貴方 のグルメ三昧
VISA がサポート

台湾の風味豊かなグルメをお求めですか？
Visaカードが、本場のグルメ、路地裏のショップ巡り、大自然探訪をサポートします。
台湾を満喫し、印象深い旅をお楽しみください。

ショッピング

新光三越
10% off + ギフトプレゼント
台湾で最多の店舗数を誇るデパート。海外有名ブランドを始め、化粧品、電化製
品、食品、ローカルフードが楽しめるフードコートや本格中華のレストラン等、台湾
最多の品ぞろえを展開。台湾のトレンド、グルメ、伝統工芸品を一度にご堪能いた
だけます。
2018/12/31まで
Visaカード、パスポートをご提示いただくと、
店内でのお買い物が5% - 10% offになる
「ビジタープリビレッジカード」1枚（無料）をプレゼント
- キャンペーン期間中、お一人様につき1枚まで
- 一部のブランドと特価品は対象外

www.skm.com.tw
www.skm.com.tw
+886-800-008-801

当日同一店舗にてカード1枚のお買上金額合計TWD15,000以上で
「プレゼント」をプレゼント
- ギフト申請はカード1枚につき1日1個まで
- ギフトの引換にはパスポート、Visaカード、同一Visaカードによるお支払伝票
（お客様控え）、ご購入明細表が必要です
- 台湾新光三越の台北南西店、台北駅前店、台北信義新天地店、台中中港店、
台南新天地で適用
当日お買上金額がTWD2,000以上で税金還付を受けることができます
- 税金還付お手続き/ギフト引換場所：各店1F税金還付サービスカウンター
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ショッピング

誠品酒窖（E sl i te
最大 10% off

Wi n e Ce l l ar）

誠品酒窖では、専門知識をもったプロのスタッフが、お客様の様々なご要望に応え
てワイン選びをお手伝いいたします。専門店ならではの豊富な品揃え。フランス
Bordeaux、Burgundy、Rhone、Loire、Alsace、Champagneなどの有名産地、イ
タリア、スペイン、ドイツ、オーストリア、ニュージーランドの優良ワイナリーのワイン。そし
てワイングラスなども各種ワイン関連グッズも販売しています。
Visaカードをご提示いただくと5% offになります
一回のお買上金額がTWD 5,000以上で10% off
- 一部商品は対象外
- その他の優待キャンペーンとの併用はできません、
割引商品は対象外

www.eslitewine.com

- 誠品敦南店/信義店/台中店でのみ適用されます

+886-2-6638-7589
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ショッピング

カルフール
優待バーコードご提示で会員料金
カルフールは1959年にフランスに設立され、1963年にフランスに最初の量販店
をオープンさせました。1999年、Promodesを合併してヨーロッパ一、世界第二
の大手小売企業に成長しました。Carrefourは創業当時の親会社のフランス
語名です。台湾国内店の訳名「家楽福」は、「どの家庭も楽しく幸せ」を意味
し、カルフールの経営理念を実によく反映しています。
お支払いの際、Visa公式Webサイトのカルフール優待バーコード
(写真やプリントアウトも可)とパスポートをご提示ください
Visaカードをご提示いただいた場合、当日お買い上げ金額TWD 2,000以上で税
金還付手続をいたします
- 台湾全支店適用

www.carrefour.com.tw
+886-809-001-365

- Visaカードでのお支払いに限り優待利用可
- 特価品、一部商品は対象外
3

ショッピング

ミラダ

5% off
ミラダは1978年に設立された、日用品／化粧品／ファッションアクセサリー／
ホームグッズなどを扱うショッピングセンターです。アジア各国から集められた豊富
なラインアップとクオリティの高いサービスで人気を集めています。
パスポートを提示してVisaカードでお支払いいただいた場合、5% off
- 台湾全支店適用
- Visaカード会員限定の特典です
- 特価品、一部ブランド品は対象外

www.mhtefc.com.tw
+886-800-065-510
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グルメ

故宮晶華
キンモクセイと小豆のケーキプレゼント
国立故宮博物院敷地内にある「故宮晶華」は、中華美食文化の普及とPRを
重大な使命とし、メニュー内容と食器の設計に故宮の展示物の要素を取り入
れています。味へのこだわり、サービス、店内の雰囲気は伝統を現代風に解釈
した独特なものです。多様な美食と幅広い価格帯で、世界のお客様とグルメ
ファンに、歴史的名品をじっくり鑑賞すると同時においしい料理をご賞味いただ
いています。
「キンモクセイと小豆のケーキ」(3個入り)を1つプレゼント
Visaカードでの1回のお買い上げT WD 1,000以上
- 故宮晶華1Fレストランのみ適用
- 旧正月期間2019/2/4から2019/2/10までは適用しません

台北市士林区至善路二段221号

- 詳細は店内のお知らせをご確認ください

+886-2-2882-9393
www.silkspalace.com.tw
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グルメ

頂鮮101美食美景餐庁
グルメ - イカソーセージ プレゼント
頂鮮101は台湾一高いビルの階上に位置するレストランで、台北を一望でき、
昼は賑わう都会の街並み、夜は魅惑的な夜景を眺めながら、おいしい新鮮な
料理を楽しめます。台湾におけるフランス料理の第一人者林炳章シェフによる
オリジナルタイワニーズ・フレンチが人気で、来台のたびに来店される国外から
のお客様も多数いらっしゃいます。
Visaカードでセットメユーの料金をお支払いいただくと、
「グルメ - イカソーセージ」1つプレゼント
- お食事前に有効なVisaカードをご提示ください
- カード1枚につき1皿プレゼント

台北市信義路5段7号86階(台北101大楼)

+886-2-8101-8686 (MRT台北101駅4番出口)
www.dingxian101.com
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グルメ

這一鍋皇室秘蔵鍋物
ギフトプレゼント
「這一鍋皇室秘蔵鍋物」は古代中国風の店内内装と秘伝のだしが特色で
す。御膳麻辣鍋、老火湯、一品酸菜鍋の三大鍋物。そして神仙牛肉、海
鮮、葱風味中華揚げパンがお勧めです。
Visa カードでの 1 回のお買い上げ金額 TWD 1,000 以上

でギフトをプレゼントします

www.toponepot.com
+886-800-265-168

2018/04/1~2018/09/30
豚肩ロース肉1皿 ( TWD 268 相当)プレゼント
2018/10/1~2019/03/31
冬瓜レモンスムージー (TWD 108 相当 )
またはミックス餃子 (TWD 128 相当)を1つプレゼント
- お食事前にパスポートもしくは居留証をご提示の上、
有効な Visa カードをご提示のうえ、同カードでお支払いください
- 1 テーブル 1 つまで、テイクアウトは不適用です
- 旧正月期間 2019/02/04~2019/02/10 は不適用です
- プレゼントはレストラン内で提供しているメニューとなりますので、

品切れの場合は、同価値のメニューで代用させていただきます
- 詳細は店内のお知らせをご確認ください
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グルメ

天仁喫茶趣

5% off
上質で香りの良い天然茶葉を使用し、お茶に合った料理とデザートが楽しめま
す。東洋美人フレーバーのスープ入り小龍包とタピオカミルクティー（珍珠奶茶）
が特に人気で、お勧めです。

Visaカードでの一回のお買上金額がTWD 1,000以上で5% off
（レシート合算は不可）
- 台湾内すべての支店と店舗で適用されます

www.chafortea.com.tw
+886-800-212-542
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グルメ

天仁茗茶

5% off
1953年に設立され、世界で187店舗を展開する人気の中国茶専門店。
天仁茗茶はISO 22000、HACCP、ISO 9001三項目の適合資格を有し、
2011年「台湾商業サービス業優良ブランド」唯一の茶葉類の受賞者に輝
きました。天仁茗茶は台湾茶業のチャンピオンブランドです。
Visaカードでの一回のお買上金額がTWD 1,000以上で5% off
（レシート合算は不可）
- 台湾すべての支店と店舗で適用されます

www.tenren.com.tw
+886-800-212-542
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グルメ

旧振南餅店

5% off
旧振南餅店は1890年の創業より、喜び、信用をモットーとして、おいしい上
質の手作り伝統菓子を作り、台湾の味と地方の特色を世界各地に伝えて
まいりました。
Visaカードでお支払いいただいた場合、ギフトセット5% off
- 台湾全支店適用
- 特価品、引き菓子、一部商品は対象外

www.jzn.com.tw
+886-7-701-5187
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グルメ

快車肉乾

5% off
快車肉乾は台北南門市場での創業当初より、安価で上質な台湾の美食
をご提供しています。30年以上の老舗として歳月を経ても変わらない懐かし
の 台 湾 の 味 を 伝 え て い ま す 。 厚 さ わ ず か 0.01cmの ア ー モ ン ド 風 味 ポ ー ク
ジャーキーと厚さ1cmもの特厚ポークジャーキーは、180日かけて醸造した家
伝の醤油に漬け込み真空状態でもみ込んだ後、高温のオーブンで焼き上
げ、厚さ、焼き具合、色の三拍子にこだわって、巧みに火を加減します。ご
贈答品に最適です。
パスポートをご提示の上、Visaカードでの
一回お買上金額TWD 2,200以上で5% off（レシート合算は不可）
- 台湾すべての支店と店舗で適用されます(南門本店は適用外)

www.kuaiche.com.tw

- 特価品、一部商品は対象外

+886-2244-8888
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グルメ

太陽堂老店

5% off
太陽堂老店の太陽餅は半世紀の歴史を誇る、人気の台湾土産です。一
代目が麦芽膏餅としてスタートした餅は、二代目雷文雄によって改良を加
えられ、サクサクした薄めの皮と軟らかい餡の太陽餅となり、その名を広く知
られる人気商品になりました。さらに、従来の砂糖をトレハロースに代えるこ
とにより低カロリー化を実現。新しく太陽餅3.0時代を切り開きました。フレー
バーは伝統はちみつ、黒糖、コーヒー、胚芽、タロイモ味があります。
Visaカードでのお買上金額TWD1,000以上で5％ off
- 詳細は店内のお知らせをご確認ください
- 直営店 (台中自由路)のみ適用

台中市中区自由路二段25号
+886-4-2220-0012
ww.sunbooth.com.tw
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ホテル

Just Sleep捷絲旅
（ホテル ジャストスリープ）

インターネット予約で最高 TWD300 割引
「ジャストスリープ」はFIHリージェントグループが「上質なサービス、便利、快適」を理念にリ
ーズナブルな料金で快適な宿泊をお届けするホテルブランドです。その特徴は整った設備、
便利な交通アクセス、快適な空間、おしゃれなテイスト、高速Wifi環境、５つ星のサービス
、リーズナブルな料金など。限りある予算の中で最高にお得な宿泊をご体験いただけます。
Visaカードで当ホテル公式サイトよりご予約いただいたお客様には
次の特典をご用意しております
台北林森館：
台北のおしゃれなショッピングエリアに近いナイトライフの中心地に
位置するホテル +886-2-2568-4567
• 宿泊料金を各部屋1泊につきTWD200ディスカウント
（2名分の朝食付き）

www.justsleep.com.tw
+886-2-7735-5000

台北西門館：
歴史的情緒と活力がみなぎる西門町ビジネスエリアのホテル
+886-2-2370-9000
• 宿泊料金を各部屋1泊につきTWD300ディスカウント
（2名分の朝食付き）
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宜蘭礁渓館：
礁渓エリアの代表的なデザインホテル +886-3-910-2000
• 宿泊料金を各部屋1泊につきTWD300ディスカウント
（2名分の朝食付き）
（2018/4/1-~2019/3/31月曜日~木曜日宿泊のみ）
高雄中正館：
高雄市芸術文化センターに近くのホテル、MRT駅から徒歩3分
+886-7-972-3568
• 宿泊料金を各部屋1泊につきTWD300ディスカウント
（朝食付きの客室タイプあり）
高雄站前館：
高雄站前館：台湾鉄道高雄駅、MRT高雄駅から徒歩わずか2-5分
+886-7-973-3588
• 宿泊料金を各部屋1泊につきTWD300ディスカウント
（朝食付きの客室タイプあり）
花蓮中正館：
テーマは文学、市の中心部にある文学をテーマにしたホテル、交通至便
+886-3-890-0069
• 宿泊料金を各部屋1泊につきTWD300ディスカウント
（朝食付きの客室タイプあり）
- チェックイン時にフロントでVisaカードを提示し、Visaカードによるお支払いが必要です
- 本キャンペーンではポイントはお使いいただけません。
-また、その他の優待キャンペーンとの併用はできません
- 本特典は祭日と展示会開催期間中は適用されません。
金曜、土曜、祭日の宿泊追加料金につきましては当ホテルのお知らせに準じます
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ホテル

晶泉丰旅
インターネット予約で最高 TWD300 割引
北台湾の有名な温泉地、宜蘭県礁渓郷でも最も賑やかな街の中心に位置
します。「晶泉丰旅」は晶華麗晶酒店集団の初めての高級温泉リゾートホテ
ルです。

宜蘭県礁渓郷温泉路67号

Visaカードでインターネット予約された場合、
宿泊料金を各部屋1泊につきT WD 300ディスカウント
- 公式予約サイトhttp://bit.ly/2EiXr5で専用コード「BANKSP」
を入力して、ご予約ください
- チェックイン時にフロントでVisaカードをご提示の上、
チェックアウト時には同Visaカードでのお支払いが必要です
- その他の優待キャンペーンとの併用はできません
- 本特典は祭日と展示会開催期間中は適用されません。金曜、土曜、
祭日の宿泊追加料金につきましては当ホテルのお知らせに準じます
- プレミアスイートは本キャンペーンの対象外です

+886-3-910-0000
www.wellspringsilks.com
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アクティビティ

MyTaiwanTour
5% off
台湾初の、英語ガイドツアーが予約できる英語版旅行サイト。台北1日コース、
2日以上の台湾周遊コース (自然 / 冒険 / 文化 / ディープな台湾) など、お
客様のご希望に沿った、英語のガイドツアーをご提供しています。
VisaカードでMyTaiwanTourのウェブサイトで下記4コースの
うちいずれかをご購入いただくと5%off
お支払いの際に割引コード「visajp」(小文字)をご入力ください
＊究極台北一日コース
＊九份&平渓一日コース
＊茶文化一日体験コース
＊台北101専属ガイドツアー

www.mytaiwantour.com
+886-2-2365-3881

- 全コースとも一日4人様より決行、4人様に満たない場合は、
期日変更または返金・キャンセルとなります
- 詳細はwww.mytaiwantour.com/jpをご参照ください
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アート・文化

誠品書店（ eslite ）

10% off

抜群の蔵書数を誇る誠品信義店は世界の知識とセンスを兼ね備えた新しい空
間を提供。誠品敦南店は24時間営業。愛書家には天国のような読書空間を提
供しており、アジア版「タイム誌」でアジアの書店ナンバーワンに選ばれています。
Visaカードでの台湾全支店で1回の
お買い上げ金額TWD 1,000以上で5% off、TWD 3,000以上で10% off
- 本優待は誠品文具館、音楽館、精品文具館、児童館、
living projectでご利用いただけます
- 以上の優待と誠品人会員の10% offの優待の併用はできません
- 割引商品は上記優待キャンペーンの対象外です

www.eslite.com
+886-2-8789-3388
20
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アート・文化

誠品生活 - expo

10% off

誠品生活expoは台湾のクリエイティブ産業の小規模企業のために良質の発展・
交流の場を提供し、商品をとおして台湾のクリエイティブブランドのパワーと価値をア
ピールし、世界に優秀な台湾人のデザインと創作の伝説を広めています。便利な
生活用品、アイデア雑貨、健康食材、ハンドクラフト商品など、百を超えるクリエイ
ティブブランドによる様々な商品を取り揃えています。

www.esliteliving.com

Visaカードでの1回のお買い上げ金額TWD 1,000で10% off
誠品生活expoの台湾クリエイティブグッズショップにて、
1回のお買い上げ金額TWD 1,000で10% off
- 台北松菸店、台北信義店、台北駅前店、台北R79、林口三井店、
台中勤美緑園道店、台中中友店、台南夢時代店、高雄駁二店、
高雄�神店で特典をご利用いただけます
- 誠品人会員様対象の10% off優待との併用はできません
- 割引商品は特典対象外です

+886-2-6638-1168
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アート・文化

誠品生活 - AXES

10% off

AXES Apparel X eslite spectrumは華人デザイナー支援を趣旨とする、誠品
生活内の展示販売スペース。豊かな創造力と表現力を有する、男女ファッショ
ン、アクセサリーなどの華人デザイナー約30名の作品を取り扱っています。華人
のデザインを起点として、これまでにない観点でもって創造した、独創的な流行
ファッションの「展示販売一体化」スペースです。
Visaカードをご提示いただくと10% off (一部商品対象外)
誠品生活AXES華人設計師のショップでのお買い上げ金額が10% off
になります
- 以上の優待と誠品人会員の10% offの優待の併用はできません

www.facebook.com/AXES.eslite

- 割引商品は上記優待キャンペーンの対象外です
- 台北松菸店、台北信義店で適用されます

+886-2-6636-5888 ext.1704
22
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アート・文化

台南林百貨
10% off ＋ギフトプレゼント
1932年に日本人林方一氏により創立された林百貨店は、日本統治時期の台南末広
町の繁栄を象徴するデパートです。その後、市定古跡として公布され、修復を経て台湾
でも珍しい洋風デパートの歴史建築になりました。営業再開後は台湾最小規模ながらも
当地の趣に溢れるデパートとして、各フロアで台南の生活の魅力満載の商品を多数取り
揃えています。

台南市中西区忠義路二段63号
+886-6-221-3000
www.hayashi.com.tw

Visaカードでの1回のお買上金額全館計TWD 5,000以上で林百貨限定ギフト
「A4ファイル3点セット」をプレゼント
- 毎月20組様まで、数量限定
10%off
老松商号/明林蕾絲/繭裹子/芸芳/L'AMOFIREFLY/銀恋でご利用いただけます
一部商品を10% off
古典美/小芬姐的魔皂甜屋でご利用いただけます
5% off
Focus in創意生活平台(1F、2F、3F、6F)/&by TAN&LUCIANA/Kan's/
台南好美味でご利用いただけます
一部商品を5% off
悠菓創芸/WANDER/茂記黒豆花でご利用いただけます
- 詳細は店内お知らせをご参照ください
- 上記割引特典は、他の優待特典との併用はできません
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リラックス

6星集足体養身会館

10% off

足がリラックスできれば、身も心もリフレッシュ。台湾に6店舗あり、店内は明るくデ
ザインもスタイリッシュです。プロのマッサージ師が行う足裏、全身、オイルマッサー
ジは中国古来のツボ按摩技法を取り入れており、体の奥から疲れとストレスを癒
してくれます。国内外の有名人も訪れる、台湾に来たら絶対に見逃せないスポッ
トです！
Visaカードでお支払いいただくと、マッサージを10% off
- 台湾マッサージ業界で唯一ISO認証を取得しています。
台北の各支店にてマッサージを10% off

www.footmassage.com.tw
+886-2-2762-2166 (24時間 )
24
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ご利用上の注意

• 上述の優待特典は2018年4月1日～2019日3月31日まで有効です。
• 本優待特典をご利用いただく際は、お支払い時にパスポートもしくは居留証をご提示の上、有効なVisaカードでお支払下さい。
• 上述の特典は台湾国外で発行されたVisaカードでのお支払いのみ対象です。Visaカードには、Visaクラシックカード、Visaゴールドカード、Visaプラチナカード、Visaシグネチャーカード、
Visaインフィニットカード、Visaビジネスカード、Visaデビットカードを含みます。
• 上述の優待は本優待特典の参加加盟店の指定店舗でのみご利用いただけます。他のプロモーション、割引と併用することはできません。
また第三者への譲渡、現金や他の商品と交換することはできません。
• 上述の優待特典プレゼントは現物を基準とし、本優待プログラム参加加盟店は追加サービス、修理/保守関連サービスのご提供を保障しません。
• 上述の優待に関わる全責任・権利は、優待特典を提供する参加加盟店にあります。優待の内容は実際に提供された商品及びサービスを基準といたします。
優待参加加盟店による優待特典の不履行により万が一カード会員に損失が生じた場合、Visaはいかなる責任も負いません。
• 上述の優待特典内容は参加加盟店による公告に基づきます。Visaは優待特典内容の正確性を保証いたしません。
上述の優待特典内容の提供状況又は有効性については、直接、参加加盟店にお問合せください。
• 上述の優待特典内容はVisaカード会員のために提供されるものですが、本優待特典及び関連商品／サービスは、優待参加加盟店が独自に提供するものです。
カード会員が本優待特典に関連する商品／サービスの提供を受けた場合、カード会員と優待参加加盟店との間の契約であることを理解及び同意しているものとします。
またVisaは当該契約のいかなる一方も構成しません。
• カード会員が上述の本優待特典を使用、もしくは本優待特典に関連する商品及びサービスを使用する意図がある場合、下記の注意事項を予め理解し、
同意したものとします。
(a)カード会員が上述の本優待特典を使用、もしくは本優待特典に関連する商品及び／或いはサービスを使用する意図がある場合、
本優待特典に関連するクレーム、苦情あるいは争議
（以下、『クレーム』と称する）に対しての賠償責任の申し立てはすべてカード会員と優待参加加盟店との間で解決することとします。
カード会員はVisaに対していかなる責任の申し立ても行わないものとします。
(b)上述の約款の原則に反しない、及び法律が許可する範囲内において、使用もしくは使用意図のある上述の本優待特典関連商品／サービスを
起因とする人身傷害、死亡、不誠実の陳述、損害、不備が生じた場合、Visaは（直接・間接を問わず）損失、損害賠償、費用、支出、要求などいかなる
責任も負いません。
• Visa 及び優待参加加盟店は予告無く優待内容を修正、変更、中止する権利を有します。
• 優待特典の詳細規定及びその他の細則は、各優待参加加盟店店舗の公告を基準とします。
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TIPS

Visa

で快適な海外旅行を
お楽しみいただくために

• 海外旅行の際、Visaさえあれば多額の現金を持ち歩く必要が
ありません。カードの紛失・盗難などには十分ご注意下さい
• 旅行中のカード紛失・盗難に関するお問い合わせ：
「Visa グローバル・カスタマー・アシスタンス・サービスセンター」
(24時間営業) 。電話番号(コレクトコール)は

+1-303-967-1090
または

0080-1-444-123 (台湾国内)
• 無料WiFi TAIWANのご使用方法はitaiwan.gov.tw/en/をご参照ください
24
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台北MRT路�図

台湾トラベルインフォメーション

台湾観光年鑑
timefortaiwan.tw
台湾観光バス
主要観光スポットバスツアーパッケージ情報

www.taiwantourbus.com.tw
台湾トリップ
観光地までのシャトル バス情報

www.taiwantrip.com.tw
台湾観光情報
taiwan.net.tw

台湾ホテル情報
www.taiwanstay.net.tw/
旅のインフォメーションサービス

観光インフォメーション 番号：0800-011-765
24時間フリーダイヤル 中国語・英語・日本語・韓国語にて対応可

外国人ホットライン：0800-024-111
英語番号案内106
英語での台湾国内番号案内
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