
成田発着
羽田発着

名催行       日間
コースNO.

TC3-CI-TPE-1

チャイナエアラインで行く、
期間 ： 2015.４月０１日 ～ 2015.６月３０日

日次 日 程　　　３日間 ①  CI 午前便利用者限定　有料オプションツアー ■　利用航空会社／チャイナエアラインズ　（エコノミークラス）

１

台湾桃園又は台北松山空港にご到着後、混載車にて コース：龍山寺観光、西門町散策（約３０分）と紅楼（外
観）、霞海城隍廟観光
夕食：好記にて担仔麺と小皿料理
☆CI223便利用の方は、昼食で好記にて担仔麺と小皿料
理。※夕食はありません。
●代金：お一人様 ￥３，８００

■　週末発追加代金／現地 日曜日発の場合、4,400円

市内の両替店経由ホテルへ ■　現地発特定日／あり　※料金タリフの下段参照

★松山空港到着着、及び　桃園空港着の時間が ■　利用ホテル／下記より、お選びください。

　18:00以降到着の便利用の場合は両替店 ■　 少催行人員／2名様以上～

　立ち寄りなし／車内での両替となります。 ■  空港使用料 （成田：2,610円） ・ （羽田：2,570円）

     及び 現地空港税 （約1,150円） は含まれていません。

② 　参加費 1,５00円♪　台北市内観光コース ■　燃油サーチャージが別途必要となります（往復 約7,600円）

（台北泊）　朝×、昼×、夕×　 午前：混載車にて台北市内観光（行天宮､中正紀念堂、総
統府〈車窓〉）その後、お茶セミナー（４０分） と エバーリッ
チ免税店へ御案内 （４０分）
昼食：鼎泰豊にて小籠包など
午後：混載車にて故宮博物院 （６０分＋自由行動２０
分）、忠烈祠見学及びショッピングへ御案内 （民芸品など４
０分）

■　延泊／可　（※原則として、現地４泊５日まで）

２

■　添乗員／同行しませんが、現地係員がご案内します。

■　食事／朝食付き　　　

又は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     も、ぜひご相談下さいませ。

支持率 NO.1 　サントスホテル
③ 　完全満喫♪　九份トワイライトツアー

九份トワイライトツアー　（ガイド付案内20分+自由散策40分）
夕食：「九戸茶語」にて郷土料理と夜景鑑賞
その後台北に戻り、お菓子屋「維格餅家」にご案内後、士林
夜市にて自由解散 （士林へ行かないお客様はホテルまでお
送りします）
●代金：お一人様 ￥４，９００ （※２日目実施時の価格）
②とセットの場合の金額で、単独の場合は料金変わります。

（台北泊）　朝○、昼×、夕×　

3

混載車にて再両替店（澎湃）へご案内後、

桃園空港　又は　松山空港へ 　⇒　空路、東京へ　

朝○、昼×、夕×　

日 程 　３日間　　◆ 基本旅行代金 　<　２名１室／大人おひとり様／単位：円　>

期間 出発利用便名 出発曜日 G A B C D E F

4/01～4/30
5/05～6/30

107 017 101 223 221 毎日 31,900 34,100 35,800 39,600 42,900 50,100 57,800
107 017 101 223 221 毎日 31,900 34,100 35,800 39,600 42,900 50,100 57,800
107 017 101 223 221 日・月・火・水・木 39,600 40,700 42,400 46,200 49,500 56,700 64,400
107 017 101 223 221 金 ・ 土 44,000 45,100 46,800 50,600 53,900 61,100 68,800
107 017 101 223 221 日・月・火・水・木 39,600 40,700 42,400 46,200 49,500 56,700 64,400
107 017 101 223 221 金 ・ 土 44,000 45,100 46,800 50,600 53,900 61,100 68,800
107 017 101 223 221 日・月・火・水・木 51,700 52,800 54,500 58,300 61,600 68,800 76,500
107 017 101 223 221 金 ・ 土 56,100 57,200 58,900 62,700 66,000 73,200 80,900

注意事項（右記に該当する場合、追加願います）

現地 週末発追加料金 出発曜日に関わらず、現地 日曜日発の場合、4,400円

現地発 特定日規約
現地発 　5/04～5/06 の場合、

別途料金となり、お見積もりとなります。

往路

便名 成田 → 桃園

復路

便名 桃園 → 成田

CI 107 9:25 ⇒ 12:10 CI 100 8:55 ⇒ 13:15 上記料金 + 1,000円

CI 101 14:30 ⇒ 17:15 CI 018 14:40 ⇒ 18:55
CI 017 18:30 ⇒ 21:00 CI 106 16:20 ⇒ 20:40

往路

便名 羽田 → 松山

復路

便名 松山 → 羽田

CI 223 7:10 ⇒ 10:00 CI 220 9:00 ⇒ 12:55 上記料金 + 1,000円

CI 221 14:35 ⇒ 17:15 CI 222 18:15 ⇒ 21:55

※上記便名からご希望便をお選び下さい（但し、発着地は同一に限る）

日 程 　３日間　　　<　２名１室／大人おひとり様／単位：円　>

カテゴリー ホテル名 名称 住所
特別追加代金

延泊代金（１泊）
お一人様部屋

追加代金（１泊）期間 追加代金（２泊分）

G
※ホテル指定

不可

城美大飯店 チェアマンホテル 台湾台北中正區漢口街一段88號

- - 5,000 5,000迪楽商旅 ザディーラーホテル 台北市大同區延平北路一段121號

百花商務飯店 ピー ファ ホテル 台湾台北中正区仁愛路一段55号

A
※ホテル指定

不可

帝后大飯店 エンプレスホテル 台湾台北德惠街14號

- -
台湾台北西寧南路24号

密都大飯店 メドウ ホテル 台北市中山區長春路246號

5,300 5,300
華華大飯店 ホテル フラワー台北 台湾台北漢口街一段19號

上賓大飯店 VIP Hotel 台湾台北中山区锦州街23巷4号

伊楽園大飯店 パラダイス ホテル

B

統一大飯店 ユニティホテル 台北市中山区農安街36号

- -
台北市中山区松江路90巷5号

六福客桟 レオフー 台湾台北長春路168号

5,800 5,800

豪爵大飯店 ザメトロホテル 台湾台北德惠街170巷24号

国王大飯店 エンペラーホテル 台北 台湾台北南京東路1段118号1区

世聯商旅 リンクワールド ホテル

福泰桔子商旅（林森店） フォルテ オレンジ ホテル リンセン 台北市中山區林森北路139號

首都大飯店（南京館） キャピタルホテル 台北市松山区南京東路四段156号

ALL B 料金 + 1,000 6,300 6,300比堤商旅（建北館） プリティホテル 台北市中山區建國北路二段93號

碧瑤飯店 HOTEL B 台北市八徳路二段367



★４／３～４／７　　　：世聯・慶泰は１泊１室￥２，２００ＵＰ、皇家季節は１泊１室￥４，４００ＵＰ、台北花園は１泊１室￥７，７００ＵＰ
★４／３～４／１１　　：馥華商旅は１泊１室￥１，１００ＵＰ、宣美は１泊１室￥２，２００ＵＰ
★４／２５～４／２８　：宣美は１泊１室￥３，３００ＵＰ、 晶華は１泊１室￥７，２００　ＵＰ
★４／２９～５／６　　：Ｇ・Ａランクは１泊１室￥２，２００ＵＰ　　　　　　　：Ｂ・Ｃランクは下記以外１泊１室￥３，３００ＵＰ
　　　　　　　　　　　：Ｄランクは下記以外は１泊１室￥４，４００ＵＰ　　　　：E・Fランクは下記以外は１泊１室￥５，５００ＵＰ
　　　　　　　　　　　　　：老爺会館（南西）は１泊１室￥８，８００ＵＰ、老爺会館（林森）は１泊１室￥１４，３００ＵＰ
　　　　　　　　　　　　　：亜都麗緻は１泊１室￥５，５００ＵＰ　　　：美麗信は１泊１室￥６，６００ＵＰ　　　：老爺は１泊１室￥７，７００ＵＰ
　　　　　　　　　　　　　：君品・喜来登は１泊１室￥９，９００ＵＰ　：寒舍艾麗・大倉・晶華は１泊１室￥１４，３００ＵＰ
★６／１～６／６　　　　　：Ｇ・Ａランクは１泊１室￥２，２００ＵＰ　：Ｂ・Ｃランクは下記以外１泊１室￥３，３００ＵＰ　：Ｄランクは下記以外は１泊１室￥５，５００ＵＰ
　　　　　　　　　　　　　：比堤・捷絲旅は１泊１室￥４，４００ＵＰ　：馥華商旅・兄弟は１泊１室￥５，５００ＵＰ
　　　　　　　　　　　　　：首都（南京・小巨蛋・松山）は１泊１室￥６，６００ＵＰ
　　　　　　　　　　　　　：老爺会館（南西）は１泊１室￥８，８００ＵＰ
　　　　　　　　　　　　　：皇家季節（豪華客房）は１泊１室￥１２，1００ＵＰ
　　　　　　　　　　　　　：老爺会館（林森）は１泊１室￥１４，３００ＵＰ
　　　　　　　　　　　　　：慶泰・欧華・首都（本館）・福容・美麗信・台北花園は１泊１室￥７，７００ＵＰ
　　　　　　　　　　　　　：城市商旅（南西・南東）・国聯・福華は１泊１室￥１１，０００ＵＰ
　　　　　　　　　　　　　：皇家季節（行政客房）は１泊１室￥１４，３００ＵＰ
　　　　　　　　　　　　　：台北馥敦・亜都麗緻は１泊１室￥１５，４００ＵＰ 旅行企画・実施
　　　　　　　　　　　　　：E・Fランクホテルのご料金はお問い合わせくださいませ。
★６／１９～６／２１　：世聯、宣美、馥華商旅は１泊１室￥２，２００ＵＰ 株式会社ウェブトラベル

東京都港区南青山5-4-30
◆❖詳しい旅行条件はお申込み前に下記にてご確認ください TEL：03-6825-8811 FAX：03-6826-1188

◇旅行条件書…http://www.webtravel.jp/provision/prv_1_1.html URL: http://www.webtravel.jp
◇旅行約款…http://www.webtravel.jp/provision/prv_2_1.html 営業時間 10：00～18：00 （土日祝休み）

観光庁長官登録旅行業　第1757号
日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員
総合旅行業務取扱管理者　小滝和彦

日 程 　３日間　　　<　２名１室／大人おひとり様／単位：円　>

カテゴリー ホテル名 名称 住所
特別追加代金

延泊代金（１泊）
お一人様部屋

追加代金（１泊）期間 追加代金（２泊分）

C

捷絲旅（林森店） ジャスト・スリープ 台北市林森北路117號　（3F～11F）

- -
中源大飯店 ニューコンチネンタル 台湾台北重慶北路一段73號

馥華商旅（松江館）

6,900 6,900

宣美飯店 シュアンメイホテル 台北市建国北路一段52号

老爺商務会館（林森館）
ロイヤル イン 台北

台北市林森北路83号4F

老爺商務会館（南西館） 台北市南京西路１号8-11階

Forward Hotel 台湾台北中山区一江街3号

豪景大酒店 Hotel Riverview Taipei 台湾台北環河南路一段77號

天成大飯店 コスモスホテル 台湾台北忠孝西路一段43號

ALL C 料金 + 1,000 7,500 7,500
三徳大飯店 サントスホテル 台湾台北承德路三段49號

康華大飯店 ゴールデン チャイナ ホテル 台湾台北No.306 Sung Chiang Road

兄弟大飯店 ブラザーホテル  台湾台北南京東路三段255號

皇家季節酒店（豪華客房）　ロイヤル シーズンズホテル台北 台北市南京西路326號

D

慶泰大飯店 ガーラ ホテル 台湾台北松江路186号

- -
台北市南京西路169号

城市商旅（南東館） 台北市松山区南京東路五段411号

華国大飯店

8,300 7,900
台北国際飯店 台北 インターナショナル ホテル 台湾台北南京東路一段66號

欧華酒店 リビエラホテル 台北市林森北路646号

城市商旅（南西館）
シティスイーツ

インペリアル ホテル台北 台湾台北No.600 Lin Shen North Road

ALL D 料金 + 2,000 9,100 8,600

首都大飯店（本館） キャピタルホテル 台北市中山區建國北路2段7號

皇家季節酒店（行政房）　ロイヤル シーズンズホテル台北 台北市南京西路326號

伸適商旅 Hotel Sense 台湾台北中山区林森北路477号

王朝大酒店 サンワールドダイナスティホテル 台湾台北市敦化北路100号

国聯大飯店 ユナイテッド ホテル 台湾台北No. 200 Kwang-Fu South Road

凱撒大飯店 シーザーパーク ホテル 台湾台北中正区忠孝西路一段38号

ALL D 料金 + 5,000 10,800 9,900
福華大飯店 ハワードプラザホテル 台湾台北仁愛路三段160号

台北福容大飯店 Fullon Hotel Taipei 台湾台北建国南路一段266号

華泰王子大飯店 グロリア プリンス ホテル 台湾台北No.369 Linsen North Road

台北花園酒店 台北 ガーデン ホテル 台北市中華路二段1號

ALL D 料金 + 6,000 11,300 10,500
神旺商務酒店 サンワンレジデンス 台湾台北南京東路一段128號

円山（本館/2～6階・内） グランドホテル台北 台湾台北中山北路四段一号

亜都麗緻大飯店 ランディス　台北　ホテル 台湾台北民權東路二段41号

美麗信花園酒店 ミラマーガーデン 台湾台北中山区市民大道3段83号

E

長栄桂冠酒店 エバーグリーン ローレル 台湾台中中港路二段6号 - -

ホテル ロイヤル台北 台湾台北中山北路二段37号-1

国賓大飯店 アンバサダー ホテル

11,300
台北商旅（慶城館） レススイーツ台北 台湾台北市慶城街12号

ALL E 料金 + 4,000 14,300 13,200
老爺大酒店

六福居 レオフーレジデンス 台北市南京東路一段38號

円山（本館/2～6階・外） グランドホテル台北

12,100

台湾台北No.63 Chung Shan North Road, Section 2

ALL E 料金 + 4,500 14,850

君悦酒店

13,750

15,400 14,300
台湾台北中山北路四段一号

君品酒店 パレ・デ・シン 台湾台北承德路一段3号 ALL E 料金 + 6,000
シャーウッド 台北 台湾台北No.111 Min Sheng East Road, Section 3 -

台北市松寿路2号 ALL
台北市南京東路三段133號 ALL 16,800六福皇宮 ウェスティン

グランドハイアット台北

16,300 14,300
14,900

-
F 料金 + 2,000

西華飯店

18,700
F 料金 + 4,500 18,200 15,400

台北市中山区南京東路一段9号 ALL F 料金 + 7,500 19,800 17,600
16,500

ALL F 料金 + 8,500

喜来登大飯店 シェラトン 台湾台北No.12 Chung Hsiao East Road, Section 1 ALL F 料金 + 5,500

20,400

F
大倉久和大飯店 オークラ プレステージ 台北

18,200

特定日宿泊追加料金  ※宿泊日を基準とする

晶華酒店 グランド フォルモサ リージェント 台湾台北中山区中山北路二段41号


