
 

が必要となります。

※当ツアーは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。

★旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。

2017年07月15発 茨城発

茨城発  済州島行き JIN AIR（チャーター便）エコノミークラス

3日間  2名１室利用/おとな１名様 JKラマダアンコール利用の場
合

49,800円
※国内空港施設使用料、旅客保安サービス料および海外空港諸税

※1 幼児旅行代金は日本帰国日まで2歳未満で、すべての旅行サービス内容（航空座席・客室におけるベット）などを
　  利用しない方に適用します。また航空座席を専用で利用する場合の代金はこども旅行代金が適用されます

■茨城空港発着 済州島 3日間 エコノミークラス席
旅行代金表  単位：円（お１人様あたり／1室2名利用／大人・子供同額）

お1人部屋追加代金
（相部屋不可）

13,000

LJ/CJU3-1/NN-RAM

日数

3

49,800

アスターホテル済州

56,800ラマダプラザ済州

16,000

24,000

52,800

幼児旅行代金

15,000円

JKラマダアンコール

コースNO
幼児旅行代金 ※1
(0歳以上2歳未満）

LJ/CJU3-1/NN-JKR

LJ/CJU3-1/NN-AST

利用ホテル
（全て部屋指定なし）

7/15発

追加代金

●発着地 茨城（国内線特別代金プランの設定はありません）

●添乗員 同行しません

茨城-済州島間の往復航空運賃（エコノミークラス）/ホテ
ル宿泊料金/燃油サーチャージ

●最少催行人員 1名（※1名様での参加の場合、お１人様部屋追加代金が必要です）

●食事 3日間（朝0・昼0・夜0）

コース詳細

●日本発着時
利用航空会社

JIN AIR(チャーター便)（LJ） 

●利用ホテル 利用ホテル一覧をご参照ください
（いずれも部屋指定なし）

●旅行代金に
含まれるもの

11：30　茨城空港発 LJ734（チャーター）便 ✈ 済州島へ
13：55　済州空港着 
空港到着後、お客様ご自身でホテルへご移動下さい。
（交通費はお客様ご負担）

朝 × 昼 × 夕 ×

朝 × 昼 × 夕 ×
お客様ご自身にて帰国便の2時間前までに空港へ移動し
航空会社へチェックインをお済ませ下さい。
（交通費はお客様ご負担）

朝 × 昼 × 夕 ×

15：00　済州空港発 LJ733（チャーター）便 ✈ 茨城空港へ

7月17日
（月）

7月16日
（日）

終日：自由行動

自由でいい値！ 済州島 3日間

（スケジュール）日次 月日（曜）

7月15日
（土）

17：10　茨城空港着　

済州島 泊

1

2

3

済州島 泊

茨城空港おすすめアクセス！
★車でアクセス！★

約1,300台分の無料駐車場で何日停めても無料!
※夜間は閉鎖しますので、入出庫が早朝・深夜になる可能性がございます。

詳しくはこちらのページでご確認ください。
http://www.ibaraki-airport.net/facilities.html

★バスでアクセス！★
東京駅から直行連絡バスが格安の片道500円！

※事前予約制となります。当店ではご予約を承れませんので予めご了承ください。
詳しくはこちらのページでご確認ください。

http://www.ibaraki-airport.net/access/bus.html



30万円以上 15万円以上 10万円以上
50万円未満 30万円未満 15万円未満

10万円以上 5万円以上 3万円以上 2万円以上
旅行代金まで 旅行代金まで 旅行代金まで 旅行代金まで

●販売店にお支払いいただくもの
国名 税名称 徴収対象 現地通貨額 日本円目安

日本 茨城空港旅客サービス施設使用料 国際線出発 520円（子供 260円） -

韓国 済州空港旅客サービス施設使用料 国際線出発 23,000韓国ウォン（子供同額） 2,300円

●「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会員より「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」事を条件に申込を
受けた場合、通常の旅行条件とは異なります。（受託旅行業者により当該取扱が出来ない場合があります。また取扱できる
カードの種類も受託旅行業者により異なります。）
●空港諸税について
渡航先の国又は地域によっては、その国の法律などにより渡航者個人に対して空港税等（出入国税、空港施設使用料、税
関審査料等）などの支払いが義務付けられています。各コースに表示されている旅行代金には、空港税等は含まれており
ませんので、別途お支払いが必要です。（当社が日本円で収受する場合は、ご出発日の35日前に、水～土曜日発は5週間
前の月曜日午前中の終値、日～火曜日発は6週間前の月曜日午前中の終値（いずれも東京三菱UFJ銀行売渡レート）によ
り換算し、確定いたします。）

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2017年5月12日を基準としています。また旅行代金は2017年5月12日現在有効な運賃・規則を基準として算
出しています。

●個人情報の取扱について
（１）当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のた
めに利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配
及びそれらのサービスの受領のために手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
（２）当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供するこ
とがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方
法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの個人情報提供の停止を希望される場合は、お申込み店に出発
前までにお申し出ください。

申込金（お１人様）
旅行代金の20％以上

旅行代金まで

●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって21日前にあたる日より前に（お申し込みが間際の場合は当社が
指定する期日までに）お支払いください。

●旅行代金に含まれるもの（いずれも旅行日程に明示されたものに限る）
*航空・船舶・鉄道等運送機関の運賃・料金（注釈のない限りエコノミークラス）*送迎バス等の料金・観光の料金（バス料金、
ガイド料金、観光料金）*宿泊の料金及び税・サービス料金（2人部屋に２名様宿泊を基準）*食事の料金及び税・サービス料
金*航空機による手荷物運搬料金（一部含まれないコースがあります。また一部空港・ホテルではお客様自身で運搬してい
ただく場合があります。）*運送機関が課す付加運賃・料金（例：燃油サーチャージ）これらの費用はお客様の都合により一部
利用されなくても払い戻しはいたしません。
●旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。*超過手荷物料金*クリーニング代、電報電話代、ホテル
のボーイ、メイド等に対する心付、その他追加飲食など個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料*渡航手続き関
係諸費用*オプショナルツアーの代金*日本国内の空港施設使用料*日本国内におけるご自宅から発着空港等の集合・解
散地点までの交通費・宿泊費*旅程中の空港税等（但し、空港税等を含んでいることを明示したコースを除きます。）

●募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社ジェイティービー（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（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。旅行条件は下記によるほか、
別途お渡しする当社旅行条件書（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
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
に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通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾を通知し
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、当社が契約を承諾し、申
込金を受領したときに成立するものといたします。

●お申込金

旅行代金 50万円以上 10万円未満

旅行企画・実施

　観光庁長官登録旅行業第64号

株式会社ジェイティービー
〒141-8602　東京都品川区東品川2-3-11

●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、次の金額を取消料として申し受けます。（お１人様）

・死亡補償金：２５００万円
・入院見舞金：４～４０万円
・通院見舞金：２～１０万円
・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。）

●保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ：http://www.forth.go.jp/でご確認ください。

●海外危険情報について

●海外旅行保険への加入について

●特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙
特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命
又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。

渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合
があります。お申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しいたします。
なお、契約後ご出発までの間に、該当の国・地域に危険情報が発出される場合があります。極力お客様にはその
旨ご案内しますが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客様ご自身で海外安全ホー
ムページをご確認下さい。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急
時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ」https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/へのご登
録をお勧めします。

海外において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加
害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死
亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅
行保険については、販売店の係員にお問合せください。

●その他
当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際にはご旅行にご使用されるパスポートに記載され
ている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は航空券の発行替え、関係するする機関へ
の氏名訂正が必要になります。この場合当社らはお客様の交替の場合に準じてお客様の交替手数料を頂きま
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頂きます。

契約解除の日

旅行開始日の前日より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

旅行代金が50万円以上･･････････････････････････････ 10万円

旅行代金が30万円以上50万円未満･･･････････････････ 5万円

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

旅行代金が10万円未満･･････････････････････････････ 旅行代金の20%

旅行開始日の前日より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

旅行開始日の前々日～当日

旅行開始後及び無連絡不参加

旅行代金の20%

旅行代金の50%

旅行代金の100%

旅行開始日の前日より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

4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7に
開始する旅行

左記以外に開始する旅行

旅行代金の10%（10万円を上限） 無料

ジェイティービー
海外自由旅行電話販売センター

ＴＥＬ：０５０－３３８１－７７６２
【営業時間】月～金/10：00～18：30 土日祝/10：00～18：00 ※5/3～5/5 12/30～1/3休業
総合旅行業取扱管理者 ： 榎田 元

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-24-9 I.K.ビル3

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取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、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

★お申し込み・お問い合わせは

観光庁長官旅行業登録第64号

●航空運航スケジュールに関しては、チャーター便暫定スケジュールのため、空港事情により変更される場合がございます。
●ご出発前にお渡し致します「最終旅行日程表」にてご確認ください。●記載の便名及びスケジュールは、2017年5月12日　現在の情報です。
●当コースは 往復送迎なしプランで御座います。空港～ホテル間のご移動はお客様にて行って頂き、費用もお客様ご負担となります。
●表面日程からの別行動、減延泊のご希望やアップグレード、お部屋のグレードアップのご希望はお受けできません。
●15歳未満の方がご参加頂く場合は保護者の同行を条件とさせていただきます。●20歳未満の方がご参加頂く場合は親権者の同意書が必要です。
●当パンフレットの掲載コースは航空機の往復利用が条件となっております。お客様のご都合にて往路便又は復路
便に搭乗されなかった場合、航空会社の運賃条件・規則に基づき片道正規運賃等を請求させていただきます。旅行代金に変更は御座いません。

～ご案内とご注意～

アスターホテル済州（部屋指定なし）

★ホテルグレード一覧★
※グレード内のホテルの希望や部屋指定はお受けできません

スタンダード JKラマダアンコール（部屋指定なし）
※シャワーのみのお部屋となります

ラマダプラザ済州（部屋指定なし）

スーペリア【済州】
デラックス

済州国際空港から車で約5分。
2016年新築のホテル。ロッテ免税店より

徒歩５分程度の立地条件抜群です。

済州市内の中心にある観光地にも
近い好立地ホテル

クルーザーをモチーフにした設計の、
海沿いに位置するホテル。空港まで車で10分、済
州港まで5分、新済州までも5分以内と済州市を楽

しむには充分なロケーションです。

【ホテルに関するご注意】 

★海外のホテルはツインベッドが少ないため、ダブルベッドのお部屋が用意される場合があります。また2人部屋に簡易ベット（エキストラベット
又はソファーベット）を入れ、3名様でご利用いただく場合があります。★お部屋によってはバスタブなし、シャワーのみのお部屋となる場合がご
ざいます 。★おひとりで1部屋ご利用の場合は追加代金が必要となります（相部屋不可）。★グループやご家族で２部屋以上をご利用いただく場
合、極力お隣、または近くのお部屋となるようホテルへリクエストしますがホテル側の事情により困難となる場合も御座います。

・機内では軽食が付きます。お飲物は水は無
料、ソフトドリンク・アルコール類は有料と
なります。エンターテイメント、毛布等のア
メニティの提供はございません。必要なお客
様は機内にてご購入下さい。スポーツ用品等
は無料受託手荷物の許容量とは関係なく超過
手荷物料金がかかります。
詳細はホームページ
http://www.jinair.com/Language/JPN/Servi
ceGuide/Baggage.aspxでご確認ください。
※上記は2017年5月12日現在の情報となり、
予告なく変更となる場合があります。

JIN AIRご利用のご注意


