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ENMSB

OP2723
2018/10/1 2019/3/31 九ふんと縁結び参拝（鼎泰豊ランチ付き） 2名 ¥10,500 ¥10,500 7:30 17:00

海を望む斜面にひっそりとたたずむ、小さな村九ふん。映画

「千と千尋の神隠し」や「悲情城市」の舞台になり、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風景をお楽

しみください。昼食は行列のできる人気店、鼎泰豊にて小龍

包をご賞味頂きます。午後からは台湾でもご利益が有ると有

名な「月下老人」を参拝し、その後台湾最大の洋服問屋街

の五分埔へご案内いたします。最後は民芸品店にご案内

後、解散となります。

07:30頃〜各ホテル出発(※)

混乗車にて九ふんへ（移動時間約1時間）

着後、街並み散策

観光後、混乗車にて台北市内へ

12:00頃〜鼎泰豊にて小龍包の昼食

食後、永康街散策と月下老人に縁結びの参拝へ。

その後、洋服問屋街の五分埔へご案内。

17:00頃〜民芸品店「金龍」にて解散（ホテル送迎はございませ

ん）

※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。

※月下老人での参拝料金は含まれておりません。

※OPオンリーのお客様に対し、集合場所は下記二つのホテ

ル限定となります。集合時間は固定です。

・ホテルシーザーパーク台北(台北凱撒大飯店)入口前　集

合時間：AM07:40

・グリーンワールドホテル松江(洛碁松江大飯店)ロビー　集

合時間：AM08:10

TENTO

OP2725
2018/10/1 2019/3/31 十分の天燈上げと九ふん観光（平渓ローカル線乗車体験付き） 2名 ¥7,500 ¥7,500 7:30 16:00

台北郊外の街、十分はローカル線(平渓線)の通る、古い町

並みを現代までそのまま残した

味の有る観光地です。また、この十分に有る十分瀑布は「台

湾のナイアガラ」と呼ばれる

エメラルドグリーンの瀑布で、水流により侵食された奇岩等も

ご覧頂けます。

十分では十分瀑布の他に、願い事を書いて天高く飛ばす気

球の天燈上げ、平渓線の乗車体験をする事ができます。観

光後は人気観光地の九ふんへもご案内いたします。

 07:40頃〜各ホテル出発(※)

混乗車にて十分へご案内。

09:00頃〜十分瀑布、つり橋、奇岩などを見学

また、十分にて天燈上げの体験(料金込み、天燈単色1〜4名1

個)を体験。

観光後、平渓線にて瑞芳まで。着後、混乗車にて九ふんへ。

12:00頃〜九ふんにて郷土料理のご昼食

食後、自由時間

15:00頃〜九ふんより出発台北市内へ

16:00頃台北市内着〜解散場所にて解散

【解散場所】

①マッサージ店：お店の指定はできかねます。

　・豪門世家：台北市林森北路410號地下一樓

　・溫莎堡：長安館：台北市長安東路一段16號/民生館：台

北市民生東路一段25之12號

　※当日お店の都合により変更する可能性もございますので、予め

ご了承くださいませ。

②台北駅まで送迎

③松江南京駅まで送迎

の3箇所の中から当日お選びいただきます。

※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。

※OPオンリーのお客様に対し、集合場所は下記二つのホテ

ル限定となります。集合時間は固定です。

・ホテルシーザーパーク台北(台北凱撒大飯店)入口前　集

合時間：AM07:40

・グリーンワールドホテル松江(洛碁松江大飯店)ロビー　集

合時間：AM08:10

NTKYU

OP2730
2018/10/1 2019/3/31

ナイト九ふん観光と夜市散策（軽食付き）

※到着日(初日)は参加不可

1名 ¥5,900 ¥5,900 16:45 21:30

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

ふんを満喫して下さい。

※九ふん観光後、饒河街夜市を経由（自由行動）いたし

ます。

五分埔へは行き方の案内のみとなり、立ち寄りはありません。

（希望者は途中解散可）

16:45　民芸品店「金龍藝品」集合

　※集合場所：金龍藝品（台北市長春路90号）地下１階ナ

ルワントツアーデスク

　※お客様ご自身にて集合場所までお越し下さい。

　(集合時間までにお見えにならない場合、キャンセルと見なされます

のでご注意下さい。 尚、キャンセルの際の払い戻しはございませ

ん。)

混乗車にて金龍藝品より出発

台北市内または九ふんのレストランにて軽食

18:00頃九ふん観光（観光時間約90分）町並み散策~夜景

鑑賞など。

20:00頃~九ふん出発

九ふん観光後、饒河街夜市を経由（自由行動約40分）いたし

ます。五分埔へは行き方の案内のみとなり、立ち寄りはありません。

（希望者は途中解散可）

21:30頃~解散

【解散場所】

ホテル送迎ではなく、①饒河街夜市現地解散、②台北駅まで送

迎、③MRT松江南京駅まで送迎、

の3箇所から当日お選びいただきます。

※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。

※夜の九ふん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。

※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て山頂へ移動す

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。

※3歳未満のお子様のご参加は無料ですが、車のお座

席のご用意、ツアー中のお食事はございません。

設定日

※いずれも催行日５日前より１００％の取消料が発生いたします。ご了承下さい。
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NTKDX

OP2731
2018/10/1 2019/3/31

ナイト九ふん観光と夜市散策（食事なし）

※到着日(初日)は参加不可

1名 ¥5,000 ¥5,000 16:45 21:30

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

ふんを満喫して下さい。

※九ふん観光後、饒河街夜市を経由（自由行動）いたし

ます。

五分埔へは行き方の案内のみとなり、立ち寄りはありません。

（希望者は途中解散可）

16:45　民芸品店「金龍藝品」集合

※集合場所:金龍藝品（台北市長春路90号）地下１階ナルワ

ントツアーデスク

※お客様ご自身にて集合場所までお越し下さい。 (集合時間まで

にお見えにならない場合、キャンセルとなり払い戻しはございません。)

混乗車にて金龍藝品より出発

17:40頃九ふん観光（観光時間約2時間）町並み散策。

19:40頃〜九ふん出発

九ふん観光後、饒河街夜市を経由（自由行動約40分）いたし

ます。

五分埔へは行き方の案内のみとなり、立ち寄りはありません。（希

望者は途中解散可）

【解散場所変更】

①饒河街夜市現地解散、②台北駅まで送迎、③MRT松江南京

駅まで送迎、 の3つの中から当日お選びいただきます。

※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。

※夜の九ふん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。

※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。

※3歳未満のお子様のご参加は無料ですが、車のお座席の

ご用意はございません。

NTTO2

OP2738
2018/10/1 2019/3/31

夜の十分天燈上げと夜市散策（夕食付き）

※到着日(初日)は参加不可

1名 ¥5,900 ¥5,900 16:45 21:00

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、台北の人気夜市『寧夏夜市』へ

ご案内します。

16:45　民芸品店「金龍藝品」集合

　※集合場所：金龍藝品（台北市長春路90号）地下１階ナ

ルワントツアーデスク

　※お客様ご自身にて集合場所までお越し下さい。

　(集合時間までにお見えにならない場合、キャンセルと見なされます

のでご注意下さい。尚、キャンセルの際の払い戻しはございません。)

混乗車にて金龍藝品より出発

17:30頃　台北市内のレストランで夕食

18:20頃　十分へ出発

19:30頃　十分にて天燈上げを体験※単色/1~4名で1個（天

候が悪い時は老街散策となります）

20:30頃  寧夏夜市へ移動

21:00頃  夜市到着後、現地解散（ホテルへの送迎はありませ

ん）

※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ご参加いただけません。

※3歳未満のお子様のご参加は無料となりますが、車の座席

のご用意、ツアー中のお食事等はございません。

※観光時間は目安として参考にして下さい。

※お食事内容は変更になることがございます。

※天燈上げ体験後、寧夏夜市へご案内します。夜市到着

後は現地解散となります。

※担当ガイドはオレンジ色のベストを着用しております。

【金龍藝品】について

住所:台北市長春路90号（リージェントホテル徒歩約6

分）

電話:(02)2561-0088

※集合場所は民芸品店｢金龍」の地下1階「ナルワントツ

アーデスク」前となります。

JODAA

OP2749
2018/10/1 2019/3/31 現役女子大生が作った台北街歩きプラン-Aコース 4名 ¥5,000 ¥5,000 13:30 17:00

台湾の魅力満載！豪華な半日ツアー（午後発）

ツアーの初めは縁結びで有名な『霞海城隍廟』を参拝して恋愛運

をUP！

月下老人がいる迪化街は台北最大の問屋街。乾物や布のお店が

多数あり、台湾伝統の花柄布やお菓子を安く購入することもできま

す。

その後、台湾のヘルシースイーツ『豆花』を堪能し、台湾のお茶を味

わい、マッサージで旅行の疲れを取って、体を癒しましょう。

最後は、台湾のシンボルとも言える『台北101』へご案内いたしま

す。台北の景色を一望すれば、最高の思い出になるでしょう。

※参拝費、食事料金、マッサージ料金は別途払いとなります。

13:30頃 リージェント台北（晶華酒店）出発

13:40頃 迪化街散策+月下老人に縁結びの参拝

        　「古早味豆花」にて台湾スイーツをご賞味

15:30頃 大山茶芸にてお茶セミナー

　　　　  その後、マッサージのお店へご案内

17:00頃 台北101に到着(現地解散となります)

※食事代、観光箇所での入場料、各体験料金等は別途お

支払いいただきます。

※担当ガイドはオレンジ色のベストを着用しております。

※現地の天候・交通事情等により観光順番を調整する可

能性がございます。

JODAB

OP2750
2018/10/1 2019/3/31

現役女子大生が作った台北街歩きプラン-Bコース
2 ¥4,600 ¥4,600 12:00 17:00

たっぷり台湾が楽しめる欲張りな半日ツアー！

まずは台湾グルメ代表『牛肉麺』のランチはいかがでしょうか。

続いて台北の最強パワースポットの龍山寺でお参り。

その後、手作りの物も含め、かわいい台湾製の雑貨が勢揃いのお

店へ。

有名なIce Monsterの『マンゴーかき氷』もご案内致します。

シャンプーの手作り体験をして、旅の思い出になること間違いなし！

お土産にもぴったり！

最後は台北最大の夜市、士林夜市でローカルフードや賑やかな雰

囲気をお楽しみください。

※食事料金、各体験料金は別途払いとなります。

12:00 MRT北門駅1番出口に集合

　　　建宏牛肉麺にてB級グルメをご堪能

　　　食事後、MRTで龍山寺へ

13:10 龍山寺にてご参拝(約20分）（龍山寺駅徒歩1分）

　　　MRTで中山駅へ

13:50 台湾好,店 / モーグーブーディ(約30分) （中山駅徒歩2

分）

　　　MRTで国父紀念館駅へ

14:45 Ice Monster(忠孝店)に到着 カキ氷ご賞味

15:30 Mr.Hairにてシャンプーの手作り体験(約1時間)

　　　MRTで劍潭駅へ

17:00 士林夜市散策・現地解散（劍潭駅徒歩2分）

※交通費、食事代、観光箇所での入場料等は別途お支払

いいただきます。

※「台湾好,店」の定休日が月曜日のため、月曜日は不催

行となります。

※年末年始、台湾旧正月期間は不催行となります。

※担当ガイドはオレンジ色のベストを着用しております。

※現地の天候・交通事情等により観光順番を調整する可

能性がございます。

※全行程はMRT、徒歩にて移動となります。

※お客様の安全管理上、ガイド1名につき8名様までご案内

いたします。 ご参加の可否はお客様ご自身の判断にておま

かせしておりますが、体力に自信のない方、ツアー行程につい

て行く自信のない方、別途タクシーの手配が必要な方等は、

ご参加を再度ご検討いただきますようお願い致します。

DNFNY

OP2703
2018/10/1 2019/3/31

鼎泰豊の夕食と士林夜市

※到着日(初日)は参加不可

1 ¥4,600 ¥4,600 16:30 21:00

あの有名な「鼎泰豊」での小籠包でのご夕食。鼎泰豊の

様々なメニューを少しずつ食べれるよう、特別セットメニューと

なっております。また、夕食後は台湾最大のナイトマーケット士

林へご案内致します。

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。

※鼎泰豊は臨時休業になる可能性がございます。その場

合、他の店へのご案内となります。

16:30　民芸品店「金龍藝品」集合 　混乗車にて金龍藝品より

出発

※集合場所:金龍藝品（台北市長春路90号）地下１階ナルワ

ントツアーデスク

※お問合せ先:02-2568-2288

※お客様ご自身にて集合場所までお越し下さい。

(集合時間までにお見えにならない場合、キャンセルとなり、代金の

払い戻しはございません。)

17:30頃〜鼎泰豊到着、コース料理をご賞味頂きます。

19:00頃〜士林夜市へ移動（※約40分間夜市を散策）

20:00頃〜混乗車にてお客様ホテルへお送り。

※士林での現地解散も可能です。

※桃園空港到着13:15以降(松山空港到着13:30以降)

ご到着のお客様は受付不可。フライト時間をご確認の上、お

申込み下さい。

※台風や地震などの天災時、政府から台風休暇が発令さ

れ、鼎泰豊は臨時休業になる可能性がございます。その場

合、他の店へのご案内となります。また、台風の状況により催

行中止の場合もあります。その場合、返金はできかねます。ご

了承ください。

設定日
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歳)料金

開始時間

(目安)

終了時間

(目安)
コース紹介 スケジュール 注意事項

JIMOG

OP2918
2018/10/1 2019/3/31

牛肉麺、Ｂ級グルメの夕食(地元娘)

※到着日(初日)は参加不可

2 ¥8,000 ¥8,000 17:00 20:00

台湾で最も有名な麺である、牛肉麺をご賞味して頂きます。

お一人様、牛肉麺とおかず1品が付いており、食後は食料品

の問屋街・迪化街と寧夏夜市へご案内致します。（パールミ

ルクティ付き）

17:00頃〜各ホテル出発

ローカルレストランにて牛肉麺などのＢ級グルメをお楽しみください。

食後、迪化街と寧夏夜市散策（パールミルクティをご賞味頂きま

す）

20:00頃〜ホテル帰着

※希望者は現地解散も可能です。

※桃園空港に13:15以降（松山空港の場合は13:30以

降）ご到着のお客様は受付不可。フライト時間をご確認の

上、お申込ください。

OKYSS

OP2829
2018/10/1 2019/3/31 台湾式朝ごはん&活気溢れる朝市体験 2 ¥6,700 ¥6,700 7:20 10:20

台湾式朝ごはんの定番といえば「ダンビン」！クレープみたいな

生地に卵とチーズやハムなどの具を包んだものですが

今回ご案内するお店「軟食力」のダンビンは外の皮はサクサ

ク、中は柔らかで食べやすく地元の方にも大人気！

店内はおしゃれでゆっくりできる雰囲気なので、地元の方だけ

ではなく、女子旅や一人旅にも大人気です。

食後は台湾を代表するパワースポット「龍山寺」と台湾の伝

統市場を見学します。

07:20頃  台北シーザーパークホテル入り口前で集合場所

07:40頃  台湾式朝ご飯（ダンビン）をご賞味

08:50頃  龍山寺見学

09:40頃  伝統市場「南門市場」を見学

     　　※南門市場は毎週月曜日、台湾祝祭日は休みになり、そ

の場合は雙連市場へご案内。

10:20頃  MRT中正紀念堂駅で解散となります。

     　　※雙連市場へ案内する場合はMRT雙連駅での解散となり

ます。

※幼児のお子様は料金は無料ですが、お席とお食事はつき

ません。

※食事ラッシュの時にお待ちいただく可能性があります。

※お店の定休日が毎週月曜日と毎月最終火曜日となるた

め、ツアー不催行になります。

NTNPM

OP2742
2018/10/1 2019/3/31 故宮博物院ナイトミュージアムツアー(金土限定・鉄板焼き夕食付き) 2 ¥13,800 ¥13,800 17:10 21:00

美味しいものを食べて、故宮博物院の秘宝をゆっくり鑑賞したい方

にお薦めの金・土日限定ナイトツアーです！

夕食は新しい台湾スタイルの鉄板焼き清粥小菜名店「周照子」で

特製セットメニューをご用意します。

栄養満点のサツマイモ粥はもちろん、シェフが鉄板で調理するアツア

ツ料理はどれも絶品です！

その後、故宮博物院にご案内します。見学時間はたっぷり90分、

普段とは違った雰囲気のミュージアムで静かで落ち着いた大人の時

間をご満喫ください。

17:10   コスモスホテル（天成飯店）入口前で集合

17:30   「周照子」にて夕食

18:30   混乗車にて故宮博物院へ

19:00   故宮博物院見学(約90分)

20:30   混乗車にて台北駅へ

21:00頃 台北駅にて現地解散

※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、キャンセル扱いとなりま

す。ご返金はございませんのでご了承ください。

※幼児のお子様は、料金は無料ですが、お席とお食事はつ

きません。

※夕食レストランはカウンター席、テーブル席がありますが、事

前に指定できません。

※故宮博物院はサンダル履きの場合は入場できませんので、

ご注意ください。

※展示場内では写真と動画の撮影ができますが、カメラや携

帯電話のフラッシュ、撮影用照明機材、三脚、自撮り棒など

の使用は禁じられています。撮影禁止の展示品には個別に

注意書きがありますのでご注意ください。

KYFNE

OP2734
2018/10/1 2019/3/31 九ふん十分満喫と縁結び幸せいっぱいツアー（鼎泰豊ランチ付き） 2 ¥16,300 ¥16,300 7:40 15:20

台湾に来たら絶対行ってみたい観光スポット九ふん、十分と

霞海城隍廟を網羅したツアーです。午前中は有名なアニメ映

画のモデルになったともいわれる「九ふん」でのんびり散策した

後、歴史のある町「十分」で天燈上げを体験します。ランチは

超人気店「鼎泰豊」にて小籠包をご賞味いただいた後、マン

ゴーかき氷と雑貨が有名な永康街を散歩しましょう。午後は

縁結びのパワースポット「霞海城隍廟」で月下老人にご参

拝、最高の幸せをゲットしましょう。

07:40 シーザーパーク台北ホテル入口前集合、混乗車にて九ふん

へ（移動時間約1時間）

08:40頃 九ふん着、街並み散策

10:00頃 九ふんから出発

10:40頃 十分着、十分老街散策&天燈上げ体験

11:40頃 十分から出発

12:40頃 鼎泰豊にて昼食

14:00頃 永康街散策

14:40頃 永康街から出発

15:00頃 霞海城隍廟着(月下老人で縁結びの参拝)

15:20頃 霞海城隍廟案内後、迪化街にて現地解散

※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。

※月下老人での参拝料金は含まれておりません。

※台風や地震などの天災時、政府から台風休暇が発令さ

れ、鼎泰豊は臨時休業になる可能性がございます。その場

合、他の店へのご案内となります。また、台風の状況による催

行中止、返金はできかねますのでご了承ください。

NTFEN

OP2735
2018/10/1 2019/3/31

夜の九ふん散策と十分天燈上げ体験

※到着日(初日）は参加不可

2 ¥9,200 ¥9,200 16:45 21:30

台湾に来たら一度訪れてみたい夜の九ふんと十分を効率よく

回れるバスツアーです。

レトロな雰囲気が漂う九ふんで食べ歩きをしながら散策した

後、十分で台湾の伝統文化「天燈上げ」を体験しましょう。

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。

16：45　　金龍集合、混乗車にて九ふんへ

17：55　　九ふん着、75分自由散策（各自食事）

19：10  　混乗車にて十分へ

20：00  　十分にて天燈上げ体験（約40分）

20：40　　混乗車にて台北市内へ

21：30頃　台北市内到着した後、①士林夜市②マッサージ店③

台北駅まで送迎、 3箇所の解散場所の中から当日お選び頂きま

す。

※桃園空港に13:15以降（松山空港の場合は13:30以

降）ご到着のお客様は受付不可です。

※九ふんは雨の日が多く、急な階段が多いので歩きやすい靴

でお越しください。

※3歳未満のお子様のご参加が無料となりますが、車のお座

席のご用意はございません。

※土曜、日曜、台湾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 移動致し

ます。

※担当ガイドはオレンジ色のベストを着用しております。

【参加をご検討中のお客様へ 】

九ふんは山の中腹にある観光地のため、坂や急な階段の昇

り降りが多くございますため、体力に自信のない方、ツアー行

程について行く自信のない方、別途タクシーの手配が必要な

方は、ご参加を再度ご検討いただきますようお願い致します。

※担当ガイドはお客様のお手伝いが出来ません。

※該当日が土曜日曜、日本、台湾の祝日に係る場合、キャンセルチャージの発生は前日に繰り上げとなります。 0.95

※天災地変・戦乱・暴動等・災害（台風等の天候災害も含む）により、ツアーの催行を見合わせる又は代案をご案内する場合がございます。その場合、原則として返金は致しません。

※現地の交通事情等により行程の順番が変わる可能性がありますので、予めご了承ください。

設定日


