
チラシ・フライヤーテンプレート 

A4（210mm × 297mm ) 

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ 

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲でダブルクリック）より 

色つきのガイド線を消してから変換してください

 日本では女性活躍の機運が高まっていますが、2016年の世界経済フォーラ
ムのジェンダーギャップ指数は 144カ国中 111位で、特に政治・経済分野で
の女性参加は依然として低いままです。一方台湾では、クォーター制の導入に
より女性議員の割合は大きく増加し、2016年には初の女性総統が誕生しまし
た。また、経済面においても、2016年度の台湾の企業全体に占める女性経営
者の割合は過去最高の 36.2％に達しました。 
 このような台湾女性たちの活躍はどのように成し遂げられてきたのでしょ
うか。そして働く女性たちを支える仕組みはどうなっているのでしょうか。 
 今回 KFAW は、台湾の女性センター、NGO、高齢者施設、保育所などを訪
問し、働く女性たちと懇談し、台湾女性の活躍の背景を探るとともに、両国の
女性を取り巻く課題について考え、日本の男女共同参画社会実現のためのヒン
トを得るため、スタディツアーを実施します。 

 期 間： 平成３０年１月１７日（水）～１月２０日（土） 3 泊４日

旅行代金： ９７，０００円（ホテル 1 名 1 室利用） 
    燃油サーチャージ・日本の空港施設使用料・現地空港諸税・航空保険料は 

    旅行代金に含まれています。今後、燃油サーチャージが増減又は廃止され 

ても旅行代金に変更はありません。 

＜旅行代金に含まれるもの＞
■航空運賃(エコノミークラス)
■宿泊料金(お一人一部屋・シングルルーム利用）
■日程表記載の食事料金・観光料金・乗り物料金
■日程表記載の視察訪問・研修プログラム等にかかる費用
■団体行動中のチップ・税金・サービス料
■手荷物料金（1人 1個）
■燃油サーチャージ ■日本の空港施設使用料
■現地空港諸税 ■航空保険料

＜旅行代金に含まれないものの一部＞ 
■超過手荷物運搬料金（航空会社の規定範囲を超える分）
■クリーニング代、電報・電話代、飲食代等個人的性格の費用
■渡航手続取扱料金（ご自身で作成される場合は不要です。）
出入国書類並びに税関申告書類の作成代行（4,320 円）

■集合場所までの国内交通費、宿泊料等
■任意の海外旅行傷害保険料
■食事の際の飲み物料金
■オプショナルツアー代金

募集人数： ２０名（先着順）

締  切： 平成 29 年 11 月３０日（木） 
  ※食事条件：朝食 3 回、昼食 2 回、夕食 3 回 

 （機内食は含みません）  

※添乗員は同行しません。 

●旅行企画／実施： ●イベント企画：

KFAW 台湾スタディツアー2017 

「「台湾に学ぶ女性のエンパワーメント」」  

九份イメージ 

視察先（保育所）イメージ 屋台で働く女性イメージ 視察先（高齢者施設）イメージ 
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日 行程 宿泊 食事 

1日目 

1/17(水) 

9:00 福岡空港国際線集合 

兄弟大飯店 
ホテル 
(台北) 

なし 

機内 

夕食

10:55 福岡空港発 (チャイナエア CI111) 

12:35 台北桃園空港着 

専用バスで台北市内視察 

午後 日本台湾交流協会 台北事務所訪問 

19：00 【オプショナルツアー】台北101 視察 

2日目 

1/18(木) 

午前 台湾の女性センター訪問 

全国大飯店 
ホテル 
(台中) 

朝食 

昼食 

夕食 

午後 女性のエンパワーメントを目指す NGO訪問 

台湾高速鉄道で台中へ移動 

台中市内視察 

夜 台湾 BPWとの懇親会 

3日目 

1/19(金) 

午前 高齢者施設・保育所視察 
兄弟大飯店 
ホテル 
(台北) 

朝食 

昼食 

夕食 

午後 台湾高速鉄道で台北へ移動 

九份・十份視察 

4日目 

1/20(土) 

午前 フリータイム 

【オプショナルツアー】台北市内視察 昼食付 朝食 

なし 

機内 
16：30 台北桃園空港発 (チャイナエア CI116) 

19：35 福岡空港着 

※オプショナルツアーは別途料金がかかります。 
※午前：09:00~12：00、午後：13:00~16：00、夕刻：16:00～18：00、夜：18：00～ 

利用ホテル： 

◇兄弟大飯店（台北） 
MRT南京復興駅に直結した抜群の立地。「お
客様を兄弟のようにおもてなしする」とい
う意味が込められたデラックスホテル 
台北市松山区南京東路三段 255号 
TEL：+886-2-27123456

◇全国大飯店（台中） 
緑豊かな遊歩道「草悟道」沿いに位置し、
文化芸術の雰囲気が漂う沿道唯一のデラッ
クスホテル 
台中市西区館前路 57号 
TEL: +886-4-23213111

※行程は一部変更になる可能性があります。 
※ホテルランクは世界ホテル案内(株 TMI)基準 

●食事／ 朝 3 回、昼 2 回、夕 3 回（機内食は含みません）
●航空会社／ チャイナエアライン（エコノミークラス）
●募集人員／ 20名
●最少催行人員／ 10 名（最少催行人員に満たない場合は旅行の催行を中
止する場合があります。その場合は出発の 24日までにご連絡致します。） 
●添乗員は同行しません。現地係員がご案内します。
●（公財）アジア女性交流・研究フォーラム職員が同行します。
●ホテル／上記をご覧ください。
●申込締切／平成 29 年 11 月 30 日（木）（定員に達し次第締め切らせて
いただきます） 
●事前学習会／ 平成 29 年 12月 7 日（木）13:30～16:00北九州市立男
女共同参画センター・ムーブ 5 階小セミナールームで実施予定（詳細は後
日お知らせします） 
航空便について 
●航空機の座席配列により、グループの方でも隣り合わせとならない場合
があります。 
●航空機の発日・発着時刻は航空会社の都合により予告なく変更となる場
合があります。 
●運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、またこれら
によって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮及び観光箇所の変
更、削除などが生ずる場合もあります。このような場合、責任は負いかね
ますが、当初日程に従った旅行サービスがお受けになられるよう手配努力
いたします。 
旅行代金について 
●表示の旅行代金は、お 1 人で 1 部屋（シングルルーム）をご利用いただ
く場合のお 1 人様のご旅行代金です。 
●旅行代金の年齢基準は旅行出発当日を基準としています。
空港税について 
●福岡空港施設使用料、および現地空港における空港税は旅行代金に含ま
れています。 

旅券・査証について 
●入国日から滞在予定日数以上のパスポートの有効期限の残存日数が必
要です。 
※日本国籍以外の方はビザ取得が必要となる場合があります。 

●帰国便の予約済み航空券を所有している場合は、査証なしで 90 日以内
の観光目的の滞在が可能です。 
ホテル宿泊について 
●ホテルチェックアウト時に各自が利用されたホテルサービスのお支払
いをお済ませください。 
食事・レストランについて 
●旅行代金には日程表に明示した食事・税・サービス料が含まれています。
但し、お客様が個人的に注文された飲物や追加料理代はお客様払いとなり
ます。 
最終旅行日程表について 
●ご出発 10 ～ 7 日前（遅くとも前日）までに集合時刻、場所、利用運
送機関、宿泊機関などの確定内容を記載した「最終旅行日程表」を交付し
ます。 
衛生状況／海外危険情報について 
●渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームペ
ージ：http://www.forth.go.jp/ でご確認下さい。 
●渡航先（国または地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・
地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。外務省海外安全
ホームページ：http://anzen.mofa.go.jp/ でご確認ください。 
お客様の責任 
●お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、
記載内容と異なるものと認識した時は旅行地において速やかに当社、当社
の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりま
せん。尚、旅行中に事故等が生じた場合は直ちに最終日程表でご案内して
おります現地緊急連絡先にお知らせください。 

スケジュール（予定） 

その他連絡事項／ご案内とご注意 
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  ※写真はすべてイメージです ※写真提供：台湾観光協会ほか

 台湾は沖
縄の南西に
位置し、日
本にとても
近 い 島 で
す。年間を
通して暖か
く、豊かな
自然に恵ま
れ て い ま
す。有史以

前から移り住んだとされる先住民族の文化、
17 世紀のオランダによる支配を始めとする外
国文化、さらに中華文化が複雑に融合し、今日
の台湾文化を形成しています。面積は日本の九
州ほどで、人口は約 2355万人です。人口の約
98％は漢民族ですが、山地や各地に散居し生
活している先住民が約２％います。 
 台湾最大の都市は人口約 271 万人の台北
市。歴史巡り、映画の舞台としても有名な九份
など郊外への観光などが楽しめます。また日本
が初めて輸出した新幹線「台湾高速鉄道」で台
湾第三の都市、台中市を訪れます。

主な視察予定先：台北市 台中市 

台北 101
(オプショナルツアー)

高さ 509.2ｍを誇
る、台湾一の超高層
ビル。89階の展望
台からは市街が一
望できます。 

宝覚寺 

日本統治時代に一
帯でなくなった日
本人が葬られてい
る、日本にゆかりが
深い寺院。高さ約３
０ｍの大きな金色
の弥勒菩薩像があ
ります。 

九份

日本統治時代、金鉱
の発見でゴールド
ラッシュに沸いた
街。海を臨む斜面に
古い街並みが続き、
どこか懐かしい風
景が広がります。映
画の舞台として脚
光を浴びました。 

台中国家歌劇院

日本人建築家の伊
東豊雄氏が設計し
たオペラハウス。鮮
やかな曲線のデザ
インが目を引くガ
ラス張りの建築物
で、約 11年の歳月
を経てオープンし
ました。 

中正紀念堂 

蒋介石の功績を記
念し、1980 年に造
られたメモリアル
ホール。巨大な白亜
の門をくぐると、自
由広場や高さ 70ｍ
の祈念堂がありま
す。 宮原眼科 

1927年に日本人医
師によって開業さ
れました。空き家に
なっていたところ、
当時の調度品を利
用し、レトロなお土
産店としてリニュ
ーアルオープンさ
れました。 

日本台湾交流協会 台北事務所 
台湾を知る！   

1972 年の日中国交正常化に伴い、外務省、通商
産業省（当時）の認可を受けて設立されました。
日本政府との緊密な連携のもと、外交関係のない
台湾との間の実務関係を処理するための邦人保
護、査証発給、経済・文化交流、台湾側各界との
調整など、日本の在外公館が行う業務に類する事
業を展開しています。 

台湾の女性センター 
台湾女性を取り巻く課題を学ぶ！ 

2008 年 3 月に女性権利委員会により設置され、
女性権利促進開発基金が運営しています。ジェン
ダー主流化政策のもと、NGOの参加の促進、台湾
の女性団体の橋渡し、台湾女性の権利とジェンダ
ー平等を目指しています。 

女性のエンパワーメントを目指す NGO 
台湾女性の社会進出を学ぶ！ 

1982 年に女性の権利に関する雑誌を出版する出
版社としてスタートし、現在まで女性の権利擁護
を目指し活動している NGO です。主な活動は、
家庭内における性別平等、職場におけるジェンダ
ー平等、女性の政治参加の提唱、リプロダクティ
ブヘルスライツ、女性のエンパワーメント、多文
化民族教育などです。 

台湾 BPW 
働く台湾女性の意識を知る！  

BPW International(BPWI)は、世界 100 カ国あ
まりの国と地域が参加する組織で、国連では重要
な役割を持つ NGO の団体です。台中市で台湾
BPWのメンバーと懇親会を行い、交流します。

保育所（臺中市公設民營清水托嬰中心） 
台湾女性を支援する仕組みを学ぶ！ 

台中市社会局が展開する one-stop care policyの
一環で、共働き夫婦の負担を軽減するために設置
した市内 4番目の公営保育所です。定員は 28人。 
月曜日から金曜日の AM8時～PM6時 
月額 7000yuan（約 26,000円） 

高齢者施設（臺中市永信松柏園老人養護中心） 
台湾女性を支援する仕組みを学ぶ！

1978 年に設置された社会福祉法人です。台中市
にてホームケア、ディケア、訪問入浴、認知症グ
ループホーム、小規模多機能型居宅介護を行って
います。 

台湾情報 

訪問予定団体 
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旅行条件書（抜粋） 
※お申し込みの際には、詳しい海外募集型企画旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容を事前にご確認のうえお申し込みください。 

１．募集型企画旅行契約 
 この旅行は、近畿日本ツーリスト九州（以下「当社」という）が企画・募集し実施
する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅行契約（以
下｢旅行契約｣という）を締結することになります。又、契約の内容・条件は、募集広
告（パンフレット等）に記載されている条件のほか、下記条件、最終日程表及び当社
の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」によります。 

２．旅行の申し込み 
（1）申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき旅行代金の 20％以上旅行代
金までの申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料また
は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。またお客様が旅行の参加に際し、特
別な配慮を必要とする場合には、お申し込みのときにお申し出ください。可能な範囲
内で当社はこれに応じます。 
（2）当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付け
ます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した
翌日から起算して 3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。 

３．契約の成立と契約書面の交付 
（1）募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を受領したとき
に成立するものとします。 
（2）通信契約は前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発
したときに成立するものとします。ただし、契約締結を承諾する旨を e-mail 等の電
子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するもの
とします。 
（3）当社は契約の成立後旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の
責任に関する事項を記載した書面（以下「契約書面」といいます）をお渡しします。
（当パンフレットはこのご旅行条件書において、契約書面の一部といたします）当社
が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービス範囲は、当契約書面に記載いたしま
す。 
（4）お申し込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちに
できない場合、当社はその旨説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状
態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能にむけて努力することがあります。（以
下「ウェイティング登録」といいます。）その際、「申込書」の提出及び申込金と同額
を「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知
します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。
ただし、当社がその予約可能通知の前にお客様から「ウェイティング登録」の解除の
申出があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合は当
社は「預り金」を全額払戻します。なお、「ウェイティング登録」は予約の完了を保証
するものではありません。 

４．通信契約 
 当社または当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジ
ットカード会社（以下「提携会社」といいます。）のカード会員（以下「会員」といま
す。）より所定の伝票への「会員」の署名なくしての旅行代金等のお支払いを受けるこ
とを条件に「電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による』
申し込みを受ける場合があります。（受託旅行業者により当該取扱が出来ない場合があ
ります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。所定の伝票
に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は通信契約には該
当せず、通常の旅行契約となります。）通信契約成立日をカード利用日といたします。 

５．旅行代金のお支払い 
 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目に当たる
日（以下「基準日」といいます。）より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降
にお申し込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日まで
にお支払いいただきます。 
取消日 取消料（お一人） 
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目から
3日目までの取消 

旅行代金の 20％ 

旅行開始日の前々日以降旅行開始までの取消 旅行代金の 50％ 
旅行開始後の取消または無連絡不参加の場合 旅行代金全額 

６．お客様による旅行契約の解除・払戻し（旅行開始前） 
 お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅
行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金（あるいは
申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで取消料がま
かなえないときは、その差額を申し受けます。（なお、表でいう取消日とは、お客様が
当社及び旅行業法で規定された「委託営業所」（以下「当社ら」といいます。）のそれ
ぞれの営業日、営業時間内に取消する旨をお申し出いただいた時を基準とします。） 

７．当社の責任と免責 
（1）当社は契約履行にあたり当社または当社の手配代行業者が故意または過失により
旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生
の翌日から起算して 2年以内に当社に通知があったときに限ります。また次のような
場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサー
ビスの中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食
中毒、盗難等。 
（2）当社は手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、
損害発生の翌日から起算して 21日以内に通知あったときに限り、旅行者 1 名につき
15万円を限度として賠償します。 

８．ご旅行条件・旅行代金の基準 
 この旅行条件は、2017年 10月 11日を基準としております。また、旅行代金は 2017
年 10月 11日現在有効なものとして公示されている運賃・規則または 2017年 10月
11日現在認可申請中の航空運賃・運用規則を基準として算出しております。 

個
人
情
報
の
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り
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イ：当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）
は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡
や運送・宿泊機関等（海外の機関等を含む）の手配のために利用させていただ
くほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上
必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。  
 また、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、お客様のお名前.パス
ポート番号および搭乗される航空便等に係る個人情報を、電子的方法などで海
外免税店等の事業者に提供いたします。お申し込みいただく際には、これらの
個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。  
ロ.当社は、当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売
促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社グループ企業および販売店
と共同利用させていただきます。当社グループ企業および販売店が共同利用す
る個人情報は以下の通りです。住所、氏名、電話番号、年齢・生年月日、性別、
商品購入履歴、メールアドレス、旅券番号  
ハ.上記の他、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭
またはホームページでご確認下さい。 

●視察訪問・研修プログラムに関するお問合せ：
●イベント企画：

企画広報課：三村、大村 
〒803-0814 福岡県北九州市小倉北区大手町 11-4  
北九州大手町ビル 3階 
TEL 093-583-3434  FAX 093-583-5195 
E-mail: info@kfaw.or.jp  URL: http://www.kfaw.or.jp 
営業日・営業時間 平日 08：30～17：15（土・日・祝祭日は休業） 

●旅行のお申込、お問合せ：
●旅行企画・実施：

株式会社 近畿日本ツーリスト九州 北九州営業所 
観光庁長官登録旅行業務第 1886号  
一般社団法人日本旅行業協会 正会員 
〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町 1-2-16  
十八銀行第一生命共同ビル 3 階 
TEL 093-551-2182  FAX 093-521-1774 
総合旅行業務取扱管理者：中村 裕 
営業日・営業時間 平日 09:30～17:15（土・日・祝祭日は休業） 

  ボンド保証会員  

※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引の責任者です。 
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、ご遠慮なく旅行業務
取扱管理者にご質問ください。 
※休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応できませんので、翌営業日の受
付となります。 

■承認番号：3815-17-10-002

mailto:info@kfaw.or.jp
http://www.kfaw.or.jp/



