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人気 No.1「ナイト九フンと夜市散策」 

【市内観光の解散地 及びナイトツアーの集合場所のご案内】 

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 

【千と千尋の神隠し】のモデルになったと言われる九フン。  

郷愁漂うレトロな台湾をお楽しみください♪ 

16:00～17:00 頃 集合場所又は各ホテル出発 

九フン観光→饒河街夜市にて自由行動 

お帰りは以下の 3 つの中からお選びください 

【1】饒河街夜市解散 

【2】台北駅まで送迎 

【3】MRT 松江南京駅まで送迎  

※車内にてガイドよりお客様へお伺いいたします 

 

催行日：毎日 

1 名様申込可 

時間：約 4 時間 

含まれるもの：軽食 

おひとり様 ￥5,800- 

人気 No.3「台北市内観光」 

おひとり様 ￥4,000- 

台北といえばここ！といった観光名所を凝縮して 1 日で巡れる 

初めて台北に行く方必見のツアーです♪ 

07:30～08:00 頃 指定ホテル出発 

行天宮～お茶セミナー～総統府(車窓) 

～中正紀念堂～ショッピング 

12:00 頃 ランチ 台湾料理に舌鼓 

～故宮博物院～忠烈祠～足つぼ案内(別料金) 

16:00～17:00 頃 金龍民芸品店にて解散 

催行日：毎日 

1 名様申込可 

時間：約 9 時間 

含まれるもの： 

昼食と入場料 

【人気オプションナルツアー】 

人気 No.2「十分天燈上げと夜市散策」 

おひとり様 ￥5,800- 

台北郊外の十分で有名な天燈上げ  

願い事を書いた天燈が夜空に舞い上がる景色はとても幻想的 

体験後は人気の寧夏夜市へご案内♪ 

 催行日：毎日 

1 名様申込可 

時間：約 4.5 時間 

含まれるもの：夕食 

16:45 頃 民芸品店「金龍藝品」集合 

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 天燈上げを体験 ※単色 4 名 1 個 

20:30 頃 寧夏夜市へ移動 

21:30 頃 夜市到着後 現地解散（ホテル送迎なし） 

「ナイト九フンと夜市散策 食事なし」 

「ナイト九フンと夜市散策」から食事をなくしたプランです。

比較的に、九フンでの自由時間が長くなります！ 

気のままに九フンを満喫したい方ならコチラがおすすめ！ 

催行日：毎日 

1 名様申込可 

時間：約 4 時間 

自由行動約 2 時間 

食事なし 

おひとり様 ￥5,000- 

16:00～17:00 頃 集合場所または各ホテル出発 

九フン観光→饒河街夜市にて自由行動 

お帰りは以下の 3 つ中からお選びください 

【1】饒河街夜市解散 

【2】台北駅まで送迎 

【3】MRT 松江南京駅まで送迎  

※車内にてガイドよりお客様へお伺いいたします 
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  「新北投 淡水観光」 

おひとり様 ￥7,000- 

台湾で温泉地として名高い新北投や、 

「台湾のベニス」と呼ばれる淡水の川沿い観光をご案内します。 

 
催行日：毎日 

催行人数：2 名より 

時間：約 4 時間 

温泉博物館と地熱谷 

休館：月曜 台湾祝祭日

※外観見学となります 

 

12:00 頃 新北投へ 、着後新北投散策  

※地熱谷から新北投駅までは、徒歩で移動 

14:00 頃 新北投から淡水へ、 

着後淡水観光(老街、川沿い散策) 

15:30 頃 MRT に乗り、台北駅へ移動  

16:15 頃 台北駅にて解散 

【注目度上昇中オプションナルツアー】 

「夜の九フン散策と十分天燈上げ体験」 

おひとり様 ￥9,000- 

人気観光地を両方巡るお得プラン。 

混載車送迎で楽々移動できるのはこのツアーのメリット！ 

催行日：毎日 

催行人数：2 名より 

時間：約 5 時間 

 

16:45 頃 金龍集合、混乗車にて九フンへ  

17:55 頃 九フン着、75 分自由散策(各自食事) 

19:10 頃 混乗車にて十分へ  

20:00 頃 十分にて天燈上げ体験(約 40 分) 

20:40 頃 混乗車にて台北市内へ 、到着後 

【1】士林夜市 

【2】マッサージ店 

【3】台北駅まで送迎 

※上記 3 つの中から 1 つ、当日お選びいただけます 

【鼎泰豊】グルメクーポン 

おひとり様 ￥3,500- 

お店にクーポン券を提示していた

だくと、スペシャルセットメニュー

がお召し上がりいただけます 

※季節や人数の増加によって品

数・内容が変わる場合があります 

 

催行日：ご希望の日にちでご予約 

2 名様より申込可 

 

◎メニュー内容（1 人前）  

小籠包×5 個  

野菜と豚肉入り蒸し餃子×1 個  

エビと豚肉入り蒸し餃子×1 個  

魚入り蒸し餃子×1 個  

えびと豚肉入りシューマイ ×1 個  

季節の野菜炒め  

玉子チャーハン  

酸辣スープ  

あん入り小籠包×1 個  

【台北オープントップバス】4 時間券 

おひとり様 ￥1,300- 

2 階建オープントップバス！ 乗り降り自由な観光バスで台北市内の

風景を楽しみながら、有名な観光スポットを巡りましょう。 

ご利用について： 

使い始めて連続 4 時間有効、 

当日 18:00 までに何回でも 

ご乗車いただけます。 

1 名様申込可 

「レッドライン」 

発車時間：毎日 9:10 から 22:00 まで 

「ブルーライン」 

発車時間：毎日 9:00 から 16:20 まで 
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のんびりゆったり台中日帰りバスツアー 最少催行人数  2 名 おひとり様 ￥29,800- 

台湾のウユニ塩湖！鏡張りの綺麗な景色が有名な「高美濕地」への観光もできます。（所要時間 約 11 時間） 

<行程>  08:30 洛碁南京【グリーンワールドグランド南京】ホテルロビーにて集合、バスで台中へ。 

10:30 頃 台中大甲鎮瀾宮到着(観光時間約 30 分) 【大甲鎮瀾宮とは：台湾で最も知られた媽祖廟】 

12:00 頃 無為草堂にて昼食 【回廊式茶館】 

13:20 頃 台中歌劇院【ナショナル・パフォーミングアーツ・センター】見学(約 20 分) 

14:00 頃 「緑光計画」散策(約 30 分)  【リノベーションスポット】 

14:50 頃 宮原眼科と第四信用合作社見学(約 50 分) 【SNS で人気のアイスクリームのお店】 

16:30 頃 高美濕地(約 40 分) 【台湾のウユニ塩湖】 

19:30 頃 台北駅到着、現地解散 

 台湾連休と台湾旧正月期間は不催行です 

 高美湿地 11 月から 2 月は強風が吹き寒いので、コートやダウンなどの防寒具をご持参ください 

高雄日帰りツアー<台湾新幹線利用> 最少催行人数  2 名 おひとり様 ￥27,800- 

台湾南部「高雄」まで足を延ばして台湾の２大都市を制覇しよう！(所要時間 約 10 時間) 

<行程> 07:30 頃 各ホテル出発【台北から新幹線にて左営駅（高雄）へ】(約２時間) 

高雄着後、市内観光～澄清湖～昼食（郷土料理）～寿山公園～民芸品店～春秋閣～蓮池潭の順でめぐります。 

17:30 頃 ホテル帰着 

 新幹線の移動時はガイドが同行しません 

 新幹線のご利用席は普通指定席です 

 月曜日は澄清湖が休園日のため、代わりに三鳳宮にご案内いたします 

 3 歳～11 歳(新幹線お座席あり) ￥22,700 2 歳以下(新幹線お座席なし) ￥4,000 

台湾高鉄<台湾新幹線>周遊券引換証 最少催行人数  1 名 おひとり様 ￥9,800- 

「高鉄 3 日パス」は有効期間内であれば、何度でもご利用できます（ビジネス車両は利用不可） 

 「高鉄パス引換証」は引換証発行後 90 日以内に、高鉄駅の券売窓口で「高鉄パス」にお引き換えください 

マンダリンオリエンタル台北 スパ 最少催行人数  2 名 おひとり様 ￥19,800- 

高級ホテル「マンダリンオリエンタル台北」で台湾最大スペースを誇る極上のスパ体験！(所要時間 約 60 分) 

 お客様のご希望の時間でご予約いたします (マンダリンオリエンタルホテルまで および施術後もご自身での移動となります) 

 

 

まだまだある！旅工房おすすめツアー 

詳細、その他オプショナルツアーにつきましては、スタッフまでお気軽にお問い合わせください。 

【キャンセル規定】 
ご旅行ご出発日の 30 日前から 4 日前まで：旅行代金の 50％   ご旅行の 3 日前から：旅行代金 100％ 
ツアーによってキャンセル規定が異なる場合があります。 


