神農街イメージ(画像提供:台湾観光協会)
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駅弁(イメージ)(画像提供:台湾観光協会)

旅行企画・実施/

主催/

後援/

ダンツーメン(イメージ)(画像提供:台湾観光協会)
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迪化街散策
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スケジュール
便名
時間
都市名
CI131 14:20 新千歳 発 <出国手続>チャイナエアライン直行便CI131にて空路、台北へ。
18:00 台 北 着 <入国手続>到着後、専用車にて市内夕食会場へ。
3/18
1
台北市内 夕食:レストラン欣葉にて台湾料理
(水)
夕食後、ホテルへご案内。
【台北 泊】食事:朝(×)昼(機内)夕(〇)
台 北 ホテルにて朝食。
専用車 台北半日市内観光。◎迪化街散策、◎月下老人(縁結びの神様)
Tiger Sugarにて黒糖タピオカドリンク賞味
台北駅 発 台湾高速鉄道(一般指定席)にて嘉儀へ。(所要約1.5時間)
3/19
昼食:車内にて駅弁
2
嘉儀駅 着 到着後、専用車にて【吉田皓一オススメの嘉儀市内観光】へ
(木)
◎檜意森活村園區
専用車 観光後、台南へ。
台南
夕食:ホテルバンケットにて創作料理(ファンミーティング)
【台南 泊】食事:朝(○)昼(○)夕(○)
ホテルにて朝食。
朝食後、マングローブクルーズ(四草緑色隊道)へ。
何艘かに分かれ、クルーズへ(1艘は40〜50名になります。)
※雨天の場合は催行できないため◎烏山頭ダム、◎八田興一記念館見学へご案内。
終了後、【台南市内観光】…吉田晧一さんお勧め観光
3/20
台南
3
◎安平古堡見学
(金)
昼食:レストラン度小月にてダンツーメン
◎國華街自由散策、◎林百貨店、豆花を賞味
夕食:レストラン花花世界鍋物にて火鍋料理
夕食後、◎神農街へ。その後、◎台南の夜市へ。
【台南 泊】食事:朝(○)昼(○)夕(○)
ホテルにて朝食。チェックアウト後、専用車にて空港へ。
3/21 CI134 13:00 高 雄 発 <出国手続>チャイナエアライン直行便CI134にて空路千歳へ。
4
18:00 新千歳 着 <入国手続>解散。お疲れ様でした。
(土)
食事:朝(○)昼(機内)夕(×)
◎＝入場観光
※現地諸事情により行程、お時間などの変更がある場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●最少催行人数:20名(募集人員60名)※定員になり次第、締め切りとさせていただきます。
●ご利用航空会社：チャイナエアライン（エコノミークラス）
●ご利用ホテル:インペリアルホテル台北1泊・シルクスプレイス台南2泊
●添乗員:新千歳空港集合時から新千歳空港解散時まで同行致します。
●DJ吉田皓一、DJ片岡香澄も新千歳空港集合時から新千歳空港解散時まで同行致します。
※DJ吉田皓一、DJ片岡香澄が諸事情【病気・怪我等】により参加出来なくなった場合、ツ
アーが中止になる場合もございますので予めご了承下さい。
●食事条件:朝3回・昼2回・夕3回
●行程中のバス座席は当社にて決めさせていただきます。
●ホテル名称に記載した★★★★★はデラックスクラスです。ホテルのグレードは各国のホ
テルガイドブックの資料を参考にHBCトラベル独自の評価であり、全世界における絶対評価
ではありません。

■募集型企画旅行契約
⑴この旅行は、株式会社HBCビジョン(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画
旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」と
いう)を締結することになります。
⑵ 契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件
のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(以下｢最終日程表｣という)及び当
社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」という)に
よります。
■旅行の申し込み
⑴ 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき原則旅行代金の20%相当
額以内の申込金を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料、違約料
のそれぞれの一部として取り扱います。⑵ 当社らは電話、郵送、ファクシミリその他の通
信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申
込時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した翌日から起算し
て3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。⑶ 申込書等にお客さまのローマ
字氏名を記入する際は、ご旅行に使用する旅券に記載されているとおりにご記入くださ
い。お客さまの氏名が誤って記入された場合は、お客さまの交替の場合に準じて、交替
手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅
行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定の取消料をいただきます。
■旅行契約の成立時期
旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとし
ます。
■旅行代金のお支払い
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以降21日目に当たる日
(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。
■お客さまによる旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)
お客さまは、パンフレットに定める取消料を支払って旅行契約を解除することができま
す。なお、旅行契約の取消日とは、お客さまが当社らのそれぞれの営業日、営業時間内

レトロ建築が立ち並ぶ問屋街。ドライフルーツ、漢方やカラスミ、台湾茶
など、台湾名物の乾物を売るお店が所狭しと並
びます。最近は、古い建物をリノベーションし
たオシャレ雑貨店やカフェも続々オープンして
台北観光には外せないエリアです。迪化街の
ちょうど中心にある「霞海城隍廟」で、縁結び
にご利益があると言われている、月下老人もご
案内します。

台湾高速鉄道
日本の技術が多く導入されている台湾の新幹線です。リーズナブルで美味
しい、駅弁を買って新幹線に乗るのが地元民に
も観光客にも人気を集めています。駅弁は「排
骨(骨付きの豚肉に衣を付けて揚げたもの)」と
「滷蛋(台湾式の煮卵)」が必ず入っており、温
かいうちに食べてもらいたいという想いから、
賞味期限は約2時間に設定されています。

檜意森活村園區
台湾には日本の統治時代の産業の跡地などが多くありますがこちらの『檜
意森活村』もその時代にできたものです。ヒノ
キで作られた伝統的な日本家屋を嘉義市政府が
何年もかけて修復した観光スポットで、日本の
甲子園をテーマにした台湾映画「KANO」のロ
ケ地でもあり近年注目を集めています。

マングローブクルーズ(四草緑色隊道)
ボートに乗りながら、トンネルのように続いた両脇のマングローブ林を通
り、静かな水面に映った緑の葉や、幻想的な水
の道を見ることが出来ます。「緑のトンネル」
と呼ばれており、輝く木漏れ日の中、マングロ
ーブ林の中を進めば、秘境のアマゾン川を探検
しているような気分が味わえることでしょう。
水辺ではヤドカリやトビハゼなど小さな生き物
たちにも出会えます。

神農街
台南には、清朝時代の「老街」という古い通りがいくつも残されており、
その趣きある街をアートスポットやグルメスポ
ットとして再開発する動きが加速しています。
中でも神農街は、カフェやレストランが次々と
オープンし、インスタ映えするスポットとして
は外せません。夜になると、街全体が灯籠でラ
イトアップされて、昼間とはまったく違った、
幻想的な風景も楽しめます。

■シルクスプレイス台南

■インペリアルホテル台北

ご案内

アクセスの便利な繁華街エリアにあり、緑豊かな
市立美術館公園にも隣接。MRT中山国小駅、主
要高速道路4本からも近く、どこへ行くにも大変
便利です。晴光市場、行天宮、士林夜市、市立美
術館、花博公園、故宮博物館など各地の観光名所
へも車で5〜20
分程度の距離
と、皆さまのす
ばらしい台北の
旅をお約束いた
します。

新光三越新天地デパートや小西門商業エリアに隣接
し、市内に点在する古跡を徒歩で巡ることができる
ほか、高速鉄道の台南駅にも大変便利なロケーショ
ンにあります。伝統の中にも現代的な要素を感じる
ことが出来る内装は、全室フローリングを採用して
います。居心地の
良いホテル滞在を
提供します。

ホテルイメージ

ホテルイメージ

に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。
<表>取消料
旅行契約の解除期日

取消料(おひとり)
ピーク時に旅行を開始する場合

旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって、40日目以降31日目にあたる日
まで

:旅行代金の10%(5万円を上限)
ピーク時以外に旅行を開始する場合
:無料
旅行代金が50万円以上:10万円

旅行開始日の前日から起算してさかの

旅行代金が30〜50万円未満:5万円

ぼって、30日目にあたる日以降15日目 旅行代金が15〜30万円未満:3万円
にあたる日まで

旅行代金が10〜15万円未満:2万円
旅行代金が10万円未満: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日目にあたる日以降3日目

旅行代金の20%

にあたる日まで
旅行開始日の前々日･前日及び当日

旅行代金の50%

無連絡不参加及び旅行開始後

旅行代金の100%

※ピーク期とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日か
ら8月31日までをいいます。

旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第493号 一般社団法人日本旅行業協会会員
<HBCグループ> 株式会社HBCビジョン HBCトラベル
〠060-0003 札幌市中央区北３条西２丁目 共栄火災ビル
総合旅行業務取扱管理者 池田 晃児
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責任者です。
この旅行の契約に関して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ご質問ください。

写真提供:台湾観光局
※写真は全てイメージ

■当社の解除権 旅行開始前の解除
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
⑴お客さま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とき。
この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(パンフレットに定める
取消料の中で規定するピーク時に旅行を開始するものについては、33日目)に当たる日
より前に、旅行を中止する旨をお客さまに通知します。⑵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、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な
実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
一例/日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討してください」以上
の危険情報が出されたとき。
■お客さまに対する責任
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、官公署の命令そ
の他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又は
これらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社又は当
社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときはその損害を賠償する
責任を負うものではありません。
■特別保証
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、旅行業約款特別保証規定により、死亡
補償金、入院見舞金、携行品にかかる損害補償金を支払います。
■ご旅行条件・代金の基準
この旅行条件は2019年11月1日を基準としています。また旅行代金は2019年11月
1日現在有効なものとして示されている航空運賃・適用規則又は2019年11月1日現在
認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

Tel:011-242-3366
Fax:011-222-3899
営業時間/平日09:30〜18:00(土・日・祝祭日は休み)

