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（２） ホテルの案内、台北の基本情報、見学地の案内

（３） B＆S（ブラザー＆シスター）プログラムについて

（４） 台湾の医療体制などについて

（５） 海外旅行保険について

（６） 旅行費用とキャンセル料について

（７） 今後のスケジュールについて

（８） 台湾の現状について

（９） 2年生の保護者様 『旅したくプラス』について



日 程 行 程 食 事

2023年
２月２８日

（火）

チャイナエアライン179便

学校 ------- ✈ -------台北・桃園空港 台北市内ホテル（泊）
15:00 18:50 21:00 22:00 22:45頃

夕：機 内

３月 １日
（水）

ホテル （免税店） （九份観光・昼食）
8:00 8:50 10:00 13:00

台北市内観光（忠烈祠、故宮博物院） 台北市内ホテル（泊）
14:00 14:40 17:00 17:30

朝：ホテル
昼：九 份
夕：四 川

３月 ２日
（木）

ホテル 台 北 企 業 視 察 （昼食）
9:00 9:40 11:40

苗栗市・国立聨合大学にて学校交流 台北市内ホテル（泊）
14:20 14:30～16:30 16:40 18:20

朝：ホテル
昼：新 竹
夕：広 東

３月 ３日
（金）

ホテル・・・・・・・・・・・・・・・・・ 班別自主研修（B&Sプログラム） ・・・・・・・・・・・・・ 台北市内ホテル（泊）
10:00 19:00

朝：ホテル
昼：自 由
夕：自 由

３月 ４日
（土）

チャイナエアライン178便

ホテル 茶芸店 （昼食） ・桃園空港-------- ✈ -------高松空港 学校
9:00 12:30 14:30 18:05 19:00 21:00

朝：ホテル
昼：飲 茶

航空機 --------- バス＝＝＝＝＝＝ 徒歩・・・・・・・・・・ 列車 船～～～～～～～

★１班５～6名につき現地大学生ガイドが同行



日 程 行 程 食 事

2023年
３月 １日

（水）

チャイナエアライン179便

学校 ------- ✈ -------台北・桃園空港 台北市内ホテル（泊）
15:00 18:50 21:00 22:00 22:45頃

夕：機 内

３月 ２日
（木）

ホテル 台 北 企 業 視 察 （昼食）
9:00 9:40 11:40

苗栗市・国立聨合大学にて学校交流 台北市内ホテル（泊）
14:20 14:30～16:30 16:40 18:20

朝：ホテル
昼：新 竹
夕：広 東

３月 ３日
（金）

ホテル・・・・・・・・・・・・・・・・・ 班別自主研修（B&Sプログラム）・・・・・・・・・・・・・ 台北市内ホテル（泊）
10:00 19:00

朝：ホテル
昼：自 由
夕：自 由

３月 ４日
（土）

ホテル （免税店） （九份観光・昼食）
8:00 8:50 10:00 13:00

台北市内観光（忠烈祠、故宮博物院） 台北市内ホテル（泊）
14:00 14:40 17:00 17:30

朝：ホテル
昼：九 份
夕：四 川

３月 ５日
（日）

チャイナエアライン178便

ホテル 茶芸店 （昼食） ・桃園空港-------- ✈ -------高松空港 学校
9:00 12:30 14:30 18:05 19:00 21:00

朝：ホテル
昼：飲 茶

航空機 --------- バス＝＝＝＝＝＝ 徒歩・・・・・・・・・・ 列車 船～～～～～～～

★１班５～6名につき現地大学生ガイドが同行



［住所］ No.77, Sec. 1, Huanhe S. Rd., Wanhua Dist., Taipei City, 108, Taiwan
［電話］ +886-2-2311-3131
［アクセス］台湾桃園国際空港から車で約45分

MRT西門駅から徒歩約12分、淡水河のほとりに建つホテルです。最寄駅のMRT西門駅は藍線の板南線にあり、台北駅、龍山寺駅など主要な駅まで
乗り換えなし一本で移動できます。ホテル周辺にB級グルメが集まり、お食事にはとても便利です。213室の客室は快適さや清潔感があり、アメニティも完
備されています。更に7階以上には淡水河の景色が見える部屋もあります。

Hotel Riverview Taipei

ホテル リバービュー タイペイ
（豪景大酒店）

★★★



政治、経済、文化の中心地、また台湾観光の起点であると同時にメインスポット。
中正紀念堂、故宮博物院、龍山寺などの名所が点在し、安くておいしい中国料理、ショッピング等
観光客を魅了する国際観光都市です。台北

時 差

日本との時差は-1時間。台湾の方が遅れています。夏時間はありません。

平均気温・降水量

治 安

台湾は治安の良さで知られていますが、夜市などの雑踏では注意が必要です。

通 貨

通貨単位は台湾元（略称は元）。
ニュータイワンドル（NTDollar）、圓（ユェン）と表記されることもあり、
口語では塊（クァイ）と呼ばれることも多いです。

Taipei

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Shinkansen_700T.jpg


忠烈祠
忠烈祠は圓山飯店の近くにあり、1969年に建てられました。

中華民国成立に犠牲となった革命烈士、抗日戦争及び国

共戦争で亡くなった33万人の兵士がここに祭られています。

中正紀念堂
故蒋介石総統（中正公）を記念して建てられた大紀念堂。総統府の向かい

に広がる中正紀念公園にあります。白い大理石と青い瓦屋根の堂々たる中国

式建築です。1階は遺品展示室、2階にはブロンズ座像などがあり、衛兵の交

代式も人気があります。

九份（きゅうふん）

かつて金鉱の街として栄えた場所。閉山後の一時期はさびれていましたが、
台湾映画の「非情城市」の舞台として一躍脚光を浴び観光地として活気を
取り戻しました。映画「千と千尋の神隠し」のモデルとも言われている町で、そ
のレトロな雰囲気から日本人観光客に人気の観光地です。

＊台北市内から車で1時間～1時間20分

故宮博物院
1965年に落成した故宮博物院は北京にある紫禁城を参考にして建てられ
ました。堂々たる外観を呈し、正院は平面的にみれば梅の花になるように四
階建ての建物五棟から造られています。院内には寄り抜かれた歴代文物が
収蔵されており、古美術品の収蔵点数は70万点に達します。

http://www.tachibana.com/?Mode=1&course=Dluana
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■台湾の大学生（日本語専攻）との
Brother & Sister 研修プログラム

＜ プラン ＞

10:00 １グループに大学生１名が付いて出発

★台湾おすすめ観光地★
・世界最速の日本製エレベーター台北１０１
・日本の書籍を多く扱う誠心書店
・台湾の原宿「西門町」でカルチャー体験
・行天宮で合格祈願、占い横丁で占い体験
・永康街にて食文化体験
・淡水 等々

19:00 台北のおススメレストランにて夕食後、ホテルへ
現地大学生とお別れ

9時間の交流時間

見学コースは、事前学習の際
当社よりご提案いたします。

■交流大学生

2019年は「醒吾大学」「致理科技大学」の日本語を勉強している26名

とアシスタントの大学生が各班に付いてくれました。

大学側の先生も、このプログラムにはとても熱心に学生さんを指導されて

います。

時間もきちんと守れる礼儀正しい学生さんばかりでした。

西門町で若者カルチャー体験

“台北の原宿”、“台北の渋
谷”と言われており、若者の
情報発信基地となっている
西門町。
カジュアルなファッションや雑
貨ショップ、スイーツ店が並ん
でいます。日本の若者カルチ
ャーとの違いや共通点を発
見できるきっかけとなります。

現地の学生と交流しながら、ともに市街を巡り、コミュニケーション能力の育成と異文化理解を深めるブラザー&シスター（B&S）プログラム。
台湾には、日本語を学び、日本への関心が高い学生が多く、日本からの台湾教育旅行で盛んに行われているプログラムのひとつです。
台湾郊外を訪れたり、地元の人しか知らない路地裏の寺院を参拝したり、日本の生徒だけではなかなか訪れにくい場所にも行けるなど、より充実した
班別自主研修が可能になります。



～台湾の医療情報について～

医療に関しては、技術・設備ともに完備されており、日本に留学した経験を持

つなど日本語の通じる医師もいます。また、医療品に関しては日本製のものも現

地で購入することが出来ますが、種類に限りがあるので常備薬を持参することをお

勧めします。尚、外国からの薬品持込には高い税金を掛けられる場合があるので、

医師の診断書を処方箋も持参したほうが良いでしょう。

【台北主要病院】

国立台湾大学醫学院附設醫院 National Taiwan University Hospital
NO,７,Chung San Aouth Road, Taipei
電話 (02)2312-3456 FAX (02)2394-1181

財団法人長庚記念醫院 Chang-Gun Memorial Hospital
１９９ Tung Hwa North Road, Taipei
電話 (02)2713-5211 FAX (02)2719-5114

馬偕記念醫院 Mackay Memorial Hospital
台北院區：台北市中山北路２段９２号 電話 （02）2543-3535
淡水院區：淡水鎮民生里民生路４５号 電話 （02）2809-4661
台東文院：台東市長沙街３０３巷１号 電話 （089）310-150

【台中主要病院】
中山病院 台中市中港路一段２３号 電話 （04）2201-5111
省立台中病院 台中市三民路一段 電話 （04）2229-4411

【台南主要病院】
成功大学付属病院 台南市勝利路１９８号 電話 （06）235-3535

【高雄主要病院】
高雄医学付属病院 高雄市十全一路１００号 電話 （07）321-1101

～台湾の治安情報～
台湾は、親日的な国であることから、治安面においても安全であると言えます。

町中でも日本語が話せる人も諸外国に比べて多く、困ったときは助けてくれ

る親切な人柄が多い国です。町の看板や標札は漢字なので、理解し易く道

に迷うことも少ないでしょう、日本語、英語の通じにくいタクシーの運転手にも、

ガイドブックの指差しや筆談で大体の意思を伝えることができます。一番気を

付けなければならないのは交通事情でしょう。

都市部は自動車の交通量が多く、歩道近くをオートバイが行きかうので、バ

スやタクシーの乗降時などには特に注意が必要です。また、治安が良いといっ

ても繁華街や夜間の空港、駅などではスリ、置き引きなどの軽犯罪が発生す

ることがあるので貴重品には注意が必要です。

当社で取扱いの台湾修学旅行で、事件・事故の発生したことは無く、治

安面においては安全で最もお勧めできる国と言えます。

～台湾の衛生について～
一見不衛生に見える屋台でさえ、台湾は衛生局による徹底的な衛生管理

がされています、観光で利用するホテルやレストラン、商店などの衛生状態は
なお良好です。
しかし、水道水や氷は、地元の人にとっては何でもなくても、免疫のない日本
人や学生は体調に合わないことがあり、時に不調を訴えることや、ひどい場合
食当たりの症状を発症することがあります。基本的に水道水は飲めませんの
で、ミネラルウォーターを摂取し、屋台の生水や氷は摂取しないよう呼び掛け
が必要です。

～領事館～
財団法人 交流協会 台北事務所
Taipei Office Interchange Association, JAPAN 
台北市慶城街２８號通泰商業大楼
電話 （02）2713-8000

～所轄警察署～
台北市警察局外事服務中心
台北市延平南路９６号
電話 09:00-17:00 （02）2381-7494 17:00-22:00 （02）
2381-8251



おすすめする海外旅行保険のご案内

旅行期間（保険期間）
５日間用

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

令和４年6月現在

補償項目／契約タイプ

傷害後遺障害

      １,０００万円

      １,０００万円

航空機遅延（6時間以上） 付帯あり

傷害死亡

疾病死亡

携行品損害

応急治療・救援費用

治療・救援費用       １,５００万円

          ５４０万円

J５５

       ２,８００万円

       ２,８００万円

無制限

           ３００万円

¥5,000

                １億円

             １０万円

          ３００万円

J３５

       １,７８０万円

                 １億円

              ２５万円

¥7,000

偶然事故対応費用                 ３万円

お支払いいただく

保険料

                 ３万円

賠償責任

付帯あり



～ キャンセル料について ～

旅行費用 132.000円

燃油サーチャージ（未確定） 5.000円～9.000円

海外旅行保険（任意） 5.000円又は7.000円

旅 費 合 計 142.000円～148.000円



１） 旅行申込書（海外旅行保険申込）配布 回収

⇒ 11月中旬

２） パスポートコピー 提出 ⇒ 冬季休業明け

３） 旅行費用支払い 完了 ⇒ 1月末

４） 旅行説明会 ⇒ 出発３週間前くらい



１）台湾への入国制限
＊ビジネス目的の入境受け入れを再開 ： 2022年3月7日～

在外公館にてあらかじめ特別入境許可を申請すること。
入境後の検疫規定を順守すること。

２）台湾の感染対策
＜マスクの着用について＞
5月30日、中央流行疫情指揮センター（CECC）は、マスク着用等の現行の防疫措置を6月30日まで維持することを
発表しました。
＜濃厚接触者の隔離措置を3日+4日に（5月13日現在）＞
3日間在宅隔離 (1人1室 / 外出禁止) + 4日間の自主防疫。4日目以降、検査キットで陰性なら外出可（要毎日検査）、
但し外食・イベント参加・登校・マスクを外すことは禁止。
＜台湾における入境後の検疫隔離措置について（適用期間：5月9日～）＞
中央流行疫情指揮センター（CECC）は、5月9日より、台湾入境後の検疫（隔離）期間を現行の10日間から7日間に
短縮することを発表しました。

３）台湾市民の生活
台湾では春節の連休後も感染の拡大は見られず、新規の市中感染は1日に1桁程度と落ち着いた状況が続いていることから、
中央感染症指揮センターは、3月以降の防疫ルールや入国規制を適度に緩和することを発表しました。
コロナ警戒レベル2級は維持しつつも、3月1日よりマスク着用義務条件や飲食ルールの規制が一部緩和されます。

ワクチン接種については、1回目の接種率は約84.93%、2回目の摂取率は約80.18%、3回目の接種は60.93%と
なっています。

４）台湾への航空機
関西、成田、羽田、名古屋、広島、福岡などの空港から毎日ではないですが、不定期に運行しています。



～お申込みまでの流れ～

ご案内書

申込手続きのご案内

下記のURLからお申込み手続き
をお願いいたします。
http://XXX/mypage/xxx
上記ＵＲＬの有効期限は本日
より２週間です。 ご契約を承りました。

■ご契約番号
2000012345

■開始月
2022年8月

■お支払いコース
毎月払い

■満期金額 150,000円

ご案内書面配布
（ＱＲコード付き）

お支払い方法を検討 Ｗｅｂにてお申込
ＱＲコードよりメルアド登録

メールが届いたらメールにあるURLにアクセス後、登録・完了

メールにて契約完了のお知らせ

お支払方法をご選択ください。
１）毎月払い ⇒ 銀行口座からの引き落とし
２）一括払い ⇒ コンビニでのお支払い（ロッピー、ファミポートなど）

３）出発前一括払い ⇒ コンビニでのお支払い （ロッピー、ファミポートなど）

「一括払いコース」を希望された方は、サービス額の補助がありお得です！！
旅したくプラス設定額 150,000円 サービス額 1.000円

150,000円 – 1.000円 ＝ 149.000円

「旅したくプラス」をご希望されない方には、弊社から請求書を送らせて頂きます。
（2022年12月末ごろ）

弊社指定口座（四国銀行）にお振込みをお願い致します。

２

３

1

受付期間（申込期間）は、

7月１日から7月15日までの2週間です。

http://xxx/mypage/xxx


◆ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

取扱旅行会社：近畿日本ツーリスト株式会社 高知営業所

高知市堺町2-26 4F

℡（088）824-4891

担 当 者 ： 北村 直子 （090）8697-2962


