
ご案内とご注意 お申し込みいただく前に、下記事項、掲載内容、及びご旅行条件を必ずご確認の上、お申し込みください。

お申込みについて

食事について

■記載内容について
このパンフレットの記載内容は2020年2月14日出発のみ有効です。原則として、羽田空港発着を基
準としています。但し、スケジュール及びその他の料金、記載内容が変更となる場合があります
ので、お申し込みは販売店へご確認ください。

■旅行代金について
旅行代金は、特に記載のない限りエコノミークラス席利用で、2人部屋をお二人でご利用いただく
場合のお一人様の代金です。
※今回のご旅行には、こども・幼児料金の設定はございません。

■渡航手続きについて
お持ちの旅券（パスポート）が今回の旅行に有効かどうかのご確認、旅券・査証(ビザ)の取得は
お客様自身でお願いいたします。
●旅券（パスポート）について【日本国籍のお客様】 パスポートの残存期間は帰国時まで有効
なものが必要です。90日以内の滞在の方は下記の方を除き査証（ビザ）は必要ありません。
※旅券・査証情報は、2019年10月31日現在のものです。予告なく変更になる場合がありますので、
必ず販売店へ最新情報をご確認ください。また、日本国籍でないお客様は、自国の領事館・渡航
先国の領事館・入国管理事務所へお問い合わせください。
※旅券残存期間不足及びに査証未取得に伴う旅行取消については、所定の取消料がかかります。

■お申し込みについて
●ご予約は、申込書に所定の事項をご記入の上、パスポートコピーを添え、お申込み金￥45,000
と合わせてお申し込みください。お申込み金の振込先については、パンフレット及びお申込用紙
をご確認下さい。お申し込みには、正しい旅券情報（お名前のローマ字つづり、性別など）が必
要です。1文字だけ違っていてもご本人とはみなされず、当日航空機の搭乗ができないことがあり
ます。ご旅行に使用されるパスポートに記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名
が誤って記入された場合は、航空券の発行替えや関係する機関への氏名訂正などが必要になりま
す。お客様交代の場合、お客様の交代手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情によ
り、氏名の訂正が認められない場合には、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合に
は、当社所定の取消料をいただきます。
●身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用の方、特別な配慮を
必要とする方は、その旨をご旅行申込時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じ
ます。なお、お客様のお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は
お客様負担とします。
●今回のご旅行には、子供・幼児のお申し込みは出来ません。

■最少催行人員について
今回の旅行が最少催行人員に満たない為、催行されない場合または、旅行代金の変更をする場合
には、2019年12月27日（金）までにご連絡いたします。

■ご出発前のご案内
最終旅行日程表とともに、ご旅行に役立つものをまとめてお渡しします。宿泊ホテル及び利用航
空会社などのスケジュールは、ご出発の2週間～7日前（遅くとも前日まで）にお渡しする最終日
程表にてご確認ください。現地でのご連絡先は、最終旅行日程表にてご連絡いたします。

ホテル・お部屋について

●お部屋のベッドタイプについて ２人用のお部屋にはシングルベッドが２台の「ツインベッド
ルーム｣とキングまたはクイーンサイズの大型ベッド１台の「ダブルベッドルーム｣の２種類があ
ります。出来る限り「ツインベッド」をリクエストしていきますが、ご希望に添えない場合もご
ざいますので、予めご了承ください。そのため、２名１室のご利用はご夫婦、ご家族、予め状況
をご理解頂け、お互いが知人同士のご友人同士に限らせていただきます。
●３名１部屋（トリプル）のご利用は、できません。
●グループで参加の場合 ２部屋以上ご利用いただくグループ、ご家族参加の場合、ホテル側の
事情によりお隣やお近く、同じ階のお部屋をご用意できない場合がありますので予めご了承くだ
さい。
●お部屋は、バスタブなしのシャワーのみのお部屋となる場合があります。
●お部屋は全て禁煙になります。禁煙ルームでの喫煙はホテルより高額の罰金が請求される場合
もあります。予めご了承ください。
●ホテルのデポジッドについて 国際電話やお部屋でのミニバー用として、国際クレジットまた
は、現金での保証金を請求されることがあります。 これは旅行代金に含まれない電話代やお部屋
のミニバー利用など個人的な勘定の保証としてカードの控えまたは現金をホテルがお預かりする
ものです。
●ホテル内施設の利用は、一部有料のものがあります。現地会社やホテル運営のものですので料
金等詳細については、現地にてホテルに直接お問い合わせください。

交通機関（航空機・バス移動）・観光について

●日程表内に記載の航空機の発着時間は2019年10月31日を基準としています。予告なく変更とな
る場合がありますので、予めご了承ください。確定発着時間は、旅行出発前にお渡しする最終旅
行日程表にてご確認ください。
●航空機の座席配列や空港の個人チェックイン化に伴い、家族、グループでも隣り合わせになら
ない場合があります。お座席の事前座席指定はお受けできません。
●お預けになる荷物は、お1人様1個までとなります。一つの荷物の重さが23kg以内になるようお
願いします。これを超える場合は、超過料金が課せられ、お客様のご負担となります。
●運航機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、これらによって旅行日程の変更・
目的地滞在時間の短縮及び観光箇所の変更、削除などが生じる場合もあります。このような場合、
責任は負い兼ねますが、当初日程に従った旅行サービスがお受けいただけるよう手配努力いたし
ます。
●旅行中の送迎は全て専用車を利用します。
●日程表内記載の時間帯は目安であり、交通渋滞等の現地事情により、移動の所要時間が大幅に
変更になる場合がございます。（その際、返金はありません）。

●旅行代金には、日程表に明示した食事の代金・税・サービス料が含まれています。但し、お客

様が個人的に注文された飲み物や追加料理の代金およびその税金・サービス料・チップはお客様

のご負担となります。

●機内食について 日程表に明示した食事回数には、機内食は含まれていません。利用便により

機内食が軽食となったり、提供されない場合やホテル、レストラン食事となる場合がありますが、

いずれの場合も旅行代金の変更はありません。

空港税等について

●渡航先の国(または地域)によっては、その国の法律などにより渡航者個人に対して空港税等の

支払いが義務付けられています。●旅行代金には空港税等は含まれておりません。空港税等のう

ち、航空券発券時に徴収する事を義務付けられているもの（2019年10月31日現在の下記参照）、

また日本の各空港施設使用料等については、販売店に旅行代金と合わせて日本円でお支払いくだ

さい。●日本円換算額は、ご出発の30日前に確定させていただき、換算レートは、30日前の三菱

東京ＵＦＪ銀行売渡レートによります。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。●空港税等の新設または、税額が変更された場合、徴収額が変更になる場合があります。

●成田国際空港以外からの空港発着をご希望のお客様で、国際線扱いの便をご利用の場合、日本

国内での空港税等が異なる場合があります。

国 名称 対象 税額

日本
羽田国際空港施設使用料、
保安サービス料、出国税

国際線出発 3,610円

国 名称 対象 日本円目安

台湾 空港税 国際線出発 1,790円

■販売店にてお支払いいただく空港税等

※航空券発券時に徴収することを義務付けられている空港税等です。

●日本円への換算レート 1台湾ドル≒3.5円 ※左記日本円換算目安額は2019年10月31日現在/三

菱東京UFJ銀行売渡レートによります（10円未満は切り上げ）。

燃油サーチャージについて

旅行代金に燃油サーチャージは含まれていません。※目安￥11,000 2019年10月31日現在）を旅行

代金とは別に販売店へお支払いください。

※燃油サーチャージとは、燃油に関連する原価水準の異常な変動に対処するために、一定の期間、

一定の条件下に限って航空各社が国土交通省航空局に申請し許可を受ける、航空券代金には含ま

れない付加的な運賃であり、金額は利用航空会社、利用区間によって異なり、利用する旅行者全

てに課せられます。ご負担頂く、燃油サーチャージは、出発の30日前に確定致します。

海外危険情報・衛生情報について

渡航先（国または地域）によって外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出さ

れている場合があります。海外渡航関連情報は、外務省領事局領事サービスセンター（海外安全

担当）でご確認いただけます。

TEL03-5501-8162 外務省閉庁時を除く 9:00～17:00

URL：http://www.anzen.mofa.go.jp/

■渡航先（国または地域）の衛生状況については、厚生労働省検疫所 ホームページでご確認く

ださい。（URL:http://www.forth.go.jp/)

海外旅行保険への加入について

より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外旅行傷害保

険に必ずご加入されることをおすすめします。

個人情報の取り扱いについて

ビッグホリデー株式会社及び受託（販売）旅行業者は、旅行申込の際にご記入いただいた個人情

報についてお客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配の為に利用させていただくほか、必要な範

囲内において当該機関等に提出いたします。

受託販売／お問合せ・お申込先

東京都知事登録旅行業2-2822号
〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目28番3号 ＴＧＳ御苑ビル5Ｆ

TEL:03-3354-9995 FAX:03-3354-9996
総合旅行業務取扱管理者 井上 裕康
担当 井上裕康・田中裕梨

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、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者にご質問ください。

1人部屋利用代金・ビジネスクラス利用代金

￥42,000（1人利用部屋追加代金）

キャンセル料について

※相部屋をご希望でも、ご案内が出来ない場合は1人部屋利用代金が発生します。
※ビジネスクラス利用代金は、別途、お気軽にお問合わせください。

旅行開始日の前日から起算して30日前～3日前： 旅行代金の20%

旅行開始日の前々日及び当日（旅行開始前）： 旅行代金の50%

旅行開始後の取消または無連絡不参加： 旅行代金の100%

ご旅行代金のお振込について

旅行企画・実施 ビッグホリデー株式会社

〒113-8401 東京都文京区本郷3-19-2 ＢＨビル
観光庁長官登録旅行業第576号

旅行日時 2020年2月14日(金)～16日(日) 2泊3日

旅行代金 225,000円（税込）

1人部屋利用
追加代金 42,000円

最少催行人員 10名

お申込み締切日 2019年12月25日(水)

旅行催行の確定後に、ご請求書を発行いたします。（12月中旬～1月中旬頃）お手元に

ご請求書が届きましたら、お手続下さい。

お申込み締切日

2019年12月25日（水）
※締め切り後も追加手配可能な場合は、お申込みを承ります。

観光庁長官登録旅行業第1338号（第一種旅行業）

最大募集人員 15名

お申込金について

本ツアーにお申込みの方は、お申込み書と合わせてお申込み金を下記口座にお支払い下さい。な

おお申込み金はご旅行代金に充当いたします。またツアーが不催行の場合は、ご指定の口座にお

戻しいたします。

お振り込み先 三菱ＵＦＪ銀行 新宿支店 普通口座：３９１４５７７
口座名：株式会社ワールドプランニングオフィス

故宮博物館（イメージ）

台北を食べ尽くす＆
ミシュラン星付き中華＆フレンチへ

少人数でいく 贅沢グルメツアー 3日間

受託販売

旅行企画・実施協力 有限会社サンク・センス

東京都知事登録旅行業2-2822

ビッグホリデー株式会社

※別途、燃油サーチャージ・空港諸税が必要となります。参考：￥12,000（10月31日現在）

九份（イメージ） 台北１０１（イメージ）

お申込み金：￥45,000



味・格式ともに台北が誇るミシュラン星付きの厳選レストランにて、2日間に渡り
中華料理、フレンチフルコース料理を、松浦尚子がセレクトする厳選のワインと
じっくり味わいます。

数多くのホテルがひしめく台北でも超一流との評価を受け、日系で人気の
「オークラプレステージ台北」（5つ星）に連泊！
さらに、空路は羽田空港発着のANA往復便を確約！快適な安心の旅をお約束します。

故宮博物館や、ランタン揚げで知られる十份、「千と千尋の神隠し」のモデルになった
赤い提灯が幻想的な九份散策など見逃せない観光を網羅！
少人数で移動も素早く、メンバー同士が親しくなって心触れ合うひと時を過ごします。

週末を使った効率的な旅。
普段休みが取りにくい方でも、一日の休暇を取れば大丈夫！
普段の週末を、驚くほど充実した3日間にできます。

オークラプレステージ台北

台湾最大の都市・台北の中山エリアに位置する、
世界有数のラグジュアリーホテル
ホテルは台湾における日本文化の源であり、金融ビジネスや有名高
級ブティック、高級レストラン等も集まる魅力的な台北市中山南京
商業エリアに位置しております。周辺の中山北路の大通りは濃い緑
に覆われたており、優美な景観をもつ台北市のトレンドの脈動を最
も感じることができます。

※発着日時及び交通機関は変更になることがあります。
※現地事情により、一部内容が変更となる場合もございます
【凡例】NH：全日空【食事条件】各…各自にて食事 Ｒ…市内レストラン Ｈ…ホテル内レストラン 機…機内食

2月14日(金)～2月16日(日) 3日間旅行日時

月日曜 都市名／滞在地名 現地時間 交通機関 摘要 食事条件

1
2月14日

（金）

東京（羽田空港）発

台北着

10:05

12:30

夕刻

夜

NH851

専用車

専用車

空路、台北へ

到着後、専用車にて台北市内観光へ

台湾最大の高さを誇る台北１０１、三国志の英雄関羽が

祀られている行天宮にご案内いたします。

ホテルにチェックイン

ミシュラン★付きレストランにて中華料理の夕食

（店舗、選定中）

（台北 泊）

2
2月15日

（土）

台北滞在

九份滞在

台北着

午前

午後

夕方

夜

専用車 世界に誇る中華文明の至宝、故宮博物館の見学にご案内

いたします。

また戦死者の霊を祀る忠烈祠にご案内いたします。

市内有名レストラン「点水楼」にて飲茶の昼食

修了後、九份に向けて出発

途中、ランタン揚げで有名な十份にてランタン揚げに

ご案内します。

「千と千尋の神隠し」のモデルになり、赤い提灯が幻想

的な九份散策にご案内いたします。

修了後、台北へ

ミシュラン★付きレストラン又は高評価有名レストラン

にてフレンチの夕食（店舗、選定中）

（台北 泊）

3
2月16日

（日）

ホテル発

台北発

東京（羽田空港）着

午前

13:30

17:30

専用車

NH852

出発まで自由行動

土産屋に１軒立ち寄り後、空港へ

空路、帰国の途へ

通関後、解散

×

機

H

R

R

H

R

機

台湾旅行のお楽しみの一つにグルメがあります。

伝統的な台湾中華料理からフレンチやイタリアン、スイーツまで

特に大都市台北には様々なジャンルのグルメが集結しています。

味付けも非常に日本人にマッチしている台湾グルメを心置きなく、

お楽しみ頂けます。

なお台北市内には 2019年においてミシュラン 3★が 1軒、

2★が5軒、1★が18軒と多くの★付きレストランがあります。

是非この機会に台湾グルメをお楽しみください。

POINT

POINT

POINT

POINT

1

2

3

4

とワインを通じてアジア各国の食文化に触れ、一度訪ねたい景勝地を少人数で巡る、

贅沢なグルメツアーシリーズ。

2020年春は、以前ご好評だった香港、ハノイ、バンコクに続き、

アジアきっての親日都市である台北へ！2月中旬の週末を使い、

金曜の一日だけお休みを取れば3日間まるまる楽しめる、充実のスケジュールです。

中国の春節の後は、よりリーズナブルで快適な旅の狙いどころ。

今回は、往復ＡＮＡ便確約、さらに台北でも最上ランクの日系ホテル

「オークラプレステージ台北」（5つ星）に連泊します。

ハイライトは、やはりグルメ！

初日は、中華料理、2日目はフレンチ料理のミシュラン星付きレストランでの

豪華フルコースディナー！

ランチは、市内でも有名な飲茶の名店でゆっくり楽しみます。ワインとともにまたとない

思い出ができることでしょう。

市内の見逃せない観光地はもちろん、郊外にあり「千と千尋の神隠し」のモデルになった

赤い提灯が幻想的な九份（きゅうふん）も訪問。

普段の週末をこれほど充実して過ごせる機会はなかなかありません。

アジアの親日国、台湾の首都である台北へ、気の合う少人数で行くまたとないグルメツアー。

ぜひご一緒しましょう。

お一人でのご参加もふるってお待ちしています！

食
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