福島発
ＳＥＬＥＸＴ1
ＳＥＬＥＸＴ1－A
掲載商品販売有効期間
2016 年 12 月 17 日～2013 年 3 月 15 日

3/18 発 ソウル３日間スケジュール
①

福島(11:30)発→
→済州航空チャーター便にて空路
ソ ウ ル へ ソ ウ ル (13:55)着
着後、現地係員と共に免税店へ。その後ホテルへ。
到着後は自由行動となります。

利用予定ホテル（クラス）
＜ソウル泊＞

終日：自由行動

②
<ソウル泊＞

③

出発まで自由行動
現地係員と共に韓国土産物店にご案内。
ソ ウ ル (16:30)発→ 空 路 、 帰 国 の 途 へ 。
福 島 (18:35)着 着 後 、 解 散 と な り ま す 。

ご注意

＊チャーター便のためフライト時間が変更になる場合がございます。ご了承下
便のためフライト時間が変更になる場合がございます。ご了承下
さい。
＊送迎中最大 1 ヶ所の免税店と最大 1 ヶ所の土産物店へご案内をさせていただ
くことが条件となっています。
（行きの免税店はフライト時間の都合でご案内
できない場合がございます。）
＊なお、これは土産物店入店や土産物品の購入を強制するものではありません。
＊時間の関係上、免税店又は土産物店にご案内できないこともありますが、こ
の場合は旅程保証の変更補償金の支払い対象とはなりません。

スタンダード
クラスホテル
明洞エリア
スタンダードクラスホテル
明洞エリア
スーペリアクラスホテル
センターマーク・ソウルまたは
Tマークホテル明洞（選択不可）
ゴールデンチューリップMホテルソウル明洞
★嬉しい朝食付き★
デラックス
クラスホテル
明洞エリア
デラックスクラスホテル

ツアーコード
KC-FSA

旅行代金

一人部屋
追加代金

0021-EX1

¥59,800

¥16,000

0022-EX1

¥68,800

¥25,000

0023-EX1

¥69,800

¥30,000

0024-EX1

¥71,800

¥32,000

0025-EX1

¥72,800

¥32,000

0026-EX1

¥69,800

¥40,000

0027-EX1

¥79,800

¥46,000

･･･旅行代金はおトクですが、ホテルはお選びいただけません。

■□■ご旅行条件■□■●日本発着時利用航空会社：済州航空チャーター便(航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件とします)●利用ホテル：スタンダー
ドクラスホテル/ハミルトン,クラウン,ITW ホテル,永東,セントロ,ロザーナ・ブティックホテル,ホテルアットホーム,メイプレースホテル東大門,イビスバシェットアンバサダーソウ
ル東大門,スカイパーク東大門,東ソウル,仁寺門クラウン,グリーンワールド,ホテルビジョン,ヨイドホテル,ザ・Ｋソウルホテル,ホテルビクトリア,ノブレス観光ホテル,リバーパー
ク,ホテル KP,ホテルソラリウムシティ,デニムホテルのいずれか(選択不可)明洞エリアスタンダードクラスホテル/ベストウェスタンニューソウル,レックス,サボイ,J-HILL ホテ
ル,ニュー国際,プリンス,ハンスイートホテル,スカイパーク明洞Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ,アイリンシティホテル,クリックホテル明洞,ナインツリーホテル,ホテルコジ,ホテルマヌ,シンシンホテ
ル,ザ・グランド明洞,デイズホテル,ホテル明洞,スタズホテル明洞Ⅱ,ニューオリエンタル,ザステイホテル,ホテルヴェニュージのいずれか（指定不可）明洞エリアスーペリアク
ラスホテル/ロイヤル,セジョン,プレジデント,コリアナ,パシフィック,ホテＰＪ,アベンツリーホテル,ラマダホテル＆スイート・ソウル南大門,ベストウェスタンプレミア国都,イビスア
ンバサダー明洞,センターマーク・ソウル,スカイパーク・セントラル明洞,Ｔマークホテル明洞,ロワジールホテルソウル明洞,イビススタイルズアンバサダーソウル明洞,フォー
ポンツバイシェラトン,ソラリア西鉄ホテルソウル,ホリデイイン・エクスプレス,ゴールデンチューリップＭホテルソウル明洞,クラウンパーク,ロッテホテルエルセブン明洞,ロッテ
シティホテル明洞,新羅ステイ光化門,コートヤードマリオットソウル南大門,ホテル 28 のいずれか(選択不可)デラックスクラスホテル/ロッテホテルワールド,JW マリオット,リッ
ツカールトン,ソウルパレス,インペリアルパレス,インターコンチネンタル COEX(新館),ノボテルアンバサダー,グランドアンバサダー,サマーセットパレス,シェラトンウォーカーヒ
ル,グランドヒルトン,シェラトンソウル・ディーキューブシティホテル,グラッドホテルのいずれか(選択不可)明洞エリアデラックスクラスホテル/ロッテ(本館),ザ・プラザ,ミレニア
ム・ソウル・ヒルトン,Ｔマークグランドのいずれか（選択不可）●海外空港諸税が別途必要です。 ●子供割引代金：なし●幼児旅行代金（2 歳未満のお子様で航空機座
席・ベッドを利用しない場合）：18,000 円●食事なし（ゴールデンチューリップ M ホテルソウル明洞選択時：朝 2） ※ビザ（査証）なし渡航可能条件：日本国籍で入国時のパ
スポートの有効期限が滞在日数＋3 ヶ月以上必要です。※表面掲載代金のお申込み有効期間は 2016 年 12 月 17 日～2016 年 3 月 15 日となります。ただし、満席になり
次第販売を終了することがございます。※表面のスケジュールは 2016 年 12 月 17 日現在のものです。航空会社の都合などにより予告なく変更となる場合があります。※
その他詳細はチャオＨ．Ｉ．Ｓ．韓国パンフレット最新号に準じます。※チャーター便のため、フライトスケジュールが大幅に変更となる場合がございます。 ※オンドルルー
ム（韓国式和室）又はインサイドルーム（窓がないお部屋）になる場合がありますので予めご了承下さい。 （注）旅行代金には燃油サーチャージは含まれております。航空
会社の新たな申請により燃油サーチャージに増減又は廃止又はかからなくなった際も旅行代金に変更はありません。また、為替レートの変動による過不足については追
加徴収またはご返金はいたしません。※ホテルランク/グレードは、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。また、原則と
して、コース毎に表示されたクラスのホテルをご用意致しますが、場合によってはクラスの高いホテルとなる事もあります。本コースはチャーター機利用の為取消料は「貸
切航空機（チャーター機）利用等の取消料」に準じます。

共通のご案内 ※お申し込みの際、必ずお読みください（詳しくは、Ｃｉａｏパンフレット最新号にてご確認ください）
日本国籍の方のビザ（査証）について

お買い物についてのご注意

韓国：日本国籍ビザ（査証）なし渡航条件：韓国入国時にパスポートの有 ・お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入してください。
効期限が３ヶ月以上残っている旅券。
※日本国籍以外の方は、上記とは異なります。ご自身にて自国及び渡航
先の領事館、入国管理事務所等にお問い合わせのうえ、必要な手続きを
お済ませください。

現地危険情報・衛生情報

燃油サーチャージについて
・※旅行代金に燃油サーチャージ（燃油原価水準の異常な変動に対応するた
め、一定の期間及び条件下に限りあらゆる旅行者に課せられるものに限る）は
含まれております。お申込み後、航空会社の申請により燃油サーチャージに増
減又は廃止があった際も旅行代金に変更はございません。掲載の旅行代金に
は、燃油サーチャージが含まれています。今後、航空会社の申請により燃油サ
ーチャージの増減又は廃止があった際も旅行代金に変更はございません。

空港諸税等について

お部屋について

・渡航先（国又は地域）によっては外務省危険情報など安全関係の情報 ・ 旅行代金に空港諸税等は含まれておりません。空港諸税等のうち、航空券発 ・ ２人用のお部屋には原則としてツインベッドをご用意しますが、オンドル（韓国
が出されている場合がありますので、外務省ホームページ
券時に徴収することを義務付けられているものは旅行代金と合わせて日本円に 式和室）をご利用頂く場合がございます。また、現地の慣習上ツインベッドが少
(http://www.anzen.mofa.go.jp) などでご確認下さい。
てお支払いください。
ない場合、ダブルベッドをご利用頂く場合がございます。ツインベッドルーム（ベ
・渡航先（国又は地域）の衛生状況は、厚生労働省「海外渡航者のための ・ 空港諸税等の新設、又は税額の変更があった場合、徴収額が変更になる場合 ッド２台）、ダブルベッドルーム（ベッド１台）の指定はお受けいたしかねます。
があります。但し為替レートの変動による過不足が生じた場合は後日精算致し
感染症情報」ホームページ (http://www.forth.go.jp/) でご確認下さい。
ません。

特別な配慮が必要なお客様について
「特別な手配をご希望の方は必ずお申し込み時に担当者へお申し出くださ
い（一部有料。歩行に自信がない、病気による食事制限があるなど）」

■航空券発券時に徴収することが義務付けられている空港諸税一覧（2016 年 12 月 17 日現在）
国名
税・料の名称
税・料額（現地通貨）
韓国
空港税サービス料
28,000 ウォン

対象
国際線搭乗

日本円目安額
\2,770

子供
対象

幼児
不要

旅行契約の取消日
特定日に開始する旅行特定日以外に
１ 募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、お客様は、 旅行開始日の前日から起算して
開始する旅行
当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、
６０日前～３１日以前
旅行代金の２０％
別途お渡しする旅行条件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書
面）によります。
３０日前以降～２１日前以前
旅行代金の５０％
２ 旅行のお申込みと契約の成立
当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただきます。
２０日前以降～４日前以前
旅行代金の８０％
電話でお申込みの場合、当社が予約の承諾を通知した日から起算して３日以内に申
３日前以前
旅行代金の１００％
込金をお支払いいただきます。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受
理したときに成立いたします。
４ お客様の確認事項
（１）現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの要否な
旅行代金の額
申込金（お１人様）
どをご確認のうえ、ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポート、ビザを
３０万円以上
６０，０００円 以上旅行代金まで
ご用意ください。
１５万円以上３０万円未満
３０，０００円 以上旅行代金まで
（２）渡航先の「海外危険情報」
「海外感染症情報」をご確認ください。
１５万円未満
２０，０００円 以上旅行代金まで
海外安全ホームページ
http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/
感染症情報ホームページ http：//www.forth.go.jp/
３ 貸切航空機(
貸切航空機(チャーター機)
チャーター機)利用等の取消料
たびレジホームページ：https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約を解除出来ます。 ５ その他
（１）コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。
（２）より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、
海外旅行保険のご加入をお勧めします。
（３）契約に関するお客様との紛争については、日本国内の裁判所のみが管轄を有し、
日本法に準拠するものとします。

旅行企画・
旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業 724 号

〒１６３〒１６３-６０２９ 東京都新宿区西新宿 6-8-1
住友不動産新宿オークタワー29
住友不動産新宿オークタワー29 階
ＪＡＴＡ正会員
総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引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れば、総合旅行業務取扱管理者にお問い合わせ下さい。
弊社のサービス・対応に関しましてお気付きの件、ご意見等がございましたら、下記お客様相談
室にご連絡下さい。お客様相談室 TEL,03-5908-2505
（平日 10：00～18：30 土曜 11：00～16：30 日祝はお休みとさせて頂きます）

お問い合わせ・お申し込みは・・・

