
                                           

明洞周辺エリア

スーペリアクラスホテル（注1）

明洞周辺エリア

デラックスクラスホテル（注1）

ベストウェスタンプレミア
国都

Tマークグランドホテル
明洞

0001 0012 0010 0108

¥24,800 ¥28,800 ¥30,800 ¥34,800

¥27,800 ¥31,800 ¥33,800 ¥37,800

¥9,000 ¥15,000 ¥18,000 ¥20,000

1001 1012 1010 1108

¥29,800 ¥33,800 ¥35,800 ¥39,800

¥14,000 ¥20,000 ¥22,000 ¥26,000

3名1室なら正ベッド

3台をご用意【BD3GR】(注3)利用ホテル

設定日

価格重視

エコノミークラスホテル
（注1）

明洞エリア
スタンダードクラスホテル

（注1）

観光・買い物に便利な

明洞エリア

3名1室なら正ベッド

3台をご用意【BD3GR】(注3)

2/24（土）出発

≪4日間≫一人部屋追加代金

2/22（木）、3/1（木）出発

　　　　　≪３日間　旅行代金表≫

≪3日間≫一人部屋追加代金

　　　　　≪４日間　旅行代金表≫

【ツアーコード】TC-FSA______-042

【ツアーコード】TC-FSA______-042

2/20(火)・27(火)出発

 

人気の明洞周辺エリアに滞在！観光にもショッ
ピングにも便利な立地のホテルのいずれかになり
ます 
 

広々とした客室に豊富なアメニティが揃っています。明洞と東大門の
中間に位置し、地下鉄 2～5 号線全てを活用できる便利な立地で
す。明洞や東大門まで無料シャトルバスもあるため、滞在中買い物
や観光を最大限お楽しみ頂けます。 

（注 3）空室状況によります。 

茨城発着 ソウル 3・4 日間 

① ① 茨城 ZE6132（17：35）発✈空路（直行）ソウル（仁川）へ。 
ソウル(仁川)（20：15）着。 
※着後、現地係員と共にホテルへ。 
※免税店へ立ち寄らないホテルまでのダイレクト送迎です。 
（注 4）                           ＜ソウル泊＞  

② 

②
③

終日自由行動  
＜ソウル泊＞  

③ ④ 

ご自身で空港へ。（注 5・6） 
※別途送迎アレンジもございます。（裏面参照）  
ソウル ZE6131(仁川)（14：35）発✈空路、帰国の途
へ。茨城（16：35）着。着後、解散となります。 

16:30 ロッテホテル 2 階ツアーデス
ク集合⇒17:00 カルビの夕食 (40
分)⇒18:10 GOTO MALL 自由
散策(1 時間) ⇒19:40 ロッテワ
ールドタワー免税店又は お土産
店 (約 30 分) ⇒20:20 ロッテワ
ールドタワー展望台 Seoul Sky(ソ
ウルスカイ) 夜景⇒21:30 ロッテ
ホテルにて解散  ■最少催行人数：2 名 

※不催行日：毎週月曜日 
※オプショナル取消料：催行日の 5 日前から 50%、催行日の前日から 100% 

集合場所：18：00 ロッテホ
テル２階集合⇒食事：夕
食（サムギョップサル１人
前）⇒19：15 頃～20：10
頃 徳寿宮夜景観光⇒
20 ： 20 清 渓 川 に て 解
散 、または 20： 30 東大
門にて解散 

※3 名 1 室の場合、ダブルベッド+シングルベッ
ドとなる場合がございます。 

          

 

 

ソウルのシンボルとも言える南山、N ソウルタワー、さらには南大門市
場など観光地へのアクセスに優れています。プール・レストランなどホテ
ル内の設備も充実しているので快適にお過ごし頂けます。 

アイリンシティホテル【S】、ホテル明洞【S】、
レックス、ニューソウルホテル【S】、スタズホテ
ル明洞Ⅱ（3 名 1 室不可）   （注 7） （注 3）空室状況によります。 

【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 



          

 

 

          

 

 

          

 

 

                                     

■□ご旅行条件□■ ■日本発着時利用航空会社：イースター航空(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。) （※イースター航空は往復とも機内食は無く、軽食や
毛布等のサービスは有料でのご提供となります。）■食事：なし ■添乗員：なし（現地係員） ■利用ホテル：≪エコノミークラスホテル≫YＭＣＡ【S】、セントラル、カヤ、G-STAY 南営店【S】、
ダイナスティー、ＭＢＩＺホテル【S】、ジェイビスホテル、可楽観光ホテル【S】、ディーセブンスイート【S】、G-STAY 新設洞店【S】、古宮ホテル、G-STAY 仁寺洞店【S】、バリツーリストホテル、ノ
ブレス＆メリディアン、プライム・イン・ソウル【S】、慶南、フラワーホテル【S】、ホテルサムホパーク【S】、DH ルネサンス、レインボーホテルソウル、ブレッシングインソウルホテル【S】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≫ アイリンシティホテル【S】、ホテル明洞【S】、レックス、ニューソウルホテル【S】、スタズホテル明洞Ⅱ（3名1室不可） ≪ホテル指定時≫ベスト
ウェスタンプレミア国都、T マークグランドホテル ※【S】マークのホテルには、バスタブが無くシャワーのみのお部屋になる場合があります。 ■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※掲載商品はＨ.Ｉ.Ｓ.全国すべての
店舗で受付可能です。ご予約はお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はご遠慮下さい。※表面の表示代金は大人 2･3 名様 1 室利用時のお一
人様あたりの旅行代金となります。※掲載商品のお申し込み有効期限は 2018 年 01 月 23 日～2018 年 02 月 25 日となります。※その他ご旅行条件は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、並び席確約は対象外となります。※上記のフライトスケジュールは 2018 年 01 月 18 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。掲載商品は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は、
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、又は廃止又は
かからなくなった際も旅行代金の変更はございません。また、為替レートの変動による過不足については追加徴収またはご返金はいたしません。尚、旅行代金の他に成田空港施設使用
料・空港保安料及び海外空港諸税が別途必要です。 
（注 1）ホテルクラスは、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。（注 2）ツアーデスク営業時間内に受け取れないお客様は、お申込みできません。（注 3）空室状況により、ご用意できない場合が

ございます。予めご了承ください。（注 4）ホテルチェックインの際にデポジットが必要になる可能性があります。（注 5）空港までの送迎・ガイドはついておりません。ご自身でフライトのお時間

の 2 時間前までに空港へご移動ください。また復路が早朝便の場合、ホテルから空港までの公共交通機関がご利用頂けない場合がございますので予めご了承ください。（注 6）未成年同士

の場合、復路をガイド付き送迎にアレンジすることが必要です。（要追加代金） （注 7）保護者同伴でない 19 歳未満のお客様は、ニューソウルまたはレックスに決まった場合、ホテルチェック

イン時に保護者同意書の提示が必要です。 

旅行条件書 (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。

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、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。 

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。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。    

                                  

                                  

                          

                          

                                                 
３ 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～当日の旅行開始前 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 

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/ 

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）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 申 し 込 み

          

 

 

※下記料金は大人・子供同額となります。 

①ノーショッピング送迎 

+2,500 円（お 1 人様/片道）  

空港⇔混乗車にて送迎⇔ホテル 

コード：復路【TRDAJ#】  

          

 

 

※韓国国内の指定 Wi-Fi ゾーンでご利用頂けます。※
T-wifi又はolleh WiFiのどちらかに対応。(選択不可)※送
迎なしプランの場合は、ロッテホテル本館 2 階 H.I.S.ツアー
デスクにてお客様ご自身でお受け取り下さい。（注 2） 
【ロッテツアーデスク営業時間】 
月～土 09:00-18:00(日曜・祝日・旧正月期間は定休
日) 

 

※送迎プランのお取消料は、出発日から起算して 7 日前 
（土・日含む）より 100％かかります。 

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（詳しくは、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

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

※　日本円目安額は、2018年01月18日現在のIATA公示レートを参考に算出して

います（10円未満は切り上げ）。実際の請求額は、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

・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）同士のみの宿泊は禁止】となり

ました。※19歳未満の同性同士の場合は宿泊は可能です。

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（2018年01月18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。

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

¥2,320 不要

・　お買い物に際しては、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は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は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）」

大人：\520　子供：\260


