
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

日次 スケジュール 

3/30 

（日） 

関西空港 10：40発     釜山 12：10着 <BX123>                   

到着後、順天へ移動。 途中、サービスエリアにて 

韓国風海苔巻の昼食をどうぞ。 

梅の花が美しい光陽梅花村へ。 

順天湾に沈む幻想的な夕日鑑賞。 

夕食は順天で有名な韓定食をどうぞ。 
【順天 泊】 

3/31 

（月） 

ホテルにて朝食。宝城茶園にて茶園見学、お買い物。 

康津青磁陶窯にて展示館見学。 

石焼ビビンバの昼食後、 

珍島にて神秘の海割れ見学  

見学後、ホテルへ。 

夕食は、海鮮鍋をご賞味ください。 

【順天 泊】 

4/1 

（火） 

ホテルにて朝食後、釜山へ。  フグ料理の昼食をどうぞ。     

釜山の活気ある市場「南浦洞」でお買い物後、空港へ。 

釜山発 16：30      関西空港  17：50 着  <BX122>     
到着後、解散。 お疲れ様でした。 

お子様 
（2～12歳） 

ベッド有・食事有 大人と同額 

添い寝・食事有 36,000円 

添い寝・食事無 20,000円 

幼児（2歳未満） 添い寝・食事無 10,000円 

■利用航空会社／エア・プサン（ＢＸ） ■最少催行人員／8名様  ■利用予

定ホテル／順天ロイヤルホテル（スタンダードクラス） ■添乗員／日本から同

行します。■食事条件／朝 2回、昼 3回、夕 2回 （機内食は除く）  ■空港税

／関西空港 2,950円 海外空港税 約 2,320円  燃油サーチャージ約 5,000

円は別途お支払いください。（2014年 1月 17日現在）     

タナロット寺院 
夕日の美しさから多くの観光実に人気の観
光スポット。海の守護神を祀るバリ島でも重
要な６大寺院の一つ。 
また、最近寺院の近くでケチャダンスの公演
が行われるようになり、これも観光実の人気
の的ととなっています 
 
 

ご旅行代金（大人お 1人様） 神秘の海割れ 3日間（2名様 1室ご利用時） 

燃油サーチャージ約 5,000円（2014年 1月 17日現在）、関西国際空港及び海外空港諸税は別途必要です。 

珍珍島島のの海海割割れれ  

全羅南道珍島(チンド)では毎年この時期に海割れが

起こることで有名です。天童よしみさんの歌「珍島物

語」の舞台となったのがここ。その歌詞通り、海が割

れるという不思議な現象をひとめ見ようと、また海が

割れて現れた道を歩いて渡ろうと、毎年、大勢の観

光実が訪れます。 

海が割れて現れ

た道を歩いて渡

ることができるの

は、年に一度の

祭りの時期だけ

です。 

韓国版モーゼの奇跡と言

われる海割れとは潮が引

くと幅 30～40 メートル、長

さ 2.8キロメートルにわた

る道が現れ、たった１時間

ほどでまた潮が満ちていく

という現象です。 

◇お子様のご参加について 

◇3名様ご利用について 
基本利用のツインタイプのお部屋は、エキストラベッド対応不可です。3名様
同室をご希望の場合、オンドル部屋（韓国式のお部屋）のご用意になります。 

※海割れは、18：00頃から約 1時間現れる予定です。2日目の
夕食時間、ホテルチェックインのお時間が深夜になる場合がご
ざいます。予めご了承ください。 
※海割れは雨天決行ですが、自然現象ですので、天候により上
記写真のようにはっきりとした道が現れない場合がございます。 
※写真は全てイメージです。 

 

写真はイメージです。 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

光陽梅花村             順天の夕日鑑賞              宝城茶園            南浦洞（ナムポドン） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 旅行条件(要約)  お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込み下さい。                  

●募集型企画旅行契約 
この旅行は、神姫バスツアーズ株式会社（姫路市西駅前町 1 番地 観光庁長官登録旅行業第 1938 号。以下「当社」
という。）が企画・实施する旅行であり、この旅行に参加されるお実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。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書(全文)、出発
前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 

●旅行のお申し込み及び契約成立時期 
（1）所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込み下さい。お申込金は、旅行代金お支
払いの際差し引かせていただきます。 
（2）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起
算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。 
（3）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。 
（4）お申込金  

区分 申込金（おひとり） 

旅行代金が 30万円以上 50,000円以上旅行代金まで 

旅行代金が 15万円以上 30万円未満 30,000円以上旅行代金まで 

旅行代金が 15万円未満 20,000円以上旅行代金まで 

●旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって２１日目に当たる日より前(お申し込みが間際の場合は当社が指定
する期日までに)お支払いください。 

●取消料 
旅行契約成立後、お実様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。 

契約解除の日 取消料 

旅行開始日の前日から 
起算してさかのぼって 

40日目にあたる日以降 31日目にあたる日まで 無料 

30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% 

旅行開始日の前々日～当日 旅行代金の 50% 

旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の 100% 

●旅行代金に含まれるもの 
＊旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈にないかぎりエコノミークラス）＊旅行日程に明示した観光の料
金(バス料金、ガイド料金、入場料金)＊旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金（２人部屋に２人ずつ
の宿泊を基準とします）*旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金＊航空機による手荷物の運搬料金
＊現地での手荷物運搬料金（一部含まれないコースがあります。また、一部の空港・ホテルではお実様自身で運搬し
ていただく場合があります）＊添乗員同行コースの同行費用 
これらの費用はお実様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。 

●旅行代金に含まれないもの 
前項のほかは旅行代金に含まれません、その一部を例示いたします。 
＊超過手荷物料金＊クリーニング代、電話電報代、ホテルのボーイ・メイドに対する心付け、その他の追加飲食等個
人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金＊渡航手続費用＊お１人部屋を使用される場合の追加料金  
＊オプショナルツアー料金＊日本国内の空港施設使用料＊海外空港税＊燃油サーチャージ＊日本国内におけるご
自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・宿泊費＊旅行日程中の空港税等（但し、空港税等を含んでいる
ことをパンフレットで明示したコースを除きます。） 

●特別補償 
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特
別補償規定に基づき、お実様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は
手荷物上に被った一定の損害について、予め当社約款で定める範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 
・死亡補償金 2500万円 ・入院見舞金 4～40万円 ・通院見舞金 2～10万円 
・携行品損害補償金お実様 1名につき～15万円（但し、補償対象品 1個あたり 10万円を限度とします。） 

●保健衛生について 
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ http：//www.forth.go.jp/でご確認下さ
い。 
 

●旅券・査証について 
（日本国籍の方の条件です。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所に御問い合
わせ下さい。） 
このパンフレット記載の旅行には有効期限が入国時3ヶ月以上残っている旅券（パスポート）が必要です。また査証の取
得は必要ありません。 

●海外危険情報について 
渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があ
ります。海外渡航関連情報は外務省海外安全相談センター等で（TEL03-3580-3311  FAX ｻｰﾋﾞｽ 0570-023300 
URL:http://www.anzen.mota.go.jp/）、また、衛生状況に ついては、厚生労働省「海外渡航者の為の感染症情報 
URL:http://www.forth.go.jpなどで、ご出発までに必ずご自身にてご確認ください。 

●海外旅行保険への加入について 
海外において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費用等がかかることがあります。また、事故の場合、加害
者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが实情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障
害等を担保するため、お実様自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険について
は、販売店の係員にお問合せ下さい。 

●空港諸税について 
渡航先の国又は地域によっては、その国の法律等により渡航者個人に対して空港税等（出入国税、空港施設使用料、
税関審査料等）の支払いが義務付けられています。各コースに表示されている旅行代金には、空港税等は含まれてお
りませんので、別途お支払いが必要です。 
○販売店でお支払いただくもの：関西空港使用料、現地空港使用料・出国税 
○現地にてお支払いただくもの：特になし 

●事故等のお申出について 
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・ガイド、または最終日程表でお知らせする連絡先にご通
知下さい。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知下さい） 

●個人情報の取扱について 
当社及び販売店は旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お実様との間の連絡のた
めに利用させていただくほか、お実様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手
配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。 
当社は旅行先でのお実様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお実様の個人情報を土産物店に提供するこ
とがあります。この場合、お実様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電
子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの個人情報の提供の停止を希望される場合は、お
申込店に出発前までにお申し出下さい。 

●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2014年 1月 17日を基準としています。又、旅行代金は 2014年 1月 17日現在の有効な運賃・規則
を基準として算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※  

 

 

総合旅行業務取扱管理者とは、お実様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。このご旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なく取扱管理者までお訊ね下さい。 

 

●時間帯のめやす●  早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜  
 04:00 06:00 08:00 12:00 16:00 18:00 23:00 04:00 

神姫バスツアーズ株式会社  
〒670-0913  姫路市西駅前町 1番地 

  （観光庁長官登録旅行業 1938号） 

 

＜旅行企画・実施＞    

 （社）日本旅行業協会正会員 

◆ゴム長靴 
海割れを安全に楽しむにはゴム長靴が必需品です。（現地でも販売して
いますが、売り切れの場合がありますのでお持ちいただくことをおすすめし
ます）。膝あたりまでの長さのものがベストです。 
 

◆替えの靴下 
長靴着用していても濡れる可能性は高いです。 

必ず替えの靴下を持参しましょう。 

 

◆手袋 
潮の満ち引きで現れる道ですので、海の中滑りやすくなっておりますの

で、念のため手袋を着用しましょう。 
 

韓国最大の梅の名所。10万本以上
の梅の木が一斉に花を咲かせます。
この時期は光陽梅花文化祭りが行

われ、より一層賑わっています。 

宝城郡は、韓国で最も多くの茶を

栽培する地域で、韓国でのお茶生
産量の 40％を占めているほど茶
葉の栽培が盛んです。 

釜山一にぎやかな街、南浦洞に
は、人気の韓国コスメショップをはじ

め、洋服ブランドショップなどのお店
が並び、釜山で買いものするならこ
こがおすすめ！ 

順天 

ＭＡＰ 
ご準備いただくもの 

順天湾自然生態公園に沈む夕日
は大変美しく名勝として指定されて
います。 

ご予約・お問い合わせは… 

コールセンター（受付専用） 
TEL （０７９） ２２４-１９１９ 
●営業時間/10：00～19：00 
●休業日/無休（年末年始を除く） 
●総合旅行取扱管理者/戸田佳太 

三宮 TEL （078）231-2166 

加古川 TEL （079）423-6000 

明石 TEL （078）912-4000 

※上記はコールセンターへ転送となります。 

インターネットからもご予約受付中！ 
 
http://www.shinkibus.com/     神姫観光 検索 

http://www.konest.com/contents/hot_report_list.html?id=9
http://www.konest.com/contents/shop_hot_report_detail.html?id=4533

