
中部地方のホテル

単位：NT (台湾元)  有効期間：2019年10月から12月まで。

地区 ホ　テ　ル　名 シーズン ルーム 料金 朝食 期　　　間

台中 長栄桂冠  エバーグリーン  オン ツイン 3800 朝食込 土&10/10-11

Ｂ http://www.evergreen-hotels.com ＆

エキストラベッド： 1050（朝食付き） オフ シングル 3000 朝食込 日-金&10/5

Ａ 金典酒店　スプレンダー　タイチュン オン ツイン 4100 朝食込 土&10/10-11

http://www.splendor-taichung.com.tw ＆

エキストラベッド：1500（朝食付き） オフ シングル 3600 朝食込 日-金

10/15-19の料金はお問合せ下さい。

Ｂ 永豐棧麗緻酒店　テンパス オン ツイン 3700 朝食込 土＆10/10-11

http://www.tempus.com.tw ＆

エキストラベッド：1000（朝食付き） オフ シングル 3200 朝食込 日-金

右記の金額はＢ館のデラックスルーム。

Ｂ 福華　ハワードタイチュン 4200 朝食込 土＆10/10-11,12/31

http://www.howard-hotels.com 3600 朝食込 日-金

エキストラベッド：1100（朝食付き） 10/16-18の料金はお問合せ下さい。

Ｂ 全国 　ナショナルタイチュン オン ツイン 3500 朝食込 土＆10/10-11

http://www.hotel-national.com.tw ＆

エキストラベッド：1000(朝食付き) オフ シングル 2900 朝食込 日-金＆10/5

Ｂ 台中兆品(品臻樓) オン 3000 朝食込 土＆10/10-11

http://taichung.maisondechinehotel.com/jp/ オフ 2300 朝食込 日-金

上記の料金は品臻樓の値段です。

Ｂ 海灣藝術酒店 オン 2800 朝食込 土＆10/10-11,12/31

http://www.hionetcc.com.tw/ オフ 2600 朝食込 日-金

エキストラベッド：800（朝食付き）

Ａ 涵碧樓大飯店　ザ・ラルー オン 20000 朝夕食込 金-土&10/9

http://www.thelalu.com.tw オフ 17200 朝夕食込 日-木

右記のホテル代は2-3階Lakeview Suite 2018年10/1-11/30の土曜日,12/29-31の料金はお問合せ下さい。

(One Room)の料金 1人お泊りの料金は2040元マイナス致します。

Ａ 日月潭大飯店 オン 山景 8500 朝食込 土&10/10-11

SUN MOON LAKE HOTEL 湖景 9400 朝食込

http://www.smlh.com.tw オフ 山景 5050 朝食込 日-金&10/5

エキストラベッド：1320(朝食付き) 湖景 5600 朝食込

5Ｒｏｏｍ以上の場合、1泊NT450ダウン

斗六 華安大飯店 オン 2200 朝食込 土&10/10-11

Ａ http://metro.howard-hotels.com.tw/ オフ 2000 朝食込 日-金

エキストラベッド：600（朝食付き）
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南部地方のホテル

単位：NT (台湾元)  有効期間：2019年10月から12月まで。

地区 ホ　テ　ル　名 シーズン ルーム 料金 朝食 期　　　間

嘉義 耐斯王子  ナイスプリンス オン シングル 4280 1BF 土&10/10-11

Ａ http://www.niceprincehotel.com.tw ツイン 4500 2BF

オフ シングル 3480 1BF 日-金

ツイン 3700 2BF

Ｂ 嘉義兆品酒店 オン 3000 朝食込 土＆10/10-11

http://chiayi.maisondechinehotel.com/ オフ 2600 朝食込 日-金

Ａ 阿里山賓館　アリザンハウス オン 7700 朝夕食込 土＆10/10-11

http://www.alishanhouse.com.tw/ オン 6800 朝夕食込 金

右の料金は本館(歴史館)の部屋です。 オフ 5900 朝夕食込 日-木＆10/4-5

2019年12/31の料金をお問合せくださいませ。

台南 晶英酒店　シルクスプレイス台南 ピーク 5200 1BF 10/10-10/11

Ｂ http://www.silksplace-tainan.com.tw/jp/ ツイン 5500 2BF

オン ＆ 5200 1BF 土

シングル 5500 2BF

オフ 3400 1BF 日-金

3700 2BF

Ａ 長栄桂冠  エバーグリーン オン 3600 朝食込 土&10/10-11

http://www.evergreen-hotels.com

エキストラベッド：900(朝食付き) オフ 3000 朝食込 日-金

Ａ 台南新朝代大飯店　 オン 2200 朝食込 土&12/30-31

http://dynasty-jp.okgo.tw/

オフ 1800 朝食込 日-金

高雄 漢来　グランド　バイライ ツイン 3300 X

Ｂ http://www.grand-hilai.com.tw ＆ 3600 1BF

エキストラべッド：1800(朝食付き) シングル 3900 2BF

海側：１室１泊プラス 300 2019年12/31の料金はお問合せ下さい。

Ｂ 君鴻国際　８５SKY　TOWER　HOTEL シングル 3300 1BF

http://www.thesplendor.com

海側：１室１泊プラス 500 ツイン 3600 2BF

エキストラべッド：1700(朝食付き)

2019年12/31の料金はお問合せ下さい。

Ａ 寒軒国際　ハンシェン シングル 3000 1BF

http://www.han-hsien.com.tw/hhih/jp/ ツイン 3000 2BF

エキストラべッド：1300(朝食付) 土曜日及び10/10-11は１泊NT300の追加。12/31の料金はお問合せ下さい。
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南部地方のホテル

単位：NT (台湾元)  有効期間：2019年10月から12月まで。

地区 ホ　テ　ル　名 シーズン ルーム 料金 朝食 期　　　間

Ｂ 福華　ハワード ピーク 3300 朝食込 10/10-11,12/31

http://www.howard-hotels.com.tw ツイン

エキストラべッド： 1200(朝食付) オン ＆ 3000 朝食込 土

シングル

オフ 2800 朝食込 日-金

Ｂ 国賓　アンバサダー シングル 2800 1BF

http://www.ambh.com.tw ツイン 3100 2BF

エキストラべッド：1500(朝食付き) リバビューの部屋：1泊プラス300元。12/31：1泊プラス1200元。

Ｂ 高雄翰品 オン 3800 朝食込 土＆10/10-11,12/31

http://kaohsiung.chateaudechine.com/zh-tw/ オフ 3200 朝食込 日-金

Ｂ 華園　ホリデイ　ガーデン オン 2500 朝食込 土＆10/10-11

http://www.hotelhg.com.tw オフ 2200 朝食込 日-金

エキストラべッド：700(朝食付き)

Ｂ 華王　KINGDOM オン 2300 朝食込 土

http://www.hotelkingdom.com.tw オフ 2000 朝食込 日-金

エキストラべッド：600(朝食付き) 12/31の料金はお問合せ下さい。

台東 知本老爺　ロイヤル知本 オン 7400 朝夕食込 土曜日&12/29-30

Ｂ http://www.hotel-royal-chihpen.com.tw オン ツイン 6400 朝夕食込 12月と1月の金,12/22-27

夕食(バイキング) オン ＆ 6100 朝夕食込 11月の金と日,12月の日

オフ シングル 5900 朝夕食込 10/1-31の日-金

11/4-12/29,1/1-31の日-木

10/10-12,12/31の料金はお問合せ下さい。

Ａ 娜路灣　ナルワン スーパーピーク 5400 朝食込 10/11-10/12

http://www.naruwan-hotel.com.tw ツイン

エキストラべッド：1000(朝食込) ピーク ＆ 4400 朝食込 土＆10/10

シングル

オフ 3200 朝食込 日-金＆10/5

花蓮 美侖　パーク　ビュー オン ツイン 4900 朝夕食込 土&10/10-11,12/31

Ｂ http://www.parkview-hotel.com シングル 4900 朝夕食込

エキストラベッド：1200（朝夕食付き） オフ ツイン 3400 朝夕食込 日-金

デラックスルーム：１泊プラス600元 シングル 3400 朝夕食込

Ａ 花蓮翰品 オン 4700 朝食込 土＆10/10-11

http://hualien.chateaudechine.com/zh-tw/ オフ 3000 朝食込 日-金
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