
◆　開催期間 ２００７年６月２５日（月）～６月２８日（木）
◆　開催地 台湾・台北市（インターナショナル・コンベンションセンター）

○パスポートの申請代行致します。（手続き代行料は別途申し受けます）
○会議登録・支払いを代行致します。
○会場隣接のグランド・ハイアットを中心にいくつかのホテルをご用意しました。
○空港～ホテル間の送迎バスをご用意しました。
○会場までのシャトルバスを運行します。
○日本から添乗員が同行し、現地でのお手伝いを致します。
○日本までの資料送付（宅急便）代行を致します。
○現地にて当座に必要な両替を用意しております。
○オプショナルツアーを用意しております。

（The 4th Civil Engineering Conference in the Asian Region - 4th CECAR）

「持続可能なアジアのために」

土木学会　ご旅行のご案内

ご旅行募集日程

①：３泊４日コース：６月２５日（月）～６月２８日（木）
②：４泊５日コース：６月２４日（日）～６月２８日（木）
③：４泊５日コース：６月２５日（月）～６月２９日（金）
④：５泊６日コース：６月２４日（日）～６月２９日（金）

札幌・東京・名古屋・大阪・福岡　出発



URL: http://www.elitepco.com.tw/4cecar/index-3E.html
6月28日（木）

コース１：台北101見学とMRT新店線現場視察 お一人様US$50

世界一の高層ビル（台北101）を訪れ、MRT新店線建設現場を視察します。

コース２：雪山トンネル現場視察と東山河見学 お一人様US$85

東南アジアで一番長いトンネル、世界で５番目に長いトンネル（雪山トンネル）を視察します。

コース３：台湾新幹線で行く台湾中部観光 お一人様US$110

１月５日に営業開始した台湾新幹線に乗車体験後、921地震博物館を訪れます。

コース４：台湾新幹線で行く台湾南部観光 お一人様US$130

１月５日に営業開始した台湾新幹線に乗車体験後、愛河を視察します。

コース１：北部海岸半日観光 ホテル発 8：00～9：00(約4時間)　お一人様US$30
台北北部最大の港町・基隆にて港を眺める中正公園を観光後、波の浸食で出来上がった奇石が並ぶ野柳海岸を観光

コース２：九�半日観光 ホテル発 8：00～9：00、13：00～13：30
映画の舞台になった金鉱の街・九�にて金瓜石を観光後、南雅奇石を見学 (約4時間)　お一人様US$35

コース３：三峡・鶯歌半日観光 ホテル発 13：00～14：00(約4時間)　お一人様US$35
芸術の街・三峡にて清水祖師廟、三峡老街を観光後、台湾最大の陶器の街・鶯歌にて陶芸博物館、陶芸老街を観光

コース１：東部海岸＆タロコ峡谷 ホテル発 6：00～7：00(2日間)　お一人様US$240
１日目：タロコ峡谷見学、アミ族の踊り鑑賞　２日目：東部海岸見学 一人参加追加代金：NT$1,000
※航空機の乗るためパスポートが必要となります。
※食事は含まれておりません

コース２：日月潭観光 ホテル発 8：00～9：00(2日間)　お一人様US$240
１日目：日月潭見学　２日目：台中市内見学 一人参加追加代金：NT$1,000
※食事は含まれておりません

６月２７日（水）

一日参加者 US$200
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※CECARツアー申込みと会議登録申込みはそれぞれ別々
の申込手続きとなっております。会議登録の代行を希望の
方はユナイテッドツアーズにて承っております。

同伴者 US$100

 ☆パーティ及び食事会

ウェルカムレセプション 6月25日（月） 17：30～ 無料

ガラディナー 6月27日（水） 18：40～ US$50

一般参加者 US$300 US$350

学生 US$150

６月２８日（木） 終　日  テクニカルビジット

 ☆会議登録

登録費用
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※下記スケジュールは3月20日現在となります。最新のスケジュールはホームページ上でご確認願います。
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4th CECARでは４つのテクニカルビジットをご用意しております。各コース６月２８日（木）催行となります。

4th CECARでは３つのオプショナルツアーをご用意しております。各コース６月２６日（火）～２８日（木）催行となります。

4th CECARでは２つのポストコンフェランスツアーをご用意しております。各コース６月２８日（木）、６月２９日（金）催行となります。

※27日昼食時に学生エッセイ発表
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学　会　ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル　予　定（4th CECARご案内のとおりとなります）

テ　ク　ニ　カ　ル　ビ　ジ　ッ　ト　の　ご　案　内（4th CECAR主催となり 英語ガイドとなります）

オ　プ　シ　ョ　ナ　ル　ツ　ア　ー　の　ご　案　内（4th CECAR主催となり 英語ガイドとなります）

ポ　ス　ト　コ　ン　フ　ェ　ラ　ン　ス　ツ　ア　ー　の　ご　案　内（4th CECAR主催となり 英語ガイドとなります）



◇募集人数（航空座席、ルーム数に限りがありますので先着順とさせて頂きます）
札幌（新千歳）発：３０名様　東京（成田）発：１００名様　名古屋（中部）発：５０名様　大阪（関西）発：５０名様　福岡発：３０名様

◇お申込締切日
５月２５日（金）まで

◎６月２４日出発 ◎６月２５日出発

※上記日程では原則ショッピングには立ち寄りません。
※各発地１名様以上で催行します。
※桃園空港～各ホテル間の送迎について各地発のお客様

※上記日程では原則ショッピングには立ち寄りません。 と混乗になる事があります。
※各発地１名様以上で催行します。
※桃園空港～各ホテル間の送迎について各地発のお客様
と混乗になる事があります。

CI 往路 １３１便※1 復路

BR 往路 １１５便 復路

２０１便

２０３便

２０５便

２０９便

２１０３便

２１０９便

１０７便

０１７便※1

１０１便

１０５便※2

EG 往路 ２８３便 復路

EL 往路 ２１１１便 復路

CI 往路 １５１便 復路

２１１便

２１７便

CX 往路 ５６５便 復路

CI 往路 １５７便 復路

CX 往路 ５１１便 復路

CI 往路 １１１便 復路

※1：月曜のみ運行がありません ※3：金曜のみ運行
※2：木・日曜のみ運行 ※4：木・日曜のみ便名が１０４便に変わります

□利用予定航空会社
EG：日本アジア航空、EL：エアーニッポン、CI：チャイナエアライン、CX：キャセイパシフィック航空、BR：エバー航空

※上記スケジュールは1月26日現在のスケジュールです。
※航空会社の都合により発着時刻が変更となる場合がございます。

１１０便 １６：４５⇒１９：５０
福岡空港

１０：１０⇒１１：４０

１０：５０⇒１２：１０ ５１０便 １７：３５⇒２０：４５

５６４便 １６：０５⇒１９：４０

１３：２５⇒１５：１０ ２１２便 １６：３０⇒２０：０５
復路

２１１２便 １３：５５⇒１７：３０

２１８便 ０８：３０⇒１２：０５

２８４便 １７：２０⇒２１：００

１３：２５⇒１５：３５ １５６便 ０８：５５⇒１２：１５

１０：００⇒１１：５５

１０：００⇒１２：２０ １５０便 １６：２５⇒１９：５５

１０：２０⇒１３：０５中部空港

関西空港

１０：００⇒１１：４５
EG 往路

１１：１５⇒１３：１０

０１８便※4

１０６便

成田空港

利用予定便フライトスケジュール

１４：２０⇒１８：１５

１６：４５⇒２０：４０

１４：５５⇒１９：０５

０８：３０⇒１２：２５

０９：２５⇒１３：２０

０９：４０⇒１２：３０

各地（札幌・東京・名古屋・大阪・福岡）発　≫≫≫　台北（桃園）着

到着後、専用車にて各ホテルへ

会員登録及びウェルカムレセプション

台北泊

１１：０５⇒１３：３５

開会式及び各種セッション

台北泊

１３：００⇒１７：１０

１０：００⇒１４：１５

１２：５５⇒１７：１０

１３：３５⇒１７：５０

１５：００⇒１９：１５

２０２便

EL

CI 往路

往路 復路

復路

１０：００⇒１２：３０

１３：５０⇒１６：２０

１４：２０⇒１７：１５

１６：３０⇒１９：３０

１９：３５⇒２２：４０

１６：３０⇒１９：００

１９：３０⇒２２：００

０９：２０⇒１１：５０

⑤
6/28
（木）

⑥
6/29
（金）

予定スケジュール

各種セッション及び閉会式

台北泊

テクニカルビジット

台北泊

各ホテルより専用車にて空港へ

台北（桃園）発　≫≫≫　各地（札幌・東京・名古屋・大阪・福岡）着

お疲れ様でした

各種セッション及び閉会式

④
6/28
（木）

⑤
6/29
（金）台北泊

予定スケジュール

各地（札幌・東京・名古屋・大阪・福岡）発　≫≫≫　台北（桃園）着

到着後、専用車にて各ホテルへ

台北泊

④
6/27
（水）

④
6/27
（水）

ACECC理事会及び学協会会長会議

会員登録及びウェルカムレセプション

台北泊

開会式及び各種セッション

台北泊

③
6/26
（火）

③
6/26
（火）

台北泊

⑤
6/28
（木）

日程

②
6/25
（月）

②
6/25
（月）

①
6/24
（日）

①
6/24
（日）

①
6/25
（月）

日程

①
6/25
（月）

テクニカルビジット

②
6/26
（火）

②
6/26
（火）

③
6/27
（水）

③
6/27
（水）

④
6/28
（木）

各ホテルより専用車にて空港へ

台北（桃園）発　≫≫≫　各地（札幌・東京・名古屋・大阪・福岡）着

お疲れ様でした

２００便

復路EG 往路
２０４便

１００便

２０６便

２１０４便

２１１０便

１０８便※3

新千歳空港
１５：００⇒１８：２５ １３０便※1 ０９：１５⇒１４：００

１５：３５⇒１９：１０ １１６便 ０９：３０⇒１４：０５



華泰王子大飯店（グロリアプリンス） 山水閣大飯店（サンスイカク）
華国大飯店（インペリアル） 北城大飯店（シティ）

美麗信花園酒店（ミラマーガーデン） 第一大飯店（ファースト）
福華大飯店（ハワードプラザ） 豪景大酒店（リバービュー）

○デラックスクラス ○スタンダードクラス
凱撒大飯店（シーザーパーク） 麒麟大飯店（キリン）

 ◆レストラン：コンチネンタル、日本料理、中華料理、イタリア料理

 ◆客室設備：バスタブ、セーフティボックス、ミニバー、スリッパ

 ◆総客室数：４２０部屋

 ◆日本人向けサービス：日本語スタッフ、インフォメーション、新聞、テレビ

○台北晶華酒店(グランド・フォルモサ・リージェント・タイペイ)

○台北喜來登大飯店(シェラトン・タイペイ・ホテル) ○台北遠東國際大飯店(ファー・イースタン・プラザ・ホテル・タイペイ)

 ◆ホテル施設：プール、サウナ、ビジネスセンター

 ◆客室設備：バスタブ、セーフティボックス、ミニバー

 ◆総客室数：６８５部屋

 ◆日本人向けサービス：日本語スタッフ、インフォメーション、新聞

○台北君悦大飯店(グランド・ハイアット・タイペイ)

 ◆ホテル施設：プール、サウナ、ビジネスセンター

 ◆レストラン：コンチネンタル、日本料理、中華料理、イタリア料理

 ◆客室設備：バスタブ、セーフティボックス、ミニバー、スリッパ

 ◆総客室数：８５６部屋

 ◆日本人向けサービス：日本語スタッフ、インフォメーション、新聞、テレビ

 ◆ホテル施設：プール、サウナ、ビジネスセンター

 ◆レストラン：コンチネンタル、日本料理、中華料理、イタリア料理、フランス料理

　ビジネス、ショッピング、エンターテイン
メントで有名な台北の新都心地区の中心
にあるインターナショナル・コンベンション
センターに隣接し、ビジネスでのご旅行
のお客様には便利さを、観光でお越しの
お客様には台北を代表するエンターテイ
ンメントとショッピングの地区へのスムー
ズなアクセスをご提供します。

　台北のビジネス・ショッピングエリアの
中心に位置し、交通の便も抜群。ビジネ
ス、観光、ショッピングと何をするにも大
変便利なロケーション。538のモダンで快
適な客室は、窓ガラスがいずれも天井か
ら床まで大きく、採光も抜群です。ADSL、
無線LANも完備。

 ◆ホテル施設：プール、サウナ、ビジネスセンター

 ◆レストラン：コンチネンタル、中華料理、イタリア料理

 ◆客室設備：バスタブ、セーフティボックス、ミニバー

 ◆総客室数：５３８部屋

 ◆日本人向けサービス：日本語スタッフ、インフォメーション、新聞、テレビ

　地下鉄善導寺駅のほぼ真上に位置す
るデラックスホテル。新デザインによる内
装を施した各種客室、スイートルーム全
688室及び和・洋・中レストランがあり、お
客様に様々なスタイルの宿泊やお食事を
ご提供いたします。

　台北のオフィス街と歓楽街に建ち、5つ
星の優雅な客室を有するホテルで、華や
かな都市の景観をお楽しみいただけま
す。台北で最も大きなショッピング セン
ター「ザ・モール」に隣接し、また、台北
ワールド コンベンション エキシビション
センターとはわずか10分の距離です。

利　　用　　予　　定　　ホ　　テ　　ル



● 旅行代金（2名様1室利用の場合のお一人様代金）

① ３泊４日コース：６月２５日（月）～６月２８日（木）

出発地 航空会社 出発時間帯 君悦大飯店 晶華酒店 遠東國際大飯店 喜來登大飯店 デラックスクラス スタンダードクラス ※空港税等 ビジネスクラス追加代金

チャイナエアライン 午後便 ¥111,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥105,000 ¥98,000 ¥90,000 ¥11,900 ¥80,000

エバー航空 午後便 ¥109,000 ¥109,000 ¥109,000 ¥103,000 ¥96,000 ¥88,000 ¥7,100 ¥60,000

午前便 ¥102,000 ¥102,000 ¥102,000 ¥96,000 ¥89,000 ¥81,000 ¥13,940 ¥150,000

午後便 ¥96,000 ¥96,000 ¥96,000 ¥90,000 ¥83,000 ¥75,000 ¥13,940 ¥155,000

夕刻便 ¥94,000 ¥94,000 ¥94,000 ¥88,000 ¥81,000 ¥73,000 ¥13,940 ¥155,000

エアーニッポン 午前便 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥94,000 ¥87,000 ¥79,000 ¥13,940 ¥120,000

午前便 ¥102,000 ¥102,000 ¥102,000 ¥96,000 ¥89,000 ¥81,000 ¥13,940 ¥45,000

午後便 ¥96,000 ¥96,000 ¥96,000 ¥90,000 ¥83,000 ¥75,000 ¥13,940 ¥45,000

夕刻便 ¥96,000 ¥96,000 ¥96,000 ¥90,000 ¥83,000 ¥75,000 ¥13,940 ¥45,000

日本アジア航空 午前便 ¥107,000 ¥107,000 ¥107,000 ¥101,000 ¥94,000 ¥86,000 ¥14,400 ¥140,000

エアーニッポン 午前便 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥94,000 ¥87,000 ¥79,000 ¥14,400

チャイナエアライン 午前便 ¥99,000 ¥99,000 ¥99,000 ¥93,000 ¥86,000 ¥78,000 ¥13,700 ¥120,000

午前便 ¥112,000 ¥112,000 ¥112,000 ¥106,000 ¥99,000 ¥91,000 ¥14,550 ¥120,000

午後便 ¥112,000 ¥112,000 ¥112,000 ¥106,000 ¥99,000 ¥91,000 ¥14,550 ¥120,000

キャセイパシフィック航空 午前便 ¥112,000 ¥112,000 ¥112,000 ¥106,000 ¥99,000 ¥91,000 ¥7,250 ¥60,000

チャイナエアライン 午後便 ¥95,000 ¥95,000 ¥95,000 ¥89,000 ¥82,000 ¥74,000 ¥13,850 ¥40,000

キャセイパシフィック航空 午前便 ¥104,000 ¥104,000 ¥104,000 ¥98,000 ¥91,000 ¥83,000 ¥5,545 ¥80,000

チャイナエアライン 午前便 ¥102,000 ¥102,000 ¥102,000 ¥96,000 ¥89,000 ¥81,000 ¥8,545 ¥70,000

¥39,000 ¥39,000 ¥39,000 ¥33,000 ¥27,000 ¥18,000

¥13,000 ¥13,000 ¥13,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥6,000

② ４泊５日コース：６月２４日（日）～６月２８日（木）

出発地 航空会社 出発時間帯 君悦大飯店 晶華酒店 遠東國際大飯店 喜來登大飯店 デラックスクラス スタンダードクラス ※空港税等 ビジネスクラス追加代金

チャイナエアライン 午後便 ¥124,000 ¥124,000 ¥124,000 ¥116,000 ¥107,000 ¥96,000 ¥11,900 ¥80,000

エバー航空 午後便 ¥122,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥114,000 ¥105,000 ¥94,000 ¥7,100 ¥60,000

午前便 ¥115,000 ¥115,000 ¥115,000 ¥107,000 ¥98,000 ¥87,000 ¥13,940 ¥150,000

午後便 ¥109,000 ¥109,000 ¥109,000 ¥101,000 ¥92,000 ¥81,000 ¥13,940 ¥155,000

夕刻便 ¥107,000 ¥107,000 ¥107,000 ¥99,000 ¥90,000 ¥79,000 ¥13,940 ¥155,000

エアーニッポン 午前便 ¥113,000 ¥113,000 ¥113,000 ¥105,000 ¥96,000 ¥85,000 ¥13,940 ¥120,000

午前便 ¥115,000 ¥115,000 ¥115,000 ¥107,000 ¥98,000 ¥87,000 ¥13,940 ¥45,000

午後便 ¥109,000 ¥109,000 ¥109,000 ¥101,000 ¥92,000 ¥81,000 ¥13,940 ¥45,000

夕刻便 ¥109,000 ¥109,000 ¥109,000 ¥101,000 ¥92,000 ¥81,000 ¥13,940 ¥45,000

日本アジア航空 午前便 ¥120,000 ¥120,000 ¥120,000 ¥112,000 ¥103,000 ¥92,000 ¥14,400 ¥140,000

エアーニッポン 午前便 ¥113,000 ¥113,000 ¥113,000 ¥105,000 ¥96,000 ¥85,000 ¥14,400

チャイナエアライン 午前便 ¥112,000 ¥112,000 ¥112,000 ¥104,000 ¥95,000 ¥84,000 ¥13,700 ¥120,000

午前便 ¥125,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥117,000 ¥108,000 ¥97,000 ¥14,550 ¥120,000

午後便 ¥125,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥117,000 ¥108,000 ¥97,000 ¥14,550 ¥120,000

キャセイパシフィック航空 午前便 ¥125,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥117,000 ¥108,000 ¥97,000 ¥7,250 ¥60,000

チャイナエアライン 午後便 ¥108,000 ¥108,000 ¥108,000 ¥100,000 ¥91,000 ¥80,000 ¥13,850 ¥40,000

キャセイパシフィック航空 午前便 ¥117,000 ¥117,000 ¥117,000 ¥109,000 ¥100,000 ¥89,000 ¥5,545 ¥80,000

チャイナエアライン 午前便 ¥115,000 ¥115,000 ¥115,000 ¥107,000 ¥98,000 ¥87,000 ¥8,545 ¥70,000

¥52,000 ¥52,000 ¥52,000 ¥44,000 ¥36,000 ¥24,000

¥13,000 ¥13,000 ¥13,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥6,000

一人部屋追加代金（3泊）

一人部屋追加代金（4泊）

関　西

日本アジア航空

福　岡

中　部

※空港税等（空港税、燃油特別付加運賃）は1月26日現在の徴収額となります。為替、燃油特別付加運賃の変動に伴い、増減させて頂きます。

中　部

関　西

日本アジア航空

福　岡

成　田

日本アジア航空

チャイナエアライン

※空港税等（空港税、燃油特別付加運賃）は1月26日現在の徴収額となります。為替、燃油特別付加運賃の変動に伴い、増減させて頂きます。

新千歳

新千歳

延泊代金（2名1室利用時）

延泊代金（2名1室利用時）

日本アジア航空

チャイナエアライン

成　田



● 旅行代金（2名様1室利用の場合のお一人様代金）

③ ４泊５日コース：６月２５日（月）～６月２９日（金）

出発地 航空会社 出発時間帯 君悦大飯店 晶華酒店 遠東國際大飯店 喜來登大飯店 デラックスクラス スタンダードクラス ※空港税等 ビジネスクラス追加代金

チャイナエアライン 午後便 ¥124,000 ¥124,000 ¥124,000 ¥116,000 ¥107,000 ¥96,000 ¥11,900 ¥80,000

エバー航空 午後便 ¥122,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥114,000 ¥105,000 ¥94,000 ¥7,100 ¥60,000

午前便 ¥115,000 ¥115,000 ¥115,000 ¥107,000 ¥98,000 ¥87,000 ¥13,940 ¥150,000

午後便 ¥109,000 ¥109,000 ¥109,000 ¥101,000 ¥92,000 ¥81,000 ¥13,940 ¥155,000

夕刻便 ¥107,000 ¥107,000 ¥107,000 ¥99,000 ¥90,000 ¥79,000 ¥13,940 ¥155,000

エアーニッポン 午前便 ¥113,000 ¥113,000 ¥113,000 ¥105,000 ¥96,000 ¥85,000 ¥13,940 ¥120,000

午前便 ¥115,000 ¥115,000 ¥115,000 ¥107,000 ¥98,000 ¥87,000 ¥13,940 ¥45,000

午後便 ¥109,000 ¥109,000 ¥109,000 ¥101,000 ¥92,000 ¥81,000 ¥13,940 ¥45,000

夕刻便 ¥109,000 ¥109,000 ¥109,000 ¥101,000 ¥92,000 ¥81,000 ¥13,940 ¥45,000

日本アジア航空 午前便 ¥120,000 ¥120,000 ¥120,000 ¥112,000 ¥103,000 ¥92,000 ¥14,400 ¥140,000

エアーニッポン 午前便 ¥113,000 ¥113,000 ¥113,000 ¥105,000 ¥96,000 ¥85,000 ¥14,400

チャイナエアライン 午前便 ¥112,000 ¥112,000 ¥112,000 ¥104,000 ¥95,000 ¥84,000 ¥13,700 ¥120,000

午前便 ¥125,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥117,000 ¥108,000 ¥97,000 ¥14,550 ¥120,000

午後便 ¥125,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥117,000 ¥108,000 ¥97,000 ¥14,550 ¥120,000

キャセイパシフィック航空 午前便 ¥125,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥117,000 ¥108,000 ¥97,000 ¥7,250 ¥60,000

チャイナエアライン 午後便 ¥108,000 ¥108,000 ¥108,000 ¥100,000 ¥91,000 ¥80,000 ¥13,850 ¥40,000

キャセイパシフィック航空 午前便 ¥117,000 ¥117,000 ¥117,000 ¥109,000 ¥100,000 ¥89,000 ¥5,545 ¥80,000

チャイナエアライン 午前便 ¥115,000 ¥115,000 ¥115,000 ¥107,000 ¥98,000 ¥87,000 ¥8,545 ¥70,000

¥52,000 ¥52,000 ¥52,000 ¥44,000 ¥36,000 ¥24,000

¥13,000 ¥13,000 ¥13,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥6,000

④ ５泊６日コース：６月２４日（日）～６月２９日（金）

出発地 航空会社 出発時間帯 君悦大飯店 晶華酒店 遠東國際大飯店 喜來登大飯店 デラックスクラス スタンダードクラス ※空港税等 ビジネスクラス追加代金

チャイナエアライン 午後便 ¥137,000 ¥137,000 ¥137,000 ¥127,000 ¥116,000 ¥102,000 ¥11,900 ¥80,000

エバー航空 午後便 ¥135,000 ¥135,000 ¥135,000 ¥125,000 ¥114,000 ¥100,000 ¥7,100 ¥60,000

午前便 ¥128,000 ¥128,000 ¥128,000 ¥118,000 ¥107,000 ¥93,000 ¥13,940 ¥150,000

午後便 ¥122,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥112,000 ¥101,000 ¥87,000 ¥13,940 ¥155,000

夕刻便 ¥120,000 ¥120,000 ¥120,000 ¥110,000 ¥99,000 ¥85,000 ¥13,940 ¥155,000

エアーニッポン 午前便 ¥126,000 ¥126,000 ¥126,000 ¥116,000 ¥105,000 ¥91,000 ¥13,940 ¥120,000

午前便 ¥128,000 ¥128,000 ¥128,000 ¥118,000 ¥107,000 ¥93,000 ¥13,940 ¥45,000

午後便 ¥122,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥112,000 ¥101,000 ¥87,000 ¥13,940 ¥45,000

夕刻便 ¥122,000 ¥122,000 ¥122,000 ¥112,000 ¥101,000 ¥87,000 ¥13,940 ¥45,000

日本アジア航空 午前便 ¥133,000 ¥133,000 ¥133,000 ¥123,000 ¥112,000 ¥98,000 ¥14,400 ¥140,000

エアーニッポン 午前便 ¥126,000 ¥126,000 ¥126,000 ¥116,000 ¥105,000 ¥91,000 ¥14,400

チャイナエアライン 午前便 ¥125,000 ¥125,000 ¥125,000 ¥115,000 ¥104,000 ¥90,000 ¥13,700 ¥120,000

午前便 ¥138,000 ¥138,000 ¥138,000 ¥128,000 ¥117,000 ¥103,000 ¥14,550 ¥120,000

午後便 ¥138,000 ¥138,000 ¥138,000 ¥128,000 ¥117,000 ¥103,000 ¥14,550 ¥120,000

キャセイパシフィック航空 午前便 ¥138,000 ¥138,000 ¥138,000 ¥128,000 ¥117,000 ¥103,000 ¥7,250 ¥60,000

チャイナエアライン 午後便 ¥121,000 ¥121,000 ¥121,000 ¥111,000 ¥100,000 ¥86,000 ¥13,850 ¥40,000

キャセイパシフィック航空 午前便 ¥130,000 ¥130,000 ¥130,000 ¥120,000 ¥109,000 ¥95,000 ¥5,545 ¥80,000

チャイナエアライン 午前便 ¥128,000 ¥128,000 ¥128,000 ¥118,000 ¥107,000 ¥93,000 ¥8,545 ¥70,000

¥65,000 ¥65,000 ¥65,000 ¥55,000 ¥45,000 ¥30,000

¥13,000 ¥13,000 ¥13,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥6,000

※空港税等（空港税、燃油特別付加運賃）は1月26日現在の徴収額となります。為替、燃油特別付加運賃の変動に伴い、増減させて頂きます。

関　西

日本アジア航空

福　岡

延泊代金（2名1室利用時）

一人部屋追加代金（5泊）

中　部

中　部

関　西

一人部屋追加代金（4泊）

成　田

日本アジア航空

チャイナエアライン

日本アジア航空

福　岡

※空港税等（空港税、燃油特別付加運賃）は1月26日現在の徴収額となります。為替、燃油特別付加運賃の変動に伴い、増減させて頂きます。

チャイナエアライン

成　田

日本アジア航空

新千歳

新千歳

延泊代金（2名1室利用時）



◆大人・子供：4,000円 ◆大人・子供：5,000円
◆出発時間：午前 ◆出発時間：午前又は午後
◆所要時間：約6時間 ◆所要時間：約4時間
◆最少催行人員：2名 ◆最少催行人員：2名
◆昼食付（飲み物を除く） ◆昼食付（飲み物を除く）
＊レストラン「鼎泰豊」（飲茶） (ｲﾒｰｼﾞ)

◆大人・子供：11,000円
◆出発時間：午前 ◆大人・子供：14,000円
◆所要時間：約9時間 ◆出発時間：午前
◆最少催行人員：2名 ◆所要時間：約7時間
◆昼食付（飲み物を除く） ◆最少催行人員：2名

◆昼食付（飲み物を除く）
＊水着は不要です。

＊入浴料込 (ｲﾒｰｼﾞ)

◆大人・子供：8,000円
◆出発時間：夕方 ◆大人・子供：9,000円
◆所要時間：約4時間 ◆出発時間：夕方
◆最少催行人員：2名 ◆所要時間：約5時間
◆夕食付（飲み物を除く） ◆最少催行人員：2名
＊レストラン「紅楼」（広東） ◆夕食付（飲み物を除く）

＊展望台入場料込

(ｲﾒｰｼﾞ)

(ｲﾒｰｼﾞ)

◆大人・子供：25,000円 ◆大人・子供：20,000円
◆出発時間：午前 ◆出発時間：午前
◆所要時間：約8時間 ◆所要時間：約8時間
◆最少催行人員：4名 ◆最少催行人員：4名
◆昼食付（飲み物を除く） ◆昼食付（飲み物を除く）

(ｲﾒｰｼﾞ)

＊天候により夕日が見られない場合も、旅行代金は返金しません。

※ユナイテッドツアーズではオプショナルツアーをご用意しております。各コース６月２６日（火）～２８日（木）催行となります。

※その他のオプショナルツアーもご用意しております。

⑥士林夜市見学と台北101展望台の夜景鑑賞（夕食付）

＊スニーカー等歩きやすい履
物とカジュアルな服装でご参加
下さい。

中国美術の最高峰の品々が数多く展示される故宮博物院。美
術に興味のない方でも目をみはるような宝物と出会えます。

十分瀑布観光の後はローカル列車の平渓線で基隆河渓谷の
景観を。その後九�と基隆大屋台街を散策。

「烏来（ウーライ）」とは台湾に古来から住むタイヤル族の言葉
で温泉の意味。地元の人にも人気の温泉は疲れを芯から癒し
てくれます。

⑤淡水（散策、夕焼け鑑賞）見学コース（夕食付）
旅情溢れる港町・淡水老街を散策。淡水河口に沈む美しい夕
日を眺めた後は「紅楼」レストランにて広東料理に舌鼓み。

＊出発時期により日没の時間
帯が異なります。

縁日のような賑わいを見せる士林の夜市を見学後、市内レス
トランにて夕食。夕食後は世界最高峰ビルの台北101の展望
台（89階）から夜景を鑑賞します。

①台北半日市内見学コース（昼食付） ②故宮博物院半日見学コース
台北で定番のスポットをチョイス！！お手頃価格で用意させて
頂きました。

③平渓線と九�見学コース（昼食付） ④烏来散策と温泉入浴コース（昼食付）

(ｲﾒｰｼﾞ)

(ｲﾒｰｼﾞ)

⑦花蓮・太魯閣峡谷日帰り見学コース（昼食付）
立霧渓の激流が造り上げた渓谷で、20kmにわたり大岸壁や断
層が続いています。

＊台北～花蓮間は往復航空
機を利用します。

＊予定時間は国内線の都合
により変更になる場合がござ
います。 (ｲﾒｰｼﾞ)

⑧烏山頭ダム見学コース（昼食付）
台湾で最も愛される日本人〝八田與一〟が造った烏山頭ダ
ム、記念館を訪れます。

＊板橋～台南間は新幹線を利
用します。

＊予定時間は新幹線の都合
により変更になる場合がござ
います。

オ　プ　シ　ョ　ナ　ル　ツ　ア　ー　の　ご　案　内（日本語によるツアーとなります）



□海外募集型企画旅行条件書（抜粋）

１　募集型企画旅行契約

２　旅行の申込み方法

旅行代金 15万円未満・・・申込金 20,000円以上

旅行代金 15万円以上30万円未満・・・申込金 30,000円以上

旅行代金 30万円以上・・・申込金 50,000円以上

３　旅行代金の支払い

　旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日より前にお支払い頂きます。

４　旅行代金に含まれているもの

５　旅行代金に含まれないもの

６　旅行契約の解除・払戻（取消）

区分 取消料

 旅行代金の１０％

 旅行代金の２０％

 旅行代金の５０％

 旅行代金の１００％

※　 ピーク時とは、１２月２０日から１月７日まで、４月２７日から５月６日まで、および７月２０日から８月３１日までをいいます。

７　旅行の中止

８　旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は、2007年1月11日を基準としております。

旅行主催：株式会社ユナイテッドツアーズ（近畿日本ツーリストグループ）
国土交通大臣登録旅行業第300号　　　IATA公認代理店　　　社団法人日本旅行業協会正会員
〒105-0022　　　東京都港区海岸2-1-16　鈴与浜松町ビル4階
総合旅行業務取扱管理者　　坂本　義明　　　TEL:03-5440-1480　　　FAX：03-5440-1477　　　担当：今井/工藤

お振込み銀行：三菱東京UFJ銀行　新橋駅前支店　　普通預金：NO.191040　　口座名義：㈱ユナイテッドツアーズ

　お客様の人数がパンフレットに記載した人数に満たない時当社は旅行契約を解除することがあります。旅行開始日の前日から起
算してさかのぼって33日目にあたる日より前に旅行中止を通知します。

企画　　　　社団法人土木学会
東京都新宿区四谷1丁目　外濠公園内　　　TEL:03-3355-3452　　　FAX:03-5379-2769

  旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、おひとりにつき下記の料率の取消料をお
支払いいただきます。

(a)　 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって４０日目に当たる日以降に解
除するとき（(b)から(d)までに掲げる場合を除く。）

(b)　 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって３０日目に当たる日以降に解除する場合（(c)及び(d)に掲げる場合を除く。） 

(c)　 旅行開始日の前々日以降に解除する場合（(d)に掲げる場合を除く。） 

(d)　 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合。

海外では万一の事故や病気の時、思いもかけぬ費用がかかるものです。ご旅行をより安心できるものとするために、お客様自身で
十分な旅行保険（疾病・傷害・盗難等）に加入される事をお勧めします。詳しくは弊社にご相談下さい。

海外旅行保険加入のお勧め

  この旅行は、株式会社ユナイテッドツアーズ（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
お客様は当社と募集型企画旅行契約（以下｢旅行契約｣という）を締結することになります。又、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、最終日程表及び当社の「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。

  当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込み下さい。電話、
ファクシミリ、Eメール及びその他の通信手段で申込みの場合、当社が予約の承諾の旨の通知した日の翌日から起算して3日以内に
申込書の提出と申込金のお支払いをして頂きます。旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立します。
また申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。

　旅行日程に記載した航空座席（エコノミークラス）、送迎バス・車などの利用運送期間の運賃、車、ガイド料金、入場料、宿泊料金（2
名1室利用時）、手荷物運送料金、団体行動中のチップ、添乗員同行費用

　ビジネスクラス追加代金、一人部屋追加代金、学会登録代金、オプショナルツアー代金、超過手荷物料金、クリーニング代、食事
代、電話代、ホテルのボーイ・メイドに対するチップ、渡航手続き諸費用、空港税（日本、台湾）、燃油特別付加運賃（燃油サーチャー
ジ）、国内自宅から発着空港までの交通費・宿泊費、個人的費用など。


