
 エアソウル利用　

■スケジュール ■旅行代金表 /2名1室利用・お1人様あたり　〈大人・子ども同額〉　( 　)内は一人部屋追加代金

■利用航空会社：エアソウル　■食事なし

■利用ホテル：旅行代金表をご覧ください（トリプル

はリクエスト受けとなります）　■最少催行人員：2名

■添乗員：同行しませんが現地係員がお世話致します

※送迎･日程の放棄、途中離団はお受けできません

のであらかじめご了承ください

　 　　①25日前までにお申し込みの方に、

 　    明洞で人気の”32cmソフトクリーム”

    　クーポンをプレゼント!!

　②4名以上のグループでお申込の場合、

　Wi-fiルーター無料レンタル

　③ツアー参加者全員に、乾燥キムチ&韓国

　海苔(各1個)をプレゼント!!

Optional Tour オプショナルツアー　追加代金(日本申込・日本払)　　2名催行

ホテル(9:00頃)～北村韓屋村～景福宮&衛兵交代儀式～ ホテル(16:00頃)～ロッテワールドタワー展望台～ロッテ

民俗博物館～昼食～ショッピング～ホテル モール散策&きのこプルコギの夕食～ロッテマート～ホテル

●募集型企画旅行契約 ●旅行代金に含まれないもの ●旅行内容の変更

　このご旅行は株式会社ニュージャパントラベル（以下「当社」といいます）が旅行企画・実施する旅行 　前項に記載したもの以外は、旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 　天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のサービスの提供の中止など当社の関与し得ない事由で、また運送

　であります。このご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たことになります。 　①クリーニング代、電報、電話料、追加飲物代等の個人的諸費用 　機関の運賃・料金の大幅な改訂により、旅行内容・旅行代金を変更することがあります。なお、お客様

　ご旅行条件につきましては、本旅行条件書によるほか、別途お渡しするご旅行条件書、パンフレット、 　②渡航手続関係諸費用（旅券の取得に必要な料金、渡航書類作成費等） 　の申し出により旅行内容の変更がある場合は別途諸経費をいただきます。又、運送・宿泊機関の利用

　最終日程表及び当社の旅行業約款（募集型企画旅行）によります。 　③お１人様参加の方やお客様のご希望により１人様部屋を使用される場合の追加料金 　人員により旅行代金が異なる場合、お客様の都合で利用人員が変更になったときは旅行代金を変更

●旅行のお申し込み 　④希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の代金 　することがあります。

　当社所定の旅行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いただきます。 　⑤現地空港税　 ⑥燃油サーチャージ ●免責及び免責事項

●お申込金（おひとり） ●取消について 　各社又は各社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えた場合はその損害を補償します。

　お客様は旅行契約が成立した後に以下の区分により定められた取消料をお支払いいただくことに 　但し、手荷物の場合１人１５万円を限度とし、かつ２１日以内に申出があった場合に限ります。お客様が次の

　より、旅行契約を解除することができます。　（特別航空運賃を適用するコース） 　ような場合又は当社の手配代行者の管理外の事由により損害を被った場合は、責任を負いません。天災

旅行契約時の解除期日 　地変、戦乱、暴動又はこれらのために生する日程変更もしくは旅行中止、自由行動中の事故、官公署の命令、

●旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、 　規則その他。

　旅行開始日の前日より起算してさかのぼって40日目 ●特別補償

●旅行代金に含まれるもの 　にあたる日以降に解除するとき 　当社は当社旅行業約款（募集型企画旅行）の特別補償規定により、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な

　①航空運賃：日程表に明示した区間のエコノミークラス運賃 ●旅行開始日の前日より起算してさかのぼって 　外来の事故により被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払いますが、

　②宿泊料金：ホテル１室２人使用料金（２人部屋に２人ずつの宿泊を基準とします） 　３０日目にあたる日以降に解除するとき 　傷害、疾病治療費については補償いたしません。

　③食事料金：日程表に明示した食事 　賠償債務者が外国の運輸・宿泊機関等の場合、充分な保証が得られないこともありますので、お客様自身で

　④観光料金：日程表に記載された観光時のガイド代、入場料 　海外旅行傷害保険に加入されることをおすすめいたします。

　⑤バス料金：日程表に記載された空港～ホテル間の送迎バス、観光・移動時のバス料金 ●旅程保証

　⑥団体行動中の税金、チップ等 　旅行日程に重要な変更が行われた場合は、その内容に応じて旅行代金の１５％を限度額として変更補償金を

　⑦手荷物運搬料金：お一人あたりスーツケース等の運搬料金（個数・重量は航空会社によって異なる） ※ピーク時とは4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7に旅行を開始するツアーを指します。 　支払います。対象となる変更の内容及び変更補償金の額は、当社旅行条件書によります。

　　観光庁長官登録旅行業第８１８号　　（一社）日本旅行業協会会員

＜本社＞〒930-0857 富山県富山市奥田新町８－１　ボルフアートとやま１Ｆ

　　旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り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、ご遠慮なく右記の取扱主任者にお訊ね下さい。

*現地空港税（約2,900円)及び燃油サーチャージ（1,400円　2018年4月現在)が別途必要となります。販売店にてお支払いください。

トイボックスツアー 　お問い合わせ・お申し込みは（受託販売）

旅行企画 ニュージャパントラベル実　　施

●旅行開始後、又は無連絡不参加 旅行料金の１００％

●旅行開始日の前々日以降に解除するとき 旅行料金の５０％

単位:円

■料金/11,000円 ■所要時間 約6時間

旅行料金の２０％

 ご旅行条件（抜粋）　旅行条件につきましては下記による他、別途お渡しする海外企画旅行条件書をお読み下さい

取消料

■夕食付

2018．6/2～7/30出発
富山きときと空港発着

旅行料金の１０％

行っ得!! 明洞エリア に泊まる

　　　　ソウル 3･４日間

    　　　　　❀❀❀ 祝！富山-ソウル便就航25周年 ❀❀❀

ソウル半日市内観光　 ロッテワールドタワー満喫

■料金/6,000円 ■所要時間 約5時間 ■昼食付

 行っ得!明洞エリアに泊まるソウル3日間
 クリックホテル明洞泊／ 2名1室利用お1人様あたり

★時間帯の目安

　早朝：4:00～6:00　朝：6:00～8:00　午前：8:00～12:00　昼：12:00～13:00

　午後：13:00～16:00　夕刻：16:00～18:00　夜：18:00～23:00　深夜：23:00～4:00

★マークの見方

　✈：飛行機　　 ：車（ボンゴ･バス等）　 ：列車　　

34, 800～53, 000円

明洞エコノミー 明洞デラックス

クリックホテル明洞
イビススタイルズ

アンバサダーソウル明洞

ロワジールホテル
ソウル明洞

ザ・プラザ

52,800
(28,000)

48,800
(24,000)

39,000 43,000 44,000 53,000
(11,000) (14,000) (15,000) (24,000)

43,000 48,000 49,000 61,000
(11,000) (14,000) (15,000) (28,000)

58,000
(28,000)

55,000
(24,000)

46,000 50,000 51,000 59,000
(11,000) (16,000) (17,000) (24,000)

49,000 53,000 54,000 65,000
(11,000) (16,000) (17,000) (28,000)

53,000 59,000 59,000 68,000
(12,000) (18,000) (18,000) (28,000)

63,000
(42,000)

59,000
(36,000)

43,000 49,000 50,000 63,000
(16,500) (21,000) (22,500) (36,000)

45,000 52,000 53,000 70,000
(16,500) (21,000) (22,500) (42,000)

禁煙・トリプル不可 禁煙・トリプル不可 禁煙・トリプル可 禁煙・トリプル可

一部バスタブなし バスタブなし バスタブあり バスタブあり

6/4

月
曜
発

7/14

土
曜
発

6/2・9

6/6

6/16・23・30

7/7

7/21・28

6/13・20・27

7/4・11

7/18・25

7/2・9

7/16・23・30

施設情報

明洞スーペリア

39,800
(14,000)

40,800
(15,000)

45,000
(21,000)

47,000
(22,500)

3
日
間

水
曜
発

46,000
(16,000)

47,000
(17,000)

34,800
(11,000)

42,000

4
日
間

39,000
(16,500)

出発日　〵　宿泊ホテル

(11,000)

6/11・18・25

日

数
曜日

スケジュール

【ソウル泊】

【ソウル泊】詳細はお尋ねください

【ソウル泊】

1 1

2 2

- 3

富山空港(17:00発)✈

仁川空港(19:00着)

到着後、ソウル市内ホテルへ

終日：フリータイム

★各種オプショナルツアー(別料金)にて

お楽しみください。

終日：フリータイム

3 4

午前：ホテルチェックアウト後、

仁川空港へ

(途中、韓国食料品店に立ち寄ります）

仁川空港(14:00発)✈

富山空港(16:00着)

旅行代金
申込金(おひとりあたり）

出発日の前日から起算して 出発日の前日から起算して
さかのぼって60日目にあたる日まで さかのぼって61日目以前

2万円以上旅行代金の20％以内
10万円未満 旅行代金の20%以上旅行代金まで 旅行代金の20％

10万円以上旅行代金の20％以内
5万円以上旅行代金まで 5万円以上旅行代金の20％以内

3万円以上旅行代金の20％以内3万円以上旅行代金まで

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

10万円以上旅行代金まで

2万円以上旅行代金まで


