
補遺２ 会計資料 

(1) 台湾旅行見積書 日中平和観光 (株) 

(2) 旅行中の臨時費用に関する会計報告書 斉藤賢二、曽武川淳

(3) 旅行中の臨時会計処理に係わる領収証 斉藤賢二、曽武川淳



補遺２－１ 
 

 

お見積り明細書（再見積） 

2018 年 3 月 30 日 

日本技術士会 衛生工学部会 

菅原秀雄 様 
 

平素よりご愛顧を賜りまして厚く御礼申し上げます。 

ご照会のご旅行につき下記の通りお見積りさせて頂きました。    日中平和観光株式会社    

ご検討の上ご用命の程、お願い申し上げます。          東京都中央区東日本橋 2-7-1 

国際東日本橋ビル              

TEL 03-5822-3509 

                                                                総合旅行業務取扱管理者：塩田 恵一           

                                                                担 当 者：土谷・志賀 

                                       

１．旅 程：羽田～台北～高雄～台南～阿里山～台北～羽田 

        

２．期 間：２０１８年５月１７日（木）～５月２１日（月）５日間 

３．団  名：台湾の産業遺産視察研修（仮） 

４．旅行代金：有料人数 15 名様以上（以下、お一人様当たりのご料金です） 

①国際線ご利用+阿里山以外シングル：192,900 円 

②航空券が不要+阿里山以外シングル：152,900 円 

（該当者：曽武川様） 

③航空券が不要+ツイン：152,900 円：121,900 円 

 （該当者：永野様ご夫妻） 

 
＊この料金は 2018 年 3 月 29 日現在の運賃や料金表を基に作成されております。 

 

（Ａ）旅行代金に含まれるものは次の通りです。  ■印が該当するものです。 

 

＜国際線航空運賃＞    ■エコノミークラス(特別航空運賃適用)     

                      □エコノミークラス(正規航空運賃適用)   □ビジネスクラス 

 □国際線航空運賃は旅行代金に含まれまれません。 

 

＜中国国内交通費＞    □中国国内線航空運賃〔ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ〕 

           ■空港、駅、港～ホテル間の送迎     ■市内観光日程中の交通費 

            ■都市移動の為の専用バス・車料金・船（クルーズ）               

 

＜食    事    代＞    ■日程表に明示した内容             □朝食のみ 

 

＜ホ テ  ル  代 ＞   ■日程表に明示されたホテル（２人部屋２名利用） 

          

＜観          光＞   ■日本語ガイド                     ■日程に明示した入場料・参観料 

＜添    乗    員＞   □全行程添乗員が同行いたします     □添乗員は同行いたしません   
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＜ガ イ ド       ＞   ■日本語の話せる現地ガイド 

＜そ    の    他＞   ■日本国内連絡費                    

                    □特別手配に関する費用             □参考資料代 

 

（Ｂ）次のものは旅行代金に含まれません      ■印が該当するものです。 

＜航 空 諸 税＞  ■羽田空港施設使用料 2,580 円 

           ■台湾出国税 約 1,900 円（3月 30 日現在） 

             ■国際線燃油特別付加運賃 約 5,200 円（3月 30 日現在） 

         

＜個人的性質の費用＞超過手荷物料・傷害疾病の医療費･チップ･クリーニング代･飲料代 

                  電話代金･オプショナルツアー参加費用・発着空港迄の交通費・前後泊代など 

 

 



補遺２－２ 2018.5.24

斉藤賢二

　 曽武川淳

No 月日 地域 名前,又は内容 金額（NT＄） 小計

1 2018/5/17 小出様 2,500

2 2018/5/17 山本様 2,500

3 2018/5/17 齊藤 2,500

4 2018/5/19 鈴木様 500 日本円￥2,000受領、換金扱い

5 2018/5/17 加藤様 2,500

6 2018/5/17 星野様 2,500 　

7 2018/5/17 佐々木様 2,500

8 2018/5/17 榎本様 2,500

9 2018/5/17 曽武川様 2,500

10 2018/5/17 田中様 2,500

11 2018/5/17 黒澤様 2,500

12 2018/5/17 永野様 2,500

13 2018/5/17 永野知子様 2,000 　 　

14 2018/5/17 亀尾様 2,500

15 2018/5/17 菅原様 2,500 合計15名

為替換算等調整 210 ＝-540+500-1750+2000

収入合計 35,210

  

1 2018/5/17 高雄 夕　酒代 3,340 　

2 2018/5/17 高雄 調整費（曽武川様） 250 永野知子様へ返却予定分

3 2018/5/18 台南 昼　酒代 1,200

4 2018/5/18 台南 夕　酒代 3,920

5 2018/5/19 烏山頭 昼　酒代 1,500

6 2018/5/19 阿里山 調整費（菅原様） 750

7 2018/5/19 阿里山 バス代 750

8 2018/5/19 阿里山 夕　紹興酒 600 酒店より購入

9 2018/5/19 阿里山 夕　酒代 1,450

10 2018/5/20 嘉儀 昼　酒代 1,050

11 2018/5/20 台北 夕　酒代 1,000

12 2018/5/20 嘉儀 運転手謝礼 2,000 　

13 2018/5/21 台北 昼　酒代 1,650

14 2018/5/21 台北 林慶宗氏謝礼 5,650 　 新亜旅行社  

支出合計 25,110 内訳 飲食代 　 16,460

（酒代+バス代+謝礼） 調整費 1,000

謝礼 7,650

25,110

　 余剰金分配 10,100 10,100 内訳 700 × 13 9,100

1,000 × 1 1,000

領収証：別添  10,100

支出+余剰金合計 35,210 35,210

備考

衛生工学部会　台湾研修旅行　収支一覧

建替分(小川様ｷｬﾝｾﾙ全員負担分)
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注釈の一覧 :補遺②-3【Ver.1】20180524 衛生工学部会（台湾
研修旅行）　台湾發票.pdf
ページ :1
番号 : 1 作成者 : kiichi タイトル : ノート注釈 日付 : 2018/09/08 20:54:12 
領収No.３

番号 : 2 作成者 : kiichi タイトル : ノート注釈 日付 : 2018/09/08 20:54:54 
領収No.５

番号 : 3 作成者 : kiichi タイトル : ノート注釈 日付 : 2018/09/08 20:55:37 
領収No.１

番号 : 4 作成者 : kiichi タイトル : ノート注釈 日付 : 2018/09/08 20:56:29 
領収No.４
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ページ :2
番号 : 1 作成者 : kiichi タイトル : ノート注釈 日付 : 2018/09/08 20:57:27 
領収No.８

番号 : 2 作成者 : kiichi タイトル : ノート注釈 日付 : 2018/09/08 20:58:12 
領収No.９
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ページ :3
番号 : 1 作成者 : kiichi タイトル : ノート注釈 日付 : 2018/09/08 20:59:27 
領収No.１０

番号 : 2 作成者 : kiichi タイトル : ノート注釈 日付 : 2018/09/08 20:59:02 
領収No.７

番号 : 3 作成者 : kiichi タイトル : ノート注釈 日付 : 2018/09/08 20:59:49 
領収No.11

番号 : 4 作成者 : kiichi タイトル : ノート注釈 日付 : 2018/09/08 21:00:31 
領収No.13



補遺３ その他 

(1) 台湾旅行に掛かる諸費用  山本陽一

(2) 新幹線費⽤の⽇台⽐較 山本陽一

(3) 日本技術士会 CPD 行事参加票 加藤 豊



補遺３-１ 台湾旅行に掛かる諸費用【参考値】 山本陽一

航空運賃
eチケットの記載 請求書

Fare JPYIT
Tax 2,570                        SW 2,580
Fee 1,840                        TW 1,900

Charge 5,200                        YQ 5,200
T/F/C 9,610                        9,680

Fare
calculation

TYO NH
TPE

566.42

566.42
NUC(運賃計算単位） 1132.84

ROE(Rate of exchange) 105.928026

NUC×ROE 120,000       発券金額＝販売金額 ではありません

航空運賃 0.333 40,000         実に上記計算の3分の1
TOTAL 40,000         

新幹線 0.9 1割引
台北駅～左営駅 5,096           5,662
嘉義駅～台北駅 3,695           4,104

8,790           

宿泊代 高雄 15,000         
台南 15,500         
阿里山 13,500         
台北 18,000         

62,000         シングル差額の２倍と推定

昼食・夕食代 昼食 6,400           1,600 （単価）
夕食 8,800           2,200 （単価）

15,200         

バス代 11,000         2,500 （単価） 初日は1000とした。

阿里山鉄道 1,140           150元×2

ガイド料金 20,000         60,000 ／日.食費・宿泊費込み

MRT 台北～淡水 152             50元×2割引

各所入場料、他 3,618           製糖博物館赤嵌楼
八田與一記念園区
淡水紅毛城

合計 161,900       

161900 請求金額

※注
（１）日中平和観光に払った旅行代金の内訳を試算してみた。
（２）航空運賃は曽武川さんの代金との差額で4万円とした。
（３）ｅチケットの記載項目からの計算では12万円となったが、これは実際の金額とは違う。
（４）新幹線は料金表の１割引きとした。（補遺３－２参照）
（５）ホテル代はシングル差額31,000円の2倍とした。これが随分と高い。
（６）あとは適当に推定し按分した。

ＩＴ航空券の場合、金額が合わない
ことのほうが普通



 補遺３－２ 新幹線費用の日台比較【参考値】 山本陽一

距離 比 料金 料金
（km） 較 （円） （NTD）

 台湾高鐵
レート⇒ 3.8 \/NTD

 台北駅～左営駅 339.3 ① 1,490 NTD 5,662 745NTD
 嘉義駅～台北駅 245.7 ② 1,080 NTD 4,104 540NTD

 新幹線

運賃 特急 料金
 東京～三河安城 336.3 ① 5,620 4,620 10,240
 東京～浜松 257.1 ② 4,430 3,860 8,290

運賃 特急 料金
 東京～白石蔵王 306.8 ① 5,400 4,950 10,350
 東京～郡山 226.7 ② 4,000 4,200 8,200

運賃 特急 料金
 博多～鹿児島中央 288.9 ① 5,510 4,940 10,450
 博多～川内 242.8 ② 4,750 4,320 9,070

※注
（１）我々が実際に支払った新幹線の料金を推定してみた。
（２）嘉義駅で入手した時刻表・料金表の数字に基づき日中平和観光の土谷さんにも
　　　問い合わせてみた。しかし、正解は不明でした。
（３）11人以上は団体割引がありますし、いわゆる早割の制度もある。
（４）我々の割引率は10%程度と推定した。
（５）料金を日本の新幹線（東海道、東北、九州）と比較してみた。

（６）結論としては、日本のほぼ半額と見ることができる。



補遺３－３ № 衛生工学 30-01´

平成３０年度　衛生工学部会　台湾調査研修旅行

公益社団法人 日本技術士会　衛生工学部会

台湾

5月18日　蓮池湖見学・糖業博物館等見学

　　　　　　　国立成功大学（台南）訪問、林教授による講演聴講

　　　　　　　（ZEB:エネルギーゼロ建屋　緑の魔法学校見学）　林教授と意見交換会　台南泊

5月19日　烏山頭ダム見学　八田與一記念公園　ダム放水口等見学　阿里山に向う

　　　　　　　阿里山施設見学、阿里山泊

5月20日　阿里山森林鐵路乗車　日の出見学　⇒　嘉義へ　北回帰線記念碑見学

　　　　　　　嘉義駅より新幹線にて台北駅　MRTにて淡水へ　紅毛城（古蹟博物館）見学　台北泊

5月21日　台北市　内湖清掃工場見学　意見交換　台北101見学　総統府等見学

形態区分 課題項目 CPD時間 重み係数

公益社団法人 日本技術士会　CPD行事　参加票

この参加票は、以下のCPD行事の参加者に限り主催者が発行するものです。

開始日時 平成30年　5月17日（木） 8時00分

5月17日（木）　羽田空港　集合

以下の欄は、CPD実施のメモとして活用されたい。

研修概要

名　　　称

主　催　者

5月17日　東京（羽田空港）　10：05　⇒ANA851⇒　12：30　台北（松山空港）

             台湾（松山空港）⇒台北駅より新幹線で高雄(左営駅)へ移動　高雄泊

　　　　　　台北（松山空港） 　16：45　⇒ANA854⇒　20：50　 東京（羽田空港）羽田到着後解散    　　

開催場所

5月21日（月）　羽田空港　解散

終了日時 平成30年　5月21日（月） 21時00分
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