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※対象人数は先着200名様となります。

燃油サーチャージ込み

115,800円〜119,800円
■旅行代金（お一人様：2名1室）

※海外空港諸税が別途必要です。

日次

スケジュール

食事

1

新潟発
（13：05） ソウル
〈仁川〉
着
（15：35）
乗り継ぎで、
ソウル
〈仁川〉
発
（17：15） 釜山着
（18：20）

2

朝食 ホテルにて
終日：釜山市内観光
（◯龍頭山公園、◯国際市場、◯海東竜宮寺、◯甘川文化村、
◯チャガルチ市場）
と民芸品店ショッピング。

夕食 新鮮な魚介類を使った海鮮鍋料理をご賞味ください。

〔釜山泊〕

〔釜山泊〕

朝食 市内レストランにて牛の骨・肉を煮込んだスープのソルロンタン
朝食後、
慶州へ
（所要約1時間30分）
着後、
慶州市内観光
（◎世界遺産の仏国寺、
◎世界遺産の石窟庵、◎天馬塚、◯慶州窯元）
とアメジスト店ショッピング。
昼食 葉野菜にご飯やおかずを包んで食べるサンパブ定食をご賞味ください。
夕食 松茸釜飯をご賞味ください。

■出発日と旅行代金（お一人様：2名1室）

出発日

昼食 麦ごはんにお好きなおかずを入れ、混ぜて食べる安東ポリバプ定食をご賞味ください。
夕食 プルコギ焼肉をご賞味ください。

〔慶州泊〕

朝食 市内レストランにてあわびがゆ
朝食後、
新慶州駅へ移動し、
KTX
（韓国高速鉄道）
一般席にて一路ソウルへ
（所要約2時間）
4

された方に5,000円
応援キャンペーン実施中！

日間

※写真は全てイメージです。

3

『MY FIRST KOREA』 新潟県内にお住まいで、
新規パスポートを取得

昼食 石焼きビビンバをご賞味ください。
午後：ソウル市内観光
（◎景福宮、◯北村韓屋村、◯仁寺洞散策）
とロッテ免税店ショッピング。
夕食 カルビ焼肉1.5人前をご賞味ください。
〔ソウル泊〕
朝：ホテルより空港へ
ソウル
〈仁川〉
発
（10：05） 新潟着
（11：55）

10月 30（火）11月 6（火）、20（火）

12月 4（火）

旅行代金

（お一人様2名1室）115,800円

一人部屋追加代金

119,800円

24,000円

（4泊分）

上記旅行代金に燃油サーチャージが含まれています。
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。
韓国空港諸税33,000
ウォン（3,500円、大人・
子供同額、幼児不要）を別
途お支払い下さい。

韓 国 入 国 時 ※子供代金：大人代金と同額となります。
に3ヵ月以上 ※幼児代金：20,000円となります。
有 効 な 旅 券 （満2歳未満：ご旅行出発日基準で航空
が必要です。 座席、
ベッド、
食事なし）

旅 行 条 件 ■最少催行人員／10名様■添乗員／新潟空
港より同行いたします■利用航空会社／大韓航空
（エコノミーク
ラス）
■食事／朝3回、
昼3回、
夕4回
（機内食を除く）
■査証／不
要
（日本国籍の場合）
※お買い物はお客様の便宜をはかる為に
ご案内いたしますが、
お客様ご自身の責任でご購入下さい。

■ご利用ホテルのご案内
（ホテルの指定はできません）
・釜山：釜山観光ホテル、
プライム観光ホテルのいずれか
・慶 州：コーロンホテル慶州、
コモドホテル慶州のいずれか
＊上記日程は運送機関や現地事情により、変更となる場合があります。※観光中土産品店へご案内いたしますが、
・ソウル：梨泰院クラウン、
ベニキアホテルKPのいずれか
土産品店入店や土産品の購入を強制するものではございません。また現地事情により、土産品店へご案内できな
※いずれもお部屋は指定なしのお部屋となります。
い場合もございますが、
この場合は旅程保証の変更補償金の支払い対象となりません。
5

ご旅行条件（抜粋）お申し込みの際には、必ず旅行条件書をお受け取り下さい。旅行条件はパンフレットの内容・条件によるほか、別途お渡しするパラディ企画旅行条件書、最終日程表並びに当社募集型企画旅行約款によります。
■募集型企画旅行契約

この旅行は、株式会社新潟トラベル（以下「当社」という）が企画・実施するもので、お客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）
を
締結することになります。

■旅行契約の申し込み

旅行代金の額
15万円未満
申込み時の申込金の額（おひとり） 2万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

30万円以上
5万円以上旅行代金まで

■旅行契約成立時点

旅行契約は、
当社らが契約の締結を承諾し申込金または旅行代金
（お支払い対象旅行代金）
を受理した時に成立します。
（通信契約の場合を除きます）

■お支払い対象旅行代金

「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告価格表示欄に記載された金額（以下「表示金額」という）
と後記「追加代金」の合計金額から後記「割引代
金」を差し引いた金額（以下本旅行条件書内では単に「旅行代金」という）
をいいます。またこの「旅行代金」が「申込金」
「取消料」
「変更補償金」の
お支払いの際の基準となります。

■「表示代金」に含まれるもの（一部例示）

以下のものが含まれています。
（いずれも募集型企画旅行中または旅行日程として表示されたもの【1】航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃
【2】送迎・移動のバス等の代金【3】観光・視察に係る代金【4】
ホテル宿泊代金【5】食事代金【6】受託手荷物運搬代金（お1人20kg以内が原則）

■「表示代金」に含まれないもの（一部例示）

■旅行条件要旨基準日

この旅行条件要旨の基準日は、2018年8月20日です。旅行代金は、2018年8月20日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則
を基準として算出しています。

※時間帯の目安

早朝
4：00〜

朝
6：00〜

午前
8：00〜

※日程表の記号案内
飛行機
朝食
昼食
夕食
※現地にて他社ツアーと混載となる場合がございます。
旅行企画
実施

昼
12：00〜

午後
13：00〜

夕刻
16：00〜

夜
18：00〜

深夜
23：00〜

機内食 □食事なし ◎入場観光 ○下車観光 ★車窓観光
〒950-0911
新潟市中央区笹口2丁目12-3
観光庁長官登録旅行業第207号

ホームページアドレス http://www.nts-kij.co.jp
●お申し込み・お問い合わせは
（受託販売）

【1】渡航手続諸経費（旅券・査証取得費用等）
【 2】国内の自宅から発着空港等までの交通費や宿泊費等【3】国内における空港施設使用料【4】規定
の重量・容積・個数の超過による超過手荷物料金【5】
クリーニング、電話料、
ホテルのボーイ、
メイド等へのチップ、その他追加飲食等の個人的諸費用
【6】傷害・疾病に関する医療費等【7】国外の空港税・出国税等【8】
「オプショナルツアー」等と呼称し、現地にて他社等が希望者のみを募って実施す
る小旅行【9】その他募集広告内で「○○料金」
と称したもの

■追加代金（一部例示）

【1】
お客様の希望により1人（2人）部屋を1人で使用することを保証するための追加代金【2】1人または奇数人数で参加される際に、他のお客様と
の相部屋を行わない旨を当社が定め、その旨を募集広告に表示したときの1人部屋または2人部屋を1人で使用した際に係る「1人部屋追加代金」
【3】その他募集広告内で「○○追加代金」
と表示したもの

■旅行代金のお支払い

申込時点または旅行契約成立時点以降、旅行開始日前の指定期日
（原則として21日前）
までにお支払いいただきます。

■旅行契約の解除

お客様は一定の場合を除き、次に定める取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除できます。
〈日本出国時または帰国時に航空機を利用するコース〉

旅行契約の解除期日

取消料（おひとり）

旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって 旅行代金の10％
（最高50,000円まで）
1 旅 行 開 始日の 前日から起 算してさかの ぼって ピーク時とは、4月27日から5月6日まで7月20日から8月31日まで及び12月20日から1月7日
40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで
までをいいます。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 旅行代金が30万円以上…………………5万円 旅行代金が10万円以上15万円未満…2万円
2 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15万円以上30万円未満…3万円 旅行代金が10万円未満……旅行代金の20％
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

3 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％

4 旅行開始日の前々日〜当日
5 旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金の50％
旅行代金の100％

■旅程保証

当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を支払います。詳しくは別途交付する詳細旅行
条件書でお確かめください。

総合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りましたら、
ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者におたずねください。

