
 

 

台北科技大學 

價位表 

●期間：2023/1/2~2023/6/30 

●價格（NT$） 

雙人房/雙床房 
（全房型皆 25平方公尺） 

定價 平日 
（日～四） 

週五 週六 特殊假日 

13,000 2,700 3,300 3,800 ※ 

※依洽詢日提供官網折扣後價格 

*價格一個房間一個晚上。 

*價格已含服務費跟稅金。 

*不含早餐。早餐加購費用：成人 600 元 

 

●例假日期間如下 

2023 年 1 月 21 日 –  1 月 28 日   農曆春節       

2023 年 2 月 25 日 –  2 月 27 日   228 連休         

2023 年 4 月   1 日 –  4 月 4 日      清明連休        

2023 年 4 月 28 日 –  5 月 6 日     日本黃金週   

2023 年 6 月 22 日 –  6 月 24 日    端午節  

●取消規則 

 NO SHOW 當天 前一天 9 天前 以後 

個人入住    (14 位以下) 100％ 80％ 20％  

團體入住    (15 位以上) 100％ 80％ 20％ 10％ 

* %是針對基本住宿費的違約金比率。 

 

 

 



●飯店設施 

房間：免費無線，免治馬桶，浴缸，熱水瓶，電視(內有第四台)，吹風機， 

睡袍，墊子鬧鐘，冰箱，瓶裝水。 

三樓：投幣式自助洗衣機/烘乾機，飲水機。 

免費出借： HDMI 線, 網路線, 熨斗/ 熨斗板, 手機充電器, 檯燈(以上物品數量有限) 

 

●位置 

台北捷運忠孝新生站 1 號出口徒步 1 分鐘。 

台北科技大學徒步 5 分鐘 

 
●備註 

*入住時間 15:00, 退房時間 12:00 

*如果要提早入住或延後退房，費用為每小時每個人 315元 

*該價格為提供給台北科技大學的優惠價， 

限定從電話或是 mail預約，入住時需出示相關證件。 

*此價格不保證比訂房網或旅行社便宜。 

*訂房依當日房況判斷。 

 

格拉斯麗台北飯店 

台灣台北市中正區忠孝東路二段 89號 3樓                                 官方網站 

Tel: (02)2322-0111 

Fax: (02)2322-0117 

Mail: reservation@gracery-taipei.com 
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National Taipei University of Technology 

 

Price List 

 

●Valid Period:  From Jan 2nd to Jun 30th  

●Prices 

Double room/Twin room 

(All room types are 25 ㎡) 

Sunday to Thursday Friday Saturday Specific day 

2,700TWD 3,300TWD 3,800TWD ※ 

※We will arrange you to special price discounted from our official site. 

*Prices apply for per room, per night 

*Prices including taxes and Service fee, Not including breakfast 

* Breakfast surcharge: NT$600 for adults 

 

●Specific days as below 

Jan 21st  -  Jan 28th      Chinese New Year       

Feb 25th  -  Feb 27th     228 holidays         

Apr 1st   -  Apr 4th     Ching Ming holiday        

Apr 28th  -  May 6th      JAPANESE holidays 

Jun 22nd  -  Jun 24th     Dragon boat festival 

 

●Cancellation policy 

 Individual 1 to 14 Group 15 and more 

No Show 100% 100% 

Accommodation day 80% 80% 

1day prior to 

Accommodation day 

20% 20% 

9days prior to 

Accommodation day 

 10% 

The percentage signifies the rate of cancellation charge to the Basic Accommodation Charges. 

 

 

 



●Facilities 

In room: Free wifi, Bidet-toilet, Separated bathroom, nightgowns, electrical pot, TV, hair dryer,  

electrical air cleaner, refrigerator, bottled water 

3rd floor: Coin Laundry/Drying machine, water server 

Free rent: HDMI cable, LAN cable, iron/ iron board, smartphone battery charger, desk lamp(Limited number) 

 

●Access 

1 minute from Exit 1 of MRT Zhongxiao Xinsheng station(忠孝新生站) on foot 

5 minutes from National Taipei University of Technology on foot 

 

●Remarks 

*Check-in time 15:00, Check-out time 12:00 

*If you would like to check-in earlier or check-out later, it costs 315TWD per an hour (per person). 

*This price list is limited to booking from National Taipei University of Technology. 

*If there is no vacancy, we may not be able to accept your reservation. 

*Please note that we offer you special prices as possible, but there is possibility of these prices are higher 

than travel agent offers. 

 

Hotel Gracery Taipei (格拉斯麗台北飯店) 

No. 89, Section 2, Zhongxiao East Road, Zhongzheng District,Taipei City , Taiwan 

Tel: +886-02-2322-0111                                     Website 

Fax: +886-02-2322-0117 

Mail: reservation@gracery-taipei.com 

 

© Taiwan Fujita Hotels Inc. 
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国立台北科技大学 

料金表 

●有効期間：2023/1/2~2023/6/30 

●料金（NT$） 

ダブル/ツインルーム 

（全客室 25平米） 

定価 平日 

（日曜日～木曜日） 

金曜日 土曜日 特定日 

13,000 2,700 3,300 3,800 ※ 

※お問い合わせ時期に応じた公式サイト料金割引後の価格をご案内 

*上記は 1 泊 1 室あたり料金です。朝食は含まれておりません。 

*料金には税金・サービス料が含まれております。 

*朝食追加料金：大人 600 元 

 

●特定日 

2023 年 1 月 21 日 –  1 月 28 日   旧正月       

2023 年 2 月 25 日 –  2 月 27 日   228 連休         

2023 年 4 月 1 日 –  4 月 4 日    清明連休        

2023 年 4 月 28 日 –  5 月 6 日    ゴールデンウイーク（日本） 

2023 年 6 月 22 日 –  6 月 24 日    端午節  

 

●キャンセルポリシー 

 不泊 当日 前日 9 日前以降 

一般(14 名まで) 100％ 80％ 20％  

団体(15 名以上) 100％ 80％ 20％ 10％ 

*％は基本宿泊料に対するキャンセル料の比率です。 

 

●設備 

客室内：フリーWI-FI、ウォシュレット付きトイレ、独立型バスルーム、 

パジャマ、電気ポット、テレビ、ヘアドライヤー、空気清浄機、 

冷蔵庫、ボトルウォーター 

３階： コインランドリー・乾燥機、ウォーターサーバー 

レンタル品：HDMI ケーブル、LAN ケーブル、アイロン・アイロン台、  

      スマートフォン充電器、デスクランプ(数に限りがあります) 

 



●アクセス 

MRT 忠孝新生駅 出口１ 徒歩１分 

国立台北科技大学       徒歩５分 

 
 

●注意事項 

*チェックインは１５時から、チェックアウトは１２時までとなっております。 

*アーリーチェックインもしくはレイトアウトをご希望の場合、 

１時間/１人当たり 315 元頂戴いたします。 

*本料金表の適用は国立台北科技大学の関係者様向けに特別な料金をご提示させていただいており 

ます。学生証や大学との関係書類をご提示いただく場合がございます。 

*メール・もしくは電話にてご連絡ください。 

*時期によってはウェブサイトの料金が安くなっている場合や予約をお受けできない場合もござい

ます。あらかじめご了承ください。 

 

※全フロントスタッフが日本語対応可能です。 

 

ホテルグレイスリー台北(格拉斯麗台北飯店)      公式サイト 

100013台北市中正区忠孝東路二段８９号３F 

TEL +886-02-2322-0111（日本語可） 

FAX +886-02-2322-0118 

Mail reservation@gracery-taipei.com 
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