
とっても行き

台湾
とっても行き

台湾

富山きときと空港発

【台北泊 　　　 】

富山空港（15:00発）　  台北桃園空港（17:20着）　　　　
夕刻：市内レストラン（広東料理）で夕食
  夜 ：夕食後、ホテルへ

午前：１０１ビル展望台、人気店「鼎泰豐」にて昼食
午後：故宮博物院、忠烈祠、ショッピング（民芸品店1店＋免税店）
  夜 ：台湾料理の夕食後、士林夜市

ー 機 夕

【台北泊 　　　 】

【台北泊 　　　 】

朝 昼 夕

朝 昼 夕

午前：ショッピング1店へご案内後、野柳風景特定区、基隆中正公園、
昼食は市内レストラン（海鮮料理）
午後：十份瀑布、九份観光へ

【　　　 】弁 機 ー

早朝：ホテル出発、空港へ
台北桃園空港（7:30発）　  中部国際空港（11:20着）
到着後、バスにて富山空港へ（17:00頃）
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満喫プラン!台北満喫プラン!台北
故宮博物院や十份・九份などの名所観光＆食事付故宮博物院や十份・九份などの名所観光＆食事付

【台北泊 　　　 】

富山空港（15:00発）　  台北桃園空港（17:20着）　　　　
夕刻：市内レストラン（広東料理）で夕食
  夜 ：夕食後、ホテルへ

終日フリータイム
各種オプショナルツアーでお楽しみください。

機ー 夕

【台北泊 　　　 】

【台北泊 　　　 】

朝 ー ー

朝 ー ー

終日フリータイム
各種オプショナルツアーでお楽しみください。

【　　　 】弁 機 ー

早朝：ホテル出発、空港へ
台北桃園空港（7:30発）　  中部国際空港（11:20着）
到着後、バスにて富山空港へ（17:00頃）
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フリープラン!台北フリープラン!台北
自由散策で台北の魅力を再発見!気ままにアレンジ自由散策で台北の魅力を再発見!気ままにアレンジ

出発日限定
2023年4月13日

※送迎・日程の放棄、途中離団はお受けできません。※運輸機関及び現地事情によりフライトスケジュールや見学箇所の順番が変更になる場合があります。※写真はイメージです。写真提供：台湾観光局※送迎・日程の放棄、途中離団はお受けできません。※運輸機関及び現地事情によりフライトスケジュールや見学箇所の順番が変更になる場合があります。※写真はイメージです。写真提供：台湾観光局

GoGo!GoGo!

2023年4月13日（木）～16日（日）2023年4月13日（木）～16日（日）

129,000円～145,000円129,000円～145,000円

●旅行日●旅行日

●旅行代金 フリープラン台北4日間（2名1室・大人/お一人様あたり/燃油サーチャージ込） ●旅行代金 フリープラン台北4日間（2名1室・大人/お一人様あたり/燃油サーチャージ込） 

※旅行代金以外に現地空港税（約2,210円・500台湾ドル）、国際観光旅客税（1,000円）が別途必要となります。※旅行代金以外に現地空港税（約2,210円・500台湾ドル）、国際観光旅客税（1,000円）が別途必要となります。

好好

TAIWAN!
好好

TAIWAN!

ハオハオハオハオ

4日間



お問い合わせ・お申し込みは（受託販売）

Visit Japan Webサービスは海外からの入国
者（海外から帰国する日本人も含む）が入国時
に「検疫」・「入国審査」・
「税関申告」の入国手続
きを行うことができる
サービスです。
（2023年2月現在）

国際線の航空機内への「液体持込制限」機内持込みが禁止される液体物の具体内容EUや米国の措置と同様。「液体」に加え「ジェル類」及び「エアゾール（煙霧類）」等幅広く対象となります。

「たびレジ」に
登録しましょう!

「Visit Japan Web」に
登録しましょう!

外務省の「たびレジ」は、
旅行日程・滞在先などを
登録すると、旅行先の最
新の安全情報や緊急時
連絡メールなどが受け取
れるので便利で安心！

出発日の前日から起算して
さかのぼって61日目以前

50万円以上

30万円以上50万円未満

15万円以上30万円未満

10万円以上15万円未満

10万円未満

10万円以上旅行代金まで

5万円以上旅行代金まで

3万円以上旅行代金まで

2万円以上旅行代金まで

旅行代金の20%以上旅行代金まで

10万円以上旅行代金の20%以内

5万円以上旅行代金の20%以内

3万円以上旅行代金の20%以内

2万円以上旅行代金の20%以内

旅行代金の20%

旅行代金
申込金(おひとり)

出発日の前日から起算して
さかのぼって60日目にあたる日まで

ご旅行の開始日の前日から起算
してさかのぼって40日目にあたる
日以降31日目にあたる日まで

ご旅行の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日目にあたる日まで

ご旅行の開始日の前日から起算
してさかのぼって2日目にあたる
日以降当日まで
ご旅行の開始後（旅行受付開始後）
の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の20%

旅行代金の10% 無料

旅行代金の50%

旅行代金の100%

旅行契約時の解除期日 ピーク時に開始する旅行 ピーク時以外の日に開始する旅行

●募集型企画旅行契約
（1）このご旅行は株式会社ニュージャパントラベル（以下｢当社」といいます）が旅行企画・実施する旅行であ    
     ります。 このご旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結したことになります。
（2）ご旅行条件につきましては、 本旅行条件書によるほか、別途お渡しするご旅行条件書、 パンフレット、最  
     終日程表及び当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約) によります。
●旅行のお申込及び契約成立時期
　当社所定の旅行申込書に、申込金を添えてお申し込みください。 申込金は「 旅行代金」「取消料」「違約料」
　のそれぞれ一部又は全部として取扱います。 電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの
   場合、 当社らが予約の承諾を通知した翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いを
　していただきます。 旅行契約は、 当社らが契約の承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。
●お申込金

●旅行代金のお支払い
　旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にあたる日以降、21日前までの間で
　当社が定める日に(お申し込みが間際の場合は当社らが指定する期日までに) お支払いください。 また、
　お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加
　諸費用などをお支払いいただくことがあります。 この場合のカード利用日は、 お客様からお申し出がない   
   限り、 お客様の承諾日といたします。

●旅行代金に含まれるもの
　旅行日程に明示されたもの　
（1）航空運賃（エコノミークラス：往路チャーター便、復路定期便）、利用交通機関の運賃、送迎バス等
     料金、観光料金、宿泊料金（2人部屋にお2人利用）、食事料金。
（2）添乗員が同行するコースの添乗員随行費用。（3）団体行動中の心付、税金、サービス料。
（4）燃油サーチャージ。
●旅行代金に含まれないもの
　超過荷物料金、クリーニング代、 追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料、傷害・
　疾病に関する医療費、渡航手続き諸費用(旅行印紙代、予防接種料金、渡航手続取扱料金、査証代等）お1
　人様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費用、日本国内の
　空港施設使用料、旅行日程中の日本国外の空港税・出国税及びこれに関する諸税。
●取消料
【旅行契約締結後、 お客様の都合で契約を解除されるときは、下表の金額を取消料として申し受けます。（お1人様）】

注）「ピーク時」とは4月27日～ 5月6日・7月20日～ 8月31日・12月20日～ 1月7日までをいいます。

●旅行内容の変更
　天災地変、運送・宿泊機関のサービスの提供の中止など当社の関与し得ない事由で、また運送期間の運
　賃料金の大幅な改訂により、旅行内容・旅行代金を変更することがあります。なお、お客様のお申し出に 
　より旅行内容の変更がある場合は別途所用経費をいただきます。又、運送・宿泊機関の利用人数により
　旅行代金が異なる場合、お客様の都合で利用人員が変更になったときは旅行代金を変更することがあり
　ます。
●特別補償
　当社は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約）の特別補償規定により、お客様が旅行参加中に急激かつ
　偶然的な外来の事故により被られた一定の傷害、疾病治療費についてあらかじめ定める額の補償金及
　び見舞金を支払いますが、傷害・疾病治療費については補償いたしません。賠償債務者外国の運輸・宿
　泊機関等の場合、充分な保証が得られないこともありますので、お客様自身で海外旅行傷害保険に加
　入されることをおすすめいたします。
●当社の責任　お客様に対する責任及び免責事項
（1）当社は当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害を賠償します。
（2）当社は次に例示する事由では責任を負うものではありません。
・天災地変、戦乱、暴動、輸送・宿泊機関の事故・火災・遅延・不通による旅行内容の変更・短縮又は中止。
・盗難、自由行動中の事故、疾病などのお客様の故意又は過失によって生じた損害。
・官公署の命令、伝染病、食中毒など。
●旅程保証
　旅行日程に重要な変更が行われた場合は、その内容に応じて旅行代金の15％を限度として変更補償
　金を支払います。対象となる変更の内容及び変更補償金の額は、当社旅行条件書によります。この旅行
　条件は2023年2月20日を基準としております。又、旅行代金は、2023年2月20日現在有効なもの
　として公示されている航空運賃適用規則を基準として算出しています。

■宿泊ホテルクラス(部屋指定なし）

■オプショナルツアー(2名様催行：運営会社 陽達旅行社）

第一大飯店、同一大飯店、新凱大飯店、一楽園第一大飯店、同一大飯店、新凱大飯店、一楽園

兄弟大飯店、茹曦酒店、皇家季節南西館、城市商旅南西館、城市商旅南東館、欧華酒店兄弟大飯店、茹曦酒店、皇家季節南西館、城市商旅南西館、城市商旅南東館、欧華酒店

福華大飯店、福容大飯店、長栄桂冠酒店、台北凱達大飯店、美麗信大飯店、漢普頓酒店福華大飯店、福容大飯店、長栄桂冠酒店、台北凱達大飯店、美麗信大飯店、漢普頓酒店

2名1室利用

ホテルクラス

（21,000円）
129,000円
スタンダート

139,000円
スーペリア

145,000円
デラックス

スタンダート

スーペリア

デラックス

■最少催行人員10名 
■添乗員：同行いたしませんが現地日本語ガイドがご案内いたします。
■食事条件：フリープラン4日間 朝食3回（弁当含む）、昼食0回、夕食1回
　　　　　 ：満喫プラン4日間 朝食3回（弁当含む）、昼食2回、夕食3回
　　　　　 ※機内食は食事回数に含みません。
■利用航空会社：チャイナエアライン

４日間

旅行代金表
(大人/お一人様あたり）

1名利用追加料

チャイナエアライン
サポート

（28,500円）

10,000円
（34,500円）

（21,000円）1名利用追加料 （28,500円）（34,500円）

旅行実額 119,000円 129,000円 135,000円

2名1室利用

ホテルクラス

（21,000円）
149,000円
スタンダート

159,000円
スーペリア

165,000円
デラックス

1名利用追加料

チャイナエアライン
サポート

（28,500円）

10,000円
（34,500円）

（21,000円）1名利用追加料 （28,500円）（34,500円）

旅行実額 139,000円 149,000円 155,000円

＜チャイナエアラインサポート＞航空会社が旅行代金の一部を補助しております。 ＜現地空港税＞約2,210円（500台湾ドル）は別途販売店にお支払いください。 ＜国際観光旅客税＞1,000円は
別途販売店にお支払いください。 ＜燃油サーチャージ＞旅行代金に含まれます。＜子供料金について＞ご出発時点に年齢が2才以上12才未満のお子様は各コース旅行代金より一律5,000円引きと
させていただきます。2才未満の幼児や、ベッド・食事が原則不要の未就学児のお子様に関しては販売店にお問い合せください。

＜食事内容＞ホテルクラスに関わらずスタンダードメニューとなります。 ＜ホテル・お部屋＞2名1室利用の部屋タイプは通常ベッド2台（ツインルーム）ですが、ご夫婦やお子様がご一緒の場合は大型
ベッド1台のお部屋（ダブルルーム）になることがあります。3名1室の場合はツインルームに簡易ベッド１台を入れるため非常に手狭になります。

満喫プラン!台北満喫プラン!台北フリープラン!台北フリープラン!台北 ４日間

台北市内観光と故宮博物院見学
５時間（昼食付） 16,500円

台北市内観光と故宮博物院見学
５時間（昼食付） 16,500円
午前：中正紀念堂、龍山寺、１０１ビル展望台、
昼食は鼎泰豐  午後：故宮博物院、忠烈祠、
ショッピング（民芸品店1店＋免税店）

九份、十份観光
7時間（昼食付） 16,000円
九份、十份観光

7時間（昼食付） 16,000円
野柳風景特定区、基隆中正公園、九份、十份、

ショッピング（民芸品店1店）

高雄日帰り観光（新幹線利用）
9時間（昼食付） 34,000円

高雄日帰り観光（新幹線利用）
9時間（昼食付） 34,000円
港町高雄を観光  澄清湖、龍虎塔、寿山公園、

ショッピング（民芸店１店）




