台湾 オプショナルツアーのご案内
（日本申込/日本支払い）
2019 年上期(4 月～9 月)
単位：円
ツアー名

料金

条件

大人

子供

北海岸とテレサテンの
墓参拝

12,500

12,500

・ 2 名催行
・ ホテル出発/帰着
09:00～14:30
・ 昼食付

花蓮タロコ渓谷
日帰りツアー☆
＜往復列車利用＞

27,100

27,100

・ 2 名催行
・ ホテル出発/帰着
07:30～18:00
・昼食付

7,500

・ 2 名催行
・ ホテル出発/帰着
17:00～20:00
・ 夕食付

モンゴル風鉄板焼ディナ
ーと士林の夜市見学

7,500

台湾式足つぼマッサージ
（30 分）

3,000

-

・ 1 名催行
・ 予約制
・ ホテル出発/帰着
（時間はリクエスト
ベース）
・ 食事なし

女性専用サウナエステ
【伊莉莎生活会館】

12,100

-

・ 2 名催行
・ 予約制
・ホテル出発
（時間はリクエスト
ベース）
・ 食事なし

淡水日帰り観光

10,500

10,500

・ 2 名催行
・ ホテル出発/帰着
09:00～14:00
・ 昼食付

※子供代金：3 歳以上 12 歳未満
※企画・実施：新東旅行社他
※ホテル出発・帰着時間はご宿泊ホテルまたは交通事情により前後します。

ご案内
大観音菩薩のある基隆中正公園、土地の隆起によ
り造り上げられた奇岩奇跡の立ち並ぶ自然が作っ
た芸術作品を鑑賞できる海岸自然公園と台湾海峡
に臨むテレサテンの墓所を訪ねます。
昼食は海鮮料理をどうぞ。
※送迎可能ホテルは台北市内中心部に限ります。
中心部以外のホテルは指定のホテルまでお越しい
ただく場合があります。
07:30 頃～各ホテル出発
混載車にて台北駅へ
列車にて花蓮へ
着後、混載車にて太魯閣渓谷観光（※約 1 時間）
12:00 頃～ローカルレストランにて昼食
大理石工場見学（約 40 分）～アミ族の踊りを見学
混載車にて花蓮駅へ 列車にて台北へ
18:10 頃～ホテル帰着
※交通状況によって変動する場合がございます。
※悪天候や自然災害により、ツアーの一部をご案
内できない場合がございます。
その際、返金はございませんので予めご了承くだ
さい。
※ご予約の際にお客様の旅券番号と生年月日が必
要となります。
※こちらのツアーはスルーガイドとなります。
※送迎可能ホテルは台北市内中心部に限ります。
中心部以外のホテルは指定のホテルまでお越しい
ただく場合があります。
※鉄道手配の調整が必要なため、回答に時間を要します。
５種類のお肉が食べ放題となります。サイドメニ
ューも豊富にあり、こちらも食べ放題！
独特の食べ方で食べるモンゴル風鉄板焼をご賞味
いただいた後は、台湾最大のナイトマーケット士
林へご案内。
士林夜市散策（約 40 分）後ホテルまでご案内。
ご希望のお客様は現地解散もお選びいただけま
す。
※送迎可能ホテルは台北市内中心部に限ります。
台湾ならではの本格足ツボマッサージをお楽しみ
ください。マッサージの時間は約 30 分程度です。
※ご希望の時間帯をお知らせください。
※マッサージ店の車を利用する場合があります。
※送迎は市内ホテルに限ります。
※子供、妊婦は受けられません。
※24 時間営業しておりますので、お好きな時間に
ご参加いただけます。
サウナと全身マッサージ（約 50 分）でリフレッシ
ュしてください。
※顔は全身マッサージに含まれません。
※帰りの送迎はございません。
※ご希望の時間帯をお知らせください。なお、ご
希望の時間帯に手配できない場合があります。
※子供、妊婦は受けられません。
台湾のベニスと呼ばれた淡水。紅毛城（月曜休み）
、
淡水老街、そして、台湾では最も古く、北港の朝
天宮、鹿港の天后宮と共に台湾の三大媽祖宮と称
される関渡媽祖宮を訪れます。
（紅毛城が休みの場
合は代案地へご案内）
※送迎可能ホテルは台北市内中心部に限ります。
中心部以外のホテルは指定のホテルまでお越しい
ただく場合があります。

台湾 オプショナルツアーのご案内
（日本申込/日本支払い）
2019 年上期(4 月～9 月)
単位：円
ツアー名

＜到着日限定＞
三峡と鶯歌散策プラン

料金
大人

子供

12,500

12,500

5,900

条件
・ 2 名催行
・ 空港出発後
ホテル帰着 17:00

・ 1 名催行
・ 現地ツアーデスク
出発
/寧夏夜市解散
16：45～21：00
・夕食付
※16:45 集合
・ 1 名催行
・ 指定ホテル出発/
帰着
7:30～13:30
・ 昼食付

夜の十分天燈上げと
夜市散策（夕食付き）

5,900

レトロな街九份
半日観光

5,900

5,900

レトロな街九份観光と
新北投、淡水観光

9,200

9,200

・ 2 名催行
・ 指定ホテル出発
7:30～16:30
・ 昼食付

グルメディナー
＜大人気ツアー＞
鼎泰豊での夕食と士林夜市

4,600

4,600

・ 1 名催行
・ ホテル出発/帰着
16：30～21:00
・ 夕食付

※子供代金：3 歳以上 12 歳未満
※企画・実施：新東旅行社他
※ホテル出発・帰着時間はご宿泊ホテルまたは交通事情により前後します。

ご案内
台湾到着後、空港から出発するオプショナルツア
ーです。
鶯歌の台湾最大の陶器街散策や三峡の祖師廟、老
街散策を致します。
※台湾到着日限定のオプショナルツアーです。
※台湾到着 13：00 以前のフライトが対象となりま
す。
※桃園空港限定のツアーとなります。
台北郊外の街、十分で有名なのが天燈上げ。
天燈に願い事を書いて、夜空に舞い上がる景色は
とても幻想的です。都会ではなかなかできない台
湾の伝統文化を是非体験しませんか？ 天燈上げ
体験後は、台北の人気な夜市『寧夏夜市』へもご
案内します。
台北から約 1 時間。海を望む斜面にひっそりとた
たずむ、小さな村九份。 有名なアニメ映画のモデ
ルになったともいわれています。細く長い石畳の
道沿いに小さな建物が軒を連ねる素朴なこの村の
風景をお楽しみください。昼食は牛肉麵などのＢ
級グルメの軽食をお楽しみ下さい。
※集合・解散はシーザーパーク（凱撒大飯店）
、も
しくはグリーンワールドホテル松江（洛碁松江大
飯店）のみとなります。
細く長い石畳の道沿いに小さな建物が軒を連ね、
有名なアニメ映画のモデルになったともいわれて
いる九ふんと温泉地で知られる新北投や、河口に
広がる老街が散策できる淡水の観光にご案内しま
す。尚、昼食は牛肉麺などのＢ級グルメの軽食を
ご賞味頂きます。 淡水観光の後、淡水から台北へ
の移動は MRT に乗って移動します。
※九ふんは山の斜面にある観光地で急な階段が多
い為、散策時にはご注意下さい。
また雨もよく降りますので雨具の準備をおすすめ
します。
※土曜、日曜は九ふん山頂への乗り入れができな
い為、九ふん着後、公共バスへ乗り換え山頂へ
移動する場合がございます。
※ 新北投の温泉博物館は工事のため代案として
ケタガラン文化館を見学します。
※ケタガラン文化館は毎月曜日及び台湾の祝日が
休みとなる為、入場できません。
代案として建物、外観見学と町並み散策となりま
す。
※集合はシーザーパーク（凱撒大飯店）、もしくは
グリーンワールドホテル松江（洛碁松江大飯店）
のみとなります。
※台北駅で解散となります。ホテルへの送迎はご
ざいません。
※MRT の乗車料金は含まれております。
あの有名な「鼎泰豊」での小籠包のセットメニュ
ーの夕食です。夕食後は台湾最大のナイトマーケ
ット士林へご案内。士林夜市散策（約 40 分）後ホ
テルまでご案内。ご希望のお客様は現地解散もお
選びいただけます。
※集合場所：現地ツアーデスク
※お帰りのホテル送迎は市内中心部ホテルに限り
ます。

台湾 オプショナルツアーのご案内
（日本申込/日本支払い）
2019 年上期(4 月～9 月)
単位：円
ツアー名

料金

条件

ご案内

8,000

・ 2 名催行
・ ホテル出発/帰着
17:00～20:00
・ 夕食付

6,500

6,500

・ 2 名催行
・ 空港出発後
ホ テ ル 帰 着
19:00
・ 夕食付

12,100

12,100

・ 2 名催行
・ ホテル出発/帰着
08:45～13:30
・ 昼食付

１人前メニュー（牛肉麺＋おかず１品）をご賞味
いただきます。食後は食料品の問屋街である迪化
街と寧夏夜市へご案内致します。
（タピオカミルク
ティ付き）※ご希望のお客様は現地解散もお選び
いただけます。
※桃園空港に 13:15 以降（松山空港の場合は 13:30
以降）ご到着のお客様はツアー集合時間に間に合
わない可能性がございます。
※フライト時間をご確認の上、お申込ください。
※送迎可能ホテルは台北市内中心部に限ります。
中心部以外のホテルは指定のホテルまでお越しい
ただく場合があります。
到着日から観光に参加できるツアーです。空港→
免税店（両替）→台北市内にて宮廷デザート→台
北１０１付近散策→夕食→ホテルチェックインと
なります。
※台湾到着日限定のオプショナルツアーです。
※101 の入場料は含まれて下りません。
※台湾到着 13：00 以前のフライトが対象となりま
す。
※桃園空港発着限定となります。
2006 年にリニューアルされた故宮博物院。世界 4
大博物館のひとつで歴史的文化遺産が収蔵されて
おります。博物館内での観光時間は約 2 時間とな
ります。ガイドの同行が 1 時間、自由見学が 1 時
間です。昼食は市内レストランにて郷土料理をど
うぞ。
※混乗バスになりますので他のお客さまと一緒に
なります。 集合時間に間に合わなかった場合、他
のお客さまのご迷惑にもなりますので、キャンセ
ル扱いとなります。

大人

子供

牛肉麺などの
Ｂ級グルメの夕食

8,000

＜到着日限定＞
宮廷デザート＆
台湾家庭料理の夕食

故宮博物院半日観光
（昼食付き）

烏来観光（昼食付き）

11,700

11,700

・ 2 名催行
・ ホテル出発/帰着
08:00～13:00
・ フカヒレ昼食付

※子供代金：3 歳以上 12 歳未満
※企画・実施：新東旅行社他
※ホテル出発・帰着時間はご宿泊ホテルまたは交通事情により前後します。

※現地の交通事情等により多少、順序が変わる場
合もございます。
幼児のお子様は、料金が無料となりますが、お席
とお食事はつきません。
※送迎可能ホテルは台北市内中心部に限ります。
中心部以外のホテルは指定のホテルまでお越しい
ただく場合があります。
台湾原住民（タイヤル族）の故郷である烏来を観
光いたします。民族舞踊や民族歌謡をご覧頂きま
す。
昼食はフカヒレのセットメニューをご賞味頂けま
す！
※途中、トロッコの乗車がありますが急なメンテ
ナンスなどで乗車できない場合がございます。
※送迎可能ホテルは台北市内中心部に限ります。
中心部以外のホテルは指定のホテルまでお越し
いただく場合があります。

台湾 オプショナルツアーのご案内
（日本申込/日本支払い）
2019 年上期(4 月～9 月)
単位：円
ツアー名

料金
大人

子供

条件

ご案内

ナイト九份観光と
夜市散策（軽食付き）

5,900

5,900

・ 1 名催行
・ ホテル出発
/夜市解散※
16:45～21:30 頃
・ 軽食付き
※夜市で解散とな
りますが、ご希望の
方は台北駅もしく
は MRT 松江南京駅
までお送りします。

有名なアニメ映画のモデルになったともいわれて
いる九ふん。街並みには提灯が燈され一段と幻想
的な場所に変身した九份を満喫して下さい。
※観光後、鐃河街夜市を経由（自由行動）致しま
す。洋服問屋街（五分埔）へは行き方の案内の
みとなり立ち寄りはございません。
（ガイドの案
内はございません。）観光後は現地解散も可能で
す。
※夜の九份は人の集まり具合で店の開店状況が変
わります。天候が悪い場合等も影響します。
※桃園空港到着 13:15 以降(松山空港到着 13:30 以
降)に台湾へご到着のお客様はツアー集合時間に
間に合わない可能性がございます。フライト時間
をご確認の上、お申込み下さい。
※夕食は軽食となります。
※九ふんは山の斜面にある観光地で急な階段が多
い為、散策時にはご注意下さい。
また雨もよく降りますので雨具の準備をおすすめ
します。
※土日・祝日は九ふん山頂への乗り入れができな
い為、九ふん着後、公共バスへ乗り換え山頂へ
移動する場合がございます。
※現地予約の場合、台北市内のレストランとなる
可能性があります。

フカヒレ・アワビ・イセエ
ビの豪華ディナー

15,000

15,000

・ 2 名催行
・ ホテル出発/帰着
17:30～19:30
・ 夕食付き

高級中華料理の代名詞（フカヒレ・アワビ・イセ
エビ）全てがセットになった豪華ディナー。
その他にも数品の食事が付きます。
1989 年創業のフカヒレ専門店「正福縁」へご案内
いたします。20 年以上に渡り美味しさを
追求し続けた味は他店も研究に来るほど。落ち着
いた雰囲気の店内で極上の味をご堪能ください。
■メニュー内容■
・フカヒレの潮州風姿煮
・ハタの XO 醤ソース
・伊勢海老の蒸し焼き
・アワビのオイスターソースがけ（1 粒）
・パパイヤ海鮮グラタン
・広東式蓮の実入りごはん
・季節のスープ
・季節のフルーツ
・デザート
※季節により内容が変わる場合がございます。
※送迎可能ホテルは台北市内中心部に限ります。
中心部以外のホテルは指定のホテルまでお越しい
ただく場合があります。

※子供代金：3 歳以上 12 歳未満
※企画・実施：新東旅行社他
※ホテル出発・帰着時間はご宿泊ホテルまたは交通事情により前後します。

台湾 オプショナルツアーのご案内
（日本申込/日本支払い）
2019 年上期(4 月～9 月)
単位：円
ツアー名

料金

条件

ご案内

14,600

・ 2 名催行
・ 指定ホテル出発/
帰着
・ 07:30～19:00
・ 昼食、夕食付き

午前中は人気の観光地、九份へご案内します。昼
食はＢ級グルメをお楽しみください。午後からは
三峡と鶯歌へご案内します。東洋芸術の殿堂であ
る祖師廟や老街散策をお楽しみください。その後、
陶器の街、鶯歌へご案内します。かわいい陶器が
たくさんあります。お土産にぜひ、どうぞ。夕食
は豪華フカヒレラーメンのフルコースをお楽しみ
ください。
※集合・解散はシーザーパーク（凱撒大飯店）
、も
しくはグリーンワールドホテル松江（洛碁松江大
飯店）のみとなります。

24,600

・ 2 名催行
・ ホテル出発/帰着
07:30～18:00
・ 昼食付

台湾新幹線で高雄へご案内いたします。台北とは
また違った文化をお楽しみください。蓮池潭では
龍と虎がモチーフとなっている龍虎塔や春秋閣な
ど、色鮮やかな中華風建築がご覧いただけます。
サンゴ性石灰岩の山で「高雄」の地名の由来にも
なった寿山も訪れます。昼食は郷土料理をどうぞ。
※新幹線の移動時はガイドが同行しません。※子
供には新幹線の席を確保しますが幼児には席は有
りません。※子供でも身長 145cm 以上の場合、車
内検札で年齢証明できる物を求められる場合があ
りますので予めご用意願います。
便利な車のチャーターです。台北市内であればど
こでもご案内いたします。午前 8 時～午後 22 時の
間でご希望の時間をお知らせください。
※お申し込みは前日までとさせていただきます。
※左記料金は台北市内限定となります。台北郊外
へのチャーターをご希望の場合、別途追加代金
が必要です。
※食事、入場料駐車料金、高速道路料金は含まれ
ません。
※超過時間 1 時間につき 1,900-2,100 元を申し受
けます。
台湾文化を気軽に楽しめるタイペイ・アイ【台北
戯棚】へご案内いたします。開演前には出演者達
のメイクパフォーマンスも見られます！夕食は台
湾式火鍋をお召し上がりいただきます。京劇鑑賞
後、現地解散となります。
※ロイヤル日航台北のロビーに集合となります。
※幼児のお客様は料金無料ですが、お席とお食事
はつきません。

大人

子供

九份と鶯歌、三峡観光
（フカヒレスープの
夕食付き）

14,600

高雄日帰りツアー
＜往復新幹線利用＞

27,100

幼児
0

セダン貸し切り
(ガイド付)
ワゴン貸し切り
（ガイド付）

1 台あたり
4 時間 26,700
8 時間 43,400
1 台あたり
4 時間 30,900
8 時間 51,700

タイペイ・アイ京劇鑑賞
（月・水・金曜日催行）

8,400

8,400

タイペイ・アイ京劇鑑賞
（土曜日催行）

10,000

10,000

・ 最大乗車人数 2 名
・ 4 時間／
8 時間コース
・ 最大乗車人数 6 名
・ 4 時間／
8 時間コース

・ 2 名催行
・ 17:30～21:30
・ 夕食付き
・ 京劇鑑賞 60 分
・ 2 名催行
・ 17:30～21:30
・ 夕食付き
・ 京劇鑑賞 90 分

※子供代金：3 歳以上 12 歳未満
※企画・実施：新東旅行社
※ホテル出発・帰着時間はご宿泊ホテルまたは交通事情により前後します。

