宿泊予定施設
《台中》※以下３施設のいずれか

《 台 北 》※S コース最終泊

LIHPAO RACING 2020

オフィシャルツアー

全國大飯店

イメージ

萬楓酒店

イメージ

台中金典酒店

イメージ

第一大飯店

イメージ

部屋タイプ：洋室（ツイン）

部屋タイプ：洋室（ツイン）

部屋タイプ：洋室（ツイン）

部屋タイプ：洋室（ツイン）

バスタブ、シャワー、トイレ付

バスタブ、シャワー、トイレ付

バスタブ、シャワー、トイレ付

バスタブ、シャワー、トイレ付

館内 Wi-Fi 無料

館内 Wi-Fi 無料

館内 Wi-Fi 無料

台湾の入境制限について

〇現在、台湾では新型コロナウィルスの感染拡大に伴う入境制限が実施されております。当
該入境制限が、旅行開始日まで継続することが予想される場合、旅行の催行は中止とさせ
ていただきます。
https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=1558&dispmid=5287
コロナウイルスの対策について
〇当社は、
「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン」を遵守して受注型企画旅
行を実施いたします。そのため、お客様のご旅行を安全に実施するために体調をお伺いし
たり、旅行開始当日であっても、お客様の体調によってはご出発いただけない場合もござい
ます（既定の取消料を申し受けます）。何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
http://www.jata-net.or.jp/virus/pdf/2020_newviruscrrspndncguideline.pdf

お申込みについて

〇当社所定の申込専用ウェブページからご登録いただきます。URL 等につきましては、準備
が整い次第、Pacific K4公式ウェブサイト上にてご案内いたします。

館内 Wi-Fi 無料

旅券（パスポート）
と査証（ビザ）について

〇旅券をお持ちでない方、また有効期限切れの方はご出発までに必ず新規の旅券を入手い
ただく必要がございます。
台湾へ渡航される日本国籍の方は、入国時に、出国時まで有効な旅券が必要となります。
念のため、１カ月以上先まで有効な旅券をご用意いただく事をお勧めいたします。
今回、当ツアーでご渡航いただく日本国籍の方は、査証は不要となります。
〇旅行中はお客様の責任で管理していただきます。また渡航先での旅券等紛失に備え、ご出
発前にコピーと写真を旅券と別にお持ちになることをお勧めします。

海外旅行保険の加入について

〇万一の事故に備え、海外旅行傷害保険等へのご加入をお勧めいたします。

受注型企画旅行について

〇この旅行は、Pacific K4日本事務局の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供
を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の
額を定めた旅行に関する計画を作成し、実施する受注型企画旅行です。

掲載の写真は撮影時のアングル・天候など諸条件により、実際ご覧になる景観とは異なる場合があります。
「イメージ」と付記されている写真は、旅行日程とは関係ない旅行目的地のイメージ、旅情等を表現したものです。

ご案内
〔旅行代金に含まれるもの〕

● 上記のほか、当社の個人情報の取り扱いについては、当社の
食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
● 希望者のみ参加されるオプショナルツアーの料金
店頭またはホームページでご確認ください。当社ホームページ
●日
https://www.tabirism.co.jp/
 本国内の自宅と集合地・解散地の間の交通費、宿泊費等
● 渡航手続関係諸費用
（旅券印紙代・旅券証紙代、査証料、予
〔旅行条件・旅行代金の基準日〕
防接種料金、渡航手続代行料金等）
●こ
 の旅行条件は、右記の日付を基準としています。 2020年
● 傷害・疾病に関する医療費
５月１日
● 宿泊機関が課す諸税

 行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎり
旅
航空座席はエコノミークラス、鉄道は普通席を利用）、宿泊費、
食事代、観光料金（入場・拝観・ガイド等）、及び税、サービス
料金
● 旅行日程に明示した観光バス、送迎
（空港、駅、埠頭と宿泊場
所間）バス等の料金
● 手荷物運搬料金
（原則としてお１人様１個。ただし利用航空会 〔取消料〕
社の規定重量、容積、個数の範囲内）
●お
 客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除す
● 団体行動に必要な心付
ることができます。
● 添乗員付コースの場合の添乗員同行費用
● 当社の責任とならないローン、渡航手続きの事由によるお取
●そ
 の他、旅行代金に含まれる旨を明示したもの
消の場合も下記取消料をいただきます。
●

旅行企画・実施

〔旅行代金に含まれないもの〕

観光庁長官登録旅行業第 1996 号
取消日
取消料
東京都中央区京橋２-２-１
 過手荷物料金
超
旅行開始日の前日から起算してさか
● 空港施設使用料、旅客保安サービス料、空港税出国税等運
のぼって30日目に当たる日以降３日目
旅行代金の20％
送機関が政府その他の公的機関に代わって収受しているもの。 に当たる日
【ツアーに関するお問合わせ・お申込みは】
ただし、空港税を含んでいることを表記しているコースを除き
株式会社たびりずむ 旅行事業部 担当：豊川・永松
旅行開始日の前々日、前日及び旅行
旅行代金の50％
ます。空港税等についてはコースにより旅行代金とは別に日
開始日当日
（一社）
日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者：川口大和
本にてお支払いいただく場合と、現地でお支払いいただく場
〒104-0031 東京都中央区京橋２-２-１ 京橋エドグラン13階
無連絡不参加又は旅行開始後
旅行代金の100％
合があります。
☎03-6262-6099 FAX03-3278-7224
● 運送機関の課す付加運賃・料金
（燃油サーチャージ等）。ただ 〔個人情報の取り扱いについて〕
0９：30～17：30（土日祝祭日、年末年始および弊社が定める
● 当社は、旅行中に傷病・事故等があった場合に備え、お客様の
し、契約書面に当該付加運賃・料金を含む旨を表記してある場
合を除きます。旅行契約成立後に燃油サーチャージが増額さ
旅行中の緊急連絡先をお伺いしています。この個人情報は、 定休日をのぞく）
れた場合、増額分の差額徴収をし、また、減額・廃止された場
お客様に傷病・事故等があった場合で緊急連絡先の方へ連絡
【イベントに関するお問合わせ・お申込みは】
合、払い戻しをいたします。
の必要があると当社が認めた場合に利用させていただきます。
（IidaCars 株式会社）
●ク
 リーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド、及び
お客様は、緊急連絡先の方の個人情報を当社に提供すること Pacific K4 日本事務局
一部の空港・駅・港でのポーターに対する心付、その他追加飲
について緊急連絡先の方の同意を得るものとします。
☎042-555-5478 FAX050-1492-6082
●

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

外務省の「海外安全情報」について：渡航先（国又は地域）によっては、
「外務省海外安全情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。
「外務省海外安全ホームページ：
http://www.anzen.mofa.go.jp/」でご確認ください。渡航先（国または地域）の衛生状況については、
「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ：http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。

サーキット風景イメージ（写真提供：Paciﬁc K4日本事務局）

【イベント実施期間】2020年

11/22 -23

祝

成田・中部・
関空発着

A コース

基本旅行代金（お一人様あたり）

【利用予定航空会社】
：キャセイパシフィック航空（CX）
【利用予定宿泊施設】
： 台中 全
 國大飯店、萬楓酒店、
台中金典酒店のいずれか

（２名１室）
（１名１室）

成田発着 〈直行便〉 ３泊４日 
旅行期間

2020年11月21日（土）
〜11月24日（火）
４日間

11/21
（土）
11/22
（日）
11/23
（月・祝）
11/24
（火）
●

空港諸税・燃油サーチャージ別：9,720円（目安）

成田【15：20】発〈CX451〉台北（桃園）
【18：40】着
【夜】台北到着後、専用車にて台中へ（約150km）
【夜】台中到着後、ホテルへチェックイン
【朝】専用車にてサーキットへ（約25km）
Pacific K4 初日
【夕刻】専用車にてホテルへ（約25km）
【朝】専用車にてサーキットへ（約25km）
Pacific K4 最終日
撤収作業及びコンテナ入れ
【夕刻】専用車にてホテルへ（約25km）
【午前】専用車にて台北へ（約150km）
台北（桃園）
【12：50】発〈CX450〉成田【16：50】着

【利用予定宿泊施設】
： 台中 全
 國大飯店、萬楓酒店、
台中金典酒店のいずれか

旅行期間

（１名１室）

旅行期間

2020年11月20日（金）
〜11月24日（火）
５日間

11/20
（金）
11/21
（土）
11/22
（日）
11/23
（月・祝）
11/24
（火）

C コース

【利用予定宿泊施設】
： 台中 全
 國大飯店、萬楓酒店、
台中金典酒店のいずれか

11/21
（土）

【食事／朝〼〼】
台中泊

【食事／朝〼〼】
台中泊

【午前】専用車にてサーキットへ（約25km）
コンテナ荷下ろし
【夕刻】専用車にてホテルへ（約25km）

11/22
（日）

【朝】専用車にてサーキットへ（約25km）
Pacific K4 初日
【夕刻】専用車にてホテルへ（約25km）

【食事／朝〼〼】
台中泊

11/23
（月・祝）

【朝】専用車にてサーキットへ（約25km）
Pacific K4 最終日
撤収作業及びコンテナ入れ
【夕刻】専用車にてホテルへ（約25km）

【食事／朝〼〼】
台中泊

【午前】専用車にて台北へ（約150km）
台北（桃園）
【14：20】発〈CI172〉関空 【17：50】着

【食事／朝〼機】

99,800円
119,800円
【食事／〼機〼】
台中泊
【食事／朝〼〼】
台中泊

11/24
（火）
●

2020年11月20日（金）
〜11月24日（火）
５日間

11/20
（金）
11/21
（土）
11/22
（日）
11/23
（月・祝）
11/24
（火）

旅行期間

【食事／朝機〼】

107,000円
127,000円

空港諸税・燃油サーチャージ別：11,370円（目安）

【食事／〼機〼】
台中泊
【食事／朝〼〼】
台中泊
【食事／朝〼〼】
台中泊
【食事／朝〼〼】
台中泊

●

【利用予定宿泊施設】
：台中 全國大飯店、萬楓酒店、台中金典酒店のいずれか
台北 第一大飯店

（１名１室）



2020年11月20日（金）
〜11月25日（水）
６日間

（２名１室）

133,000円
158,000円

空港諸税・燃油サーチャージ別：11,060円（目安）

11/20
（金）

成田【11：15】発〈JL805〉台北（桃園）
【14：35】着
【午後】台北到着後、専用車にて台中へ（約150km）
【夜】台中到着後、ホテルへチェックイン

【食事／〼機〼】
台中泊

11/21
（土）

【午前】専用車にてサーキットへ（約25km）
コンテナ荷下ろし
【夕刻】専用車にてホテルへ（約25km）

【食事／朝〼〼】
台中泊

11/22
（日）

【朝】専用車にてサーキットへ（約25km）
Pacific K4 初日
【夕刻】専用車にてホテルへ（約25km）

【食事／朝〼〼】
台中泊

11/23
（月・祝）

【朝】専用車にてサーキットへ（約25km）
Pacific K4 最終日
撤収作業及びコンテナ入れ
【夕刻】専用車にてホテルへ（約25km）

【食事／朝〼〼】
台中泊

11/24
（火）

【午前】専用車にて台北へ（約150km）
【午後】
自由行動
＊別途、オプショナルツアーをご案内予定（お申込完了後にご案内）

【食事／朝〼〼】
台北泊

11/25
（水）

【午前】専用車にて空港へ（約45km）
台北（桃園）
【13：20】発〈JL804〉成田【17：25】着

【食事／朝機〼】

無料受託手荷物制限（１名様あたり）…… １個23kg ／２個まで

【時間の目安】
早朝＝04：01～06：00／朝＝06：01～08：00／午前＝08：01～12：00／午後＝12：01～18：00（昼＝12：01～14：00／夕刻＝16：01～18：00）／
夜＝18：01～23：00／深夜＝23：01～04：00

【ご案内および注意事項】
●

各コースの参加希望人数によっては、実施を取りやめる場合がございます。● 航空機はエコノミークラス利用となります。● ツアーに参加されないお客様の、専

用送迎バスへの乗車につきましては、固くお断りさせていただきます。● 子供（２歳以上12歳未満）代金は大人（12歳以上）代金と同額となります。● 幼児（２歳
未満）代金は、航空座席、食事、ベッドを利用しない場合に限り、お一人様30,000円となります。● ３名１室（トリプル）利用のご希望も承ります。料金は２名１室利
用と同一料金となります。● ３名１室利用の場合、補助ベッド利用となる場合があります。また、台数に制限があるため、お断りさせていただく場合もございます。
●

【食事／朝〼機】

基本旅行代金（お一人様あたり）

【利用予定航空会社】
：日本航空（JL）

成田発着 〈直行便〉 ５泊６日

【食事／朝〼〼】
台中泊

（１名１室）

中部【09：40】発〈JL821〉台北（桃園）
【12：15】着
【午後】台北到着後、専用車にて台中へ（約150km）
【午後】台中到着後、ホテルへチェックイン
【午前】専用車にてサーキットへ（約25km）
コンテナ荷下ろし
【夕刻】専用車にてホテルへ（約25km）
【朝】専用車にてサーキットへ（約25km）
Pacific K4 初日
【夕刻】専用車にてホテルへ（約25km）
【朝】専用車にてサーキットへ（約25km）
Pacific K4 最終日
撤収作業及びコンテナ入れ
【夕刻】専用車にてホテルへ（約25km）
【午前】専用車にて台北へ（約150km）
台北（桃園）
【15：40】発〈JL822〉中部【19：20】着

無料受託手荷物制限（１名様あたり）…… １個23kg ／２個まで

無料受託手荷物制限（１名様あたり）…… 30kg ／個数制限なし

S コース

【食事／朝〼〼】
台中泊

（２名１室）

空港諸税・燃油サーチャージ別：11,500円（目安）

【食事／朝〼〼】
台中泊

基本旅行代金（お一人様あたり）

中部発着 〈直行便〉 ４泊５日 
旅行期間

2020年11月20日（金）
〜11月24日（火）
５日間

【食事／〼〼機】
台中泊

無料受託手荷物制限（１名様あたり）…… １個23kg ／２個まで
【利用予定航空会社】
：日本航空（JL）

（１名１室）

128,000円
148,000円

関空【14：15】発〈CI153〉台北（桃園）
【16：30】着
【午後】台北到着後、専用車にて台中へ（約150km）
【夜】台中到着後、ホテルへチェックイン

空港諸税・燃油サーチャージ別：11,060円（目安）

成田【11：15】発〈JL805〉台北（桃園）
【14：35】着
【午後】台北到着後、専用車にて台中へ（約150km）
【夜】台中到着後、ホテルへチェックイン
【午前】専用車にてサーキットへ（約25km）
コンテナ荷下ろし
【夕刻】専用車にてホテルへ（約25km）
【朝】専用車にてサーキットへ（約25km）
Pacific K4 初日
【夕刻】専用車にてホテルへ（約25km）
【朝】専用車にてサーキットへ（約25km）
Pacific K4 最終日
撤収作業及びコンテナ入れ
【夕刻】専用車にてホテルへ（約25km）
【午前】専用車にて台北へ（約150km）
台北（桃園）
【13：20】発〈JL804〉成田【17：25】着

（２名１室）

11/20
（金）

【食事／朝機〼】

（２名１室）

【利用予定宿泊施設】
： 台中 全
 國大飯店、萬楓酒店、
台中金典酒店のいずれか

関空発着 〈直行便〉 ４泊５日 

基本旅行代金（お一人様あたり）

【利用予定航空会社】
：日本航空（JL）

成田発着 〈直行便〉 ４泊５日 

●

【食事／〼〼機】
台中泊

D コース

無料受託手荷物制限（１名様あたり）…… 合計30kg ／２個まで

B コース

●

95,800円
110,800円

基本旅行代金（お一人様あたり）

【利用予定航空会社】
：チャイナエアライン（CI）

添乗員は同行いたしません。現地係員がお手伝いいたします。● 万一の事故に備え、海外旅行保険へのご加入をお勧めいたします。● Sコースをお申込み

頂いた方へは、台北滞在中のオプショナルツアーを別途ご案内する予定です。● 上記のフライト日程、無料受託手荷物制限、及び燃油サーチャージ・空港諸
税は、2020年５月１日時点のものとなります。最終的な燃油サーチャージ・空港諸税は、ツアー出発の１カ月前頃にお送りするご請求書にてご案内いたします。

