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済州島（チェジュド）３日間済州島（チェジュド）３日間済州島（チェジュド）３日間済州島（チェジュド）３日間 スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

茨城（LJ/11:30）発→空路（直行）、チェジュへ。

チェジュ（13:55）着。

着後、現地係員と共に免税店に立ち寄り後、ホテルへご案内します。

（時間の都合上、そのままホテルへご案内する場合があります）

＜チェジュ泊＞

終日自由行動

＜チェジュ泊＞

出発まで自由行動

フライトにあわせて、ホテルを出発。

現地係員と共に空港へ向かう途中、韓国みやげ物店にご案内。

チェジュ（LJ/15:00）発→空路（直行）、帰国の途へ。

茨城（17:10）着。着後、解散となります。

注
意
事
項

＊行きの免税店と帰り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�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�土産物店入店や土産物品の購入を強制するもので�ありません。＊時間の関係

上、免税店又�土産物店にご案内できないこともありますが、この場合�旅程保証の変

更補償金の支払い対象と�なりません。

茨城空港は、都心からも茨城県外からも充実の高速道路網で楽々アクセス♪
H.I.S.専用駐車場をご用意！専用駐車場をご用意！専用駐車場をご用意！専用駐車場をご用意！（ご希望の方は担当スタッフまでお申し出下さい）（ご希望の方は担当スタッフまでお申し出下さい）（ご希望の方は担当スタッフまでお申し出下さい）（ご希望の方は担当スタッフまでお申し出下さい）
【東京方面からのアクセス】
*お車でのアクセス：首都高速で三郷方面へ。
三郷 JCTから茨城空港まで約 60分
*東京駅⇔茨城空港のバスは、500円でご利用可能。
（ご希望の方はご自身で購入してください。）
【栃木方面からのアクセス】
*お車でのアクセス：宇都宮上三川 ICから約 50分

繁華街、済州市内の新済州に位置する人気
の高級リゾートホテル。向かいに�新羅免税
店があり、ショッピングにも便利な立地。カジ
ノや屋外プール・サウナなどの設備も充実し
ていて、ホテルステイもお楽しみ頂けます。ま
たゴルフ場も近隣にあり、リピーターの方にも
人気のホテルです。
※※※※3333 名名名名 1111 室の場合�、ダブルベッド室の場合�、ダブルベッド室の場合�、ダブルベッド室の場合�、ダブルベッド++++シングルシングルシングルシングル
ベッドとなります。ベッドとなります。ベッドとなります。ベッドとなります。

新館なら、新館 1F のカジノも利用しやすい! 部屋指

定なしのスタンダードルームの約 1.2 倍tお部屋の

広さ� 28.9 ㎡だから広々快適♪

期間限定で開催しているビアガーデンにて、期間限定で開催しているビアガーデンにて、期間限定で開催しているビアガーデンにて、期間限定で開催しているビアガーデンにて、1111 名様あ名様あ名様あ名様あ

たり生ビールたり生ビールたり生ビールたり生ビール 1111 杯＆杯＆杯＆杯＆ フライドポテト又�チキンをプレフライドポテト又�チキンをプレフライドポテト又�チキンをプレフライドポテト又�チキンをプレ

ゼントゼントゼントゼント♪♪♪♪営業時間：11:00～24:00
※未成年の方や、ビールが苦手なお客様はソフトドリン

クに変更可能です。

※ベッドなしのお子様、幼児�人数に含まれませ

ん。

グループ全員が同一行程の場合に限ります。キ

ャンセル等により出発前に既定の人数を下回っ

た場合に�対象外となります。

※日本にて事前にお申し込みください。



■□ご旅行条件□■ ■日本発着時利用航空会社：ジンエアー（往復ともに軽食�ありますが、毛布等のサービス�有料での

ご提供となります。） ■食事：なし（機内の軽食除く） ■添乗員：なし(現地係員がご案内致します。) ■利用ホテル：メゾング

ラッド済州 ■最少催行人員：1 名（但し 1 人部屋追加代金が別途必要です。相部屋不可）■子供割引なし（大人と同代金） ※

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）：14,000 円ご予約�お 1 人様（1 グループ）につき 1

店舗のみとさせていただきます。複数店舗へのご予約�ご遠慮下さい。※掲載商品のお申し込み有効期限� 2017 年 05 月 03

日～2017 年 05 月 28 日となります。掲載商品�適用期間内でも満席に達し次第販売終了となります。また、適用期間内に満

席に達しない場合�、適用期間終了後も継続をして販売をすることがあります。★（注）旅行代金に�燃油サーチャージが含

まれております。今後、航空会社の申請により燃油サーチャージの増減、廃止又�かからなくなった際も旅行代金の変更�ご

ざいません。また、為替レートの変動による過不足について�追加徴収また�ご返金�いたしません。尚、旅行代金の他に茨

城空港施設使用料および海外空港諸税が別途必要です。※その他ご旅行条件�別冊チャオパンフレット最新号「韓国」に準

じます。但し、航空会社指定、フライトアレンジ、送迎アレンジ、ホテル及びエリア指定、ホテルルームグレードアッププラン、グ

ループ特典、ホテルからのうれしいポイント、早期予約割引、並び席確約�対象外となります。※上記のフライトスケジュール

�2017年05月01日現在のものとなります。 ※オンドルルーム（韓国式和室）になる場合がありますので予めご了承ください。

1 人部屋利用の場合、シングルルーム利用となる場合がございます。（注１）ホテルクラス�、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�クラスの高いホテルとなる事もあります。

旅行条件書旅行条件書旅行条件書旅行条件書 ((((要旨要旨要旨要旨)))) お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さいお申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さいお申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さいお申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さい。。。。

１１１１ 募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約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、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、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。

２２２２ 旅行のお申込みと契約の成立旅行のお申込みと契約の成立旅行のお申込みと契約の成立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。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。

３３３３ 取消料取消料取消料取消料
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。

旅行代金の額 申込金（お１人様）

３０万円以上 ６０，０００円 以上旅行代金まで

１５万円以上３０万円未満 ３０，０００円 以上旅行代金まで

１５万円未満 ２０，０００円 以上旅行代金まで

旅行契約の取消日

旅行開始日の前日から起算して

特定日に

開始する旅行

特定日以外に

開始する旅行

４０日前～３１日以前 旅行代金の１０％ 無料

３０日前以降～３日前以前 旅行代金の２０％

２日前～旅行開始日 旅行代金の５０％

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の１００％

特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7

４４４４ お客様の確認事項お客様の確認事項お客様の確認事項お客様の確認事項

（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、ビザをご用意ください。

（２）渡航先の「海外危険情報」「海外感染症情報」をご確認、

および「たびレジ」のご登録をお願いします。

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/

たびレジ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

５５５５ その他その他その他その他

（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）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）

お問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせ・・・・お申し込みはお申し込みはお申し込みはお申し込みは・・・・・・・・・・・・

子供 幼児

■時間帯の目安

※お申し込みの際、必ずお読みください（詳しく�、Ｃｉａｏパンフレット最新号にてご確認ください）共通のご案内共通のご案内共通のご案内共通のご案内

お 買い 物に つ い てのご注意お 買い 物に つ い てのご注意お 買い 物に つ い てのご注意お 買い 物に つ い てのご注意 空港諸税等に つ い て空港諸税等に つ い て空港諸税等に つ い て空港諸税等に つ い て日本国籍の方のビザ（査証）に つ い て日本国籍の方のビザ（査証）に つ い て日本国籍の方のビザ（査証）に つ い て日本国籍の方のビザ（査証）に つ い て

※　日本円目安額�、2017年05月01日現在のIATA公示レートを 参考に算出して

います（10円未満�切り上げ）。実際の請求額�、ご旅行のお申し込みを 頂いた

時点での換算となります。

日本 茨城空港施設使用料

税・料の名称 対象

対象
04:00～ 08:00～ 12:00～ 23:00～

午後朝

06:00～

対象

未成年者の渡航に つ い てのご注意未成年者の渡航に つ い てのご注意未成年者の渡航に つ い てのご注意未成年者の渡航に つ い てのご注意

・2012/1/17に韓国の法律が改定され、原則【19歳未満（日本年基準）同士のみの宿泊�禁止】となり

ました。※19歳未満の同性同士の場合�宿泊�可能です。

日本円目安額

■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（2017年05月01日現在）

・ 韓国：日本国籍ビザ（査証）なし渡航条件；日本出発日にパスポート

の有効期限３ヶ月以上かつ90日以内の滞在の場合

※日本国籍以外の方�、上記と�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。

午前
韓国 旅客サービス料

国際線出発 ｰ

税・料額（現地通貨）

夜 深夜

13:00～ 16:00～ 18:00～

不要

¥2,340 不要

・　お買い物に際して�、お客様ご自身の責任で購入して下さい。

夕刻昼早朝
23,000ウォ ン

国際線出発

（ソウル以外）

・　旅行代金に空港諸税等�含まれておりません。空港諸税等のうち、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�旅行代金と合わせて日本円に

てお支払い下さい。

特別な配慮が必要なお 客さまに つ い て特別な配慮が必要なお 客さまに つ い て特別な配慮が必要なお 客さまに つ い て特別な配慮が必要なお 客さまに つ い て

「特別な手配を ご希望の方�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）」

大人：\520　子供：\260


