ＭＡＸＸＩＳ太魯閣国際ヒルクライム
２０１８ 参加ツアー
２０１８年６月２２日（金）～ ６月２５日（月） ４日間

【成田発着】 【台北桃園空港発着】

太魯閣（タロコ）国際ヒルクライムは、海抜0mから最高標高3275mまで登る世界でも有数のダイナミックなコースで開催されるヒルクライムレース。フルコース
を走るインターナショナルクラスと標高2,374mまでのチャレンジクラスがあり、参加者各自の技量に応じて楽しめるイベントです。本ツアーでは台北～花蓮の
往復を特急列車でラクラク移動。お持ちの自転車は別途専用トラックにて運搬するので、わずらわしい輪行の心配もありません。ご利用いただくホテルも、
大切な自転車をご自身のお部屋で保管いただけるので安心です。ぜひこの機会に世界有数のヒルクライムにチャレンジしてみてはいかがですか。

日次 月日

© Makoto Ayano

時間

日程 ・ 宿泊地 ・ 食事（朝・昼・夕）

10:00 成田発 → キャセイパシフィック航空（CX）にて台北桃園空港へ
12:45 台北桃園空港着 入国・通関後、到着ロビーへ
14:00 台北桃園空港ターミナル１到着ロビー集合

© Makoto Ayano

◆成田発CX以外でご集合時間に合わせたおすすめのフライトは次の通りです。
成田/台北 09:25/12:10 チャイナエアライン107便（CI-107）
中部/台北 09:55/12:10 チャイナエアライン151便（CI-151）
関西/台北 09:30/11:30 チャイナエアライン159便（CI-159）
福岡/台北 10:55/12:30 チャイナエアライン111便（CI-111）
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■旅行代金 2名様1室利用時のおひとり様（大人・子供同額）

1

6/22
（金）

プラン

旅行代金

台北桃園空港発着

４８,０００ 円

午後

成田発着

８８,０００ 円

夜

1人部屋追加代金 ： １ ２,００ ０円
●成田発着プラン
以下のものが含まれていません。旅行代金と共に販売店にお支払いください。
①燃油サーチャージ ： 4,000円／大人・子供同額
②成田空港施設使用料 ： 大人2,090円／子供1,050円
③成田空港旅客保安サービス料 ： 520円／大人・子供同額
③現地空港諸税 ： 1,850円／大人・子供同額
④航空機自転車運搬料金（超過手荷物費用）
キャセイパシフィック航空エコノミークラスの受託手荷物運搬規定は、個数は2個まで、重量の
合計が30kgまで無料です。縦横高さの合計が203cm以内のスーツケースと自転車を入れた
輪行箱（サイズは203cm超でも可）の合計重量が30kg以内であれば超過手荷物費用はかか
りません。30kg超の場合は片道あたり1kgにつき13USドルの超過手荷物費用がかかります。
機内に持込可能な手荷物の範囲は、大きさが56cm×36cm×23cm以内かつ重量7kg以内の
もの1個とブリーフケース等の小さな手荷物1個です。
●両プラン共通
①大会エントリー費用は旅行代金に含まれていません。
エントリーは大会公式ホームページ参照のうえ各自にてお申し込みください。
エントリー締切日 ： 5月18日（金）
②相部屋について
おひとり様参加の場合、男女別の相部屋ご希望も承ります。ただし相部屋希望の他のお客様
がいらっしゃらなかった場合は1人部屋追加代金を申し受けます。
なお3名1室は承っていません。
■旅券（パスポート）と査証（ビザ）
当ツアーに参加される日本国籍の方は、台湾入国時残存期間が3ヶ月以上ある旅券が必要
です。また査証は不要です。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先の領事館、入国
管理事務所にご自身でご確認ください。
旅行条件
＜要約＞

2

6/23
（土）

3

6/24
（日）

MRTにて台北駅へ
※自転車は空港でお預かりし、別途トラックにてホテルまで搬送します
台北駅発 → 特急列車にて花蓮へ （所要約2時間30分）
花蓮駅着後、専用車にてホテルへ
市内レストランにてキックオフディナー
花蓮泊 □ 機 夕

終日

フリータイム
※大会参加者はホテル内事務局にて参加受付をお済ませください
花蓮泊 朝 □ □

終日

「 MAXXIS太魯閣国際ヒルクライム20 18 」参加
※ホテル→スタート地点および各フィニッシュ地点→ホテルの送迎＆
自転車搬送のオプション有（NT$1,500／参加受付時支払）
市内レストランにて完走ディナー
花蓮泊 □ □ 夕

夜

専用車にて花蓮駅へ
※自転車はホテルでお預かりし、別途トラックにて空港まで搬送します
午前 花蓮駅発 → 特急列車にて台北へ （所要約2時間30分）
台北駅着後、MRTにて台北桃園空港へ
13:30 花蓮でお預かりした自転車を空港ターミナル1でお渡しした後、解散
朝

4

6/25
（月）

◆成田発CX以外で解散時間に合わせたおすすめのフライトは次の通りです。
台北/成田 16:20/20:35 チャイナエアライン106便（CI-106）
台北/中部 17:05/21:00 チャイナエアライン150便（CI-150）
台北/関西 17:10/21:05 チャイナエアライン158便（CI-158）
台北/福岡 16:45/20:00 チャイナエアライン116便（CI-116）

16:15 台北発 → キャセイパシフィック航空（CX）にて成田へ
20:35 成田着
朝□機
■利用航空会社（成田発着コース）／キャセイパシフィック航空
※台北桃園空港発着プランには往復の航空機は含まれていません。各自にてご手配ください。
※ご集合・解散場所は台北桃園空港ターミナル1です。台北松山空港ではありません。
■利用ホテル／大漢會舘（大漢技術學院内）
■食事／朝2・昼0・夕2
■最少催行人員／10名
■添乗員／同行しません。日本語ガイドが1日目空港集合時から4日目空港解散時まで同行します。
■申込締切日 2018年5月18日（金）

詳しい 旅行条件を説明した書面を お渡しします ので、事前にご確認の上お申込みください。本旅行条件書は、旅行業法第 12条の 4に定める取引条件説明書面 及び同法第 12条の5に定める契約書面の一部となります。
この 条件に定めのない事項は、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款は当社ホームページからご覧いただけます。

この旅行は、東武トップツアーズ株式 会社 池袋アップルロード支店 （以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行であ 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」といい ます。）を締結することに なります 。旅行 契約
の内容、条件は、当パンフレ ットの記載 内容及び別途お渡しする旅行条件書、確定書面 （バウ チャー類又は最終日程表 ）並びに
当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部に よりま す。
１．お申込み方法・条件と旅行契約の成立
(1) 当社の定める方法によりお 申し込みください。下記のお申込金は指定の方法に より当社の定める日ま でにお 支払ください 。
申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。 (2) お申込みの時点では旅行契約は
成立しておりません。旅行契約は、当社が締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するも のとします。 (3)障がい のあ るお 客様、
高齢のお客様、妊娠中のお 客様など、お客様の状況 に よっては、当初の手配内容に 含ま れていない特別な配慮、措置が必要に
なる可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させてい ただきま すので、必ず事前にお申し
出ください。
２．お申込金(お1人様につき)

お申込金： 20,000円

３．旅行代金に含まれるもの、含ま れないも の
旅行日程に明示された航空機・船舶・鉄道・バス 等の運賃、宿泊料金、食事料金、観光料金 (ガイド料金、入場料)、手荷物運搬料
金、団体行動中の チップ等。 行程に含まれない交通費、空港税、運送機関の課す付加運賃・ 料金（燃油サーチャ ージなど） 等並
びに個人的性質の諸費用は含まれていません。
４．旅行契約の解除
お客様は、次の取消料をお 支払い い ただくことにより旅行契約を解除することができます。なお、取消 日と は、お 客様が当社又は
お申込店の営業日・営業時間内に 旅行契約を解除する旨をお 申し出 い ただい た日としま す。
旅行契約の解除期日
旅行開始日の前日からさかのぼっ て30日目にあ たる日から3日目に あ たる日まで

取消料
旅行代金の20%

旅行開始日の前々日から 当日ま で

旅行代金の50%

旅行開始後又は無連絡不参加の場合

旅行代金の100%

５．この旅行条件・旅行代金は 2018 年5月1日現在を基準としてお ります。

【旅行企画・実施／お申し込み・お問い合わせ】

池袋アップルロード支店
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-1-21 東武池袋駅構内B1
観光庁長官登録旅行業第38号 JATA正会員

TEL 03-5992-3841 FAX 03-5992-5488
Email plus@tobutoptours.co.jp
営業時間 平日 11：00～20：00 土日・祝日 11：00～19：00
総合旅行業務取扱管理者 市瀬 大介

【お申込方法】
①代表者情報（漢字氏名・ローマ字氏名・性別・年齢） ②同行者情報（①と同じ）
③部屋割 ④申込プラン ⑤代表者連絡先（電話番号およびメールアドレス）
以上を本文にご記入の上、「太魯閣国際ヒルクライム 2018参加ツアー申込」 をタ
イトルにして、上記メールアドレスあてお送りください。
翌営業日までに予約の可否をお知らせします。
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り引き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 ご質問ください。

