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デラックスクラスホテルデラックスクラスホテルスーペリアクラスホテル

済州市内
エリア  メゾングラッド済州済州市内

エリア  ラマダプラザ済州済州市内
エリア  ラマダ済州シティ

新済州の市街地に位置する、済州最大級のホテル。プールにジム、
カジノなど様々な設備を備え、快適に過ごせます。（旧済州グランド）

済州市内の大型デラックスホテル。目の前には海が広が
り、ビジネスとリゾートの２つの要素を兼ね備えたホテル。

2017年5月に
OPENしたば
かりのスーペ
リアホテル。

外観 外観客室一例 ビアガーデン

利用ホテル

外観

客室一例

日程 済州島 3日間　スケジュール

1

静岡空港（10:30〜12:00）発  
済州島（12：30〜14:00）着
着後、現地係員と共にホテルへ

（途中、免税店に立ち寄ります。） 【済州島泊】

2 終日：自由行動
 【済州島泊】

3

現地係員と共に空港へ
（途中、お土産物店に立ち寄ります。）
済州島（16:00〜17:00）発  
静岡空港（18:00〜19:00）着　着後、解散

●行きの送迎時に1ヶ所免税店、帰りの送迎時に１ヶ所の土産物店へご
案内をさせて頂くことが条件です。なお、これは土産物屋入店や土産物品
購入を強制するものではありません。※土産物屋にご案内できないことも
ありますが、この場合は旅程保証の変更補償金の支払い対象にはなりま
せん。 ●航空会社による関係国政府の認可取得を条件とします。
●上記スケジュールは2017年9月7日現在のものです。予告無くスケ
ジュールは変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

ゴルフオプショナルツアー 済州島の開放的な景色の中で楽しむゴルフは格別！
山々や美しい海岸線など、景色を楽しみながらプレイ
できます。

条件 ■ 11/24プレイ 代金：1.7万円 11/25プレイ 代金：2.0万円
■最少催行人員：3名 ■運行事業者：全日観光 ■含まれるもの：往復
送迎、グリーンフィー※キャディーフィー、カート代が別途必要となります。 
※ご予約と同時に100%のチャージがかかります。ご注意ください。

見晴らしの良いハルラ山山腹に位置し、自然の美しさを活
かした国際規模のコース。

吾羅カントリークラブ

イメージ

※観光中には最大1ヶ所の土産物店へご案内させていただくことが条件となっています。時間の都合上立ち寄らない場合もございます。

萬丈窟
マンジャングル

流れ出る溶岩の姿を
とどめた、世界最長の
溶岩洞窟

日程

済州島の守り神トルハルバン/イメージ

【DATA】●所要時間：約8時間 ●最少催行人員：2名 ●昼食付 ●代金：1.2万円（大人・子供代金共通）●運行事業者：全日観光

09：00 ホテル出発▶
09：50〜10：50 
世界自然遺産『 万丈窟 』 ▶
11：15〜12：00 
城邑民俗村 

（ソンウプミンソクチョン）▶
12：00〜12：40 昼食<海鮮トッペギ>▶
13：00〜14：00 
 世界自然遺産『 城山日  出峰 』 ▶
14：10〜14：50　 韓国ドラマ"オールイン"
のロケ地『 ソプチコジ 』 ▶
16：00〜16：20 トケビ道路 ▶
17:00ホテル イメージ

イメージ

世界遺産巡りツアー済 州 島
おすすめオプショナルツアー ＋1.2万円（お1人様）で

済州島名物の昼食付！
韓国唯一の世界自然遺産を巡るツアー

城邑民族村/イメージ

世界
遺産

城山日出峰
ソンサンイルチュルボン

約１０万年前の
海底噴火でできた、

王冠型の火山

世界
遺産

条件 ■最少催行人員：2名 ■運行事業者：全国観光 ■送迎付 イメージ

1日目夕食オプション 

黒豚カルビ
1.5人前

追加代金
4,000円

イメージ

アワビ入り
海鮮鍋

追加代金
3,000円

イメージ

海鮮料理
の夕食

追加代金
5,500円

イメージ

グレードUPプラン
●オーシャンビュールームへ無料アップグレード
※空室がある場合に限ります。

有効期限:2017年9月8日〜2017年11月15日
2017年11月23日出発

1名様から出発可能（但し、一人部屋追加代金要）

静岡発着 FSZ-CJU-800-B

3
日間済州島

チェジュ航空直行チャーター便（★）で行く！

11/23木
午前
出発 

　    ▶11/25土
午後
帰り

富士山

静岡空港
発着

済州島3日間/大人お1人様/2名1室利用時/1人部屋利用追加代金：代金表参照 ※尚、国内空港施設使用料、および海外空港諸税が別途必要です。
（注）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。 ※海外空港諸税は別途必要

（★）航空会社による関係国政府の許認可の取得を条件とします。

燃油 
サーチャージ
込み！（注）47,900円〜57,900円で行く



■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（2017年9月4日現在）
国名 税・料名称 税・料額（現地通貨） 対象 日本円目安額 子供 幼児
韓国 旅客サービス料 23,000ウォン 国際線出発 2,340円 対象 不要

11/23(木)発限定！チェジュ航空チャーター便で行く　済州島３日間（大人お1人様/2名1室利用時）
ご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、旅行代金に変更はございません。
※海外空港諸税等は別途必要となります。

ホテルエリア 済州市内
ホテルクラス スーペリア デラックス

利用ホテル ラマダ済州シティⓈ★ ラマダプラザ済州 メゾングラッド済州
（旧 チェジュグランド）

お部屋カテゴリー 部屋指定なし 部屋指定なし 部屋指定なし
ツアーコード （WM-FCC＿-Z800A） 3204 3103 3101

旅行代金 47,900円 55,900円 57,900円
1人部屋追加代金（2泊） 13,000円 22,000円 24,000円

お子様割引（ベッドあり・食事なし） 大人と同代金
お子様代金（ベッドなし・食事なし） 大人代金より3,000円引

●日本発着時利用航空会社：チェジュ航空チャーター便（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。往復共に機内食・ドリンクは無く、毛布や枕等のサービスはありま
せん。） ●最少催行人数：1名（但し別途１人部屋追加代金が必要です。相部屋不可） ●添乗員：なし、現地係員がご案内致します。 ●食事：なし ●最大ご旅行日数：3日間（減・延泊不可）
●利用ホテル：[ホテル指定]メゾングラッド済州、ラマダプラザ済州、ラマダ済州シティⓈ★ ※Ⓢマークのホテルはバスタブがなく、シャワーのみのお部屋となります。一部バスタブありのお
部屋となります。 ★マークのホテルは3名1室不可となります。 ※ご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、旅行代金に変更はございません。海外空港諸税が別途必要です。 ●子供代金：代金表参照 ●幼児旅行代金：15,000円（燃油サーチャージは含まれています
が、海外空港税などが別途必要となります。但し、日本帰国日に2歳未満のお子様で、大人2名様同伴同室で航空座席、ご宿泊ベッド、食事を必要としない場合に適用になります。）【注意
事項】本コースはチャーター機利用のため、取消料は「貸切航空機（チャーター便）利用時の取消料」に準じます。 ※掲載の旅行代金は大人2名1室利用時のお1人様あたりの代金です。 
※旅行代金とは別に海外空港諸税が別途必要となります。各空港諸税はお申し込み時にご確認下さい。 ※その他詳細は名古屋発着Ciao『韓国』パンフレット最新号に準じます。但し、
Ciaoパンフレット掲載のツアー特典、並び席等、また取消料新基準は適用できません。予めご了承下さい。 ※空港〜ホテル間の移動は他のお客様と一緒になる可能性がございます。その
際にお待ちいただくことがございます。予めご了承ください。 ※チャーター便のため、スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。※当パンフレッットの申込有
効期限は、2017年9月8日〜2017年11月15日となります。但し、有効期間内でも満席などの事由により、早期に販売を終了する場合がございます。 この商品はH.I.S.直営店舗でのお取
り扱いに限ります。

■時間帯の目安
早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜

04:00〜 06:00〜 08:00〜 12:00〜 13:00〜 16:00〜 18:00〜 23:00〜

貸切航空機（チャーター機）利用等の取消料

取消料旅行契約の取消日

旅行代金の２０％

旅行代金の５０％

旅行代金の８０％

旅行代金の１００％旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって３日前以降

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって２０日前以降～４日前以前

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって３０日前以降～２１日前以前

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって６０日前以降～３１日前以前

2017年8月

共通のご案内　　※お申込みの際、必ずお読み下さい。（詳しくはciaoパンフレット最新号をご覧ください。）
日本国籍の方のビザ（査証）について

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。※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上、必要な手続きをお済ま
せください。

海外安全情報・衛生情報
●渡航先（国又は地域）によっては外務省危険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、詳しい情報は領事サービスセンター（海外安全担当）、外務
省ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）等でご確認下さい。

かからなくなった際も旅行代金に変更はございません。また、為替レートの変動による過
不足についても追加徴収又は返金はいたしません。

空港諸税等について
●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。
●空港諸税等の新設、又は税額の変更があった場合、徴収額が変更になる場合があり

ます。但し為替レートの変動による過不足が生じた場合は後日清算致しません。
●下記日本円徴収額は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。

●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。

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。

燃油サーチャージ
旅行代金には燃油サーチャージ（燃油原価水準の異常な変動に対応するため、一定
の期間及び条件下に限りあらゆる旅行者に課せられるものに限る）が含まれています。
お申し込み後、航空会社の申請により燃油サーチャージに新設・増減額又は廃止又は


