
※写真は全てイメージです。※写真は全てイメージです。 写真提供：韓国観光公社

仏教を国教とした新羅時代の面影を残す古
刹。今も参拝者が絶えない慶州を代表する
見所です。

花崗岩を積み上
げて造られたお
堂の中に鎮座す
る荘厳な如来像
は、新羅仏教美
術の粋とも称えら
れています。

観
光

三国志の各場面を描いた
７７枚の壁画が並ぶ
三国志壁画通り

2013年に 
復元された国宝
南大門

新羅の貴族が船を 
浮かべて遊んだ
世界
遺産 雁

アナプチ

鴨池
新羅時代創建と 

いわれる石窟寺院
世界
遺産石窟庵

全長5㎞もの城壁が見所
世界
遺産水

スウォンファソン

原華城

韓国最大の仏教建築 世界
遺産仏国寺

牙山慶州

ソウル

水原

仁川

約600年前の生活と文化の様子を今に伝える
世界遺産。瓦葺きや藁葺きの両班家屋が並
び、現在も続く伝統的な生活が垣間見えます。

エリザベス女王も訪れた
世界
遺産安

アンドンハフェマウル

東河回村
安東

伽耶山

自然豊かな伽耶山の中
腹に佇み、韓国三大寺院に
あげられる新羅時代創建の 
古刹。81,340枚にも及ぶ木版の大蔵経が収
められています。

1万店もの店が
ひしめく巨大市場南大門市場

中国文化の香りが漂う
チャイナタウン全長21㎞！

韓国最長の海上橋仁川大橋
外観のライトアップ
    を観賞します   

世界遺産 
「八万大蔵経」がある
世界
遺産海

ヘインサ

印寺

 西から東まで韓国を横断！ 7つの街を巡る

 個人では行きにくい世界遺産を含む 

 特色ある充実の観光で、韓国の歴史と文化を再発見

 全8回の食事で本場の韓国料理を堪能

 ２つの温泉付きホテルをご用意！ソウルでは 

 カジノ付き「グランデウォーカーヒル」に宿泊

伝統工芸の街仁寺洞

2日目朝食 田舎御膳

食
事 名物料理を含む合計8回の食事付

2日目昼食 山菜定食

2日目夕食 プルコギ

3日目昼食 ホッチェサパプ（祭祀料理）

3日目夕食 サムギョプサル

素材の旨味たっぷり
の牛骨スープ。

ソルロンタン

韓国へ来たら
必ず食べたい
豚肉カルビ。

サムギョプサル

スンドゥブチゲ

デラックスクラスホテルグランデウォーカーヒル 
（旧：シェラトングランデウォーカーヒル）

３日目
ソウル

1・2日目宿
泊

外観 客室一例

漢江やアチャ山の緑が美しい高台に
建つリゾート型のホテル。ホテル内に
は16のレストラン、カジノや免税店が
あります。
ダグラスハウスに滞在

ホテル別館にあるダグラスハウスは
山の麓にあり、自然に囲まれているた
め、別荘にいるような感覚で滞在をお
楽しみいただけます。

温陽・慶州では温泉付ホテルに宿泊

62,800円〜74,800円
旅行代金:4日間/大人お1人様/2・3名1室利用時）/1人部屋追加代金:代金表参照

（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
※モニターツアー参加条件は裏面を参照して下さい。

発行日:2017年3月18日
2017年4月▶2017年9月

有効期限:2017年3月18日〜6月30日

静岡発着 FSZ-SEL-501-E

ぐるり韓国周遊4日間
7つの街を巡る！まだ知らない韓国の魅力を再発見

燃油サーチャージ
込み！（注）

温泉付きホテル＆「グランデウォーカーヒル」に泊まる

添乗員同行
設定日あり

モニターツアー



■日本発着時利用航空会社：エアソウル ■最少催行人員：10名 ■食事：朝3回・昼2回・夕3
回 ■添乗員：なし、現地係員。一部設定日は添乗員同行（代金表参照） ■利用ホテル：［温
陽］スタンダードクラス/温陽観光ホテルまたは温陽グランド（選択不可）、［慶州］デラック
スクラス/コーロンホテルまたは慶州ハンファリゾート（選択不可）、［ソウル］グランデ・ウォー
カーヒル（ダグラスハウス） ■子供割引（ベッド・食事なし）：大人代金から3,000円引き ※
大人2名に同室同伴の2～11歳お子様1名様に適用となります。 ■幼児旅行代金：15,000
円（燃油サーチャージは不要ですが、海外空港税などが別途必要となります。帰国日に2歳
未満のお子様で航空座席を利用されず、宿泊はホテルでベッド・アメニティを必要としない
場合に適用となります。） ■観光について：※天候・交通等の現地事情により訪問都市、観
光順序を変更してご案内する場合があります。また急な休館等で観光内容が変更になる場
合がございます。 ※移動及び観光中は他空港出発のお客様と一緒になり、ホテル、空港
等でお待ち頂く場合もございます。 ■その他：※海外空港諸税等をH.I.S.が代行受領させ
て頂きます。 ※行き帰りの送迎及び観光のアレンジ・放棄は承れません。ご了承ください。 
※掲載商品のお申し込み有効期限は2017年3月18日～は2017年6月30日となります。満席
等の事由で早期に販売を終了させていただく場合があります。また満席にならない場合は、継
続して販売をすることがあります。

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：観光目的で90日間以内の滞在であり、且つ入国
時にパスポートの残存期間が「3カ月以上」あること。※日本国籍以外の方は、上記と
異なります。ご自身で自国及び渡航先の領事館などにお問い合わせのうえ、必要な手
続きをお済ませ下さい。

現地危険情報･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。

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
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

■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3月13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 28,000ウォン 国際線出発 2,900円 対象 不要

【静岡発着】 ぐるり韓国縦断４日間 ご旅行代金表
（大人お１人様/２・３名１室利用） 
ご旅行代金に燃油サーチャージは含まれております。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ご旅行代金に変更はございません。
※海外空港諸税は別途必要です。

【火曜日出発】 添乗員なし・現地係員
ツアーコード：WN-FSR_ 4600-ZKSH

5月  9・23　 6月  6　 7月  4 62,800円
4月  18 　 9月  19・26 64,800円
7月  18 　 8月  1 67,800円
8月  15・22 69800円

一人部屋追加代金（3泊分） 27,000円
【土曜日出発】 静岡より添乗員同行

ツアーコード：WN-FSR_ 4600-ZKSD

4月  15・22　 5月  13・20 　 6月  3・17・24　 7月  8 69,800円
7月  29 　 8月  5・26　 9月  2・9 74,800円

一人部屋追加代金（3泊分） 27,000円
 … 旅行代金はおトクですが、ホテルはお選びいただけません。

歩く度 徒歩観光がどの程度含まれているかを3段階の歩く度数で表しています。（日程表内）
 … 1日の徒歩観光時間が2時間未満 徒歩観光は、出来る限り連続で歩き続けることがない

よう休憩などを適宜入れて行程を組んでおります。しか
しながら歩く度３（ ）は、１日の観光においてほぼ徒
歩観光となりますことをご認識お願いします。

 … 1日の徒歩観光時間が2時間〜3時間30分未満
 … 1日の徒歩観光時間が3時間30分以上

■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～

スケジュール
日程 ●：入場観光 ◎：下車観光（施設等へは入場しません） ○：車窓観光

1

火曜日出発 土曜日出発＜添乗員同行＞
富士山静岡空港（16:40）発   
ソウル（19:10）着
現地係員がお出迎え。
空港付近のレストランにて
野菜に包んで食べるサムパプ定食
夕食の後、
総延長約21kmの○仁川大橋を
通って温陽へ（約2時間20分）。
温陽のホテルにチェックイン

（温泉は翌朝にご利用いただけます）

 この日の歩く度》   【温陽泊】

富士山静岡空港（12:30）発   
ソウル（14：50）着
現地係員がお出迎え
韓国最長の○仁川大橋を通って仁川へ
◎三国志壁画通り、◎チャイナタウン
など仁川の見所を巡った後、
水原へ（約70分）
野菜に包んで食べるサムパプ定食の
夕食
◎世界遺産 水原華城の城壁ライト
アップを見学した後、温陽へ（約80分）
温陽のホテルにチェックイン（温泉がご
利用いただけます）  【温陽泊】

2

朝：ホテルを出発。田舎御膳の朝食後、伽耶山 へ（約３時間）
昼食は山菜定食をどうぞ。
八万大蔵経板殿を有する●世界遺産 海印寺を見学後、 慶州  へ（約２時間）
新羅時代創建の古刹●世界遺産 仏国寺と●世界遺産 石窟庵、○普門湖、
土産物店、世界遺産 慶州歴史地区の庭園◎雁鴨池を訪れます。
プルコギの夕食後、ホテルにチェックイン（温泉がご利用いただけます）
 この日の歩く度》     【慶州泊】

3

朝：ホテルを出発。ソルロンタンの朝食後、安東  へ（約２時間20分）
朝鮮時代の風景を今に残す●世界遺産 安東河回村を見学。
ホッチェサパプ（祭祀料理）の昼食後、お車にてソウル  へ（約3時間30分）
免税店、◎仁寺洞へご案内後、サムギョプサルの夕食をお召上がり下さい。
 この日の歩く度》     【ソウル泊】

4

朝：ホテルを出発。
スンドゥブチゲの朝食と◎南大門市場散策へご案内。
韓国食料品店でのショッピングタイム後、空港へ 
ソウル（13：40）発  富士山静岡空港（15:35）着 この日の歩く度》   

※行程中には最大3ヵ所の土産物店・免税店等へご案内させていただくことが条件となります。この他に休憩場所、
レストラン、観光施設などに併設された土産物店や販売コーナーにも立ち寄る場合がございますが、前記回数には
含みません。 尚、これは土産物店入店や土産物品の購入を強制するものではありません。また観光時間等の関係
上、土産物店にご案内できないこともございますが、この場合は旅程保証の変更補償金の支払い対象とはなりま
せん。 ※スケジュールは2017年3月13日現在のものです。

モニターの条件  モニターの皆様には、旅行終了後に本コースの感想（400字程度）・写真等を
ご提出いただきます。また、ご提出頂いた写真等はパンフレット、ホームページ等で使用させて
頂く場合がございます。予めご了承下さい。ご提出後、謝礼としてH.I.S.商品券1,000円分を差
し上げます。


