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　　 　　　２００５年　下期 　　　　　　　　　　ＴＥＬ：（03）5843-7511　　　　　　　　　　ＴＥＬ：（03）5843-7511　　　　　　　　　　ＴＥＬ：（03）5843-7511　　　　　　　　　　ＴＥＬ：（03）5843-7511FAX：（03）5843-7521 FAX：（03）5843-7521 FAX：（03）5843-7521 FAX：（03）5843-7521 　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 催行時間催行時間催行時間催行時間 料金/1名様あたり 料金/1名様あたり 料金/1名様あたり 料金/1名様あたり（4.5H）       　（4.5H）       　（4.5H）       　（4.5H）       　　￥　3,000　￥　3,000　￥　3,000　￥　3,000　　 　 10：00 出発　インペリアルホテルロビーに集合、シャトルバスで九　　 　 10：00 出発　インペリアルホテルロビーに集合、シャトルバスで九　　 　 10：00 出発　インペリアルホテルロビーに集合、シャトルバスで九　　 　 10：00 出発　インペリアルホテルロビーに集合、シャトルバスで九份份份份へ、10：50～13：30　九へ、10：50～13：30　九へ、10：50～13：30　九へ、10：50～13：30　九份份份份で自由散策（ランチはご自由に）で自由散策（ランチはご自由に）で自由散策（ランチはご自由に）で自由散策（ランチはご自由に）　　  　13：30～14：30　九　　  　13：30～14：30　九　　  　13：30～14：30　九　　  　13：30～14：30　九份份份份からシャトルバスにてインペリアルホテル下車・解散、希望者のみは１０１周辺下車からシャトルバスにてインペリアルホテル下車・解散、希望者のみは１０１周辺下車からシャトルバスにてインペリアルホテル下車・解散、希望者のみは１０１周辺下車からシャトルバスにてインペリアルホテル下車・解散、希望者のみは１０１周辺下車 　 2．九 　 2．九 　 2．九 　 2．九份份份份トワイライトツアー（夕食：九戸茶語にて郷土料理）･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・トワイライトツアー（夕食：九戸茶語にて郷土料理）･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・トワイライトツアー（夕食：九戸茶語にて郷土料理）･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・トワイライトツアー（夕食：九戸茶語にて郷土料理）･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （4.5H） （4.5H） （4.5H） （4.5H） 　￥　4,500　￥　4,500　￥　4,500　￥　4,500 　　   【ホテルお出迎え16：00頃、民芸品店経由（車中待機）九分へ】 　　   【ホテルお出迎え16：00頃、民芸品店経由（車中待機）九分へ】 　　   【ホテルお出迎え16：00頃、民芸品店経由（車中待機）九分へ】 　　   【ホテルお出迎え16：00頃、民芸品店経由（車中待機）九分へ】        九        九        九        九份份份份散策（ガイド付20分+自由散策40分）→夕食→夜景観賞→維閣餅家→士林夜市にて自由解散又はホテルへ散策（ガイド付20分+自由散策40分）→夕食→夜景観賞→維閣餅家→士林夜市にて自由解散又はホテルへ散策（ガイド付20分+自由散策40分）→夕食→夜景観賞→維閣餅家→士林夜市にて自由解散又はホテルへ散策（ガイド付20分+自由散策40分）→夕食→夜景観賞→維閣餅家→士林夜市にて自由解散又はホテルへ　  3 ．夕暮れの十分天燈上げシャトルツアー　※ショッピング立ち寄り無し　  3 ．夕暮れの十分天燈上げシャトルツアー　※ショッピング立ち寄り無し　  3 ．夕暮れの十分天燈上げシャトルツアー　※ショッピング立ち寄り無し　  3 ．夕暮れの十分天燈上げシャトルツアー　※ショッピング立ち寄り無し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ （5H）　（5H）　（5H）　（5H）　 　￥　3,500　￥　3,500　￥　3,500　￥　3,500　　    【ホテルお出迎え16：00頃,民芸品店経由（車中待機）十分へ,17:30～19:30自由行動（天燈上げ体験を案内しますが各自払い＆夕食各自）】　　    【ホテルお出迎え16：00頃,民芸品店経由（車中待機）十分へ,17:30～19:30自由行動（天燈上げ体験を案内しますが各自払い＆夕食各自）】　　    【ホテルお出迎え16：00頃,民芸品店経由（車中待機）十分へ,17:30～19:30自由行動（天燈上げ体験を案内しますが各自払い＆夕食各自）】　　    【ホテルお出迎え16：00頃,民芸品店経由（車中待機）十分へ,17:30～19:30自由行動（天燈上げ体験を案内しますが各自払い＆夕食各自）】　　　　　　　　　　   　※夕食ご希望のお客様は当日現地にて承ります。　　   　※夕食ご希望のお客様は当日現地にて承ります。　　   　※夕食ご希望のお客様は当日現地にて承ります。　　   　※夕食ご希望のお客様は当日現地にて承ります。　   　　お一人様　1,500円（政達レストランにて+天燈上げ体験2～3名様1個含む。）　   　　お一人様　1,500円（政達レストランにて+天燈上げ体験2～3名様1個含む。）　   　　お一人様　1,500円（政達レストランにて+天燈上げ体験2～3名様1個含む。）　   　　お一人様　1,500円（政達レストランにて+天燈上げ体験2～3名様1個含む。）　　  　19:30～20:30　台北へ、寧夏夜市にて自由散策（寧夏夜市行かない方はホテルまで送迎いたします。）　　  　19:30～20:30　台北へ、寧夏夜市にて自由散策（寧夏夜市行かない方はホテルまで送迎いたします。）　　  　19:30～20:30　台北へ、寧夏夜市にて自由散策（寧夏夜市行かない方はホテルまで送迎いたします。）　　  　19:30～20:30　台北へ、寧夏夜市にて自由散策（寧夏夜市行かない方はホテルまで送迎いたします。）　  4 ．午後の十分天燈上げ＆夕刻の九　  4 ．午後の十分天燈上げ＆夕刻の九　  4 ．午後の十分天燈上げ＆夕刻の九　  4 ．午後の十分天燈上げ＆夕刻の九份份份份シャトルツアー　※ショッピング立ち寄り無しシャトルツアー　※ショッピング立ち寄り無しシャトルツアー　※ショッピング立ち寄り無しシャトルツアー　※ショッピング立ち寄り無し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 　￥　5,000　￥　5,000　￥　5,000　￥　5,000　  　　15：00 出発　インペリアルホテルロビーに集合、シャトルバスで十　  　　15：00 出発　インペリアルホテルロビーに集合、シャトルバスで十　  　　15：00 出発　インペリアルホテルロビーに集合、シャトルバスで十　  　　15：00 出発　インペリアルホテルロビーに集合、シャトルバスで十份份份份へ、16:00～16:40十へ、16:00～16:40十へ、16:00～16:40十へ、16:00～16:40十份份份份で天燈上げ(天燈上げは各自払い）で天燈上げ(天燈上げは各自払い）で天燈上げ(天燈上げは各自払い）で天燈上げ(天燈上げは各自払い）　　    十　　    十　　    十　　    十份份份份からシャトルバスにて九分へ移動　17:20～19:20 九分で自由散策　19:20～20:20 台北へからシャトルバスにて九分へ移動　17:20～19:20 九分で自由散策　19:20～20:20 台北へからシャトルバスにて九分へ移動　17:20～19:20 九分で自由散策　19:20～20:20 台北へからシャトルバスにて九分へ移動　17:20～19:20 九分で自由散策　19:20～20:20 台北へ　  　　士林夜市下車　⇒インペリアルホテル　⇒　台北駅のお好きな場所で下車可　  　　士林夜市下車　⇒インペリアルホテル　⇒　台北駅のお好きな場所で下車可　  　　士林夜市下車　⇒インペリアルホテル　⇒　台北駅のお好きな場所で下車可　  　　士林夜市下車　⇒インペリアルホテル　⇒　台北駅のお好きな場所で下車可　  　 　※夕食ご希望のお客様は当日現地にて承ります。　  　 　※夕食ご希望のお客様は当日現地にて承ります。　  　 　※夕食ご希望のお客様は当日現地にて承ります。　  　 　※夕食ご希望のお客様は当日現地にて承ります。　  　 　お一人様　1,500円（九戸茶語にて）　  　 　お一人様　1,500円（九戸茶語にて）　  　 　お一人様　1,500円（九戸茶語にて）　  　 　お一人様　1,500円（九戸茶語にて）  　5．「維格餅家鳳梨酥夢工場」見学＆パイナップルケーキ作り体験（午前催行）  　5．「維格餅家鳳梨酥夢工場」見学＆パイナップルケーキ作り体験（午前催行）  　5．「維格餅家鳳梨酥夢工場」見学＆パイナップルケーキ作り体験（午前催行）  　5．「維格餅家鳳梨酥夢工場」見学＆パイナップルケーキ作り体験（午前催行）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （4H）　（4H）　（4H）　（4H）　 　￥　5,000　￥　5,000　￥　5,000　￥　5,000　  6．淡水半日観光（昼食付）（午前or午後催行可）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　  6．淡水半日観光（昼食付）（午前or午後催行可）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　  6．淡水半日観光（昼食付）（午前or午後催行可）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　  6．淡水半日観光（昼食付）（午前or午後催行可）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （4H）（4H）（4H）（4H） 　￥　6,000　￥　6,000　￥　6,000　￥　6,000　  7．北海岸（基隆・野柳）半日観光（海鮮料理の昼食付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　  7．北海岸（基隆・野柳）半日観光（海鮮料理の昼食付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　  7．北海岸（基隆・野柳）半日観光（海鮮料理の昼食付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　  7．北海岸（基隆・野柳）半日観光（海鮮料理の昼食付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （5H） （5H） （5H） （5H） 　￥　8,000　￥　8,000　￥　8,000　￥　8,000 　 8．烏来半日観光（原住民族踊り観賞、昼食付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　 8．烏来半日観光（原住民族踊り観賞、昼食付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　 8．烏来半日観光（原住民族踊り観賞、昼食付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　 8．烏来半日観光（原住民族踊り観賞、昼食付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （6H） （6H） （6H） （6H） 　￥10,000　￥10,000　￥10,000　￥10,000 　 9．台北101ビル・89階展望台より台北全景眺望・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　 9．台北101ビル・89階展望台より台北全景眺望・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　 9．台北101ビル・89階展望台より台北全景眺望・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　 9．台北101ビル・89階展望台より台北全景眺望・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （1.5Ｈ）（1.5Ｈ）（1.5Ｈ）（1.5Ｈ） 　￥　4,000　￥　4,000　￥　4,000　￥　4,000　10．ロマンチック　街道台三線ハイライト（昼食付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　10．ロマンチック　街道台三線ハイライト（昼食付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　10．ロマンチック　街道台三線ハイライト（昼食付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　10．ロマンチック　街道台三線ハイライト（昼食付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （9Ｈ）　 （9Ｈ）　 （9Ｈ）　 （9Ｈ）　   ￥15,000  ￥15,000  ￥15,000  ￥15,000　　   　AM：新竹へ、台湾最　　   　AM：新竹へ、台湾最　　   　AM：新竹へ、台湾最　　   　AM：新竹へ、台湾最大大大大客家客家客家客家伝統伝統伝統伝統市場、竹市場、竹市場、竹市場、竹東東東東市場見学へご案内（市場見学へご案内（市場見学へご案内（市場見学へご案内（４４４４０分）０分）０分）０分）　 　 　北　 　 　北　 　 　北　 　 　北埔老埔老埔老埔老街散策、街散策、街散策、街散策、慈慈慈慈天天天天宮宮宮宮観光へご案内（観光へご案内（観光へご案内（観光へご案内（擂擂擂擂茶体験茶体験茶体験茶体験と東と東と東と東方方方方美美美美人茶人茶人茶人茶試飲試飲試飲試飲含み）含み）含み）含み）　   　　昼食：ロー　   　　昼食：ロー　   　　昼食：ロー　   　　昼食：ローカカカカルレストランにて客家料理ルレストランにて客家料理ルレストランにて客家料理ルレストランにて客家料理　  　 　　  　 　　  　 　　  　 　PPPPM：M：M：M：大渓大渓大渓大渓観光へご案内、（観光へご案内、（観光へご案内、（観光へご案内、（大渓老大渓老大渓老大渓老街散策、街散策、街散策、街散策、蔣蔣蔣蔣公公公公行行行行館館館館、、、、武徳殿武徳殿武徳殿武徳殿、、、、四連棟四連棟四連棟四連棟））））　　  　台北市内に　　  　台北市内に　　  　台北市内に　　  　台北市内に戻戻戻戻り、り、り、り、総総総総合土合土合土合土産産産産店へご案内店へご案内店へご案内店へご案内　  　　※　  　　※　  　　※　  　　※蔣蔣蔣蔣公公公公行行行行館館館館、、、、武徳殿武徳殿武徳殿武徳殿、、、、四連棟とも月曜四連棟とも月曜四連棟とも月曜四連棟とも月曜日日日日定休定休定休定休です。です。です。です。代代代代案：案：案：案：大稻大稻大稻大稻埕埕埕埕観光へご案内観光へご案内観光へご案内観光へご案内　11．　11．　11．　11．高雄高雄高雄高雄日日日日帰帰帰帰り観光（り観光（り観光（り観光（往復往復往復往復新新新新幹幹幹幹線線線線利用利用利用利用、昼、夕食付き）（日、昼、夕食付き）（日、昼、夕食付き）（日、昼、夕食付き）（日程表程表程表程表はははは別紙別紙別紙別紙ごごごご参考参考参考参考）・・・・・・・・・・・・・）・・・・・・・・・・・・・）・・・・・・・・・・・・・）・・・・・・・・・・・・・ （14Ｈ）　（14Ｈ）　（14Ｈ）　（14Ｈ）　   ￥21,000  ￥21,000  ￥21,000  ￥21,000　12．台中・日　12．台中・日　12．台中・日　12．台中・日月潭月潭月潭月潭日日日日帰帰帰帰り観光（り観光（り観光（り観光（往復専用往復専用往復専用往復専用車車車車利用／利用／利用／利用／スルーガイドスルーガイドスルーガイドスルーガイド対応対応対応対応）））） （13.5Ｈ）（13.5Ｈ）（13.5Ｈ）（13.5Ｈ） 　￥20,000　￥20,000　￥20,000　￥20,000　   　　０　   　　０　   　　０　   　　０８８８８：００頃　ホテル出発、車で日：００頃　ホテル出発、車で日：００頃　ホテル出発、車で日：００頃　ホテル出発、車で日月潭月潭月潭月潭へ移動、日へ移動、日へ移動、日へ移動、日月潭湖畔めぐ月潭湖畔めぐ月潭湖畔めぐ月潭湖畔めぐり（り（り（り（文武廟文武廟文武廟文武廟ななななどどどど観光）観光）観光）観光）　  　 　昼食：現地レストランにて地方料理　  　 　昼食：現地レストランにて地方料理　  　 　昼食：現地レストランにて地方料理　  　 　昼食：現地レストランにて地方料理　　   　　　   　　　   　　　   　そそそその後、台中へ、の後、台中へ、の後、台中へ、の後、台中へ、彩虹眷村彩虹眷村彩虹眷村彩虹眷村、、、、宮宮宮宮原原原原眼科眼科眼科眼科観光、観光、観光、観光、高美湿高美湿高美湿高美湿地見学地見学地見学地見学　 　  　夕食：　 　  　夕食：　 　  　夕食：　 　  　夕食：清清清清水水水水ササササービスービスービスービスエエエエリアにて自由食（１時間）リアにて自由食（１時間）リアにて自由食（１時間）リアにて自由食（１時間）　 　　  車で台北へ移動、台北のホテル　 　　  車で台北へ移動、台北のホテル　 　　  車で台北へ移動、台北のホテル　 　　  車で台北へ移動、台北のホテル着着着着    　13 .台北市内観光　13 .台北市内観光　13 .台北市内観光　13 .台北市内観光と鼎泰豊と鼎泰豊と鼎泰豊と鼎泰豊の昼食付き（「の昼食付き（「の昼食付き（「の昼食付き（「ひとめぼひとめぼひとめぼひとめぼれ」観光プランれ」観光プランれ」観光プランれ」観光プラン))))・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （9Ｈ）　 （9Ｈ）　 （9Ｈ）　 （9Ｈ）　 　￥　4,000　￥　4,000　￥　4,000　￥　4,000　　　　行天　　　　行天　　　　行天　　　　行天宮宮宮宮、中、中、中、中正紀念堂正紀念堂正紀念堂正紀念堂、、、、総統府総統府総統府総統府（車（車（車（車窓窓窓窓）、お茶）、お茶）、お茶）、お茶セミセミセミセミナー、ナー、ナー、ナー、免税免税免税免税店、店、店、店、忠烈祠忠烈祠忠烈祠忠烈祠、、、、　　　　　　　　　　　　　　　　故宮博物院故宮博物院故宮博物院故宮博物院（ガイド（ガイド（ガイド（ガイド説明説明説明説明60分60分60分60分／予約／予約／予約／予約出来ない場合出来ない場合出来ない場合出来ない場合ももももあります）、民芸品店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あります）、民芸品店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あります）、民芸品店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あります）、民芸品店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14．　14．　14．　14．微微微微閣にて閣にて閣にて閣にて変身写真変身写真変身写真変身写真（21（21（21（21組組組組、15、15、15、15××××22222222ｃｍｃｍｃｍｃｍ）（ガイド付き、）（ガイド付き、）（ガイド付き、）（ガイド付き、往路往路往路往路のみ送迎付）　・・・・・・・・・・・・のみ送迎付）　・・・・・・・・・・・・のみ送迎付）　・・・・・・・・・・・・のみ送迎付）　・・・・・・・・・・・・ （3.5Ｈ）（3.5Ｈ）（3.5Ｈ）（3.5Ｈ） 　￥27,000　￥27,000　￥27,000　￥27,000　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（メメメメイクアップ＆イクアップ＆イクアップ＆イクアップ＆ヘヘヘヘアアアアセセセセット付、ドレス3ット付、ドレス3ット付、ドレス3ット付、ドレス3着着着着付）（付）（付）（付）（CDCDCDCD----ROROROROM（おM（おM（おM（お肌肌肌肌ななななど修正済ど修正済ど修正済ど修正済み）＆アルバみ）＆アルバみ）＆アルバみ）＆アルバムムムム付き付き付き付き／郵／郵／郵／郵送料送料送料送料別途別途別途別途かかります。）かかります。）かかります。）かかります。）　　　　　　　　　　　　　　　　微微微微閣にて閣にて閣にて閣にて変身写真変身写真変身写真変身写真（20（20（20（20組組組組、10、10、10、10××××15151515ｃｍｃｍｃｍｃｍ）（ガイド付き、）（ガイド付き、）（ガイド付き、）（ガイド付き、往路往路往路往路のみ送迎付）　・・・・・・・・・・・・のみ送迎付）　・・・・・・・・・・・・のみ送迎付）　・・・・・・・・・・・・のみ送迎付）　・・・・・・・・・・・・ （3H）　（3H）　（3H）　（3H）　 　￥17,500　￥17,500　￥17,500　￥17,500　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（メメメメイクアップ＆イクアップ＆イクアップ＆イクアップ＆ヘヘヘヘアアアアセセセセット付、ドレス2ット付、ドレス2ット付、ドレス2ット付、ドレス2着着着着）（）（）（）（CDCDCDCD----ROROROROM＆アルバM＆アルバM＆アルバM＆アルバムムムム付き/付き/付き/付き/郵郵郵郵送料送料送料送料別途別途別途別途かかります。）かかります。）かかります。）かかります。）

    　  （昼食：    　  （昼食：    　  （昼食：    　  （昼食：丸丸丸丸林にて台湾料理:林にて台湾料理:林にて台湾料理:林にて台湾料理:魯肉飯魯肉飯魯肉飯魯肉飯付）付）付）付）

オプショナルツアー料金　（各２名様より催行）オプショナルツアー料金　（各２名様より催行）オプショナルツアー料金　（各２名様より催行）オプショナルツアー料金　（各２名様より催行）                                                        ２０１９年１０月０１日～２０２０年０３月３１日まで２０１９年１０月０１日～２０２０年０３月３１日まで２０１９年１０月０１日～２０２０年０３月３１日まで２０１９年１０月０１日～２０２０年０３月３１日まで
  　1 ．九  　1 ．九  　1 ．九  　1 ．九份份份份シャトルバスツアー　※ショッピング立ち寄り無しシャトルバスツアー　※ショッピング立ち寄り無しシャトルバスツアー　※ショッピング立ち寄り無しシャトルバスツアー　※ショッピング立ち寄り無し

２０１９下期２０１９下期２０１９下期２０１９下期

  オーベルインターナショナル㈱  オーベルインターナショナル㈱  オーベルインターナショナル㈱  オーベルインターナショナル㈱


