B 30B      

2014年7月 

日 月 火 水 木 金 土 

  1B 2B 3B 4B 5D 

6B 7B 8B 9B 10B 11B 12D 

13B 14B 15B 16B 17B 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

出
発
日
カ
レ
ン
ダ
ー 

★2日目九份観光プラン★ 

1日目、鼎泰豊を選んだあなた！ それでは、帰国日にノスタルジックな町九份を観光しませんか？ 

ホテルチェックアウト後、九份へご案内♪（悲情城市、昇平戯院など） 

その後台北市内に戻り昼食の後、免税店を経由し空港へ♪ 

1日目に九份に行けなかったあなたにオススメのプランです＼(^ω^)／                           
追加代金  

   ☞ ￥3,800(お一人様) 


