
台湾縦断

デラックスホテルに泊まるデラックスホテルに泊まる

台湾新幹線利用台湾新幹線利用
高雄・台南・台中・台北高雄・台南・台中・台北
デラックスホテルに泊まる
高雄・台南・台中・台北

4日間台湾縦断 4日間台湾縦断 4日間

自由気ままに台北ステイ自由気ままに台北ステイ自由気ままに台北ステイ

4
日間気ままに台北ステイ 4
日間気ままに台北ステイ 4
日間気ままに台北ステイ

選べるホテルクラスで3連泊！選べるホテルクラスで3連泊！

台北ステイ4日間★オプショナルツアーのご案内

台湾/4日間徳島阿波おどり空港発着 添乗員同行

（イメージ）（イメージ） （政府認可条件）（政府認可条件）

あったかあったかあったか
異国なのに懐かしい異国なのに懐かしい異国なのに懐かしい

４日間

エバー航空

台北満喫

デラックスホテルに3連泊でデラックスホテルに3連泊で
全食事・観光付！全食事・観光付！

デラックスホテルに3連泊で
全食事・観光付！

選べる
ホテル
選べる
ホテル

4日間4日間

4日間たっぷり台北満喫4日間たっぷり台北満喫4日間たっぷり 麗しの麗しの麗しの

快適な座席空間で多彩な機内エンターテイメント
やグルメなお食事をお楽しみください。
機内の限られた空間の中でお客様におくつろぎいただける空間作りを
目指しております。

座席（イメージ）座席（イメージ） 機体（イメージ）機体（イメージ）

●正式名称：中華民国・台湾　Republic of China,Taiwan　●首都：台北
●人口：約2,300万人　●面積：約3万6,000㎢　●人種・民族：漢民族、先住民
●宗教：仏教、道教、キリスト教、その他　●言語：北京語、台湾語
●通貨：元（台湾ドル）　１台湾ドル≒￥3.75（2017.11/17現在）
●時差：-1時間　台湾が正午のとき、日本は午後1時
●電圧：110ボルト 60ヘルツ　●プラグ：Aタイププラグ

●台湾（各地）2月の気温・降水量

●台湾国旗：

●台湾の概要

月
最高気温

13.6℃
165.7mm

最低気温
降 水 量

台北 台中 高雄

九州ほどの面積に3,000m級の山々が連なり、サンゴ礁の海が広がる変化に富んだ自然景観。
そして、あらゆる中国料理が味わえるグルメの島。

「晴天白日満地紅旗」と呼ばれ、青は正義、赤は自由と独立、
白は友愛を象徴。.  

12月から2月にかけて南部は
好天に恵まれますが、肌寒く
感じる日も。北部は天気が不
安定で肌寒い日が続くので、
セーターやコートが必要。

19.3℃
13.3℃

87.8mm

22.3℃
16.1℃　

23.6mm

24.1℃

インフォメーション

※チャーター便利用の場合、出発時間等が決まるのが出発日の2週間ほど前になる場合がございます。それに伴いましてご案内しております行程において観光地の入れ替え割愛、お食事が弁当への変更にな
る場合がございます予めご承知おき願います。最終日程表にてご案内いたします。
※ホテルランクは当社基準です。 ※宿泊ホテルは基本ツインベッドルームをご用意する予定ですが現地事情によりダブルベッドルームのお部屋になる場合がございますまたシャワーのみのお部屋となる場
合がございますので予めご承知おき下さい。 ※お一人様参加の場合は一人部屋追加代金が必要です。 ※おひとり様参加同士の相部屋は承っておりません。予めご了承くださいまた、一人部屋利用の場合ホ
テルの空き状況によりシングルルーム利用となる場合がございます。出発日によってはシングルルーム利用の方とツインルーム利用の方に分かれていただく場合がございます。その際、お部屋割りは弊社に
て行います（ご希望は一切お受けできません）。また、シングルルーム利用となりましても旅行代金の割引はございません。予めご了承ください。 ※３名様１部屋（トリプル）ご利用の場合、原則として２人部屋
に簡易ベッドを入れてご利用いただく為、手狭となります。簡易ベッドの搬入時刻は夜遅くなることが一般的です。また、簡易ベッドの代わりに客室に備えられているソファーをご利用いただく場合もございま
す。ホテルによっては簡易ベッドの数や、部屋の広さによりご利用いただけない場合があります。この場合、お2人部屋と追加代金にてお１人様部屋をご利用いただきます。 

【重要】必ずお読みください

徳島阿波おどり空港ご集合 エバー航空チャーター便にて台湾へ
徳島阿波おどり空港（12:00～17:00）[BR1155]　 台北：桃園
国際空港（14:30～19:30）入国後、専用車にて（各ホテルのお客
様混載になります）各ホテルへ

ホテルをチェックアウト　現地ガイドと共に専用車にて空港へ
エバー航空チャーター便にて徳島へ　桃園国際空港（08:00～
11：00）[BR1156]　 徳島阿波おどり空港（11:00～15:00）

朝：×
昼：機内
夕：×

朝：BOX
昼：機内
夕：×

朝：ホテル
昼：×
夕：×

台北【泊】

台北【泊】

台北【泊】

ホテルにて朝食　終日自由行動
オプショナルツアーを御用意しております。

オプショナルツアーを御用意しております。

※オプショナルツアー詳細は裏面をご確認ください。

朝：ホテル
昼：×
夕：×

ホテルにて朝食　終日自由行動

スケジュール 食事

1

2

3

4

※別途、現地空港税1,900円が必要になります。（2017年12月1日現在
　です。変動する場合がございます。）
※台湾入国に際しましてパスポートの有効期限は滞在日数以上必要です。
　ご確認ください。また入国書類作成ご希望のお客様は3,240円にて作
　成いたします。お気軽にお申し付けください

旅行代金（おひとり様/２～3名１室利用）

■旅行代金（おひとり様/２名１室利用）■旅行代金（おひとり様/2～3名1室利用）

■旅行期間

スタンダードクラス

スタンダード

デラックスクラス

スーペリア

★★★ 89,800円 16,000円
スーペリアクラス ★★★★ 104,800円

129,800円
149,800円

23,000円
デラックスクラス ★★★★★ 30,000円
ホテルロイヤル日航指定 ★★★★★★ 53,000円

１名１室利用追加代金2～3名１室利用ホテルクラス

89,800円～149,800円89,80089,80089,800円～
円～
円～

149,800149,800149,800円
円
円

89,800円～149,800円89,80089,80089,800円～円～円～149,800149,800149,800円円円

2018年

レオフーエンペラー

シーザーパーク グロリアプリンスハワードプラザ

ゴールデンチャイナ ガーラサントス

台北市内観光コースA

C

D

E

F

B

台北101展望台入場・忠烈祠・故宮博物院・ショッピング１件昼食付 9:00/16:30 6名催行 11,000円

ショッピングコース スーパーマーケット（カルフール予定）・迪化街散策・三井林口アウトレット・お茶店にて
お茶試飲とショッピング昼食付 9:00/16:30 6名催行 7,000円

十分天燈上げと
人気の九份散策

天燈上げ（3～４名に１点・４名様まで願い事がかけます）
※九份では土日は途中で路線バスに乗り換えます。昼食付 10:30/16:30 6名催行 8,000円

台湾料理の夕食と
士林夜市散策 ご案内予定レストラン『欣葉』夕食付 18:00/21:00 6名催行 6,500円

ゴルフ１プレイ
林口カントリークラブ・新淡水カントリークラブ等同等クラス
※往復送迎（免税店立寄り）・グリーンフィー・キャディーフィー・カートフィー・
　ロッカーフィーが含まれております。

昼食付 7:00/16:30 3名催行 27,000円

猫空（ﾏｵｺﾝ）ロープウェイと
行天宮コース

猫空ロープウェイ・行天宮・占い横丁（占い料金は各自負担）・永康街散策・ショッピング
１件　※ロープウェイ休止の場合は車にて案内昼食付 9:00/16:30 6名催行 8,500円

コース名 食事 出発・帰着時間 ツアー代金 詳 細最少催行人員

※出発・帰着時間：変更になる場合がございます。※ツアー代金：お一人様料金・小人同額

エバー航空エバー航空エバー航空

チャーター便チャーター便チャーター便チャーター便で行く！で行く！で行く！で行く！

ホテルロイヤル日航

■利用予定航空会社：エバー航空チャーター便（政府認可条件） ■食事条件：朝３回（BOX１
回）、昼0回、夕食0回（機内食は除く） ■現地係員が対応いたします。（空港⇔ホテル）・添乗
員（徳島阿波おどり空港⇔桃園国際空港）同行 ■最少催行人員：10名 ■利用予定ホテル：
〈スタンダードクラス〉レオフー、シティースイート、エンペラー、〈スーペリアクラス〉サント
ス、ゴールデンチャイナ、ガーラ、〈デラックスホテルクラス〉ハワードプラザ、シーザーパー
ク、グロリアプリンス、〈SPデラックス〉ホテルロイヤル日航

C
コース

B
コース

A
コース

A
コース

ノスタルジック九份・十分・故宮博物院ノスタルジック九份・十分・故宮博物院

2月9日 ～12日
■旅行期間 2018年

2月9日 ～12日金 祝・月

GBR018ツアーコード

後援：徳島空港利用促進協議会後援：徳島空港利用促進協議会

※お申し込みの際には、必ず旅行条件書(全文)をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

●お申込みの条件：未成年の方のお申込は保護者の同意書が必要です。満７５歳以上の方は医師の診断書の提出をお願いする
の上以歳０８満（。すまりあが合場くだたいてせさと件条を行同の者伴同、かくだたいてせさり断おも合場のれずい。すまりあが合場

方は、同伴者の同行を条件とさせていただきます。）
●旅行代金の適用：参加されるお客様のうち１２歳以上は大人料金、満２歳以上１２歳未満の方は子供料金になります。特に表示
のない限り子供代金適用のお客様の食事は大人と同一のものとなります。なお、ツアーとして設定はありませんが、満２歳未満のお
客様の参加の場合は該当区間の正規航空運賃となります。
●旅行代金に含まれないもの：本パンフレットに含まれている旨表示してある交通費・観光料金・宿泊料金・食事料金・添乗経
費・その他特記事項にかかる経費以外は本ツアーには含まれていません。通常お客様が必要と思われるその一部を表示します。
(1) 超過手荷物料金 (2)クリーニング代・電報電話料・ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け､その他の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 (3) お客様のご都合によりお一人部屋を使用される際の追加料金 (4)ご希望者のみ参
加されるオプショナルツアー ( 別途料金の小旅行 )の料金 (5)日本国内の空港施設利用料 (6) 旅行行程中の空港税等 (7) 燃油付
加運賃等 (8) 渡航手続関係諸費用（旅券印紙代、旅券申請書作成手数料、予防注射代、査証代、査証取得手続料等）(9) 団体包
括手続手数料 3,150 円 (10) 傷害、疾病に関する治療費
●旅行契約内容・代金の変更：当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、
当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約の内容を変更する
ことがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅
に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の
前日から起算してさかのぼって15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。 
●お客様による旅行契約の解除：ア）お客様はいつでも、次に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
※旅行代金が所定に期日までに入金がなく、当社がお申込をお断りした場合も上記の取消料をお支払いただきます。
イ）お客様は下記に該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
( 一部例示）(1) 旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われたとき。a. 旅行開始日または終了日の変更、b. 観光地・観光
施設・その他の目的の変更、c. 運送機関の種類または運送会社の変更、d. 運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更、

を表程日定確が社当）3（、合場たれさ額増が金代行旅）2（　更変の観景・設施・類種の室客の設施泊宿.f、更変の設施泊宿.e
表記の日までに交付しない場合　（4）当社が責に帰すべき事由により、当社の旅行日程通りの実施が不可能になったとき。

●当社の責任：当社はお客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上
に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、一定の補償金及び見舞金を支払います。
●旅程保証：当社は、別表①の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を

の値価の上以等同、上の承了の様客お、は又（。すまい払支に内以日03てし算起らか日翌の日了終行旅を金償補更変の額たじ乗
ある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。） 
※別表①変更補償金の内訳については国内と同じです。

お様客お、は額の金償補更変）3（。んせましたいい払支おを金舞見び及金償補更変、は合場の由事責免の等変地災天は社当）2（
ひとりに対して旅行代金の 15％を限度とします。また、変更補償金の額が千円未満であるときは、お支払いいたしません。
●お客様の責任：お客様の故意又は過失、法令または公序良俗に反する行為または当社旅行業約款の規定を守らないことによ
り当社が損害を被った場合、当社は当該のお客様から損害賠償を申し受けます。
★この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。

●最少催行人員：お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかった場合は中止することがあります。この場合は旅
行開始日の前日から起算して、23日目（ピーク時については33日目）に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知し、お預
かりしている旅行代金は、全額お返しします。

個人情報の取扱い　(1) 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、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続
に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、[1] 当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 [2] 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い [3]アンケートのお願い [4] 特典サービスの提供 [5] 統計資料の作成、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。(2) 当社らは、当社らが保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社らのグループ企業との間で共同
して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称及び各企業にお
ける個人情報取扱管理者の氏名については、株式会社エアトラベル徳島のホームページ（http://www.air-travel.co.jp/）をご参照ください。

海外申込金一覧表

チャーター便利用（取消料）

●募集型企画旅行契約：(1)この旅行は､( 株 ) エアトラベル徳島 ( 徳島市幸町 1丁目47 番地 3 スタッフクリエイトビル2F　観光庁長官登録旅行業第 1982 号 ( 以下｢当社｣といいます )が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。旅行条件は下記によるほか､別途お渡しする旅行条件書 ( 全文 )、出発日迄にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行契約の部によります。
●お申込み方法と契約の成立時期 :当社所定の旅行申込書 ( 以下｢旅行申込書｣といいます｡)に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申込みください｡申込金は旅行代金をお支払いいただくときに､その一部として繰り入れます｡電話・郵便・ファクシミリ・
インターネット等でお申込の場合､当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して原則として３日以内に申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます｡尚､お申込金のお支払いが確認された時点でお申込みとして取り扱います。

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

旅行代金の50% 旅行代金の80% 旅行代金の100%
申込金の金額

但し旅行代金の20%以内

旅行開始日の前日から起算して

61日前まで 60～31日前 30日～21日前 20日～4日前 3日前～当日又は無連絡不参加

無 料

★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取引の責任者です。この旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

本社  〒770-0847徳島市幸町 1丁目 47番地 3 スタッフクリエイトビル

株式会社エアトラベル徳島
観光庁長官登録旅行業第1982号  総合旅行業務取扱管理者：平石　順

フレンドリーツアー専用ダイヤル

お問い合わせ・お申込はお近くの当社店舗まで！
本　　　　　　社 〒770-0847 徳島市幸町1丁目47番地3 スタッフクリエイトビル2F

〒770-0865 徳島市南末広町4番地1号　イオンモール徳島 4F
☎088-602-7662

イオンモール徳島店
総合旅行業務取扱管理者 ： 菅　　加衣

総合旅行業務取扱管理者 ： 平石　　順
総合旅行業務取扱管理者 ： 平野　正人

本社販売カウンター ☎088-625-5551
☎088-625-5581営 業 部

Facebookもチェック

☎088-625-0220

旅行企画・実施 受託販売

2月三連休利用!!2月三連休利用!!

外観（イメージ）外観（イメージ）

外観（イメージ）外観（イメージ）

外観（イメージ）外観（イメージ） 外観（イメージ）外観（イメージ） 外観（イメージ）外観（イメージ） 外観（イメージ）外観（イメージ） 外観（イメージ）外観（イメージ）

外観（イメージ）外観（イメージ） 外観（イメージ）外観（イメージ）

客室の一例（イメージ）客室の一例（イメージ） 正面玄関（イメージ）正面玄関（イメージ）

（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）士林市場士林市場 台北101台北101



4日間4日間
（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

徳島阿波おどり空港ご集合 エバー航空チャーター便にて台湾へ
徳島阿波おどり空港（12:00～17:00）[BR1155]　 台北：桃園国際空港（14:30～19:30）
入国後、桃園駅より台湾新幹線にて高雄/左営駅へ到着後、専用車にてホテルへ
ホテルにて朝食後、チェックアウト専用車にて高雄市内観光（◎蓮池譚/龍虎塔、○美麗島駅
（4,500枚のステンドグラスが見事、世界で２番目に美しい駅に選ばれた）と○ショッピング、
台南へ　昼食後、◎赤坎楼（セキカンロウ）、◎延平郡王祠（エンペイグンオウシ）　台中へ
今話題のスイーツのお店『宮原眼科』へご案内、夕食後、ホテルへ

ホテルにて朝食後、チェックアウト　専用車にて◎宝覚寺（金色の笑う大仏で有名）観光後、台北
へ　市内「鼎泰豊」で小龍包の昼食　その後、台北市内観光へ（◎中世紀念堂、△総統府、◎龍
山寺）、民芸品店と免税店にご案内いたします。=市内レストランにて夕食=ホテルへ

ホテルをチェックアウト・専用車にて桃園空港へ　チェックイン後、出国 エバー航空チャーター便
にて徳島へ　桃園国際空港（08:00～11：00）[BR1156]　 徳島阿波おどり空港（11:00～
15:00）

朝： ×
昼：機内
夕：弁当

朝：BOX
昼：機内
夕：×

朝：ホテル
昼： ○
夕： ○

高雄【泊】

台中【泊】

台北【泊】

朝：ホテル
昼：小龍包
夕：○

スケジュール 食事

1

2

3

4

■旅行代金（おひとり様/２名１室利用）■旅行代金（おひとり様/2～3名1室利用）

159,800円159,800159,800159,800円

円

円

159,800円159,800159,800159,800円円円

■利用予定航空会社：エバー航空チャーター便（政府認可条件） ■食事条件：朝３回（弁当１回）、昼2回、夕食3回（弁当1回）
（機内食は除く） ■添乗員同行 ■最少催行人員：15名 ■利用予定ホテル：〈高雄〉グランドハイライ、85スカイタワー、クラウ
ンプラスザ、〈台中〉スプレンダー、テンパスタイチュー、ウィンザー、〈台北〉アンバサダー、シャーウッド、パレデシン、シーザー
パレス

１名１室利用追加代金 32,000円
GBR020ツアーコード

■旅行期間 2018年

2月9日
～12日

金

祝・月

あったかあったか
異国なのに懐かしい異国なのに懐かしい

（政府認可条件）（政府認可条件）

エバー航空エバー航空エバー航空

チャーター便チャーター便チャーター便チャーター便で行く！で行く！で行く！で行く！

徳島阿波おどり空港ご集合 エバー航空チャーター便にて台湾へ
徳島阿波おどり空港（12:00～17:00）[BR1155]　 台北：桃園国際空港（14:30～19:30）
入国後、専用車にて市内レストランへ　夕食後、ホテルへ
ホテルにて朝食後、終日台湾北部観光 ◎野柳風景特区、○基隆廟口（キールンミョウコウ）、◎映画
千と千尋の神隠しのモデルになったといわれる九份散策と昼食、◎人気のローカル線乗車体験
（※予約制ではないため当日の状況によりバスで移動する場合もございます）、◎十分の老街散
策と天燈上げ体験、観光後、台北へ　夕食後、ホテルへ
ホテルにて朝食後、台北市内観光（◎世界三大博物館の故宮博物院、○中正記念堂、○衛兵の交
代式が有名な忠烈祠、△総統府、◎龍山寺）鼎泰豊にて小龍包の昼食、ショッピングにご案内後ホ
テルへ（１.５～２時間）休憩後、夕食と◎台北101から夜景観賞へ　終了後、ホテルへ

ホテルをチェックアウト・専用車にて桃園空港へ　チェックイン後、出国 エバー航空チャーター便
にて徳島へ　桃園国際空港（08:00～11：00）[BR1156]　 徳島阿波おどり空港（11:00～
15:00）

朝： ×
昼：機内
夕：○

朝：BOX
昼：機内
夕：×

朝：ホテル
昼： ○
夕： ○

台北【3連泊】

台北【3連泊】

台北【3連泊】

朝：ホテル
昼：小龍包
夕：○

スケジュール 食事

1

2

3

4

■旅行代金（おひとり様/２名１室利用）■旅行代金（おひとり様/2～3名1室利用）

149,800円149,800149,800149,800円

円

円

149,800円149,800149,800149,800円円円

■利用予定航空会社：エバー航空チャーター便（政府認可条件） ■食事条件：朝３回（BOX１回）、昼2回、夕食3回（機内食は除
く） ■添乗員同行 ■最少催行人員：15名 ■利用予定ホテル：パレデシン、アンバサダー、シャーウッド、ハワードプリンス、シー
ザーパーク、グロリアプリンスのいずれか

１名１室利用追加代金 38,000円
GBR019ツアーコード

※別途、現地空港税1,900円が必要になります。（2017
年12月1日現在です。変動する場合がございます。）
※台湾入国に際しましてパスポートの有効期限は滞在日
数以上必要です。ご確認ください。また入国書類作成ご希
望のお客様は3,240円にて作成いたします。お気軽にお
申し付けください。

※別途、現地空港税1,900円が必要になります。（2017
年12月1日現在です。変動する場合がございます。）
※台湾入国に際しましてパスポートの有効期限は滞在日
数以上必要です。ご確認ください。また入国書類作成ご希
望のお客様は3,240円にて作成いたします。お気軽にお
申し付けください。

おすすめのデラックスホテルおすすめのデラックスホテルおすすめのデラックスホテルおすすめのデラックスホテル

蓮池譚/龍虎塔蓮池譚/龍虎塔蓮池譚/龍虎塔蓮池譚/龍虎塔

（イメージ）（イメージ） （イメージ）（イメージ） （イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

開運効果がある！といわれている「蓮池
潭」。台湾では一番良い動物＝龍、一番
悪い動物＝虎と信じられているのだそ
う。だから龍の口から入り、虎の口から
出てくると、災いがなくなり、福が来る
のだとか…

見上げるばかりの大きさの金色の大
仏（弥勒）様。全身金色に輝くこの大
仏様はインパクト抜群！まさに笑う門
には福来るのパワースポットです。

見るもびっくりのさまざま
な形をした奇岩が並んで
います。全長1700メート
ルの岬は風景特区の指定
を受け、野柳地質公園とし
て整備されています。

九份九份九份九份

野柳風景特定区野柳風景特定区野柳風景特定区野柳風景特定区

細い路地の階段に沿って建
つ古い館に、提灯が灯るノ
スタルジックな風景。絶品
グルメも頂ける魅力あるス
ポットです。

外観（イメージ）外観（イメージ）

客室の一例（イメージ）客室の一例（イメージ）

外観（イメージ）外観（イメージ）

客室の一例（イメージ）客室の一例（イメージ）

外観（イメージ）外観（イメージ）

客室の一例（イメージ）客室の一例（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

C
コース 台湾新幹線利用台湾新幹線利用

台湾新幹線台湾新幹線台湾新幹線台湾新幹線

高雄　台南　台中　台北高雄　台南　台中　台北

４日間４日間

ゆったりデラックスホテルに３連泊！
安心の全食事観光付で

ゆったりデラックスホテルに３連泊！
安心の全食事観光付で

B
コース

ノスタルジック台北と九份・十分・故宮博物院ノスタルジック台北と九份・十分・故宮博物院

たっぷりたっぷり※利用予定ホテルの一例※利用予定ホテルの一例

パレデシン

スプレンダー/台中 アンバサダー/台北
台湾
縦断

Cコース
台湾
縦断

Cコース

台湾
満喫

Bコース

グランドハイライ/高雄
台湾
縦断

Cコース

客室の一例（イメージ）客室の一例（イメージ） ロビー（イメージ）ロビー（イメージ）外観（イメージ）外観（イメージ）

2月三連休利用!!2月三連休利用!!

赤坎楼赤坎楼

宝覚寺宝覚寺

龍山寺龍山寺

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ） （イメージ）（イメージ）

総統府総統府 （イメージ）（イメージ）

画像提供：台湾観光局・エバー航空画像提供：台湾観光局・エバー航空

故宮博物院故宮博物院

天燈上げ天燈上げ

十份十份

延平郡王祠延平郡王祠

世界奇観のひとつ世界奇観のひとつ世界奇観のひとつ世界奇観のひとつ

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ） （イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）忠烈祠忠烈祠（イメージ）（イメージ）中正紀念堂中正紀念堂

「渡小月」の担仔麺「渡小月」の担仔麺

願い事を
書いた天燈を

空に上げよう!!

（イメージ）（イメージ）台北101台北101
（イメージ）（イメージ）美麗駅美麗駅

九份九份

高雄高雄

台北台北

桃園空港桃園空港

台中台中

3日目昼食は
「鼎泰豊」で
　小龍包を!!
※B・Cコース※B・Cコース

徳島阿波おどり空港発着
添乗員同行

間
日
間
日
４４
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