
　

●出発地：北九州

●利用ホテル（右記/下記参照：すべて部屋指定なし）

●食事：朝食0回・昼食0回・夕食0回（M0～M2共通）

●利用航空会社：ジンエアー（LJ）　

●添乗員：（M0）同行しません。現地での緊急連絡先は最終旅行日程表にてご案内します。

　　　　　　　（M1）（M2）同行しません。現地係員がご案内します。

●最少催行人員：1名

※ 日程中の送迎は他のお客様とご一緒になる場合があります。

※ 上記日程からの別行動・減延泊、航空機の座席のご希望・ご指定はお受けできません。

※ 当パンフレット掲載コースでは、オプショナルツアーの日本でのお申し込みはお受けして

おりませんので、現地にてお申し込みください。

※※※※ 掲載コースは2017年8月1日現在の資料に基づいて作成しています。利用航空便の掲載コースは2017年8月1日現在の資料に基づいて作成しています。利用航空便の掲載コースは2017年8月1日現在の資料に基づいて作成しています。利用航空便の掲載コースは2017年8月1日現在の資料に基づいて作成しています。利用航空便の

　運行スケジュールは予告なく変更となる場合があります。最終日程表にてご確認ください。　運行スケジュールは予告なく変更となる場合があります。最終日程表にてご確認ください。　運行スケジュールは予告なく変更となる場合があります。最終日程表にてご確認ください。　運行スケジュールは予告なく変更となる場合があります。最終日程表にてご確認ください。

（注１）フライト遅延により到着日の免税店にご案内できない場合があります。その場合でも旅行代金

の変更はありません。免税店へご案内させていただくことがご参加の条件となっております。

※裏面の「ご案内とご注意」をあわせてご確認ください。

北九州 発北九州 発北九州 発北九州 発

ご注意ご注意ご注意ご注意

2017年2017年2017年2017年 10月～12月 出発 10月～12月 出発 10月～12月 出発 10月～12月 出発

＜明洞周辺/Cグレード＞ ●総客室数：184室 ●客室面積：約20㎡

（韓国ホテル共通のご注意）環境保護の立場から石けん以外の洗面用具は

設置されていませんのでご持参をおすすめします。

＜明洞地区/Ｂグレード＞

●総客室数：619室 ●客室面積：約20㎡ ※全館禁煙となります。

＜明洞地区/Aグレード＞

●総客室数：755室 ●客室面積：約26㎡

※全館禁煙となります。

★印はシャワーのみのお部屋となります。

また、シャワーのみのお部屋となる可能性が少しでもあるお部屋に関しても

「★」とします。▲印はトリプル（３人１室）利用はお受けできません。

＜明洞地区/Bグレード＞

●総客室数：312室 ●客室面積：約25㎡

※全室禁煙となります。21階に喫煙ブースがあります。

※ノーベッドこどもはお受けできません。幼児の添い寝は1名のみ可能ですが、ダブル

ベッドルーム（ベッド1台）のご用意となります。

※送迎バスはホテル前に停車できないため、少し離れた場所より徒歩にてご案内します。

※チェックイン時に10万ウォンのデポジットが必要です（AMEXを除くクレジットカードのご

利用が可能です。）

空港税等について空港税等について空港税等について空港税等について 別途、約3,200円を販売店にお支払いください。別途、約3,200円を販売店にお支払いください。別途、約3,200円を販売店にお支払いください。別途、約3,200円を販売店にお支払いください。 幼児代金幼児代金幼児代金幼児代金 8,000円8,000円8,000円8,000円

※下記のいずれかとなります。指定・希望はお受けできません。

プリンス(★）、ホテルスカイパーク明洞１（一部★）（▲）、ホテルスカイパーク

明洞２、ホテルスカイパーク明洞３、ベストウェスタンニューソウル（一部★）、

ニュー国際（★）、レックス

※下記のいずれかとなります。指定・希望はお受けできません。

プリンス(★）、ホテルスカイパーク明洞１（一部★）（▲）、ホテルスカイパーク

明洞２、ホテルスカイパーク明洞３、ベストウェスタンニューソウル（一部★）、

ニュー国際（★）、レックス、梨泰院クラウン、ハミルトン、アイティーダブリュー

ホテル(▲）、ホテル三井（サムジョン）(一部★）、プロビスタホテル＆レジデン

ス(★）、イビススタイルズアンバサダーソウル江南（★）（▲）、ホテルスカイ

パーク東大門Ⅰ、イビスバジェットアンバサダーソウル東大門（★）(▲）、仁寺

洞クラウン、東ソウル、ベニキアホテルKP（一部★）、モーニングスカイホテル

（★）（▲）、ヨイド、ホテル トゥギャザー ヨイド(★）（▲）

～空港⇔ホテル間の送迎が選べます！～

基本 往復送迎なしプラン（M0）基本 往復送迎なしプラン（M0）基本 往復送迎なしプラン（M0）基本 往復送迎なしプラン（M0）

往復の空港～ホテル間の送迎・現地係員は含まれません。

なしなしなしなし

往復送迎付・免税店立ち寄りプラン（M1）往復送迎付・免税店立ち寄りプラン（M1）往復送迎付・免税店立ち寄りプラン（M1）往復送迎付・免税店立ち寄りプラン（M1）

現地空港～ホテル間を往復送迎します（ガイド付）。

到着日は、免税店（1店）にご案内します。（注1）

600円600円600円600円

往復送迎付プラン（M2）往復送迎付プラン（M2）往復送迎付プラン（M2）往復送迎付プラン（M2）

現地空港～ホテル間を往復送迎します（ガイド付）。

免税店への立ち寄りはありません。

1 ,600円1,600円1,600円1,600円

追加代金（お１人様／おとな・こども同額）

追加代金（お１人様／おとな・こども同額）

追加代金（お１人様／おとな・こども同額）

 旅のアウトレット ウルトラバーゲ ン ジンエアー で行く！北九州からひっとび！ソウル3日間 基本往復送迎なしプラン（M0） Cグレードホテル<2名１室利用/おとな・こども同額> 旅のアウトレット ウルトラバーゲ ン ジンエアー で行く！北九州からひっとび！ソウル3日間 基本往復送迎なしプラン（M0） Cグレードホテル<2名１室利用/おとな・こども同額> 旅のアウトレット ウルトラバーゲ ン ジンエアー で行く！北九州からひっとび！ソウル3日間 基本往復送迎なしプラン（M0） Cグレードホテル<2名１室利用/おとな・こども同額> 旅のアウトレット ウルトラバーゲ ン ジンエアー で行く！北九州からひっとび！ソウル3日間 基本往復送迎なしプラン（M0） Cグレードホテル<2名１室利用/おとな・こども同額>

※旅行代金には燃油サーチャー ジが含まれています 。※別途国内空港施設使用料等および 海外空港諸税が必要となります 。※旅行代金には燃油サーチャー ジが含まれています 。※別途国内空港施設使用料等および 海外空港諸税が必要となります 。※旅行代金には燃油サーチャー ジが含まれています 。※別途国内空港施設使用料等および 海外空港諸税が必要となります 。※旅行代金には燃油サーチャー ジが含まれています 。※別途国内空港施設使用料等および 海外空港諸税が必要となります 。

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

10：15　北九州（LJ262便） ✈　

11：45　ソウル着　

基本 往復送迎なしプラン（M0） ：空港着後、自由行動（ホテルへの送迎はございません）

往復送迎付・免税店立ち寄りプラン（M1） 空港着後、ガイドが免税店（1店）へご案内します

（追加代金要） その後、ホテルへ（注1）

往復送迎付プラン（M2）（追加代金要） 空港着後、ガイドがホテルへご案内します

　（ホテルチェックインは15:00以降となります）

朝 - 昼 × 夕 ×

1日：自由行動

朝 × 昼 × 夕 ×

ホテル出発まで自由行動

　（ホテルチェックアウトは12：00となります）

基本 往復送迎なしプラン（M0） ：ご自身にて空港へ

（ご利用便出発時間2時間前までに、お客様ご自身で空港にてチェックイン手続きをお済ませ下さい）

往復送迎付（M1）（M2）共通 出発時間に合わせて、免税店には立ち寄らず、

（追加代金要） ガイドが空港へご案内します

16：10　ソウル（LJ263便） ✈

17：35　北九州着 朝 × 昼 × 夕 -

ソウル 泊

ソウル 泊

日次日次日次日次

1111

2222

3333

2017 年 10 月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

F F G ・ ・

15 16 17 18 19 20 21

・ F F F G ・ ・

22 23 24 25 26 27 28

・ F F F G ・ ・

29 30 31

・ F F

2017 年 11 月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

I ・ ・ ・

5 6 7 8 9 10 11

・ F F H J ・ ・

12 13 14 15 16 17 18

・ F F F G ・ ・

19 20 21 22 23 24 25

・ A A A C ・ ・

26 27 28 29 30

・ A A A B

2017 年 12 月

日 月 火 水 木 金 土

1 2

・ ・

3 4 5 6 7 8 9

・ D D D E ・ ・

10 11 12 13 14 15 16

・ D D D E

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

■旅のアウトレット ウルトラバーゲン ジンエアーで行く！北九州からひとっとび！ソウル3日間■旅のアウトレット ウルトラバーゲン ジンエアーで行く！北九州からひとっとび！ソウル3日間■旅のアウトレット ウルトラバーゲン ジンエアーで行く！北九州からひとっとび！ソウル3日間■旅のアウトレット ウルトラバーゲン ジンエアーで行く！北九州からひとっとび！ソウル3日間

◆出発日：2017年 10月10日～12月14日の毎週月・火・水・木曜日出発◆出発日：2017年 10月10日～12月14日の毎週月・火・水・木曜日出発◆出発日：2017年 10月10日～12月14日の毎週月・火・水・木曜日出発◆出発日：2017年 10月10日～12月14日の毎週月・火・水・木曜日出発

◆除外日：2017年 11月2日 出発◆除外日：2017年 11月2日 出発◆除外日：2017年 11月2日 出発◆除外日：2017年 11月2日 出発

※出発日と旅行代金の区分けは上記のカレンダーと照らし合わせてご覧ください

※旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。※国内空港施設使用料等および海外空港諸税が必要となります。 単位：円

AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF GGGG HHHH IIII JJJJ
右記以外右記以外右記以外右記以外

10/31、10/31、10/31、10/31、

11/1・7～9発11/1・7～9発11/1・7～9発11/1・7～9発

3333 7SRH3-ＬＪ3-EC7SRH3-ＬＪ3-EC7SRH3-ＬＪ3-EC7SRH3-ＬＪ3-EC 15,90015,90015,90015,900 15 ,90015 ,90015 ,90015 ,900 15 ,90015 ,90015 ,90015 ,900 16,90016,90016,90016,900 16,90016,90016,90016,900 18,90018,90018,90018,900 18,90018,90018,90018,900 20,90020,90020,90020,900 20,90020,90020,90020,900 22,90022,90022,90022,900 8,0008,0008,0008,000 14 ,00014 ,00014 ,00014 ,000

3333 7SRH3-ＬＪ3-EM7SRH3-ＬＪ3-EM7SRH3-ＬＪ3-EM7SRH3-ＬＪ3-EM 22,90022,90022,90022,900 21 ,90021 ,90021 ,90021 ,900 22 ,90022 ,90022 ,90022 ,900 21,90021,90021,90021,900 22,90022,90022,90022,900 25,90025,90025,90025,900 25,90025,90025,90025,900 28,90028,90028,90028,900 28,90028,90028,90028,900 32,90032,90032,90032,900 16,00016,00016,00016,000 22 ,00022 ,00022 ,00022 ,000

3333 7SRH3-ＬＪ3-EB7SRH3-ＬＪ3-EB7SRH3-ＬＪ3-EB7SRH3-ＬＪ3-EB 22,90022,90022,90022,900 22 ,90022 ,90022 ,90022 ,900 22 ,90022 ,90022 ,90022 ,900 21,90021,90021,90021,900 22,90022,90022,90022,900 25,90025,90025,90025,900 25,90025,90025,90025,900 28,90028,90028,90028,900 28,90028,90028,90028,900 32,90032,90032,90032,900 16,00016,00016,00016,000 22 ,00022 ,00022 ,00022 ,000

3333 7SRH3-ＬＪ3-EL7SRH3-ＬＪ3-EL7SRH3-ＬＪ3-EL7SRH3-ＬＪ3-EL 24,90024,90024,90024,900 25 ,90025 ,90025 ,90025 ,900 26 ,90026 ,90026 ,90026 ,900 24,90024,90024,90024,900 25,90025,90025,90025,900 27,90027,90027,90027,900 29,90029,90029,90029,900 31,90031,90031,90031,900 31,90031,90031,90031,900 34,90034,90034,90034,900 18,00018,00018,00018,000 28 ,00028 ,00028 ,00028 ,000

3333 7SRH3-ＬＪ3-ES7SRH3-ＬＪ3-ES7SRH3-ＬＪ3-ES7SRH3-ＬＪ3-ES 26,90026,90026,90026,900 28 ,90028 ,90028 ,90028 ,900 28 ,90028 ,90028 ,90028 ,900 26,90026,90026,90026,900 28,90028,90028,90028,900 29,90029,90029,90029,900 31,90031,90031,90031,900 34,90034,90034,90034,900 34,90034,90034,90034,900 40,90040,90040,90040,900 20,00020,00020,00020,000 30 ,00030 ,00030 ,00030 ,000

3333 7SRH3-ＬＪ3-EH7SRH3-ＬＪ3-EH7SRH3-ＬＪ3-EH7SRH3-ＬＪ3-EH 36,90036,90036,90036,900 33 ,90033 ,90033 ,90033 ,900 36 ,90036 ,90036 ,90036 ,900 31,90031,90031,90031,900 31,90031,90031,90031,900 38,90038,90038,90038,900 38,90038,90038,90038,900 38,90038,90038,90038,900 53,90053,90053,90053,900 39,90039,90039,90039,900 28,00028,00028,00028,000 46 ,00046 ,00046 ,00046 ,000

旅 行代金（おとな・こども同額）旅 行代金（おとな・こども同額）旅 行代金（おとな・こども同額）旅 行代金（おとな・こども同額）

基本 往復送迎なしプラン（M0）基本 往復送迎なしプラン（M0）基本 往復送迎なしプラン（M0）基本 往復送迎なしプラン（M0）

コースNo.／航空（ＬＪ3）コースNo.／航空（ＬＪ3）コースNo.／航空（ＬＪ3）コースNo.／航空（ＬＪ3）

お一人部屋追加代金お一人部屋追加代金お一人部屋追加代金お一人部屋追加代金

（相部屋不可）（相部屋不可）（相部屋不可）（相部屋不可）

ＣグレードホテルＣグレードホテルＣグレードホテルＣグレードホテル

明洞周辺Cグレード明洞周辺Cグレード明洞周辺Cグレード明洞周辺Cグレード

ベストウェスタンベストウェスタンベストウェスタンベストウェスタン

ニューソウルニューソウルニューソウルニューソウル

利用ホテル利用ホテル利用ホテル利用ホテル

日

数

コースNo.コースNo.コースNo.コースNo.

ロワジールホテルロワジールホテルロワジールホテルロワジールホテル

ソウル明洞ソウル明洞ソウル明洞ソウル明洞

ソラリア西鉄ホテルソラリア西鉄ホテルソラリア西鉄ホテルソラリア西鉄ホテル

ソウル明洞ソウル明洞ソウル明洞ソウル明洞

ロッテホテルソウルロッテホテルソウルロッテホテルソウルロッテホテルソウル

（本館）（本館）（本館）（本館）



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、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。

旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第１６９１号

〒１４１－００２１　東京都品川区上大崎２-２４-９

（社）日本旅行業協会正会員

旅行業公正取引協議会会員

■ご旅行条件（要約）■ご旅行条件（要約）■ご旅行条件（要約）■ご旅行条件（要約）

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受けとりいただき、お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受けとりいただき、お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受けとりいただき、お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受けとりいただき、

事前に内容をご確認の上お申し込みください。事前に内容をご確認の上お申し込みください。事前に内容をご確認の上お申し込みください。事前に内容をご確認の上お申し込みください。

●旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件は2017年8月1日を基準としています。又、この旅●旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件は2017年8月1日を基準としています。又、この旅●旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件は2017年8月1日を基準としています。又、この旅●旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件は2017年8月1日を基準としています。又、この旅

行代金は2017年8月1日現在有効なものとして公示されている運賃・規則、又は2017年8月1日行代金は2017年8月1日現在有効なものとして公示されている運賃・規則、又は2017年8月1日行代金は2017年8月1日現在有効なものとして公示されている運賃・規則、又は2017年8月1日行代金は2017年8月1日現在有効なものとして公示されている運賃・規則、又は2017年8月1日

現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

■■■■募募募募集集集集型型型型企企企企画画画画旅旅旅旅行行行行契契契契約約約約：この旅行は（株）ＪＴＢワールドバケーションズ（以下「当社」と

いいます。）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型

企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。また、旅行条

件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終旅

行日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

■旅行のお申し込み及び契約成立時期：■旅行のお申し込み及び契約成立時期：■旅行のお申し込み及び契約成立時期：■旅行のお申し込み及び契約成立時期：当社又は当社の受託営業所（以下「当社

ら」といいます。）にて当社所定の申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えて

お申し込みください。申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。電

話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社らが予約の承諾の旨

を通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただき

ます。旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立いたしま

す。

■申込金：■申込金：■申込金：■申込金：

■旅行代金のお支払い：■旅行代金のお支払い：■旅行代金のお支払い：■旅行代金のお支払い：旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２１

日目にあたる日より前に（お申し込みが間際の場合は当社らが指定する期日までに）お

支払いください。また、お客様が当社が発行する又は提携カード会社のカード会員である

場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくこと

があります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾

日といたします。

■取消料：■取消料：■取消料：■取消料：旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下表の金額を取

消料として申し受けます。（お１人様）

注）日程中に３泊以上のクルーズを含み（日本発着時に船舶を利用するコースを除く）、

各コースページに取消料を明示しているコースは、各コースページに明示している金額を

取消料として申し受けます。

旅行代金 申込金(お1人様）

５０万円以上 １０万円以上旅行代金まで

３０万円以上５０万円未満 ５万円以上旅行代金まで

１５万円以上３０万円未満 ３万円以上旅行代金まで

１０万円以上１５万円未満 ２万円以上旅行代金まで

１０万円未満 旅行代金の２０％以上旅行代金まで

※「手荷物の運搬料金について」　お申込み時にお渡しする「ご旅行条件書（全文）」の第8項※「手荷物の運搬料金について」　お申込み時にお渡しする「ご旅行条件書（全文）」の第8項※「手荷物の運搬料金について」　お申込み時にお渡しする「ご旅行条件書（全文）」の第8項※「手荷物の運搬料金について」　お申込み時にお渡しする「ご旅行条件書（全文）」の第8項

「旅行代金に含まれるもの」には「現地での手荷物運搬料金」が記載されていますが、当パン「旅行代金に含まれるもの」には「現地での手荷物運搬料金」が記載されていますが、当パン「旅行代金に含まれるもの」には「現地での手荷物運搬料金」が記載されていますが、当パン「旅行代金に含まれるもの」には「現地での手荷物運搬料金」が記載されていますが、当パン

フレットの商品には手荷物運搬料金は含まれません。フレットの商品には手荷物運搬料金は含まれません。フレットの商品には手荷物運搬料金は含まれません。フレットの商品には手荷物運搬料金は含まれません。

旅行開始日の前々日～当日

旅行開始後又は無連絡不参加

契約解除の日

4/27～5/6、7/20～8/31、

12/20～1/7に開始する旅行

左記以外の日に

開始する旅行

旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

旅行開始日の前日から起算してさ

かのぼって40日目にあたる日以

降～31日目にあたる日まで

旅行代金の１０％

（１０万円を上限）

無料

旅行開始日の前日から起算してさ

かのぼって30日目にあたる日以

降～15日目にあたる日まで

旅行代金が50万円以上  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０万円

旅行代金が15万円以上30万円未満  ・・・・・・・・・・・３万円

旅行代金が10万円以上15万円未満  ・・・・・・・・・・・２万円

旅行開始日の前日から起算してさ

かのぼって14日目にあたる日以

降～3日目にあたる日まで

旅行代金の２０％

旅行代金が30万円以上50万円未満  ・・・・・・・・・・・５万円

旅行代金が10万円未満 ・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％

旅のアウトレット旅のアウトレット旅のアウトレット旅のアウトレット 検索検索検索検索

http://www.jtb.co.jp/kaigai/jiyutabi/opt/

WEB日程表はLOOKS画面の進行管理→日程表・条件書等より出力販売店の皆様へ

■記載内容について●当パンフレットの記載内容は2017年10月10日～12月14日出発に限り有効です。記載内容は変更になる場合がありますので、お申し込みの際は必ず販売店でご確認くださ

い。■渡航手続きについてお持ちのパスポート（旅券）が今回のご旅行に有効かどうかのご確認、ならびにパスポート・ビザ（査証）の取得等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。●渡航

に関する情報は、日本国籍で当パンフレット掲載のコースにご参加される方を対象としています。情報は2017年8月1日現在となり、予告なく変更となる場合がありますので、販売店へ必ず最新情

報をご確認ください●日本国籍ではないお客様は、販売店または自国・渡航先国の大使館、入国管理事務所へお問い合わせください。●パスポートについて：日本出発日時点で、有効期限が入

国時3ヶ月以上有効なパスポートが必要です（2017年8月1日現在）●ビザ(査証）について：査証は不要です■お申し込みについて●お申込時には、パスポートに記載されている通りのローマ字氏

名をお申し出ください。お客様が氏名を誤って報告された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。1文字違っていても本人とは見なされず、当日航空機の

搭乗ができないことがあります。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には当社所定の取消料をいただきます。お客様

交替の場合、お客様の交替手数料をいただきます。●15歳未満の方のご参加には、保護者の同行を条件とさせていただきます。●19歳未満のみでの1室利用のお申込はお受けできません。

●20歳未満の方のご参加には、親権者の同意書が必要です。●身体に障がいをお持ちの方、健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、特別な配慮を必要とする方は、その旨

をご旅行お申込時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様のお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となりま

す。■旅行代金について●旅行代金は、特に記載のない限りエコノミークラス席（以下「Ｙクラス席」）利用で、2人部屋をお2人でご利用いただく場合のお１人分の代金です。●こども代金は、旅行

出発日を基準として2歳以上12歳未満のお子様に適用されます。●幼児代金は、旅行出発日を基準として2歳未満のお子様で、航空座席、食事、ホテルのベッドなどを専用ではご利用されない方

に適用されます。航空座席を使用される場合は、こども代金が適用となります。●各種追加代金は、特に記載のない限りおとな・こども同額となります。■催行中止の連絡について●お申込コース

が催行されない場合は4月27日～5月6日、7月20日～8月31日、12月20日～1月7日の出発日はご出発の34日前までに、その他の出発日はご出発の24日前までにご連絡いたします。■ご出発前

のご案内について●宿泊ホテルおよび利用航空会社などのスケジュールは、ご出発の2週間～7日前（遅くとも前日まで）にお渡しする「最終旅行日程表」にてご確認ください。●現地でのご連絡先

は、最終旅行日程表にてご連絡いたします。■交通機関・乗継について●航空機・発着時間は、2017年8月1日現在を基準としています。●日本発着時利用航空・会社に明示した航空会社の利用

区間は、特に記載がない限り、日本発着の国際線往復のみとなり、日本発着以外の区間の確約はありません。●航空・会社の都合により、発着時間、便名、機材が変更となる場合があります。●

運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更、またホテル事情等により、旅行日程、宿泊・訪問都市順序の変更、目的地滞在時間の短縮および観光箇所の変更・削除などが発生する場合もありま

す。その場合、旅程保証の責任は負いかねますが、当初の日程に従った旅行サービスが受けられますよう手配努力します。■航空座席について●Yクラス席の窓側・通路側のご希望はお受けで

きません。●航空・座席は、座席配列や空港での個人チェックイン化に伴い、グループ、ご家族、ハネムーナー、カップルの方でも隣り合わせにならない場合があります。（例：通路を挟んだ座席、

前後の座席または離れた座席など）●バス等での移動について、少人数の場合、セダン、バン、ミニバス利用となり、ドライバーガイドとなる場合があります。■航空便放棄に伴う請求について●

当パンフレット掲載コースの航空券はＩＴ運賃が適用されているため、往復利用が条件となっています。お客様のご都合により復路便に搭乗および乗船されなかった場合には、航空会社の運賃条

件・規則に基づき、片道ノーマル運賃等を請求させていただくことがあります。■機内預け荷物・大型手荷物持ち込みについて●ゴルフバッグ等の大型手荷物をお持ちになる際は、航空・会社によ

り超過手荷物料金が必要となる場合や、お預かりできない場合があります。また、現地では空港（または港）～ホテル間に別途運搬料が必要な場合があります。大型手荷物をお持ちになる場合は、

必ずご出発前までに販売店へお申し出ください。■観光・送迎などのご案内について●JTBワールドバケーションズが旅行企画・実施する旅行以外のお客様とご一緒に、観光、送迎などをご案内

させていただくことがあります。■現地係員について●現地係員は、現地にて空港（または港）・ホテルでの送迎斡旋、移動、観光、オプショナルツアーなどのご案内を行います。これらの業務以外

の日程表上の自由行動時、ホテル滞在時には係員はおりません。●現地係員は、日本語を話しますが、日本人とは限りません。■ホテルついて●各ページに掲載のホテル情報は2017年8月1日

現在のものとなり、予告なく変更となる場合がありますので、現地でご利用の際ご確認ください。●ホテルのチェックインは、通常15：00以降となります。●国際電話やお部屋のミニバー利用など個

人的な勘定の保証として、クレジットカードの提示または現金での保証金を請求されることがあります。●2人用のお部屋にはシングルベッドが2台の｢ツインベッドルーム｣とキングまたはクイーンサ

イズの大型ベッド1台の｢ダブルベッドルーム｣の2種類があります。●｢ツインベッドルーム｣には、2つのベッドが離れていない部屋や、2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている部屋、2つのベッ

ドのサイズや種類が異なる部屋が含まれます。●韓国ではオンドル部屋となる場合があります。（オンドル部屋とは韓国式伝統床暖房のお部屋で、ベッドではなく布団となります。布団はご自身で

敷いていただきます。室内では靴を脱いでおくつろぎいただけます）●お1人または奇数人数でご参加の場合は、他の方との相部屋はお受けできません。お部屋をお1人で利用される方は、お1人

部屋追加代金が必要となります。シングルベッド1台のご利用となり、2人部屋より手狭になる場合があります。●2人部屋に簡易ベッド（エキストラベッドまたはソファベッド）を入れて3名様でご利用

いただくため手狭となります。簡易ベッドの搬入は夜遅くなることがあります。●特に記載のない限り、お部屋の眺望および階層は指定していません。●グループやご家族などで2部屋以上ご利用

の場合、ホテル側の事情により、お隣りまたは同じ階のお部屋をご用意できない場合があります。●韓国のホテルでは環境保護の立場から、石けん以外の洗面用具類は設置されておりませんの

でご持参をおすすめします。■喫煙について●法律により公共の場所での喫煙が禁じられており、違反した場合罰金が課せられます。一部ホテルでは全館禁煙ルームとして定められております。

なお、喫煙・禁煙の指定はお受けできませんのでご了承ください。■観光について●施設の突然の休館、その他現地事情や天候により、観光個所の変更または実施日が変更になる場合がありま

す。また、これにより自由行動時間などに影響のでる場合がありますので、予めご了承ください。■お買い物について●免税手続きは、お客様ご自身の責任において手続きください。■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のある航空会社の燃油サーチャージは含まれています。旅行契約成立後に、燃油サーチャージが増額または減額、廃止されても、増額分の追

徴ならびに廃止を含む減額分の払い戻しはありません。※燃油サーチャージとは、燃油に関連する原価水準の異常な変動に対処するために、一定の期間、一定の条件下に限って航空各社が国

土交通省航空局に申請し認可を受ける、航空券料金には含まれない付加的な運賃であり、金額は利用航空会社、利用区間によって異なり、利用する旅行者全てに課せられます。■空港税等に

ついて●旅行代金には空港税等は含まれておりません。空港税のうち航空券発券時に徴収することを義務付けられているもの、また日本の各空港施設使用料等については旅行代金と併せて日

本円で販売店へお支払いください。●空港税等の新設または税額が変更された場合、徴収額が変更になる場合があります。

「ご案内とご注意」「ご案内とご注意」「ご案内とご注意」「ご案内とご注意」 お申し込みいただく前に、下記事項、各コースごとの掲載内容、およびお申込前にお渡しする旅行条件書（全文）を必ずご確認の上お申し込みください。なお、

ご旅行中に受けられたサービスがご出発前のご案内と異なる場合は、現地にて当社および当社手配代行者、サービス提供者にお申し出ください。

■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件

当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金

や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受ける場合があり

ます。（受託旅行業者により当該取扱いができない場合があります。また取扱いできるカードの種類も受託

旅行業者により異なります。）

●契約成立は、当社らが郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail等電子承諾通知を利

用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」

等を通知していただきます。

●「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金の

カード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカード利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、

契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社らは旅行代金から取消料を差し引

いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。）

受託販売： 旅行のご相談からお申込みまで、皆様のお役に立つ当店をご利用ください。

※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにお願いいたします。

＜航空券発券時に徴収することを義務付けられている空港税等一覧＞

●販売店でお支払いいただくもの（ ）内はこども料金、特に記載のない場合は、おとな・こども同額、幼児不要

※航空座席をご利用になる幼児については、おとなと同額になります。

※上記日本円換算目安額は2017年8月1日現在の三菱東京ＵＦＪ銀行売渡レートによります。（10円未満は切り上げ）（1000ウォン＝約100円）

※上記一覧表の税額は2017年8月1日現在のものです。

2,800円韓国（仁川国際空港） 旅客サービス料 国際線搭乗 28,000ウォン

国名 名称（コード） 対象 税額／１回あたり 日本円目安

日本 北九州空港旅客サービス施設料 国際線出発 310円（150円） ―


