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1日i �ii都市名 �時間 �交通機関 �スケジュール �食i事：／ 

1 �富山ぎとぎと空港発 �12：50 �CI171 �空路、台北へ。 �朝：－ 桃園国際空港着 �15：00 �専用車 �着後、専用車にて台北へ。 �昼：－ 
台北 ���夕食後、夜市へご案内　　　　　　　　　　宿泊：台北 �夕：台湾料理 

2 �台北 � �専用車 �ホテルにて朝食後、台北市内観光へ。 �朝：ホテル 

（○総統府、○中正紀念堂、○龍山寺）と漢方薬店と免税店のお買い物 
九倹 ���九併到着後、散策。 �昼：飲茶 

十粉にて天燈上げと老街散策。 �夕：北京料理 
台北にもどりご夕食　　　　　　　　　　宿泊：台北 

3 �台北 �午前 午後 � �台北市内ハイライト観光・コース �朝：ホテル ⑥故官博物院、○忠烈詞、○行天官、占い横丁、 �昼：小龍包 
◎タイペイ101展望台、民芸品店　　　　　宿泊：台北 �夕：広東料理　圭 

4 �台北 �8：00 �専用車 �専用車にて空港へ �朝：お弁当 
台北発 ��Ci170 �空路、富山空港へ 
富山きときと空港着 �11：50 ��富山空港着 �居：－ 

解散　～おつかれさまでした～ �夕：－ 

※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。

亘平成30年3月12日（月）～15日（木）

田圃圏は詫譜118，000円
別途、燃油サーチャージ＠1．000円、空港諸税＠1，900円がかかります。（10／10現在）
渡航書類作成料＠4．320円にて申し受けます。
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★時間帯の目安

〔㈱農協観光代理業〕

盟誤認蟻鮭義邦暫72－1000JAふくみつ櫛センタ‾℡0763－52－8181富山県知事登録旅行業者代理業第8号
JA富山市旅行センター　℡076・420－8111
冨山県知事登録旅行業書代理業第20号

（受託販売〕

JAなのはな捌〒センター　℡076－439－3336
富山県知事登録旅行業第3－220号

JAいみず野勲iセンター　℡0766－52・0218
富山県知事登録旅行業第2267号

氷見市農協観光　℡0766－74－8892
氷見市朝日丘2－32　富山県知事登録第2－92号

と肋野セントラルツアー拓き鍋　℡0763－32－8625
富山県知事登録旅行業第2－291号

JAなんと旅行センター　℡0763－62－3013
富山県知事登録旅行業第2－197号

JAいなi刺繍iセンター　℡0766－68－1211
富山県知事登録旅行業第2281号

圏

★マークの略語

旅行業公正取引
協議会会員

株式会社産能観光は、

㊧肺門開会員
一俵社団法人日本旅行業協会（JATA）の

正会員です。

機：機内食　朝．朝食　昼．昼食　夕：夕食
◎：入場観光　○：下車観光　△”車窓観光

（観光庁長官登録旅行業第939号）

布。′（株）農協観光富山支店
訓市新総曲輪2ゼ1℡（076）445°2330

総合旅行業務取扱管理者／西本昌史松野敦

総合旅行業務取扱管理者とは、お富枝の旅行を取り扱う営業所での取引に

関する責任者です。この旅行契細こ関し、担当者からの説明にご不明な点が

あればご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者までお尋ねください。


