
のスペシャルプライス！

2018.12月~2019.3月2018.成田発

KOR
501-A 2018年10月25日～2018年12月21日KOR 10
■パンフレット有効期限

※画像はすべてイメージです。
スタッフメモ＝TEL予約（66288119）

背景画像：ビビンパ

ソウル

出発日
限定

3日間

旅行代金：成田発着/ソウル3日間/エコノミークラスホテル（部屋指定なし）/大人お1人様/2・3名様1室利用時　（注）旅行代金には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。成田空港施設使用料等および海外空港諸税が別途必要です。

H.I.S.
ソウル支店が
24時間安心
日本語
サポート！

早い者勝ち
×大学生協限定企画

お申し込みは
大学生協店舗でのみ

承ります。

第1版

減延泊不可
2名催行

2 .78
万円2 .58

万円 3 .08
万円 3 .38

万円 3 .58
万円

●ツアーコード：TC-FSA0001-ST19　●1人部屋追加代金（相部屋不可）：10,000円　●減延泊不可　　   …旅行代金はおトクですが、ホテル・航空会社はお選び頂けません。
※基本の送迎なしプランでは、未成年同士のご予約はお受けできません。ガイドがチェックインをアシストする送迎付きにアレンジして下さい。（要追加代金）（注5）

出発日：2018. 12/10～12・16～19、
2019. 1/6～9・15・16・20～
23・27～30、2/17～
20・24～27、3/4～6

出発日：2018. 12/3・5、
2019. 2/12・13、
3/10～13

出発日：2018. 12/6・13、
2019. 1/17・24、2/14・21・
28、3/7・17～19

出発日：2018. 12/15・20、
2019. 1/5・10・19・26、
2/16・23、3/2・9・
14・20・24～27・31

出発日：2019. 1/31、
3/16・21・28

燃油サーチャージ込み！（注）

LCCで行く！

H.I.S.はココが違う！

ツアーポイント
追加代金なし！

2つのコースから選択可能！
半日市内観光付！ 支店スタッフ

追加代金なし！H.I.S.だけのオリジナルプラン ※ 現地事情により、内容・順序が変わる場合がございます。　

［コード］：KIRAS 
■益善洞カフェのドリンク代は含まれておりま
せん。お店の指定はできません。 
■毎週月曜日、第3日曜日は不催行

［コード］：BURAS 
■ ※1:月曜日は景福宮へご案内します。 
※2：火曜日は昌徳宮へご案内します。

スケジュール
09:30 ロッテホテル（メインタワー）2階

ツアーラウンジ集合
10:00 ロッテ免税店(本店）または

東和免税店にてショッピング（約40分）
11:00 益善洞韓屋村散策＋

カフェへご案内（約40分）
12:00 通仁市場散策＋5000ウォン分

お弁当作り体験（約70分）
13:30 JAYJUNコスメティック明洞店

（ドリンク一杯付、スキンカウンセリング）
14:00 明洞にて解散

スケジュール
09:30 ロッテホテル（メインタワー）2階ツアーラウンジ集合
10:00 ロッテ免税店(本店）または

東和免税店にてショッピング（約40分）
10:50 徳寿宮にて※1王宮守門将交代

儀式見学（入場なし：約30分）
11:40 世界遺産・宗廟※2（入場：約50分）
12:30 広蔵市場散策＋麻薬キンパ+

トッポギの昼食（約70分）
13:50 東大門（興仁之門）見学（外観、10分）
14:00 東大門周辺（DOOTA MALL前）解散

イメージ

イメージ

～SNSにアップしたくなる！　旬なスポットとおしゃれカフェを巡る～

  『きらりソウル』
～基本をおさらい！　世界遺産と伝統市場を巡る～

  『ぶらりソウル』A B

イメージ

イメージ

イメージ

ソウル一の規模を誇る

JAYJUN コスメティック明洞店

イクソンドン
益善洞韓屋村散策

明洞にて
解散 東大門周辺（DOOTA MALL前）解散

トクスグン
徳寿宮

東大門
（興仁之門）見学広蔵市場

イメージ

通仁市場
『お弁当作り体験』

オリジナルの
お弁当完成！

カフェへ
ご案内

イメージ

『ぶらりソウル』
王宮守門将
交代儀式見学

チョンミョ
 世界遺産  宗廟

イメージ



おすすめ！ホテルアレンジプラン

成田発着　ソウル3日間  
行  午前～昼発 ＆ 帰  夕刻～夜帰着

1

成田（10：40～12：30）発  空路（直行）ソウル（仁川）へ。
ソウル(仁川)（13：20～15：30）着。
※着後、ご自身でホテルへ。  （注2・4） ※ホテルチェックインは15時以降です。
 ※別途送迎アレンジもございます。（注5）  【ソウル泊】

2
追加代金なし！2つのコースから選択可能！半日市内観光へご案内♪

※スケジュールは表面の「きらりソウル」・「ぶらりソウル」をご確認ください。

  【ソウル泊】

3

ご自身で空港へ。 （注3・4） 
※ホテルチェックアウトは12時前後です。（ホテルにより異なります）
 ※別途送迎アレンジもございます。（注5） ※復路のみの送迎アレンジは不可となります。 
ソウル(仁川)(14：25～16：05)発  空路（直行）、帰国の途へ。
成田(16：55～18：30)着。着後、解散となります。

■左記スケジュール内の東京・ソウル発着時刻は、2018年10月現在の、2018年12月～2019年
3月出発の国際線定期便のフライトスケジュールに基づいています。　■日本発着時利用航空会社：
イースター航空、ティーウェイ航空、済州航空、ジンエアー、エアソウルのいずれか（選択不可）（※イー
スター航空、ティーウェイ航空、済州航空、ジンエアー、エアソウルは往復共に機内食はなく、毛布や軽
食等のサービスは有料です。）　■添乗員：なし。現地係員　■最少催行人数：2名　■食事：朝0昼1夕0
（機内食なし）　■減延泊不可。　■利用ホテル：下記ホテルリストをご参照ください。（注）有効期間内
であっても定員に達し次第販売終了になることがございます。※ホテルクラスは当社基準によります。

※ホテルアレンジ代金、お部屋アレンジ代金は2・3名1室利用時の代金です。

【子供・幼児代金適用条件】●ベッドなし子供代金：ご旅行出発時の年齢が2歳～12歳未満のお子様で、大人2名様と同伴同室、ベッド、食事を利用されない場合に限り、お子様最大2名様まで適用になります。
●幼児代金：旅行ご帰国時に2歳未満のお子様で航空機座席・ベッドを利用しない・食事を必要としない場合に適用になります。　【ご案内・ご注意】※特に記載がない限り、コースに含まれる食事、ホテル特典お
よびホテルでの備品（タオルなど）は付きません。＊旅行代金に、現地空港諸税、日本国内各空港施設使用料、旅客保安サービス料は含まれません。　※延泊される場合、延泊代金はかかりません。

■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10月12日現在）
国名 税・料の名称 税・料額（現地通貨） 対象 日本円目安額 子供 幼児

日本

成田国際空港施設使用料 【第1・2ターミナル】大人：2,090円　子供：1,050円
【第3ターミナル】大人：1,020円　子供：510円 国際線出発 － 対象 不要

羽田旅客サービス施設使用料 大人：2,570円　子供：1,280円 国際線出発 － 対象 不要
成田空港旅客保安サービス料 520円 国際線出発 － 対象 不要

国際観光旅客税
（※2019年1月7日以降の出発より適用） 1,000円（大人・子供同額） 国際線出発 － 対象 不要

韓国 旅客サービス料 28,000ウォン 国際線出発（仁川・金浦空港） ¥2,870 対象 不要

燃油サーチャージについて 空港諸税等について

現地安全情報・衛生情報
・ 渡航先（国又は地域）によっては外務省安全情報など安全関係の情報が出され
ている場合がありますので、外務省ホームページ（http://www.anzen.mofa.
go.jp） などでご確認下さい。
・ 渡航先（国又は地域）の衛生状況は、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情
報」ホームページ  （http://www.forth.go.jp/） でご確認下さい。

未成年者の渡航についてのご注意
・ 2012年1月17日に韓国の法律が改定され、原則［19歳未満（日本基準）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宿泊は可能です。

お買い物についてのご注意
・ 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。

・ 旅行代金には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。尚、国内空港施設使用料等海外空港諸税が別
途必要となります。

・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。
・日本円目安額は、2018年10月12日現在のIATA公示レートを参考に算出しております （10円未満
切り上げ） 。請求額はご旅行をお申し込みいただいた時点での換算となり、それ以降の為替変動による追
加徴収、返金はいたしません。 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。

・ 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。

日本国籍の方のビザ（査証）について

共通のご案内 ※お申込みの際、必ずお読みください（詳しくは、別紙「お申し込み前のご案内とご注意」にてご確認ください）

■ 時間帯の目安 早朝／04:00～ 朝／06:00～ 午前／08:00～ 昼／12:00～ 午後／13:00～ 夕刻／16:00～ 夜／18:00～ 深夜／23:00～

明洞周辺エリア 
スタンダードクラスホテル（注1）

ロワジールホテルソウル明洞
明洞中心エリアスーペリアクラスホテル（注1）

【ツアーコード】TC-FSA0012-ST19　
【1人部屋追加代金】+18,000円(アレンジ代金を含む)
観光・買い物に便利な明洞周辺エリアスタンダー
ドクラスホテルのいずれかになります。
※ホテル指定は不可

【ツアーコード】TC-FSA0079-ST19　
【1人部屋追加代金】+30,000円(アレンジ代金を含む)
明洞駅に直結！2015年にOPENし
た日系ホテル。有名ファッションビル
「ミリオレ明洞」3～17階に位置し
ます。日本語対応スタッフ（※不在
時あり）もいる安心のホテルです。
※保護者同伴でない19歳未満の
お客様は、ホテルチェックイン時に
保護者同意書の提示が必要となり
ます。

お1人様
（2泊）につき   ＋4,000円

ロワジールホテルソウル明洞ロワジールホテルソウル明洞ロワジールホテルソウル明洞ロワジールホテルソウル明洞
【ツアーコード】TC-FSA0079-ST19　【ツアーコード】TC-FSA0079-ST19　【ツアーコード】TC-FSA0079-ST19　【ツアーコード】TC-FSA0079-ST19　【ツアーコード】TC-FSA0079-ST19　【ツアーコード】TC-FSA0079-ST19　【ツアーコード】TC-FSA0079-ST19　【ツアーコード】TC-FSA0079-ST19　【ツアーコード】TC-FSA0079-ST19　【ツアーコード】TC-FSA0079-ST19　【ツアーコード】TC-FSA0079-ST19　【ツアーコード】TC-FSA0079-ST19　【ツアーコード】TC-FSA0079-ST19　【ツアーコード】TC-FSA0079-ST19　【ツアーコード】TC-FSA0079-ST19　

お1人様
（2泊）につき   ＋10,000円

※画像は全てイメージです。

ホテル一例 レックス(客室一例)

ロワジール(客室一例)

利用ホテルリスト

ソウル

 エコノミークラスホテル 　YＭCA【S】、セントラル、カヤ【R】、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】、ブレッシングインソウルホテル
【S】、古宮ホテル、バリツーリストホテル、ディエブルリン東大門ホテル、プライム・イン・ソウル【S】、慶
南、ベニキアホテルフラワー【S】、ブラウン【R】、ホテルサムホパーク【S】、DHルネサンス、レイン
ボーホテルソウルのいずれか（選択不可）　
 明洞周辺エリアスタンダードクラスホテル 　ニューソウル【S】、レックス、ニュー国際、ハンスイートホテ
ル【S】、アイリンシティホテル【S】、ホテルコジ【S】、ホテルマヌ【S】、シンシンホテル【★】【S】、ホテル明洞
【S】、スタズホテル明洞Ⅰ、スタズホテル明洞Ⅱ【★】、ニューオリエンタル【S】、ホテルヴェニュージ、ルミア
ホテル明洞【S】のいずれか（選択不可）　
 ホテル指定 　ロワジールホテルソウル明洞

 共通注意事項  ※【★】マークのホテルは3名1室での利用が出来ません。また、その他のホテルに関しては、人
数分の正ベッドがご用意できず、エキストラベッド又はソファベッドになる場合があります。 ※【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となります。※【R】マークのホテルは2018年10月12日現在、
改装工事を行っています。工事箇所や状況など、詳細はお問い合わせ下さい。
（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）ホテルまでの送迎・ガイドはついておりません。ご自身でホテルまでご移動く
ださい。また、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3）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4）未成年同士のお申込みの場合、お客様だけでホテルチェックインをすることが出来ない為、往復ガイド付
き送迎にアレンジが必要です。（要追加代金）　また、デポジットが必要になる可能性があります。

②免税店＆土産物店立寄送迎プラン　+1.500円
TRFコード:TRFAJX/TRKAJ#

①基本プラン（送迎なし）

③ノーショッピング ダイレクト送迎プラン　+2,500円
TRFコード:TRDAJX/TRDAJ#

④KORAIL利用スマートプラン　+2,000円
TRFコード:AR#TRF/AREXTR  

免税店
土産物店

混乗車にて
送迎

混乗車にて
送迎

混乗車にて
送迎

ご自身で
移動

お客様
ご自身で移動

KORAILで
移動 ソウル駅

空
港

ホ
テ
ル

※基本の送迎プラン①と④の送迎プランでは、未成年同士のご予約はお受けできません。ガイドがチェックイン/チェッ
クアウトをアシストする送迎プラン②③にアレンジしてください。（要追加代金）

送迎アレンジ　
 往路送迎・復路送迎組み合わせ自由自在！（注5）

（お１人様/片道）
（大人・子供同代金）

（お１人様/片道）
（大人・子供同代金）

（お１人様/片道）
（大人・子供同代金）

１ 募集型企画旅行契約

５ その他

３ 取消料２ 旅行のお申込みと契約の成立

４ お客様の確認事項

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。

（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。

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。

※次の場合には、旅行代金の20%を超える金額を申込金として収受することがあります。
①当社が取引条件説明書面で申込金の使途を表示する場合、②お客様がクレジットカード支払
いを選択した場合、③その他お客様が希望した場合

（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「海外安全情報」「海外感染症情報」のご確認、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/

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。

特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7
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％

【オプショナルツアー取消料】
催行日前日から起算して3日前（土・日・祝除く）より100%

旅行代金
（おひとり）

申込金（おひとり）
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
出発日の前日から起算して
さかのぼって61日目以前（※）

50万円以上 10万円以上旅行代金まで 10万円以上旅行代金の20％以内
30万円以上50万円未満 5万円以上旅行代金まで 5万円以上旅行代金の20％以内
15万円以上30万円未満 3万円以上旅行代金まで 3万円以上旅行代金の20％以内
10万円以上15万円未満 2万円以上旅行代金まで 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％

旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第 724号

〒163-6029 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー29階

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引に
関する責任者です。この契約に関し担当者からの説明にご不明
な点があれば、総合旅行業務取扱管理者にお問い合わせ下さい。

弊社のサービス・対応に関しましてお気づきの点、ご意見等ございましたら下記までご連絡ください。
（株）エイチ・アイ・エス お客様相談室　TEL.03-5908-2505
（平日10：00～18：30　土・日・祝はお休みとさせて頂きます）


