
台湾
友好都市 台南市訪問みなかみ町民旅行

【企画・実施】　

官公庁長官登録旅行業第 1741号　JATA正会員

　株式会社平和ＩＴＣ

〒160-0023　東京都新宿区西新宿 1-8-1 新宿ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ5Ｆ

総合旅行業務取扱管理者　山本　治見

　TEL03-5332-7002　FAX03-6279-0098

【お申込み取扱会社】

群馬県知事登録旅行業第 2-430 号

　三浦観光上毛高原営業所

〒379-1313　群馬県利根郡みなかみ町月夜野 1744-1

総合旅行業務取扱管理者　三浦　敬二

TEL0278-25-4910　FAX0278-25-4920

●企画協力　みなかみ町観光商工課

■旅行期日

■旅行代金

■募集人員

令和２年１月１３日 （月） ～１６日 （木）　３泊４日

お一人様 98,000 円
（最少催行人員３０名）70 名

※定員になり次第、 締め切りとさせていただきます。■申込締切 11 月 8 日 ( 金 )

（※燃油サーチャージ、成田空港施設使用料
　　　　　　　　　　　　　台湾空港諸税等含）

2名 1室料金　※大人･2歳以上同額　1人部屋追加代金 20,000 円（３泊分 )

みなかみ町在住 ・ 在勤等皆様の
ご参加をお待ちしております !

台南 4日間の旅

ツアーの詳細は内側をご覧ください

※写真はすべてイメージです。



◆申込金：30,000 円 (※受付後に請求書をお送り致します、11月 11 日までにお振込み頂くか三浦観光までご持参ください。)

※取消受付時間は三浦観光営業時間での受付となります。（平日 9：00 ～ 18：00　土･日は翌週扱いとなります )
※航空会社の運行スケジュール、現地の道路事情等により行程が変更となる場合があります。
※この旅行は㈱平和ＩＴＣが企画・実施する募集型企画旅行です。
※詳しい旅行条件を説明した書面をご確認のうえ、お申込み先「三浦観光」までお申込み下さい。( 詳しくは三浦観光までご連絡ください )

◆食事条件：朝 2回、昼食 2回、夕食 3回 (※機内食除く ) ◆利用航空会社：チャイナ航空

◆利用予定ホテル：【台南市安平】クラウンプラザホテル【台南市内】ゴールデンチューリップグローリーファイン　　　　　　　　

◆申込方法：裏表紙の参加申込書にご記入の上、FAX か郵送・ご持参にて三浦観光宛にお申込みください。

■ご挨拶

みなかみ町は、平成２５年１２月に台湾台南市と友好都市協定を
結び、観光や物産などの分野で交流を進め、お互いの市町を訪問
し合い、親善を深めてまいりました。台南は台湾の京都と呼ばれ、
古都ならではの歴史的な建物も多く、風情豊かな街で台湾グルメ
発祥の地、食の都として人気があります。３回目となる台南市へ
の町民旅行は、台南市政府やこれまでに交流を深めてきた関係者
から特別な支援をいただき、厳選されたホテルや食事内容となっ
ています。是非この機会に台南市に訪れてみませんか、町民皆様
のご参加をお待ちしております。　
                                                              　みなかみ町長　鬼頭　春二

みなかみ町鬼頭町長と台南市黃偉哲市長

■台南市について

台南市は文字通り、台湾南部に位置する人口約１９０万人の大都市です。台湾の中では
台北、高雄と並ぶ行政委員直轄市で歴史的にも日本とのつながりが最も深く、親日家愛
日家が多く住む町です。南部の人間は人情味に厚い！とよく言われますが、その中でも
台南は他都市の人たちが認めるほど人情味溢れる土地柄です。市内には朝市や夜市など、
楽しみながら現地の方と触れ合えるスポットもたくさんあります。

日程 都市名 時間 交通機関 食事

みなかみ 6:00 貸切バス 朝：各自

成田空港発 12:25 チャイナ航空

高雄空港着 15:55 専用車 昼：機内食

台南市内

安平区 夕：◎

安平郊外 午前 専用車 朝：◎

安平区 (ホテル)

午後 昼：◎

安平区 夕：◎

台南市内 午前 専用車 朝：◎

(ホテル)

午後

昼：◎

夕：◎

台南市内 4:00 専用車 朝：機内食

高雄空港発 7:05 チャイナ航空

成田空港着 11:25 専用車 昼：自由食

みなかみ 16:30

取消日

取消料

行　　　　　　　　　程

1
1/13

(月)

貸切バスにてみなかみ町出発、一路成田国際空港へ

チャイナ航空103便にて空路→高雄へ(約4時間30分)

夕食は度小月にて名物担仔麺(タンツーメン)をお召し上がり下さい

1932年日本人によって創建された林百貨店(車窓)　その後ホテルへ

安平:クラウンプラザホテルにて宿泊

夕食後、台南夜市見学、その後ホテルへ

2
1/14

(火)

井仔脚瓦盤塩田(180年余りの歴史がある塩田)へ(移動時間約1時間)

昼食は蝦捲巻で有名な周氏蝦捲店にてご用意しております

安平観光(安平古堡・安平樹屋、 安平老街など)

★夕食は慶平海產店　現地交流関係者との夕食会

夕食後、安平:クラウンプラザホテルにて宿泊

3
1/15

(水)

台南政府見学(※台南政府の都合により見学できない場合もあります)

台南市内ゴールデンチューリップグローリーファインホテルにて宿泊

4
1/16

(木)

ホテル出発、高雄空港へ(移動時間約1時間)

チャイナ航空102便にて空路成田国際空港へ(約3時間20分)

到着後、貸切バスにて(途中サービスエリアにて自由昼食。※個人支払)

みなかみ町着　お疲れ様でした。

水仙宮市場と街並み散策へ(移動時間約20分)

台南市内にて昼食(小籠包)

台南市内観光(羽鳥又男氏の史跡赤嵌楼・国定古跡台南地方法院など)

※パイナップルケーキ等で有名な明新食品にてお買物

お買物後、一旦ホテルにチェックイン。その後夕食会場へ

夕食は漢來海港餐廳(グランドハーバーレストラン)台湾食･和食･洋食バイキング

取消料
12月13日まで 12月14日～1月10日まで 1月11日～当日出発前まで 旅行開始後、無連絡

取消料なし 旅行代金の20％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％



２０１７年にオープン、モダンでスタイリッシュとても綺麗です。

４つ星で評価も９．１と高く、リピーターが多いです。

Ｗｉ－Ｆｉ・室内プールも完備

■クラウンプラザ台南安平 ■ゴールデンチューリップ グローリーファイン

２０１４年に建てられた施設は上品な装飾が施されています。

無料Ｗｉ－Ｆｉ付きのエレガントな客室を提供しています。

評価も８．８と高いです

■井仔脚塩田
かつては「瀨東場」と呼ばれた井仔脚塩田は、北門塩場に属する最も古い塩田です。

北門塩場の最初の塩田として清嘉慶年に建設され、180 年余りの歴史があります。

■安平古堡
安平古堡は明王朝の時代､西暦 1623 年にオランダ人が安平に簡素なレンガの城を

築いたのが、安平古堡の原型です。

■林百貨店
林百貨店は 1932 年、日本人実業家の林氏によって創設された林百貨店は、2014 年に

改修を行い、 文化複合施設として生まれ変わりました。

■赤崁楼
日本統治時代、台湾氏最後の市長だった人物羽鳥又男 ( 群馬県富士見村出身 ) の

ゆかりの場所であり台南孔子廟と赤崁楼の修復に努めたといいます。中には

羽鳥氏の銅像があります。

■水仙宮市場
台南市民の台所です。夜市なども行われております

※曜日によって夜市の開催地が変わります。

■台南の食

※すべての写真はイメージです。

パイナップルケーキ 蝦捲 小籠包 市場では旬のフルーツ



ご参加申込書 

 

参加ご希望の方は、下記にご記入の上、三浦観光上毛高原駅営業所にご持参もしくは FAX にて 

お送りください。また複数人でお申し込みされる場合、お手数ですが本申込書をコピーしてご利用

ください。（FAX 番号 0278-25-4920） 

（フリガナ） 
 

お名前 

  

(姓) (名) 

お名前 

（パスポート記載の 

ローマ字） 

(First Name 名) (Last Name 姓) 

生年月日 西暦      年  月  日  （   歳） 性別 男・女 

パスポート番号 
 パスポート 

有効満了日 

 

現住所 
〒 電話番号  

FAX 番号  

緊急連絡先 
お名前 自宅・勤務先・携帯 

 

次のご質問にお答えください。 

質問事項 回答欄 

① 現在、医師の治療を受けていますか？ はい いいえ 

② ①で【はい】とお答えの方 

病名と医療機関を教えてください。 

病名 

医療機関 

③ 現在、病院等から薬を処方されていますか？ はい いいえ 

④ ③で【はい】とお答えの方 

薬の名前と何のための薬か教えてください。 

薬の名前 

何のための薬 

⑤ 今までに発作などの症状が出たことが 

ありますか？ 
はい いいえ 

⑥ ⑤で【はい】とお答えの方 

いつ（どのくらい前）にどのような症状か 

教えてください。 

 

⑦ アレルギー等がありますか？ はい いいえ 

⑧ ⑦で【はい】とお答えの方下記に内容をご記入 

ください。 

 

⑨ 航空機内に持ち込みたい薬の名前と器具等が 

ありましたらご記入ください。 

 

 

申込日    年  月  日 

※弊社使用欄受付印 

 

 

       

※弊社使用欄

 
 

 

受付No.　　　　受付日　　年　　月　　日

備考

※ローマ字がパスポートと違っている場合、出国できないなどのトラブルがありますのでお間違いの無いように記載をお願いします。
なお、ローマ字が違っていた場合の変更には、キャンセル料等が発生いたしますのであらかじめご了承ください。
・ご記入いただきました個人情報は、本旅行の催行にあたってのみ使用いたします。旅行催行後は適切な処理で本情報を破棄するとともに、
本情報を第三者に開示をいたしません。


