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‐ ■福岡空港発)アシアナ航空雲萎菱曇彗華
にてソウル (仁川)へ。

lソウル (仁川)着後、免税店へご案内しま魂

その後ホテルヘ。
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終日 自由行動

韓国の伝統的な情趣を感

じられる仁寺洞にありま魂

観光・ショッピングに最適

な立地で 付帯施設が充実

の有名効 一プホヲ レで魂

ソウル泊□□□

出発まで自由行動
午前 ホ刀 レ出発、韓国食料品店立寄り後、

午前き菫菫彗曇鼻
=基

へご案内しま或
(所要時間:約 5時間)

艇瞬1遺産 景福宮
×
、民族博物館

※
、

南大門市場 、免税店へご案内しま或
※火曜日は定休日のため、徳寿宮と中央博物館へご案内しま魂

昼 昼食は本場絲 をご賞味ください。
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午後 フリータイム ソウル)自 □囮□

麟鱗1嗣 福岡空港発 )アシアナ航空け醸鰈靡醸憔
にてソウル (仁川)へ。

擬準麒華‖ソウル (仁川)着後、免税店へご案内しま魂

その後ホ刀 レヘ。

韓国最大のショッピング観光祭り、
2015コ リアグランドセールなどで
フリーな時間をお楽しみください1:
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出発まで自由行動

幽 ホテル出発、韓国食料品店立寄り後、

空港へご案内しま魂

麟鹸‖ソウル(仁川)発 )アシアナ航空燿醸鶉饉轟磯
にて福岡へ。

睡卜鸞洲福岡着後、空港にて解散。 □□□

鍮利用航空会社/アシアナ航空 (エコノミークラス指定)

llS利 用ホ刀 レ/明洞スーペリア同等クラス ※ホ刀 け旨定不可
※ホ刀 レの詳細につきましては裏面記載の利用ホ刀 レ表をご覧下さい。

機食事/朝食0回・昼食0回・夕食0回 (機内食は含みまさに )

鱗最少催行人員/2名
lir添乗員/同行しませんハ 現地係員がお世話いたしま魂
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午前 ホテル出発、韓国食料品店立寄り後、
空港へご案内しま魂
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|」 ソウル(仁川)発 )アシアナ航空載暴墨璧壁撃
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■ 肺群予‖鵡2(2名 1室利用/大人お1人様/単位 :円 ) ■旅行代金カレンダー 設定期間/2015年 1月 13日～5月 31日の毎日(各コース設定除外国有り)

1人部屋追加代金

(]泊につき)

イビス・アンバサグー

ソウル仁寺洞
または
イビス・バジェット
アンバサグー東大門
(ホテル指定可能)

1人部屋追加代金

(1泊につき)

明洞 スタング…ド同等クラス
はホテル明洞 なホテルジェイビル
ヅニュー国際ホテル

はベストウェスタンニューソウル
警ホテルアイリーンシティ
蒙ホテルコージ明洞
のいずれか (ホテル指定不可)

1人部屋追力B代金

(1泊につき)

明洞 スーペリア同等クラス
はセブンストリートソウフレ
鯰テイーマークホテル明洞
灯コリアナホテル
翁プレジデントホテルソウル
のいずれか
(ホテル指定不可)

こども代金 (満 2歳以上 12歳未満)1 上記大人代金と同じ  1幼 児代金 | ―律 10,000円  1現地空港税 1 大人 子供・幼児 別途請求いたしま魂 m消料発生日前日に確定)1福 岡空港施設使用料 1大人 9ラd可巧幕フ疋百両

●ご案内。ご注意

ホテル・お部屋について 0春J用ホテル 利用ホテルが 1コ ース1都市につき複数掲凱され
ている場合はそのいずれかとFdり指定まできません。IIP地 事情により掲彰のホテルより上位
のクラスのホテルをご甲意することがあります.0お部屋 原則Jと して2人 部屋(ツ インルー
ム)を利用します.2人部屋(ツ インルーム)には シン勿レベッドが2台 又はセミダカレの中型
ベッド

“

人用)1台とソファーベッドの組み合わせの「ツインベッドルームJ(2つ のベッドマット
カ¬つの枠の中に入つているジャーマンツインハリウッドツインタイプの部屋も含みます)と
キングサイズクィーンサイズダカレサイズの大型ベッド(2人用)1台 の「ダブルベッドルー
ムJの2種 類があります。フラブ21で は2人部屋(ツインルーム)は原則として「ツインベッドル
ーム」をご用意しますがホテルによリハネムーナーやご夫婦などカッカレや 12歳未満のお
子様がご参力oの場合現地習慣により「ダブルベッドルームJとなる場合があります。またホ
テルにより書しく「ツインベッドルームJの少■dいホテルもございます。その場合も「ダブルベ
ッドルームJとなる場合があります。「ダブルベッドルームJ「ツインベッドルームJを確約するコ
ースを除きベッドタイプの指定はお受けできません。03名様で1部屋ご利用の場合、2人部
屋 (ツ インルーム)に簡易ベッド(工 ■ストラベッド又はソファーベッド)を入れ3名 様でご利用頂
くため手狭となります。工■ストラベッドの場合 お部屋への搬入時亥1は夜遅くrdる ことが一
般的です。なお ホテルによっては簡易ベッドの数や現地事情によりご用意できない場合もあ
ります。その際は2人部屋 (ツインルーム)と 1人部屋 (追力]代金必要)を ご利用いただきます。
また ホテルの都合によりお部屋の3人 利用ができないコースがありますので ご確認くださ
しヽ ●お一人様でご参加の場合には1人部屋をお一人様での

‐
il用 となり 1人部屋追力]代

金が必要とrdります。奇数人数でご参力]の場合{3名様で1部屋利用の場合除く)は 2人部屋+
1人部屋となり 1人部屋追加4ris必要となります。いずれの場合も1目部屋の取扱し1まいた
しません。なお 1人部屋は原則としてワンベッドルームとなるため 2人 部屋より手狭になる
場合がございます。●ホテルによっては 異なるタイプのお部屋を同グレードとしている為同
じツアータ レープのお客IIに向―タイプのお部屋をa用意できない場合があります。●の レ
ープ ご家族参加で2部屋以上をご利用いただく場合 ホテル側の事情によりお隣またはお近
くのお部屋をご用意できrdぃ場合が制 ます.

渡航手続きについて ●現在お持ちの旅券が今回のご旅行に有効かどうかの確認 旅券 査
証取得はお客様の責任で行ってください。旅券をお持ちでない方や期限切れの方は旅券事
務所への申請手1/tき が必要となります。韓国では日本出発時点で有効期限が3ヶ月以上残っ
ている旅券が必要です。また 就労を伴わない30日以内の滞在であればビザ (査証)は必要あ
りません。さらに詳しく知りたい方はご自身にてご確認くださし、又 旅券発給申請 ビザ (査

証)の 申請 出入国書類件成等については お申し込みの取扱店にて 別途 渡lFQ手 続代行契
約を締結していただいた上で取扱いしております。(要代行料金).お 申込み取扱店にこ林日談
くださし、※パスポート番号 発行年月日は月Щこ控えて 予備のパスポート用写真をお持ちに

航空機について ●Yフラス(エコノミーフラス)の航空機のお座席は 個人チェックイン方式
となりますので 事前の書Jり当てができません。窓lEl通路lElお隣どうしの席などのお座席の
ご希望は 搭栞手続き時に航空会社係員にお申し出くださしヽ (薦子取扱店では事前のお座席
のご希望はお伺いいたしかねます)。 なお 航空会社の都合や混雑状況等によりご希望に添え
ない場合や ご同行のお客様とお隣どうしの席をご用意できない場合もあります。
海外危険情報/現地の治安・病気について 渡航先(国 または地域)によつては 外務省海
外危険情報等 安全関係の情報わヾ出されている場合があります。お申込みの際に旅行取扱
店より『海外危険情報に関する書面Jをお送りします。また・●l務省「海外安全ホームページ

耀おま:き品早:冥響雹l樫」蟹姜鶴靴署器 、PI袢≦蕎
麗舅鍋町1ぞぢ百謝 ま出当躍:烈明辟鵞脳Lり漸者
胎』〕菫『習甥弔聾諒:藤曜1闘雹戦畠2番龍耶専出R

4畠握黎 皇莉 ξヽき;『
スに調された空

個人情報について 0当社は旅行申込の際にご記入いただいたお客様の個人情報(圧名

住所 電話番号 メールアドレスなど)について お客様との間の連絡 お申込みいただいたご
旅行における運送 宿泊機関等の提供する

'―
ビス手配のための手続きに必要f詢曰で利

用させていただきます.

騰 由サーチャージ(付カロ運賃・料金)について 0パンフレット及びホームページ上の旅程で
表示されている旅行rtiに は 燃油サーチャージが含まれております。旅行お申込み後に 燃
油,一チャージ=ミ額 新設された場合や減額 廃上された場合におきましても 別途 徴収
及びご返金はtlた しません。また お申込み後に取消じ等が発生した場合 |1行代金合計金額
から燃油サーチャージ額を差し引いた金額を算出基準としヽたします.

オプショナル・ツアーお申込について
×オプショナル ツアーは現地旅行会社力注 催する小旅行です。(当 該小旅行は当社わtt催す
るものではありません。従って 当該旅行に関わる旅行契約はすべてお客様と現地旅行会社
との間で成立し取,肖t4等の旅行条件は 現地旅行会社のもの 通ヽ用されます。)

●お申込み=旅行取扱店または現地にてお申込みください(日 本申込のものを除く。)●交通
機関=特記以外ば バスを使用します。●オプショナル ツアーは他のコース(ツアー)のお客II
とご一緒になる場合があります.0変更と中止=天候 その他の現地事情により代金 異施日
内容 スケジュール 所要時間などが変更または中止になることがあります。●オプショナル
ツアーの価格 内容は2014年 12月 現在のものです。現地事情により変更となる場合があり
ますのでご確認のうえお申込みくださしヽ

【お申し込み時に取扱店でお支払いいただくもの】

自名 腫

韓 国 仁川空港 約3070円 大人同額 不 要

×日本円目安額は 2014年 12月 19日 現在のレートにより

::躍 廃 諦 鱚 1贋
件の 部で■ こJこ 定めた事回 こ姻 眺 お渡じする結 誤 件議 終日程輌 酬 こ当社がお渡しす諄

●企画旅行契約

“

)この指 テは 弊社が企画し実施する嘉集型企画旅行でありこの旅行に参加されるお客様は弊社と募集型企画薦 〒契約を締結することにな
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:輻祠勒躙髄端鶏瘍陶鐵鯰内
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綸鋼・動日新航空サービス株式会社
(観 光庁長官登録旅行業第463号 )日本旅行業協会正会員

福岡営業支店 :福 岡市博多区博多駅前2201大博多ゆ レ

¨ htp:〃 WVVVv niss n‐ trvl co jp/

)=飛 行機  □ =朝食  □ =昼食  皿 =夕食  □ =食事なし 囲 =機内食

早朝  1  朝  1 午前  1  昼  1 午後  | タタ  1  夜  1 深夜

0400～  1 06:00～  1 08:00～  1 1200～  1 1300～  1 16:00～  1 1800～  1 23:00～

企画旅行契約約款特別補償規定により当社はお客様力瀬 られた損害については一定の
範囲で補償させていただきますが 傷害 疾病治療費については補償いたしません。ご旅
行をより安心できるものにするために 旅行傷害保険に力0入されることをお勧めします.

詳しくは販売取扱店に出 目談ください.

旅行業務取扱管理者とは お客様の旅行を取り扱う営業所での取引きに関する責任者です.

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llば ご遠慮なく 下記の旅行業テ ねください。

鍼調~鴫
7冬鰺

同ザカス ZAKAS TRAVEL
〒812-0021福 岡市博多区築港本町2-3-109

TEL 092-262-5400
FAX 092-262-5445

額囀一̈
９

旅行業公正取弓

協 議 会 会 員

00000円以上旅行代金まで


