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よその小龍包と

一緒にしないで
ね！

おいしいよ～！ おいしい『高雄』
新たな驚きと発見がいっぱい！

熊本発着の直行便を利用すれば、わずか約2時間30分で台湾・
高雄に到着！　思い立ったら週末スグ行けて、訪れるたびに新
しい発見があります。第２弾となる台湾・高雄の旅、今回は心
がリッチになるベイエリアの注目店を中心にご紹介。

Bay AreaMR.OYSTER
贅沢な時間が流れる
高雄初のオイスターレストラン

ミスター・オイスター

マリーナから海を眺めながら、ゆっくりと食事を楽し
む。そんな贅沢感を味わえる、話題のニューショッ
プ。新鮮なカキばかりか、ボリュームたっぷりのサラ
ダやパスタ、海の幸のフライなどメニューも豊富に
用意されているから、心もお腹も大満足。

ACCESS

●TEL 0981-613688
　営／ 18:00 ～ 25:00(LO.23:00)　無休

高雄市前鎮區成功二路39-1號
新鮮な生カキは２～３品種が用意され
NT$160元～、シャンパンもボトルで
NT$2200元～５種類用意されるから、
思いきり贅沢に楽しんでみて

「おいしい小龍包しか食べたくない！」の期
待に見事に応えてくれる、地元の人に愛
される名店。肉汁が多く旨味が濃厚なの
が特長で、ベーシックな“龍袍湯包”は５
個でNT$100元・10個NT$200元

●TEL 07-251-0562
　営／ 12:00 ～ 21:00　無休

漢神百貨近くにあるから、ショッ
ピングのついでに立ち寄りたい。
ビールと一緒に楽しめば最高！　
“魚子湯包(からすみタンパオ)”5
個NT$250元など種類も豊富に
用意されています

龍袍湯包

高雄市苓雅區新田路375號

気さくな雰囲気ながら
本物の味が待っている

ACCESS

ロンパオタンパオ

ち
な
み
に
…

駁二芸術特区だけでなく、高
雄の街には至る所にキャラクタ
ーがいます。面白キャラを探し
て歩くのも楽しいですよ。

Bay Area

この時季オ
ススメの

観光スポット

龍虎塔

旗津海水浴場

取材協力／熊本電鉄 台湾事務所

●高雄市左営区蓮潭路
　24時間開放

●高雄市旗津区廟前路1号
　9月～ 10月は平日09:30-16:30
　休日09:30-17:30

高雄から約10km北にある、風光明媚
な蓮池潭風景区。その中にあるのが、
中国様式の7層2つの塔を持つ龍虎塔。
龍の口から入って虎の口から出ると、
福を得られ凶を避けられるとか。

海を眺められる歩道や、自然生態エリ
ア、クロスカントリーエリアなど、異な
るタイプのレジャーを体験できます。

通貨…新台湾元(NT$)
※1NT$＝約3.2円(H28.8月現在)
日本との時差…１時間(日本が1時間早い)

電圧…110V、60Hz。日本と同じ２極式で
　　　家電製品の多くはそのまま使えます

楽しい（開心）…ホアンヒー
いくらですか（多少錢）…ワツェージー

リュウコトウ

シージンビーチ

覚えておくと
便利

ゆっくりと

時間を忘れ
て

くつろいでく
ださい

“蟹肉湯包
(カニみ

そタンパオ
)” ５個

NT$150元

金
曜

土
曜

日
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■利用ホテル /立多商旅、仁道国際酒店または同等クラスホテル（当社基準） ■食事 /3 日間・朝 2回（弁当含む）、4
日間・朝 3回（弁当含む） ■利用運送機関 /チャイナエアライン ■添乗員 /なし（現地係員） ■最少催行人員 /2 名
※プラス 2,000 円でスーペリアクラスホテル、プラス 5,000 円（4日間プランはプラス 6,000 円）でデラックスク
ラスホテルに変更可能　※スケジュールは変更になる場合がございます

フリープラン高雄3日間・4日間

週末利用！

スケジュール3日間 4日間 宿泊／食事

夕暮れ時の西子湾散策とリバークルーズ、夜市散策（所要時間 4～ 5時間）
〈高雄泊〉

阿蘇くまもと空港発（13:15 予定）　　高雄国際空港着（14:55 予定）到着後、
現地係員とともにホテルへ（途中両替店立ち寄り）

■旅行代金（お 1人様 / スタンダードホテル 2名 1室利用）

9月～ 12 月
日曜日発 39,800円
9 月～ 12 月
金曜日発

44,800円

【受付】10:00 ～ 18:30（土日祝休）
旅行企画実施：九州産交ツーリズム（株）　観光庁長官登録旅行業第1802号　総合旅行業務取扱管理者 /福水秀章

● 九州産交 旅行センター
096-325-3535
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朝：
昼：機内
夕：×

〈高雄泊〉

〈高雄泊〉

朝： ○
昼：×
夕：×

朝： ○  昼：×
夕：×

朝： 弁当
昼：機内
夕：

お1人様5000円追加　海鮮料理の夕食付！オプション

ホテルにて朝食　終日自由行動

朝食は車内にてお弁当。現地係員とともにホテルより空港へ
高雄国際空港発（8:45 予定）　　阿蘇くまもと空港着（12:15 予定）

ホテルにて朝食　終日自由行動

オプション

●高雄3日間で
  なんと39,800円から！
●フリープランで
　自由きままな旅を満喫
●空港からホテルまでの送迎付き
●全日程、朝食付き（弁当含む）
●1日5,000円プラスで
　食事付き観光プランに変更可能

※9/16・10/7・12/23・12/30発除く

9 月～ 12 月
火曜日発 43,800円

※9/13発除く
※燃油サーチャージはかかりません（2016 年 8/18 現在）、
旅行代金の他に海外空港税 1,700 円が別途必要

オススメ
Point

高雄市内半日観光（所要時間 4～ 5時間）
お1人様5000円追加　客家料理の昼食付！

３日間

３日間

4日間

他のコースもございます
詳しくはwebで！

■利用ホテル /高雄グランドハイライホテル ■食事 / 朝食 2回・昼食 2回（機内食） ■利用運送機関 /チャイナエ
アライン（エコノミークラス利用） ■添乗員 /なし ■最少催行人員 /2 名
■お申し込み締切日 9/16（金）発…9/2（金）、10/14（金）発…9/29（木）、10/21（金）発…10/6（木）すべて 15:00 まで

ラグジュアリーホテル「グランドハイライ」に泊まる

全日程
同額

スケジュール3日間 宿泊／食事

〈高雄泊〉
阿蘇くまもと空港発（13:15 予定）　　高雄国際空港着（14:55 予定）
到着後、空港から自由行動

■旅行代金（大人・子ども同額 /2 名 1室利用 /
エコノミークラス席）

54,000円

観光庁長官登録旅行業第1770号　日本旅行業協会正会員
【受付】9:30 ～ 17:30（土日祝休）

旅行企画・実施 ● JTB九州 熊本支店

096-325-8193
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朝：
昼：機内
夕：×

〈高雄泊〉

朝： ○
昼：×
夕：×

朝： 朝食 BOX
昼：機内
夕：

ホテルにて朝食　終日自由行動

ご自身にて空港へ移動
高雄国際空港発（8:45 予定）　　阿蘇くまもと空港着（12:15 予定）

※旅行代金の他に海外空港税・燃油サーチャージ・航空保
険料 2,920 円（10 月発は 2,200 円）が別途必要
※シングルを利用する場合は別途 14,000 円が必要です
※往復ともに座席指定はできません

9/16（金）・10/14（金）・10/21（金）出発限定

オススメ
Point

●終日フリープラン！　
●老舗の五ツ星ホテル「高雄
グランドハイライホテル」に
連泊！　サウナや温水プール
などの施設が充実
●ホテルと漢神百貨店が直結
で買い物に便利

【受付】8:30 ～ 17:30（土日祝休）
受託販売／熊本県知事登録旅行業第2-199号

● 熊本電鉄旅行センター

096-345-1111
受託販売

※詳しい旅行条件書（全文）をお渡ししますので、ご確認のうえお申込みください

フリープラン高雄 3日間

お問い合わせ・お申し込みは……

●
●●

●2泊目は、一度は泊まりたい
　名門ホテル「圓山大飯店」
　（昨年リニューアル）に宿泊！
●圓山大飯店のコースディナーを含む
　計7回（朝2・昼2・夕3）の食事付き
●高雄では、当社基準デラックスホテルに宿泊
●台北で人気の故宮博物館へご案内
●台南→台北は、バスで約4時間のところ、台湾
　新幹線を使って約1時間50分でラクラク移動

■利用予定ホテル一例 /〈台南〉新朝代飯店（ダイナスティ）（当社基準スタンダードクラス）、〈台北〉圓山大飯店本館【指定】（当社基準スーパーデラックスク
ラス）、〈高雄〉国賓大飯店（当社基準デラックスクラス）  ※指定以外のホテルは、同等またはそれ以上のクラスのホテルに変更になる可能性あり　 ■食事
/ 朝食 2回・昼食 2回・夕食 3回（機内除く） ■利用航空会社 /チャイナエアライン（エコノミークラス）■添乗員 /なし（現地係員） ■最少催行人員 /10
名　■本ツアーにご参加頂いた方には、ご旅行のご感想をA4 用紙 1枚程度のアンケートにお答え頂きます（謝礼の粗品あり）

【受付】平日 9:30 ～ 17:30
土日祝日 9:30～13:30（電話受付のみ）

旅行企画実施：阪急交通社　熊本県知事登録旅行業第1847号　総合旅行業務取扱管理者 /下河豊美

● 阪急交通社 熊本支店

096-278-8917

スケジュール4日間 宿泊／食事

〈台南泊〉①

②

④

③

朝： 
昼：機内
夕： ○

〈台北泊〉

〈高雄泊〉

朝： ○
昼： ○
夕： ○

朝： 機内
昼：
夕：

早朝、空港へ
高雄国際空港発（8:45 予定）　　阿蘇くまもと空港着（12:15 予定）

朝食後、台中へ。台中市内観光（宝覚寺・寝具店）。郷土料理の昼食後、日月潭を観光
（文武廟）。その後、高雄へ市内観光（ 蓮池潭・民芸品店・世界で最も美しい地下鉄駅
ランキング第 2位に選ばれた美麗島駅）。夕食は海鮮中華

朝： ○
昼： ○
夕： ○

※燃油サーチャージは含まれています、
旅行代金の他に海外空港税 1,700 円が別途必要

※お 1人様部屋追加代金（相部屋不可）40,000 円

圓山大飯店
  に泊まる

阿蘇くまもと空港発（13:15 予定）　　高雄国際空港着（14:55 予定）
到着後、台南市内観光（赤　楼）。台南料理の夕食後、夜市散策（約 30 分）

■出発日
11/1・11/22・12/6・
12/13・12/20

74,800円

コース番号：T720-6329

まるやま 阪急交通社 熊本支店 開設 25周年謝恩企画

台湾新幹線にて台北へ ( 約 1 時間 50 分 )。台北市内観光（忠烈　・民芸品店）。昼食
は「金品茶楼」にて点心料理。その後、故宮博物院（約 90 分）観光後、九份の街を散策
（約60分）。台北へ戻り、免税店でショッピング。夕食は圓山大飯店内にて「浙江料理」

祠

オススメ
Point

（2泊目）

※　印は催行確定日※　印は催行確定日●※　印は催行確定日

台湾縦断モニターツアー4日間

■旅行代金（お1人様/2名1室利用）

※ご予約後に詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し
いたしますので、事前にご確認の上、お申込みください

※写真はイメージ

承認番号【1608026KMS】

熊本～高雄線はチャイナ エアラインの直行便！　台湾の魅力を凝縮したツアープランをご紹介します！
熊本発は午後の便だからゆっくり準備。高雄発は
午前中なので、早めの帰国で時間を有効に使えま
す。座席はビジネスクラス8席、エコノミークラス
150席が設けられ、往復の便ともに機内食をサー
ビス！　快適な空の旅をお約束いたします

チャイナ エアラインコールセンター　
https://www.china-airlines.com/jp/jp
航空券の予約・購入はＨＰ、または電話にて

☎096-285-1814

チャイナ エアライン
熊本空港 スタッフ

火金日、週 3便往復運航中！
直行便だから約 2時間 30 分

往路
CI199

熊本（13：15） ⇒ 高雄（14：55）火・金
日曜

復路
CI198

高雄（ 8：45） ⇒ 熊本（12：15）火・金
日曜

※上記時間はすべて現地時刻です　※10/29（土）までのスケジュールとなり、スケジュールの変更の
可能性もあります。最新情報は当社のホームページをご確認ください

■フライトスケジュール

問 /8:30 ～ 17:15

●詳しくはこちらまで
阿蘇くまもと空港国際線振興協議会事務局 ☎096-333-2165
http://portal.kumamoto-net.ne.jp/asokumamoto/

8,000円まで無料
阿蘇くまもと空港内駐車場料金が

※搭乗手続き時に航空券と駐車券を提示
※予算の範囲内で助成 

1名 5,000円助成
片道利用の場合は１名2,500円助成

熊本⇔高雄往復6名様以上の団体利用で

※渡航日の14日前までに助成申請書の提出が
必要 ※予算の範囲内で助成

日本語ＯＫ！

助成制度を使って
台湾の旅をもっとお得に！


