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日 �都市名 �時間 ��交通機関 �スケジュール ����食　　事 �� ���記 ���� �∴∴「∴∴ �∴∴ 

i＿申 �富山発 �12：50 ��Ci171 �空路、台北へ ����朝：－ �����争え≡ン燦擬≡1滴撥離艶醜 桃固着 桃園 �15：00 夕刻または夜 ��専用車 新幹線 �着後、台北駅へ。 桃園駅より「台湾新幹線」に乗車して台南へ。 台両市内へ。夕食（お毎鮮料理　宿泊：台南 ����昼：機内食 夕：台南料理 ����� � ����iii灘鰹 � 
ii翻灘i鱗i � � 

台南 ���専用車 ������� ��「∴∴∴∴∴ �網鮮iii‾ �′ � � � ��しii鰯蹴鞠 

2 �台南 日月渾 �午前 午後 ��専用車 �台両市内観光 国姓爺合戦でも有名な鄭成功を祀る○延平郡王詞、 台南のシンボル○赤韻橙にご案内します。 昼食は台南料理。台南より日月澤へ（約3時間30分） 途中、捕里にて○紹興酒工場を見学します。 日月渾温泉にて異国の温泉旅情をお楽しみ下さい。 夕食は和・洋・中の折衷バイキング。宿泊：日月渾 ����朝：ホテル 昼：飲茶 夕：和・洋・中 バイキング ���∴∴ ���● �り �� �、 � 

台南、 ���三　〇 �＿蕎 �ラックスク≡ �フ �l � 

iこお〉 ���こ �ます � � � � 

3 �日月渾 台中 台北 �午前 午後 ��専用車 新幹線 専用車 �日月渾観光 日月澤の湖を見渡せる○文武廟にご案内します。 その後、台中へ（約1時間15分） 台湾新幹線にて台北へ 台北市内観光 リニューアルした文化の殿堂である⑥故宮博物院、衛兵 の交代で有名な○忠烈詞、◎免税店にご案内します。 夕食は北京料理　宿泊：台北 ����朝：ホテル 昼：台湾料理 夕：広東料理 �� 
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日月澤のホ ���t葛 �烏荒 �泉があります。 �：▲ �○　　ン′′　　● � 

ちろん、お ���亡 � �も温泉です �o � � 

雪閏閏殴 ����）夕食は豊富な ��＝ �l �● 

4 �台北 桃園発 富山着 �8：00 11：50 ��専用車 Ci170 �ホテルより専用車にて空港へ 空路、冨山へ 冨山着 ����朝：BOX 昼：機内食 夕：－ ���バイキンク ������ � � り雪i≡　iEi ��� �レウオーターお「人毒 ��童一 題、 �国 � 
“劉観龍確は �����≡臆測．…蚕． ��� 

羨主 �記航空ス �ケジュール ��ま2017年 �10月現在のスケジュールを参考に明記しております。 ���� �� 
※現地の諸事情により、ホテル及び交通機関、日程の一部が変更になる場合がございますのでご了承願います。

車重垂田平成30年3月12日（月）＿15日（木）

田圃か替謙148，000円
別途、燃油サーチャージ＠1．000円、 
空港詰 �＠1，00　、＼l　　。l　　　　土 

作成料＠4，320円にて申し受けます。 渡航害 

患重責∋（謡憩昼食：2回夕食：3回画壇垂直中華航空（チャイナエアライン）

教臨罷通商聞〇台＿垂：≡竺ニケノーンプラザホテルタイナンまた鱒同等クラス
日月渾：雲品酒店（フローデシンホテル）　台　北：ハワードプラザ、COZZl忠孝館または同等クラス

旅行案件（要約）ここ（こ記載した旅行条件は当社条件の一部です。ここに定め碇事項は別途お渡しするご旅行条件書、最終日程表、並び（こ当社旅行約款iこよるものとします。

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、

本旅行は次の条件に基づきます。
この旅行は（株）農協観光（富山支店（冨山高給曲論2－21）観光庁長官登録旅
行業第939号、以下「当社」といいます。）が企画する旅行であり、この旅行に
参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいま
す。）を締結することになります。
●ご旅行の申込みと契約の成立時期及び旅行代金のお支払いについて

参加お申込みの蝶、当社所定の旅行申込轡にご記入のうえ、下記の申込金をお支
払い下さい。お申込金は旅行代金お払い込みの際差し引かさせていただきます。
お電話等でのお申込みの場合iま、お申込み翌日から起算して3日以内に申込
書と申込金を提出していただきます。旅行契約は当社が予約の承諾をし、申
込書と申込金を受領したときに成立するものとします。
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる白
までにお支払い下さい。

i申込金（お一人様）l　　旅行代金の20％以上旅行代金まで　　i

●お客様は当社が承諾した場合、1人あたり10．000円の手数料をお支払い頂
くことにより旅行者を交替することができます。

●旅行代金に含まれるものは次のとおりです。
旅行日程に明示した運送機関の運賃言料金（この運賃・粗金には、運送機関の課
す付加運賃「料金（原価の水準の冥寓な変勤に対応するため、一定の期間および一
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
ますらを含みません。）宿，自費∵食事代言旅行取扱料金および肖費税等諸税。サ
ービス科一お一人樹ごつさスーツケース等l個の受託手荷物運送代金。上記費用は

お客さまのご都合により、一部利用されなくても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。その一部を開示します。

超過手荷物料金運送機関の課す付加運賃料金（燃油サーチャージ）グノ
ーニング代、電報電話料、追加飲食代、ホテルのボーイ、メイド等に対する心付

その他個人的性質の諸費用それに伴う税サービス料注釈のない限り日本国内の
空港使用料旅行日経中の空港税おるいぼ空港使用料およびこれに類する諸税。
燃′由サーチャージ（付加運賃　料金）につきましては、通常の航空運賃とは
異なり旅行代金には含まれておりません。

●尚、収受領につきましては航空会社や区間により異なって参ります。また期中で対
竣となる銃空会社が追加されたり、運賃、料金が増額又は波頭される場合がありま

事前にご確認の上お申込みください。
すので、お申込時に販売店へご確認下さい。

●旅行契約の解除　払戻し
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことによりいつでも旅行契約を解除すること
ができます。契約解除のお申し出は、当社の営業日営業時間内にお受けいたします。なお、
下記表における「特定日」とiま（4／27－5／6、〝20－8／31、12／20－1／7）を指します。

備考　本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2集第3項に規定する
「サービスの提供を受けることを開始した捌以降をいいます。

●ことも　幼児代金について
表示されたことも代金は、旅行開始時点で満2才以上12才未満の方に通用されます。また、当
該時点で満2才未満の方（以下「幼児」という）で航空機の座席を使用しない場合は、幼児代金を
設定しておりますのでお問い合わせ下さい。尚、幼児代金には滞在地上寅は含まれず、現地にて
実費糖質となります。幼児が航空機の座席を使用する場合はことも代金が適用になります。

●海外危険情報　筋生情報について
渡航先（国文は地域）によっては、外務省海外危険情報など安全関係の情報か出されてい
る場合があります。お申込みの隙には販売店にご確認下さい。境地の治安及び病気の情
報は、外務省海外安全相識センター（音声サービス）などでもご確認いただけます。
（TELO3－3580－331l FAXサービス0570－023300）
（URLhttp／／WanZenmOfagolP／）

●渡航先（国文は地域）の衛生状況については、厚生労働省「海外渡航者のための感染症桶報」ホーム
ページでご確認ください。（URLhttp／／WWWforthgoJP／）

●この旅行条件害は平成29年10月10日を基準としております。●旅券残存有効期間滞在日数以上有効なもの

お宮横の状況によっては、当初の手配内蜜に含まれていない待Biiな配慮、梢霞が必要になる可能性がめります。詳鯛は別
途お渡しする「旅行取引条件説明車両」の「3　お申込み条件」を確認のうえ、特別な配慮・拙櫨が必要となる可能性が
ある方は、ご相談させていたたきますので　必ずお申し出ください。

間は○畦○○”ni〇°諾蕗鷲笠緒諾整詩業計諜詣詣詳説毅諾
求や賠着金回収が困難な場合があります。これらの治療費、移送買、また、死亡　後遺陣書等を楠億する海外旅行保険に
お客懐こ自身てこ加入されることをお勧めします。海外旅行保険についてiま、舜社係員にお問い合わせください。

Sスケジュール表内のマークのご案内　◎観光　○＝下車観光　△＝車窓観光
◎時間の表示（おおよその目安）　早朝　靭　午前／昼　午後　夕刻　夜　深夜

〈Nツアーからのお願い〉行握中に一般観光服びショッピングへご案内をしております。旅程の安全管理上、鯛光
及びショッピングの放棄はご遠慮いただいております。お客様の都合により観光内容を変更される場合は追加代金
が必要となります。繕しくは販売店にお問い合わせください。


