
のために 贈る

旅行代金：自然を愛する済州の旅2・3日間[2日間]成田発着、[3日間]羽田発着/　 大人お1人様〈2・3名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。
国内空港施設使用料・空港保安料及び海外空港諸税が別途必要となります。

おしゃれなヨット
で中文の湾を1時間
かけて巡るクルー
ズ。船内では、ドリ
ンクとフードが用
意され、リッチな
気分に。釣り体験
もでき、釣れたら
その場で刺身にし
てくれることも。

酵素浴が楽しめることで人気のマッサージ店「酵素イ
ヤギ」にご案内します。血液の循環がよくなり、免疫力
を高める効果やデトックス効果が高いと評判のスパ。

標高1169ｍのオルム（寄生火山）。
往復約1時間で気軽に登ることが
でき、山頂からは世界自然遺産
のハルラサンやまわりに広がる
山々を眺めることが出来る。

済州島には島を1周ぐ
るりと囲うウォーキン
グコースが全部で26
コースあり、1コースは
約15kmほど。今回歩く
コースは20コース目の
海岸コース。キレイな
海岸沿いや集落、畑な
どチェジュの町並みを
体感できるオススメの
コースです。

きじのしゃぶしゃぶ2人前/イメージ

あわびの釜飯1人前/イメージ

ソンイシドル牧場/イメージ

海鮮鍋2人前/イメージ

黒豚焼肉2人前/イメージ

コギククス1人前/イメージ

 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。※写真は全てイメージです。実際とは異なる場合がございます。

リゾートアイランド済州で
ヨットクルーズ

済州名物
郷土料理で
お腹を満たす

酵素の力で
デトックス

船内にある
ドリンクやフルーツは

全て無料！

オルレとはチェジュの方言で
「大通りから民家に至る
小さな路地」を指します。

49,800円〜 119,000円燃油サーチャージ
込み（注）

自然を愛する済
チ ェ ジ ュ

州の旅 2・3日間

グルメ・ハイキング・星 空鑑賞

済州島の大地を
踏みしめる

オルレハイキング

オスンセンアク

2日間コース限定

3日間コース限定

1日目昼 1日目夕

3日目昼

2日目昼 2日目夕

2日間コース限定

3日間コース限定

3日間コース限定

3日間コース限定

世界自然遺産「城
ソンサンイルチュルボン
山日出峰」を一番美

しい角度から眺められる海岸。絶景ス
ポットでの乗馬体験もオススメ！

高さ23m、幅8mのダイナミックな水流が
見事。マイナスイオンにたっぷり癒されま
す。海岸付近では海女さんが目の前で海
で獲れた海産物の販売も行っています。

２日間コースは全４回、３日
間コースは全６回の食事付！

クァンチギ海岸

正
チョンバンポッポ
房瀑布

１度は見たい大自然が生み出した 絶
景

 おすすめ  +6,000円（お1人様）で
ご希望の方には乗馬体験もご用意！
※ご出発の7日前（土・日・祝除く）までにお申し
込みください。現地での予約は不可となります。

済州市内に位置しすぐ目の前には海が広
がるリゾートホテル。客室ごとに特色が
あり、洗練された格調高いインテリアに
囲まれてゆったりとお過ごし頂けます。
※2016年12月31日までカジノの改装を行っております。
（2016年9月20日現在）

海沿いの
豪華デラックスホテル

に滞在

おすすめホテル

ラマダプラザ済州

クルーズから柱状節理帯を
鑑賞/イメージ

クルーズ船内/イメージ

クァンチギ海岸/イメージ
酵素浴/イメージ

客室一例

ホテル外観

正房瀑布/イメージ

正房瀑布/イメージ アジアでは
珍しい海に直接
流れ込む滝は
必見！

豪華遊覧船を
モチーフにした

設計

星空鑑賞
 _ソンイシドル牧場_
幻想的な雰囲気の中、星空鑑賞ができるス
ポットとして有名な牧場。牧場のすぐそば
には曲線形に連結されたイラク“バグダッ
ド”の建物があり、写真スポットとして今
注目を浴びています。夜は周りにさえぎる
ものがなく、頭上には数え切れないほどの
星が広がります。

酵素浴/イメージ

※星空鑑賞は自然現象
のため、鑑賞できない
場合もございます。

2名様催行

は燃油サーチャージ海外パッケージツアー

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。国内空港施設使用料・空港保安料及び海外空港諸税が別途必要となります。
 出発日/旅行代金（大人1名様/2・３名1室利用時）　全設定日催行決定

２日間  基本プラン  
スタンダードクラスホテル（注1）

ラマダプラザ済州
　（部屋指定なし）

ラマダプラザ済州 
（海の見えるお部屋） 

ツアーコード TN-FCA2001-YGS1 TN-FCA2003-YGS1 TN-FCB2003-YGS1
 10月  19・26
 11月  2・7・9・14・16・21・23・28・30
 12月  5・7・12・14・19・21  　

4.98 万円 5.98 万円 6.18 万円

1人部屋追加代金（２日間） 0.7 万円 2.7 万円 3.1 万円

３日間  基本プラン  
スタンダードクラスホテル（注1）

ラマダプラザ済州
　（部屋指定なし）

ラマダプラザ済州 
（海の見えるお部屋） 

ツアーコード TN-FCA0001-YGSA TN-FCA0003-YGSA TN-FCB0003-YGSA
 10月  20・27 8.98 万円 10.50 万円 10.90 万円
 10月  23・25・30・31
 11月  6～8・13～16・20～23・27～30
 12月  4～7・11～14・19・20

8.48 万円 10.00 万円 10.50 万円

 10月  29　 11月  5・12・26
 12月  3・10・17　【土曜出発】 9.48 万円 11.00 万円 11.40 万円

 11月  11・18・25
 12月  2・9・6　【金曜出発】 9.98 万円 11.50 万円 11.90 万円

1人部屋追加代金（３日間） 1.4 万円 5.4 万円 6.2 万円
（注1）ホテルクラスは当社基準によります。

観光時最大2箇所のお土産店や免税店へご案内をさせていただくことが条件となっています。なお、
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。時間の関係上、免税店又は
土産物店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とは
なりません。　■日本発着航空会社：大韓航空 ■添乗員：なし、現地係員 ■減延泊不可 ■利用ホテ
ル：ロベロ又は同等スタンダードクラスホテル(巻末参照)　ホテルアレンジ時：ラマダプラザ済州　
■食事:【2日間】朝1 昼2 夜1　【3日間】朝2 昼2 夜2 ■最少催行人数：2人 ■幼児代金：なし

自然を愛する済州の旅 2・3日間

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”で表します。（日程表内）
徒歩観光はでき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いますが、歩
く度3は一日の観光において、ほぼ徒歩観光となりま
す。なお、各自散策の時間は除きます。

…�1日の徒歩観光時間が2時間未満歩く度❶
…�1日の徒歩観光時間が2時間～3時間30分未満歩く度❷
…�1日の徒歩観光時間が3時間30分以上歩く度❸

スケジュール　◎ :入場観光　○ : 下車観光
掲載の日程表は10/29出発までのフライトスケジュールに合わせた時間となります。10/30以降の
出発は、1日目の済州島着・最終日の済州島発が約1時間遅くなるため、日程表の行程も約1時間ずつ

遅くなります。予めご了承ください。　※フライトスケジュールは日程表下をご参照ください。

1

成田発着 2日間 羽田発着 3日間
成田（KE718）発 （直行）空路、済州島へ。
済州島着

羽田発 (乗継)空路、済州島へ。
済州島着。

13:30
15:30

16:50
19:30
21:00
22:00

郷土料理｢あわび釜飯」の昼食
⃝絶景スポットクァンチギ海岸へ。(約1時
間)+6,000円（お1人様）で乗馬体験可能！
⃝オルレハイキング 全20コースある内、20コース目：海岸コース(約1時間)へご案内
郷土料理｢黒豚焼肉」の夕食(約1時間)
⃝ソンイシドル牧場にて星空鑑賞(約1時間)
各ホテルへご案内　 2日間： 歩く度❷  g h、3日間： 歩く度❶  h【済州島泊】

2

08:00
09:00

12:00
13:20
14:40

ホテル出発
⃝絶景スポットオスンセンアク・1100高地休憩所へご案内
ご希望の方はお客様ご自身で登山可能(往復約1時間)※現地係員は同行致しません。
郷土料理｢コギククス」の昼食
酵素イヤギにて 酵素浴体験 (約1時間)
7世紀まで済州島にあった独立国「タムナ」の建国神話の聖地として知られる
◎サムソンヒョルへご案内(約1時間)

成田発着 2日間 羽田発着 3日間
現地係員と共に空港へ向かう途中、
韓国土産物店にご案内。
済州島(KE717)発 (直行)空路、帰国の途へ。
成田着。 歩く度❶  f g

16:00
17:30
19:30

免税店へご案内(約1時間)
郷土料理｢海鮮鍋」の夕食
各ホテルへご案内
 歩く度❶  f g h【済州島泊】

3

08:00
08:00
10:20

12:20
14:20

ホテル出発
⃝絶景スポット正房瀑布へ(約1時間)
船上からの釣りも楽しめるパシフィックランド
ヨットクルーズにご乗船(約1時間30分)
郷土料理｢きじのしゃぶしゃぶ」の昼食
済州島を代表する市場、⃝東門市場

（トンムンシジャン)へご案内(約40分)
現地係員と共に空港へ向かう途中、
韓国土産物店にご案内。
済州島発 (乗継)空路、帰国の途へ。
羽田着。 歩く度❶  f g
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　成田発着 　羽田発着
〜10/26出発 11/2以降出発 〜10/29出発 10/30以降出発

成田（09：45）発
済州島（12：25）着

成田（10：45）発
済州島（13：35）着

羽田（09：15）発
済州島（14：20〜14：40）着

羽田（09：45）発
済州島（14：40）着

〜10/27帰国 11/3以降帰国 〜10/31帰国 11/1以降帰国
済州島（18：00）発
成田（20：20）着

済州島（19：00）発
成田（21：15）着

済州島（16：00〜16：10）発
羽田（21：05）着

済州島（16：35〜16：50）発
羽田（21：45）着


