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大学生協限定企画

47,800

円

台北4日間／2〜3名１室／Ｙクラス大人おひとりの代金

旅行代金には燃油サーチャージが含まれております。
※日本国内空港施設使用諸費用、国際観光旅客税、現地空港諸税が別途必要となります。

参加者全員に!

台湾まるごとガイドブック
最終日程表と共にお渡しします。

先着300名様に!
提供：台湾観光局

充実のオプショナルツアー!
1

台北おまかせ定番市内観光（台湾料理の昼食付き）

50元チャージ済み台湾電子マネーカード
※現地にてお渡しします。

※出発・帰着・解散時間は、
ご宿泊ホテルまたは交通事情、プランの組み合わせにより前後します。※施設休暇、その他
の事情により観光箇所が変更になる場合があります。※食事のメニューは季節や現地事情により変更になる場合があ
ります。※写真はすべてイメージです。※マークの見方 ■…下車 ●…入場 ○…車窓

追加代金

無料

2

（ホテル出発 08:00頃／市内ツアーデスクにて自由解散 16:30頃）

ROUTE ■行天宮○総統府

催行確約！
2名様より

行列のできる店「鼎泰豊」の小籠包と
士林夜市散策（小籠包セットメニューの夕食付き）

日本申込／日本支払
追加代金

4,000円

（ホテル出発・帰着 16:45〜21:00頃予定）

士林夜市で台湾の活気を体感！

■中正紀念堂●故宮博物院
■忠烈祠 ※途中、烏龍茶店、総合民芸品店、漢方

ROUTE ■士林夜市散策

薬店に立ち寄ります。※漢方薬店では別途700元
にて足つぼマッサージ（約30分）をお受けいただ
けます。

「鼎泰豐」 ＜メニューの一例＞
●前菜 ●小籠包
●野菜炒め
●四川風五目スープ
●エビチャーハン
●あん入り小籠包等

8名様用／イメージ

中正紀念堂

※無 料のオプショナルツアーですが、日本でのお申
し込みが必要です。

3

天燈上げ体験付きナイト十分観光（小籠包の夕食付き） 4,500円
追加代金

（市内ツアーデスク出発・寧夏夜市解散 16：45〜21:00予定）

願い事を記した天燈が夜空をキラキラと舞い、
あがっていく様子はとても幻想的。B級グルメ
の宝庫寧夏夜市にも立ち寄ります。

ROUTE

■十分にて天燈上げ体験（一組にひとつ）
■寧夏夜市

イメージ

イメージ

故宮博物院

4

ナイト九 観光と夜市散

（ホテル出発・夜市解散 16：00〜21:00予定）

ちょうちんに灯りがともれば昼には見られない
幻想的な風景が広がる九份を楽しめます。

ROUTE ■九份散策■饒河街夜市
※夜市で解散となりますが、ご希望の方は台北駅ま
でお送りします。

饒河街夜市

2・●
3・●
4 と同日に組み合わせてお申し込みも可能です。
1 のツアーは ●
※充実のオプショナルツアーは全て日本出発の7日前までにお申込みください。 ※ ●

追加代金

3,500円

スケジュール
1

2
･
3

4

(2～3 名 1 室利用時・おひとり様)

成田発(14:15～18:20)､空路､台北へ ✈
台北･桃園空港着(16:55～21:10)。着後､ホテルへご案内します。

【MRT 忠孝敦化駅より徒歩約 1 分】

台北 泊 朝食 : × 昼食 : × 夕食 : (✈)
ホテルにて朝食をどうぞ。
終日､自由行動。
★表紙の充実のオプショナルツアーなどでお楽しみください。
台北 泊 朝食 : ○ 昼食 : × 夕食 : ×
ホテルにて朝食をどうぞ。
出発まで自由行動。
免税店または民芸品店に立ち寄り､空港へご案内します。
台北･桃園空港発(12:40～16:20)､空路､成田へ ✈
成田着(16:55～20:35)。着後､解散。
朝食 : ○ 昼食 : (✈) 夕食 : (✈)

●食事：朝食 3回
※機内食は除く
●添乗員は同行しませんが、現地係員がお世話します。
●送迎は他社のツアーのお客様と混乗となります。
●延泊・減泊はお受けできません。
■利用予定航空会社：キャセイパシフィック航空､チャイナエアライン､日本航空､エバー航空のいずれか

有名ショップが集う繁華街「忠孝敦化」の駅上にある好立地ホテル。
鼎泰豊 SOGO 復興店や、日本でも大人気のアイスモンスター本店などの店も徒歩圏内。
コースコード ：ST834B

※お部屋の広さ 30 ㎡
※お部屋によって
変更が生じます

■大学生協限定！スペシャル学割 台北 ３泊４日

(コースコード：ST834A)

旅行代金(大人おひとり様2～3名1室利用)
出発日

【ホテルの一例】

グリーンワールド新仕界、ワンテルホテル、メドウ、シティー、
グリーンワールド山水閣、ユニティー、メトロ、レオフー、
グリーンワールド花華、エンプレス、シチズン、クリスタル、
リライト、リーガル、ＥＣＦＡ、ＶＩＰホテル、ニューステイ南西、
キンシホテル、バイリーホテル、グリーンワールド林森、ＣＵホテル
のいずれか

【MRT 西門駅より徒歩約 6 分】

8月

台湾の渋谷とも呼ばれる西門エリアに位置するホテル。

※ホテルの指定はお受けできません。
※バスタブなし(シャワーブースのみ)のお部屋となる場合があります。
※ホテルにレストランがない場合、朝食はコンビニかコーヒーショップでご利用いただけるクーポンをお渡しします。
※上記ホテルは最低限の設備は備えていますが、価格重視のお客様にご用意したホテルクラスとなります。

旅行代金

19(月)、26(月)
2(月)、5(木)、

9月

47,800

16,500円
円

※グレードアッププラン利用時は
28,500円

9(月)、19(木)

成田空港施設使用諸費用(日本払い)

※お部屋の広さ 23 ㎡
※お部屋によって
変更が生じます

一人部屋追加代金(全行程)

5(月)、16(金)、

大人

2,610円

子供

1,570円

幼児

国際観光旅客税(日本払い)

大人･子供

1,000円

幼児

不要

現地空港諸税(日本払い)

大人･子供

1,840円

幼児

不要

不要

※大人：12歳以上 子供：2歳以上12歳未満 幼児：2歳未満。
※生協組合員および組合員と同一行程の同行者様もご参加いただけます。
※教職員様のご利用についてはお問い合わせください。

●海外危険情報・衛生情報

渡航先（国または地域）によって、外務省海外危険情報等の安全関係の情報が出されている場合がございます。詳しくはお申し込みの販売店までお問い合わせください。または、外務省海外安全ホームページ（http://www.pubanzen.mofa.go.jp）
および外務省領事サービスセンター（海外安全担当）（ＴＥＬ：03-5501-8162 受付時間：外務省閉庁日を除く 9:00～12:30、13;30～17:00）でもご確認いただけます。渡航先の衛生情報に関しては、厚生労働省検疫感染症情報ホームページ（http://www.forth.go.jp）でご確認ください。※上
記は 2019 年 5 月現在の情報をもとに掲載しており、予告なく変更になる場合があります。

●パスポートの有効残存期間：帰国時まで有効なもの パスポートの有効残存期間は変更になる場合があります。詳しくはお問い合せください。※日本国籍以外のパスポートをお持ちの方は再入国許可証および国によっては査証が必要となる場合がありますのでお申し込み時に別途ご確認ください。上記残存期
間は 2019 年 5 月現在のものです。変更になる場合がありますので必ず販売店にお問い合せください。
●ご案内
※子供代金は 2 歳以上 12 歳未満で、原則としてご両親またはご両親のいずれかに同行されるお子様に適用されます。各追加代金は大人と同額です。※幼児代金は旅行 出発日を基準に、満 2 歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。なお、幼児代金には滞在地上費は含まれず、現地にて実費精算
となります。※3 名様で 1 部屋(トリプル)をご利用の場合、2 人部屋に簡易ベッドを入れてご利用いただくため、手狭となります。また、簡易ベッドの搬入時刻は夜遅くなることが一般的です。予めご了承ください。

●お買い物についてのご案内 日程表に明記している土産店へご案内させていただくことが条件となっております。ただし、入店や購入は強制ではありません、尚、観光時間等の関係上、土産店にご案内できないこともありますが、この場合は旅程 保証の変更補償金の対象となりません。
空港諸税・燃油サーチャージ・国際観光旅客税のご案内
■空港諸税について ： 国内空港施設使用諸費用（成田：大人 2,610 円/子供 1,570 円/幼児不要）と現地の空港諸税は旅行代金とともにお支払いください。（台湾出国税：500 台湾ドル/1
台湾ドル≒3.68 円。日本円換算額は 2018 年 12 月 13 日現在三菱 UFJ 銀行売渡レート、参考為替相場に基づく。）換算レートにより過不足が生じた場合であっても精算はいたしません。なお、
空港諸税は予告なく変更、新設されることがあります。その場合は新たにご負担いただくこともありますので予めご了承ください。
■燃油サーチャージについて ： 燃油サーチャージとは、燃油価格水準の異常な高騰に伴い、当該燃油費の一部を燃油価格が一定の水準に戻るまでという一定の期間を定めて、航空会
社が国土交通省に申請し認可されたもので、あらゆる旅行者に一定に課せられます。この燃油サーチャージは旅行代金に含まれます。契約成立後に、燃油サーチャージが変更・廃止される
場合がありますが、増額分の徴収及び、減額分・廃止を含む払い戻しの清算はありません。詳しくは、販売店にお問い合わせください。
■国際観光旅客税について ： 2019 年 1 月 7 日以降に出国する旅行者から国際観光旅客税(お一人様 1,000 円)が徴収されます。また本税は航空券の発券時に航空運賃とともに徴収され
ることとなります。当社のツアーでは旅行代金とは別に、国際観光旅客税を徴収させて頂きますので予めご了承の程お願いいたします。

●時間帯の目安
早朝

朝

午前

午後

夕刻

夜

深夜

4:00～ 6:00～ 8:00～ 12:00～ 16:00～ 18:00～ 23:00～ 4:00～

旅行条件（要旨）お申し込みの際は、別途交付する募集型旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください。
この旅行は株式会社エヌオーイー（東京都千代田区神田須田町 1 丁目 23 番地 1 住友不動産ビル 2 号館 15 階、観光庁長官登録旅行業第 41 号、以下当社とい
う）が企画･実施するもので、この旅行に参加されるお客様と当社が、募集型企画旅行契約(以下旅行契約)を締結することになります。
●旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い
①当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申し込み金は旅行代金お払い込みの際、差し引かせていただき
ます。ただし、特定期間、特定コースについては別途パンフレットの定めるところによります。
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 出発日の前日から起算してさかのぼって 61 日目以前
旅行代金が 50 万円以上
お申し込み金 100,000 円以上旅行代金まで
お申し込み金 100,000 円以上旅行代金の 20％以内
旅行代金が 30 万円以上 50 万円未満
お申し込み金 50,000 円以上旅行代金まで
お申し込み金 50,000 円以上旅行代金の 20％以内
旅行代金が 15 万円以上 30 万円未満
お申し込み金 30,000 円以上旅行代金まで
お申し込み金 30,000 円以上旅行代金の 20％以内
旅行代金が 10 万円以上 15 万円未満
お申し込み金 20,000 円以上旅行代金まで
お申し込み金 20,000 円以上旅行代金の 20％以内
旅行代金が 10 万円未満
お申し込み金 旅行代金の 20％以上旅行代金まで
お申し込み金 旅行代金の 20％
②当社は電話による旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合電話によるお申し込みの翌日から起算して 3 日以内に申し込み書と申し込み
金を提出されない場合当社は申し込みはなかったものとします。
③郵便または FAX でお申し込みの場合は、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに成立します。
●旅行代金に含まれるもの
航空(エコノミークラス)・船舶・バス（乗継ぎ便などの日本国内空港等のリムジンサービスは含まれません）などスケジュール中の利用交通機関の運賃・料金(この
運賃･料金には、運送機関の課す付加運賃・料金<原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課さ
れるものに限ります。以下同様とします>を含みません。但し、｢旅行代金｣の中に含んでいることを当社が募集広告で明示したコースを除きます。)。送迎ﾊﾞｽ料金
（国外寄港地における空港・駅・埠頭とホテル間）、スケジュールに記載の観光料金（バス料金、ガイド料金、入場料など）宿泊料金（2 人部屋に 2 人ずつの宿泊を
基準といたします。お１人または奇数人数でご参加の場合、1 人部屋追加代金が必要となります）ならびにスケジュールに明示の食事及び税・サービス料金。団体
行動中の税・サービス料及びチップ。※上記費用はお客様の都合により一部を利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
●前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物運搬料金、クリーニング代、電報、電話代、酒、その他個人的性質の諸費用とそれにかかる税・サービス料、渡航手続き諸費用（旅券印紙代、査証代
など）。一人部屋を使用する場合の追加代金。オプショナルツアーの代金及び、別行動される場合の諸経費。スケジュール中空港税・出国税。日本国内における
ご自宅から発着空港までの交通費、宿泊及び日本国内空港間のリムジンサービス。日本国内の空港施設使用諸費用および国際観光旅客税。お客様の損害・疾
病に関する医療費・入院費及び海外旅行傷害保険料、予定表に記載された以外の食事料金及び自由行動中の諸費用。運送機関の課す付加運賃･料金。
●旅程保証
当社は当社旅行業約款で定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、変更補償金を支払います。詳しくは旅行条件書をご確認ください。
●当社の責任
お客様が次に例示するような事由により損害を被られても、原則として当社は責任を負いません。①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の
変更。②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害。③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行
の中止。④官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。⑤自由行動中の事故。⑥食中毒。⑦
盗難。⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更･経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
●旅行契約の解除
お客様は当社営業時間内に次に定める取消料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。
ピーク期とは旅行出発日が 4 月 27 日から 5 月 6 日まで 7 月 20 日から 8 月 31 日及び 12 月 20 日から 1 月 7 日までをいいます。
● 渡航先の海外危険情報、衛生情報の入手方法は旅行条件書に記載しています。
● 当社の個人情報の取扱いについては旅行条件書または当社ホームページに記載しています。

旅行契約の解除期日

取消料（おひとり）

旅行開始日がピーク期の旅行であって、旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって 40 日目にあたる日以降 31 日目にあたる日まで

旅行代金の 10％
（ただし、最高 10 万円といたします）

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 15
日目にあたる日まで

旅行代金が 50 万円以上
旅行代金が 30 万円以上 50 万円未満
旅行代金が 15 万円以上 30 万円未満
旅行代金が 10 万円以上 15 万円未満
旅行代金が 10 万円未満

100,000 円
50,000 円
30,000 円
20,000 円
旅行代金の 20％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日以降 3
旅行代金の 20％
日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日及び前日、旅行開始日当日
旅行代金の 50％
無連絡不参加及び旅行開始後の取消
旅行代金の 100％
●旅行条件要旨基準日
この旅行条件要旨の基準日は 2019 年 5 月 1 日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規制または 2019 年 5
月 1 日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規制を基準として算出しています。
●個人情報の取扱いについて
当社ホームページ http://www.noe-j.co.jp/info/privacy_index.html でご確認ください。
お申し込み・お問い合わせ（受託販売）

