
■航空券発券時に徴収することが義務付けられている空港諸税一覧（2017年3月13日現在）
国名 税・料名称 税・料額（現地通貨） 対象 日本円目安額 子供 幼児
台湾 空港サービス料 500台湾ドル 国際線出発 1,910円 対象 不要

■時間帯の目安
早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜

04:00〜 06:00〜 08:00〜 12:00〜 13:00〜 16:00〜 18:00〜 23:00〜

共通のご案内　　※お申込みの際、必ずお読み下さい。（詳しくはciaoパンフレット最新号をご覧ください。）
日本国籍の方のビザ（査証）について

日本国籍ビザ（査証）なし渡航条件：観光目的で90日間以内の滞在であり、且つ入国時
にパスポートの残存期間が「3カ月以上」あること。 ※日本国籍以外の方は、上記と異
なります。ご自身で自国及び渡航先の領事館などにお問い合わせのうえ、必要な手続
きをお済ませ下さい。

現地危険情報･衛生情報
●渡航先（国又は地域）によっては外務省危険情報など安全関係の情報が出されてい

る場合がありますので、詳しい情報は領事サービスセンター（海外安全担当）、外務
省ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）等でご確認下さい。

●渡航先（国又は地域）の衛生状況は、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」
ホームページ（http://www.forth.go.jp/）でご確認下さい。

空港諸税等について
●旅行代金に空港諸税等は含まれておりません。空港諸税等のうち、航空券発券時に徴収

することを義務付けられているものは旅行代金と合わせて日本円にてお支払い下さい。
●空港諸税等の新設、又は税額の変更があった場合、徴収額が変更になる場合があり

ます。但し為替レートの変動による過不足が生じた場合は後日清算致しません。
●下記日本円徴収額はIATA公示レートを参考に算出しております （10円未満切り上げ） 。

請求額はご旅行をお申し込みいただいた時点での換算となり、それ以降の為替変
動による追加徴収、返金はいたしません。実際の請求額は、ご旅行のお申し込みを
頂いた時点での換算となります。

買い物についてのご注意
お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入して下さい。

燃油サーチャージ
旅行代金には燃油サーチャージ（燃油原価水準の異常な変動に対応するため、一定
の期間及び条件下に限りあらゆる旅行者に課せられるものに限る）が含まれています。
お申し込み後、航空会社の申請により燃油サーチャージに新設・増減額又は廃止又は
かからなくなった際も旅行代金に変更はございません。また、為替レートの変動による過
不足についても追加徴収又は返金はいたしません。

■日本発着時利用航空会社：基本プラン/チャイナエアライン ■食事条件：朝4回、昼3回、夕3回（機内食除く） ■最少催行人数：１0名（相部屋不可） ■添乗員： なし。現地係員がご案内。 
■利用ホテル： 高雄 ＜エコノミークラス（基本）＞キングダム、エバーグリーン、トンマオリゾート、ベスト、ナショナルシチズンのいずれか（選択不可/いずれも部屋指定なし） ＜スタンダード
クラス＞ホリディガーデン、リーズブティック、サンシャイン、シャトーデシン、キングシップのいずれか（選択不可/いずれも部屋指定なし）  ＜デラックスクラス＞ アンバサダー高雄（部屋指定
なし） 台中 ＜スーペリアクラス＞ホリディインエキスプレス台中パーク、ハワードプリンス、ザ・スプレンダーイン、シティスイーツ台中五権館、ロイヤルシーズンズホテル台中中港館、パーク
シティホテル台中民権　＜デラックスクラス＞ スプレンダー（部屋指定なし） 台北＜スタンダードクラス＞グリーンワールドイン林森、グリーンワールド中華、グリーンワールド松江、ファース
ト、エンペラー、フローラ（旧フラワー）、リバービュー、コスモス、ガーラ、レオフー、フォーチュン、ゴールデンチャイナ、ジャストスリープ西門町、ジャストスリープ林森、サントス、オレンジホテル
林森、オレンジホテル開封、オレンジホテル西門、オレンジホテル館前、サンルート、デライト、ビューティック、スタービューティー、ジーメイ、アスター、マイホテル、マイホテル南京、リンクワー
ルド、フォワード、KDM、グランディー、ドンファ、ギャラリー、ニューコンチネンタル、HOTEL B、シュアンメイ、フェラリー、エンプレス、プリティ、リッチガーデン、エアラインイン、ダンディホテル
天津、ダンディホテル大安、ウィッシュ、グリーンピーク、チェイインホテル総統府、チェックイン、チャーミング、ロイヤルイン林森、友友大飯店、ホライゾンイン、Kホテル永和、ビーハウス、グ
リーンワールド松山のいずれか（選択不可/いずれも部屋指定なし） <スーペリアクラス>サンワールドダイナスティ、インペリアルタイペイ、シーザーパーク、タイペイフラートン、サンワンホテ
ル、グロリアプリンス、ハワードプラザ、ユナイテッド、ミラマーガーデン、ロイヤルイン台北南西、シティスイーツ南西館、シティスイーツ南東館、タイペイガーデンホテル、パークタイペイ、AT
ブティックホテル、リビエラ、ブラザー、amba台北西門町、グリーンワールドホテル建北商旅、ホテルセンス、リーリーガーデンタイペイ、ロイヤルシーズンホテルタイペイ、ウェルカム、グリー
ンワールド南京、グリーンワールドステーション、シティホテルタイペイ、ビーハウスのいずれか（選択不可／いすれも部屋指定なし） ＜デラックスクラス＞ロイヤルタイペイ、アンバサダー、
エバーグリーンローレル、サンワンレジデンス、パレ・デ・シン、ザ・ランディス、ル・スイート大安館、ル・スイート慶城館、クォート、レオフーレジデンス、コッツィ民生館、コッツィ忠孝館、HOME 
HOTEL大安、コートヤードバイマリオットのいずれか（選択不可／いすれも部屋指定なし） ホテル指定 ：圓山大飯店/後館スーペリア、本館デラックス　■最大ご旅行日数：5日間（減延泊
不可） ■子供代金：（ベッド・食事あり/なし共通）設定なし ■幼児旅行代金：基本プラン：25,000円、（チャイナエアラインビジネスクラス利用時：45,000円）（燃油サーチャージは不要ですが、
海外空港税などが別途必要となります。ご旅行帰国日に2歳未満のお子様で航空座席を利用されず、宿泊はホテルでベッド・アメニティを必要としない場合に適用となります。） ■観光につ
いて：※天候、交通等の現地事情により訪問都市、観光順序を変更してご案内する場合があります。また、休館日等で観光内容が変更になる場合がございます。 ■その他：※海外空港諸税
等をH.I.S.が代行受領させて頂きます。※空港〜ホテル間の移動及び観光中は他のコースのお客様と一緒になり、ホテル、空港等でお待ち頂く場合もございます。 ※行き帰りの送迎及び
観光に参加されないお客様のご予約は承れません。ご了承ください。※その他詳細は名古屋発着Ciao「台湾」パンフレット最新号に準じます。但し、Ciaoパンフレット記載の特典等は適用
出来ません。

台湾縦断紀行5日間
ご旅行代金表

（大人お1人様/2・3名1室利用）
ご旅行代金に燃油サーチャージは含まれております。今後航空会
社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止又はかからな
くなった際もご旅行代金に変更はございません。
※海外空港諸税は別途必要です。

 … 旅行代金はおトクですが、ホテルはお選びいただけません。

プラン 基本プラン （エコノミークラス・鉄道普通車両）
利用ホテル 基本ホテル アレンジプラン① アレンジプラン②

高雄  エコノミークラスホテル  スタンダードクラスホテル アンバサダー高雄

台中  スーペリアクラスホテル  スーペリアクラスホテル スプレンダー

台北
1泊目

 スタンダードクラスホテル
 スーペリアクラスホテル  デラックスクラスホテル

4泊目 圓山大飯店（後館スーペリア） 圓山大飯店（本館デラックス）
ツアーコード：　WN-FTC＿ 5900-ZJD2 5700-ZJD2 5607-ZJD2

5月  14・21　　 6月  4・11 ¥79,800 ¥95,800 ¥101,800
6月  25　　 7月  2・9 ¥83,800 ¥99,800 ¥105,800
4月  23　　 9月  3・10・24 ¥85,800 ¥101,800 ¥107,800
7月  16・23・30　　 9月  17 ¥87,800 ¥103,800 ¥109,800
5月  7　　 8月  6・27 ¥89,800 ¥105,800 ¥111,800
4月  30　　 8月  13 ¥119,800 ¥135,800 ¥141,800

1人部屋追加代金（4泊分） ¥24,000 ¥30,000 ¥42,000

10名様より出発可能
2017年4月▶2017年9月

有効期限:2017年3月17日〜2017年6月30日

静岡発着 FSZ-TPE-710-B

 燃油 
サーチャージ
込み！（注） 79,800円〜119,800円

こだわりの観光地＆名店「故宮晶華」や「鼎泰豊」など10回の食事付
南から北まで6つの街を周遊！ 台湾高速鉄道にも乗車！

旅行代金:基本ホテル（大人お1人様/2・3名1室利用時）/1人部屋追加代金:代金表参照
※海外空港諸税は別途必要

（注）今後、航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止又は
かからなくなった際も旅行代金の変更はございません。 
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台湾縦断紀行 5
日間

駐車場無料  国内空港施設使用料無料

富士山静岡空港から行く 



※写真は全てイメージです。

ビジネスクラスで快適な空の旅

DATA
シート配列 2-2-2
シートピッチ 132cm
シート幅 54cm

◆�シェル型シートとパーテーションで�
プライベートな空間を確保
◆ 140度の傾斜が可能なリクライニング
◆ 10.4インチのタッチパネル式モニター
◆�ノイズカット機能付きイヤホーンで�
高品質のエンターテインメント

広 シ々ート

優先搭乗

ビジネス専用機内食

空港ラウンジ利用

シート一例

ラウンジ 機内食一例

飛
　ぶ

泊
まる

各都市の有名ホテルで、快適なご滞在をお楽しみください。 
※下記ホテルは、ホテルアレンジ②の場合となります。

別途
代金

  高雄 　アンバサダー　Ambassdor Hotel Kaohsiung

客室一例

市内を流れる愛河を望む、 
高雄を代表するデラックス 
ホテルの一つ。
シックな色合いのインテリア
に藤の家具が配され、落ち着
いた中にも南国の暖かさを感
じながら快適に過ごせます。 

  台中 　スプレンダー　The Splendor Taichung

客室一例

白とベージュを基調とした客
室は、明るく快適なシンプル
なつくりで高級感の漂う空間
になります。全客室バスタブ
付きで、疲れた体をゆったり
と癒すことができます。

各地の名物料理を含む
計10回の食事付

海鮮料理坦仔麺 台湾料理

ランクアッププラン 全都市  
デラックスクラス

ホテルもご用意

食
べる

  台北（4泊目） 　圓山大飯店（本館） Grand Hotel Taipei

外観

台 北 随 一 の 伝 統と格 式を誇る 
名門ホテル。丘の上に佇む、宮殿を 
イメージした存在感のある外観、 
赤を基調にした荘厳なインテリア 
デザインは、一味違った台北の 
滞在を演出してくれます。

客室一例

追加代金（往復/大人・子供同額）：＋45,000円

 チャイナエアライン利用

建設に２年半の月日を要し
た台北有数のレストラン。レ
ストラン内も博物館にいるか
のようなデザインとなってお
り、故宮の歴史文物に囲ま
れた雰囲気の中でお食事を
お楽しみいただけます。

●豆腐入りシーフードのとろみスープ
●イカとエビのすり焼き
●広東風ソーセージ入り大根餅
●イカと野菜入り蒸し餃子 ●蒸しシュウマイ
●季節の野菜炒め ●翠玉白菜のスープ煮込み 
●エビ入りチャーハン ●鮮果入りアーモンドゼリー 
●季節のフルーツ盛り合わせ
※メニューは予告なく変更になる場合がございます。

小籠包

鼎
でぃんたいふぉん

泰 豊
小籠包が有名な人気レストラン。
熱々のスープが詰まった小籠包や

餃子などの点心料理をご賞味下さい。
■台湾冷菜 ■野菜炒め
■キャベツの漬物 ■四川風五目スープ
■炒飯 ■エビ焼売 ■エビ蒸し餃子
■野菜蒸し餃子 ■小籠包（2個）
■オリジナルデザートあん入り小籠包
※メニューは予告なく変更になる場合がございます。10人前/一例

イメージ

のレストラン�故宮晶華

台北最高級ホテル
「リージェント」が経営する

レストンラン

こだわり

目で見ても楽しめる

翠玉白菜のスープ煮込み

レストラン

宝
ほうかくじ

覚寺  
黄金に輝く巨大な弥勒菩薩像
で有名な臨済宗のお寺。
満面の笑みは見るだけで幸せになれそう。

四
し し な ん む ら

四南村  
文化遺産保全地区でありながら、歴史的な建造
物をリメイクし、おしゃれなカフェや雑貨店に再
利用している新しいスポット。さらに、台北101
をばっちり取れるスポットしても有名です。

台北

台中

九

台北〜高雄間は 
　　　 台湾高速鉄道に乗車最高時速
300キロの

台湾の南北（台北・板橋駅〜高雄駅）を最短90分で結ぶ 
台湾高速鉄道。東海道新幹線「700系」ののぞみをベース
にしていて日本人にもなじみのある形をしています。

座席一例

追加代金（大人・子供同額）：＋3,000円
 グリーン車にあたる  
ビジネス車両をご用意

並び シート幅 シート
ピッチ

ビジネス車両 2＋2 62.5cm 116cm
普通車両 3＋2 50.5cm 104cm

中国式の寺院や塔が
点在する、高雄を代表する

景勝地。

六合二路夜市
高雄を代表する夜市。毎晩活気
に満ちたお祭りのような雰囲気。

 寿山公園 　
　港や高雄市街が一望できる公園。

　夜は夜景スポットとしても有名。 

彰化

今でも現役で使用され、蒸気機関車・ディーゼル・
電気機関車が一同に集まる貴重な場所。

彰
しょうかせんけいこ

化扇形庫  

彩
さいこうけんむら

虹眷村  
レインボービレッジ
一人の老人によって
描かれた、この色鮮や
かな村は、今ではロケ
地になるほど人気のス
ポットです。

國
こっかかげきいん

家歌劇院  
2016年9月オープンの大型芸術ホー
ル。日本の著名な建築家が設計を手掛
け、その斬新なデザインから、台湾だけで
はなく海外からも注目をされています。

高雄

台南

南から北まで6つの街を周遊！ 高速列車にも乗車！

オランダ植民地時代に
築かれた、赤レンガ造り
の台南最古の建築物。

赤
せっかんろう

崁樓

蓮
れんちたん

池潭 

　「龍の口から入り虎の口から
出ると、悪業が祓われる」と
言われる龍虎塔が有名。

乗
　る

座席一例

国
こくふきねんかん

父紀念館 
孫文の業績を称え作
られた紀念館。衛兵交
代式は必見です。

台湾郊外で

人気No1の観光地。

おすすめスポットファンタジー溢れる村

比較的混雑の少ない
夕方から見学！
多くのプランは混みあう午前中
や午後に見学ですが、このプラ
ンは比較的混雑の少ない夕方に
ゆっくり見学ができます。　

林百貨 日本統治時代の百貨店を改装してオープンした、
レトロなデパート。

 故宮博物院        
台北随一の観光スポット。中
国４大王朝の貴重なコレク
ションを約60万点も所蔵す
る世界４大博物館の一つ。

こだわり の見学時間

必見！！ 台湾で唯一現存する
扇形車庫を見学！
鉄道ファンならずとも一見の価値はある観光地。

こだわり の観光地

レトロな建物と石畳
の風情ある街並み、
遠くに海が広がる
美しい景色が旅情
を誘います。

（※1）九份は階段が多く、
足場が悪い道路となりま
す。足腰に不安のあるお客
様の参加はおすすめでき
ません。

歩く度 徒歩観光がどの程度含まれているかを3段階の歩く度数で表しています。（日程表内）

 … 1日の徒歩観光時間が2時間未満 徒歩観光は、出来る限り連続で歩き続けることがない
よう休憩などを適宜入れて行程を組んでおります。し
かしながら歩く度３（ ）は、１日の観光においてほぼ
徒歩観光となりますことをご認識お願いします。

 … 1日の徒歩観光時間が2時間〜3時間30分未満

 … 1日の徒歩観光時間が3時間30分以上

スケジュール
日程 ●：入場観光　◎：下車観光（施設等へは入場しません）　○：車窓観光 朝昼夕

1 静岡空港（19:25～19:40）発  台北（22:05～22:20）着
現地係員と共にホテルへ 【台北泊】ーーー

2

08:00
12:00

15:00
17:00
18:30
19:30

ホテルにて朝食後、
午前：  九份観光 （※1）へご案内 ◎悲情城市、◎基山街
昼食：  名物 魯肉飯（ルーローハン）を含む台湾郷土料理
昼食後、係員と共に台北駅へ移動
台湾高速鉄道にて高雄へ（普通車両/所要約1時間30分）　
 高雄観光  龍虎塔で有名な◎蓮池潭（れんちたん）を見学
夕食には 海鮮料理 をどうぞ
食後、◎六合夜市散策へご案内
 この日の歩く度》 【高雄泊】
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16:00
17:00

 高雄観光  高雄が一望できる◎寿山公園とお土産物店へ　
観光後、バスにて台南へ向かいます。（約1時間）
 台南観光  ○林百貨（車窓）、
歴史建築●赤崁楼（せっかんろう）へご案内。
昼食は 「赤崁坦仔麺」 にて台湾名物・坦仔麺を含む台湾料理
昼食後、バスにて彰化へ向かいます。（約2時間）
 彰化観光  台湾で現存する唯一の扇形車庫●彰化扇形庫を見学
 見学後、台中へ
 台中観光  色彩やかなファンタジー溢れる村◎彩虹眷村を観光
 「台中敦品棧」にて台湾料理の夕食 
夕食後ホテルへ この日の歩く度》  【台中泊】
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朝食後、  台中市内観光  へ
日本人建築家が建設した○台中歌劇院（車窓）　　　　、
大仏で有名な●宝覚寺へご案内。
観光後、バスにて台北へ向かいます。（約2時間30分）
昼食は、 人気店「鼎泰豊（台北101店）」にて
小龍包を含む点心料理 
昼食後、
 台北市内観光  ◎歴史建築物が残る四四南村（鼎泰豊より徒歩移動）、
●国父紀念館にて衛兵交代式を見学後、
土産物店にてショッピングへご案内
その後、世界４大博物館の一つ●故宮博物院見学へ。
見学後、博物院敷地内「故宮晶華」にて、
 翠玉白菜のスープ煮込みを含む広東料理 
の夕食をご賞味下さい
夕食後、ホテルへ この日の歩く度》  【台北泊】
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現地係員と共に空港へ
（途中、免税店へご案内致します。）
台北（14:30～14:50）発 
静岡空港（18:30～18:40）着　着後、解散となります

ホ
テ
ル
ーー

※上記のフライトスケジュールは2017年3月13日現在のものです。予告無く変更となる場合があります。
（※1）九份は階段が多く、足場が悪い道路となります。足腰に不安のあるお客様の参加はおすすめでき
ません。※行程中には最大4ヵ所の土産物店・免税店等へご案内させていただくことが条件となります。
この他に休憩場所、レストラン、観光施設などに併設された土産物店や販売コーナーにも立ち寄る場合が
ございますが、前記回数には含みません。尚、これは土産物店入店や土産物品の購入を強制するもので
はありません。また観光時間等の関係上、土産物店にご案内できないこともございますが、この場合は旅
程保証の変更補償金の支払い対象とはなりません。


