エアプサン直行便で行く！

韓国を深く知る旅
～世界遺産(安東)・韓国の桂林(丹陽)・古の関所(聞慶)

を巡る３日間

ソウル
丹陽
安東
聞慶
大邱
慶州
釜山

*出発日* 2018 年

丹陽(嶋潭三峰)イメージ

5/15(火)・29(火)・6/12(火)・19(火)・26(火)
7/3(火)・10(火)・9/4(火)・11(火)

■旅行代金

BX129 便にて
12：50 関西国際空港発 ✈✈✈✈ 14：20 大邱国際空港着

３９,８００円

お一人様

※関西空港施設使用料(大人：2,730 円・子供 1,370 円)、旅客保安サービス料(大人子供同額：310 円)、
現地空港税(大人子供同額:約 2,240 円)は含まれておりません。
旅行代金と一緒にお支払下さい。（2018 年 4 月 17 日現在）

■スケジュール

（2 名 1 室利用 /大人子供同額 /基本プラン）

幼児代金：(2 歳未満：航空座席、ベッドなし)一律：8,900 円

ツアーポイント

●韓国第三の都市「大邱」から韓国の歴史を
感じる旅へ！
●世界遺産や韓国の自然・歴史を巡りながら
名物料理もご堪能して頂けます♪

(所要時間：約１時間３０分)

1

着後､世界遺産の町、【安東】へ。
世界遺産の◎【安東河回村】観光。
安東レストランにて夕食【安東チムダック】
夕食後、大邱市内へ

大邱泊

2

3

朝食：－ 昼食：－ 夕食：○

市内レストランにて大邱名物【タロクッパ】の朝食。【丹陽】へ。
韓国の桂林と呼ばれる◎【嶋潭三峰】と石門観光へご案内。
レストランにて昼食(コンドレ釜飯)
【聞慶(ムンギョン)】へ。◎【聞慶セジェ】観光。
観光後、大邱へ移動。大邱到着後、近代文化通り散策。
①◎【東山チョンラの丘の上】
②◎【桂山聖堂(ケサンソンダン)】
③◎【旧第一教会】
④◎【チン路地】
大邱市内レストランにて夕食【大邱名物チムカルビ】
夕食後、免税店へご案内。
韓国最大規模の夜の市場◎【西門夜市場】へご案内。

大邱泊

本場の大邱で名物料理をお楽しみ下さい！

朝食：○ 昼食：○ 夕食：○

ホテルにて朝食後、【慶州】へ。
◎【仏国寺】と◎【天馬塚】へご案内。
レストランにて昼食（石焼ビビンバ）
13：30 頃大邱国際空港到着。
BX128 便にて
15：15 大邱国際空港発 ✈✈
(所要時間：約１時間２５分)
16：40 関西国際空港着

▲チムダック(イメージ)

▲タロクッパ(イメージ)

利用ホテル

1 人部屋利用
追加代金(2 泊)

基本プラン(クリスタル観光)

１２,０００円

グレードアップ(大邱グランド)

１８,０００円
▲大邱グランドホテル(イメージ)

ホテルグレードアッププラン

大邱グランドホテル
お１人様/2 名 1 室利用（大人子供同額）

■添乗員／同行致しませんが、1 日目大邱空港～3 日目大邱空港まで
現地係員が、お世話いたします。

朝食：○ 昼食：○ 夕食：－
※マークの見方／ ◎・・・下車観光 ✈・・・飛行機

■最少催行人員／各出発日 10 名様
■食事／朝 2 回、昼 2 回、夕 2 回 （機内食は含みません）
■利用予定航空会社／エアプサン（エコノミークラス）
■利用予定ﾎﾃﾙ／【基本プラン】クリスタル観光ホテル【グレードアッププラン】大邱グラン
ドホテル(部屋指定なし／ツインルーム/バス・トイレ付）
※この日程表は最新の情報に基づいて作成されていますが、現地の事情により変更される場合
がありますので、予めご了承ください。
※旅程の安全管理上、往復の送迎・観光の放棄はお受けできません。
※告知日には満席となっている場合がございますので、予めご了承ください。

ご旅行条件（要約）必ずお読みください。

✽詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認の上、お申込みください。

この旅行は、㈱日本旅行ﾒﾃﾞｲｱﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ以下「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
契約を締結して頂く事になります。
１ お申し込み方法と契約の成立
(１)当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、旅行金額全額をご入金いただきお申し込みください。旅行代金の一部を、取消料、または違約料として繰り
入れます。
(２)契約は、当社が契約の終結を承諾し、旅行代金を受理した時に成立いたします。
(３)団体、グループ（家族）の代表者を契約責任者として契約の終結及び解除に関する取引を行います。
２ 旅行中止の場合･
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼって 23 日目に当たる日より前にご連絡させて頂き、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。
３ 旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
パンフレットに記載された日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、現地係員費用、消費税等諸税が含まれます。旅行日程に記載のない交通
費、食事代等の諸費用、空港・出国諸税、空港施設使用料、燃油サーチャージ（2018 年 4 月 17 日現在目安）及び個人的性質の諸費用は含まれません。
例（関西空港施設使用料大人お 1 人様 2,730 円）
幼児代金(満 2 歳未満)は航空座席・ベッド・食事・特典を利用しない場合で、ご同伴の方がエコノミークラス席（Ｙクラス）をご利用の場合の代金です。
４ 取消料･･･お客様は次の取消料をお支払いいただく事により旅行契約を解除する事が出来ます。なお、取消日とはお客様が当社の営業日、営業時間内に
解除する旨をお申し出頂いた日とします。
旅行契約の解除期日
取消料(おひとり)
ピーク時に旅行を開始する場合：旅行代金の 10％
(1)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって４０日目以降３１日目にあたる日まで
ピーク時以外に旅行を開始する場合：無料
(2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目以降 3 日目にあたる日まで
旅行代金の 20％
(3)旅行開始日の前々日・前日及び当日
旅行代金の 50％
(4)無連絡不参加及び旅行開始後
旅行代金の全額
※「ピーク時」とは、12 月 20 日から 1 月 7 日まで、4 月 27 日から 5 月 6 日まで及び 7 月 20 日から 8 月 31 日までをいいます。
５ 免責事項･･･お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は賠償の責任を負いません。
・天災地変、気象状況、暴動またはこれらの為に生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止。 ・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらの為に生ずる
旅行日程の変更若しくは旅行中止。 ・官公署の命令又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難。 ・運送機関の遅延、不通またはこれらに
よって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地・滞在時間の短縮。
６ 特別補償･･･お客様が募集型企画旅行参加中に生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害については、当社の故意、過失の有無にかかわらず特別補
償規程に定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払いします。
≪海 外 旅 行 保 険 加 入 のおすすめ≫
安心して旅行して頂く為、お客さまご自身で保険をおかけになることをおすすめいたします。
７ 旅程保証･･･当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部第 29 条別表二）に掲げる重要な変更が生じた
場合は同条の定めるところにより変更補償金及びお見舞金をお支払いします。
８ 個人情報の取扱
(１)当社及び受託旅行会社は旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報についてお客様との連絡や運送、宿泊期間等の手配およびそれらのサービスの
受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。
(２)当社、当グループ会社および販売店では、①取り扱う商品、サービス等のご案内 ②ご意見、ご感想の提供・アンケートのお願い ③統計資料の作成。に
お客様の個人情報を利用させていただく事があります。
（３)このほか当社の個人情報の取り使いに関する方針等についてはホームページ（ｈｔｔｐ：//www．ｎｔａ．ｃｏ．ｊｐ）でご確認ください。
（４）当社は、お客様のお買い物等の便宜の為に、免税店等に電子的方法等によりお客様の個人情報を提供します。なお、これらの事業者に個人情報の
提供の「停止」を希望される場合は、お申込み窓口に「最終旅行日程表」受け取り時（出発日の 5 日前までにお渡しします)までにお申し出ください。
９ その他
（１）旅券・査証について：この旅行には「入国時３ヶ月以上」有効な旅券が必要です。日本国籍以外の方は自国の領事館、入国管理事務局等へお問合せ
ください。
（２）渡航先の衛生状況は厚生労働省のホームページでご確認ください。（ｈｔｔｐ：//www．ｆｏｒｔｈ．ｇｏ．ｊｐ/）
（３）外務省［海外危険情報］等渡航先に関する情報が発せられている場合は書面で通知いたします。また下記外務省海外安全ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでもご確認くださ
い。（ｈｔｔｐ：//www．ｐｕｂａｎｚｅｎ．ｍｏｆａ．ｇｏ．ｊｐ）
10 このパンフレットに記載の旅行日程の旅行条件は 20１8 年 4 月 17 日現在を基準としています。

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので事前にご確認のうえ、お申込み下さい。

旅行企画・実施

〒530-0001 大阪市北区梅田１-１-３-３００大阪駅前第３ビル３階

TEL：０５７０－０８１７１７
FAX；０６－６３４８－１２３７
営業時間 ９:３０～１７：３０（月～金） 土・日・祝休業
※2018 年 5 月 1 日より営業時間が下記に変更となります。

(5/1 以降)営業時間 ９:３０～１７：００（月～金） 土・日・祝休業

株式会社 日本旅行
メディアトラベルセンター

観光庁長官登録旅行業第２号 (一社)日本旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者：山本 勝也
西メディア 18-44
担当：メディア営業課

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引に関する責任者です。この旅行約款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総合旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。

