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旅行代金
基本代金２～３名１室

大人お一人様あたり

(1 名部屋追加代金)

必ずご確認ください。

宿泊追加代金

1 泊あたり

【合計旅行代金】
基本代金+宿泊追加代金+

燃油チャージ、空港税等をご加算下さい。

出発日
12/01-12/25
1/5-1/19 1/20-3/31 12/23-25,1/6-1/9

1/20-1/28,3/21-25
利用予定ホテル

※ホテルクラスは自社規定となります

エコノミー

クラス

39,800円
(15,000 円)

49,800 円
(15,000 円)

2,000 円
(4,000 円)

グリーンワールド山水閣/グリーンワールド花華

別館/シティー北城大飯店

スタンダード

クラス

44,000円
(20,000 円)

54,000 円
(20,000 円)

4,500 円
(9,000 円)

ファースト/デライト/リンクワールド/リバービ

ュー/エンペラー

ロイヤルイン（林森館）/オレンジホテル（開封

店）/オレンジホテル（館前店）

スーペリア

クラス

49,000円
(26,000 円)

59,800 円
(26,000 円)

5,500 円
(11,000 円)

サンワールド/ユナイテッド/グロリアプリンス/
ウェルカム/グリーンワールド 台北駅/グリーン

ワールド建北/グリーンワールド南京/グリーン

ワールド忠孝/ブラザー/シティースイート（南西

館）/リビエラ/インターナショナル/シーザーメ

トロ台北

デラックス

クラス

64,000円
(40,000 円)

74,000 円
(40,000 円)

5,500 円
(11,000 円)

ハワードプラザ/グランド/パレデシン/ホテルコ

ッツィ台北民生館

エバーグリーン/"ダブルツリー バイ /ヒルトン

台北中山/コートヤードバイ マリオット

燃油チャージ、空港税等

(12/1現在)

※燃油チャージ 20,000 円、台湾空港税：約 1,800 円、那覇空港使用料：大人 1,000円・小人 500 円、国際観光旅客税：

1,000円が必要となります。

※燃油付加運賃は変動制のため、大幅な変更がある場合は、減額または追加精算させていただく場合がございます。

■出入国書類(ED カード・税関申告書)作成はお一人様1,000円にて承ります。

。

行 程 食 事 宿泊

１

那覇空港国際線ターミナルにて各自チェックイン手続き

( 11：55 ) 那覇空港発 ⇒ チャイナエアライン 121 便にて台北へ ⇒ 台北着( 12：35 ) ※火・木運休

到着後、入国手続き～混載車にて免税店(両替)経由～ホテルへ

朝：×

昼：機内軽食

夕：各自

台

北

泊
２

ホテルにて朝食

終日フリープラン

朝：ホテル

昼：各自

夕：各自

３

早朝 ホテル出発～混載車にて空港へ

（ 08：15 ） 台北発 ⇒ チャイナエアライン 120 便にて沖縄・那覇へ ⇒ 那覇着( 10：45 ）※火・木運休

到着後、入国手続き～手荷物受取～解散

～ ご参加ありがとうございます ～

朝：機内軽食

昼：-

夕：-

※上記日程は天候や交通状況、航空機関のスケジュール変更により、これに応じて改訂する場合がございます。

旅行条件（要約）
お申し込みの際、旅行条件書<全文記載>をお渡し
・説明いたしますので、必ずご確認下さい。

【個人情報の取扱いについて】当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、当社は、お客様がお申し込みいただいた旅行におい て運送・宿泊機関等（主要
な運送・宿泊機関等については当書面の日程表及び別途「■確定書 面の交付」の項目により交付する確定書面に記載されています。）の提供するサービスの手配及 びそれらのサ－ビスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上
の責任、事故 時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買 い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社、土産物店等に対し、 お客様の氏名、パスポート番号及び連絡
先等を、あらかじめ電磁的方法等で送付することに よって提供いたします。 このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスの御案内、当社の商品やキャンペーンの御案内のために、お客様の個人情報を利用
させていただくこ とがあります。

この旅行は、株式会社国際旅行社(以下「当社」といいます)が企画・実施する
旅行であり、この旅行に参加されるお客様は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。また、旅行条件は、下
記によるほか、別途お渡しするご旅行条件書(全文)、本旅行ご出発前にお渡し
する最終日程表及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
込みの際は、下記のご旅行条件、ご旅行条件書(全文)を確認の上、お申込み下
さい。

●お申込み・お支払いについて ①お申込みについて 最寄りの弊社営業所又
は代理店にて、当社指定の申込書に所定事項を記入の上、下記申込金を添えて
お申込みください。申込金は、旅行代金の一部として充当いたします。 ②申
込金 原則旅行代金の 20％ ③旅行代金のお支払い期日 原則出発の 60 日前
から２１日前までに申込金を差し引いた残金をお支払い下さい。

●旅行代金に含まれるもの ①日程に明記された航空・船舶・鉄道等利用交通
機関の運賃(運送機関の課す付加運賃・料金を除く)②旅行日程に明記した宿泊
(２名又は３名 1室)及び税、サービス料 ③旅行日程に明示した食事の料金、
税、サービス料 ④団体行動中の空港とホテルの送迎費

⑤旅行日程に明示した観光（バス料金・ガイド料金など）と付随する入
場料 ⑥団体行動中のチップ (添乗員同行コースのみ)⑦添乗員経費

●旅行代金に含まれないもの ①自由行動中の飲食代金 ②渡航手続き
の為の費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料など) ③規定を超える荷
物にかかる超過料金 ④個人的諸経費(クリーニング代、電話代、ホテル
のボーイ・メイドに対するチップ、その他個人的性質の諸経費) ⑤オプ
ショナルツアー費用 ⑥シングル料金の追加費用 ⑦日本国内の空港
税、現地空港諸税や運輸機関の課す付加運賃・料金(燃油付加運賃など）

●旅行代金について この旅行は、2019 年 10 月 1 日現在の運賃、料金や
諸税などを基準として設定されております。今後、公共料金等に変動が
ある場合は旅費が変わる事があります。

●添乗員について (フリープラン)同行いたしません。現地係員がご案
内いたします。(添乗員同行コース)添乗員同行いたします。

●最少催行人員 フリープラン（各コース２名様）
添乗員同行コース(各コース 10 名様)

●お取消しについて お客様はいつでも次に定める取消料(お一人様につき)をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除す
ることができます。

旅行契約の解除期間 取消料

●旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって 40 日目に当たる日以降 31 日目に
当たる日まで

旅行開始日がピーク時以外の場合 無 料

旅行開始日がピーク時 旅行代金の 10％

●旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日目に当たる日以降 3日前まで 旅行代金の 20％

●旅行開始日の 2日前から旅行開始日まで 旅行代金の 50％

●旅行開始後の解約又は、無連絡不参加の場合 旅行代金の 100％

注.「ビーク時」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。

●免責事項について 旅行中、天災、不慮の災害、ストライキその他不可抗力の事由により生じた損害、盗難、詐欺、暴行、障
害などの責任外の事故による損害、又はお客様が法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったために生じた損害については責任
を負いかねますのでご了承下さい｡

台湾フリープラン３日間

※海外旅行の際には、海外旅行保険をお勧めいたします。詳細は旅行社にてお問合せください。
・

お得なオプショナルプラン

①終日台北市内観光 7,200 円 (鼎泰豊昼食付) 07:30 頃ホテルピックアップ〜行天宮~ショッピン

グ~ 総統府 (車窓) 中正紀念堂見学~昼食・鼎泰豊~故宮博物院見学~ 忠烈調 (衛兵交代) ~

免税店~台北駅解散

②半日市内観光 5,700 円 (午前発) コ 8:00 頃ホテルピックアップ〜総統府 (車窓)~中正紀念堂

~国立故宮博物院(入場料含) ~忠烈祠~ショッピング 12:10 頃 台北駅解散

③ 半日市内観光 5,700円 (午後発) 12:30 台北駅東一門ピックアップ〜総統府 (車窓) ~ 中正

紀念堂~国立故宮博物院 (入場料含) ~忠烈祠~ショッピング 16:10 頃 台北駅解散


