
2017年 9/24（日）出発日限定
（昼食1回）

高速船 ホテル 食 事

凡例 JR九州高速船ビートル

ツアーのポイント

コース行程（ウォーキング）

昼食【ソラリア西鉄ホテル釜山泊】

スケジュール日次

9
24
（日）

9
25
（月）

JR九州高速船ビートル113便
　　博多港（8：30）発 → 釜山港（11：35）着

＊JR九州ウォーキングの特別タイアップ企画、
　海外コース第2弾
＊往復JR九州高速船ビートルと宿泊、
　ウォーキングがセットになった旅行商品です。
＊釜山の“5台”と呼ばれる観光名所のひとつ
　「オリュンデ」を歩く約7.2kmの美しいコースです。
＊コース途中、裸足で歩ける散歩道黄土道を歩きます。
＊ウォーキングエリアではお客さま10名毎にスタッフ
　1名がついてご案内します。
＊JR九州ウォーキングポイントはスペシャルコース
　として2倍です。

JR九州高速船ビートル436便　
　　釜山港（15：00）発 → 博多港（18：05）着（ゴール受付）

出発まで自由行動　釜山港へご案内します

【11：35】

【14：00】
【17：00～17：30予定】
【18：30】

【07：00】

釜山港到着後、専用バスで移動
（車内でキンパブなどの昼食をご用意しています）
仙洞上賢村入口　ウォーキングスタート（雨天決行）
　　　　　東台橋　ゴール予定
ホテルチェックイン（専用バスで移動）

博多港国際ターミナル（中央埠頭）1F集合・受付（7：30まで）

ウォーキング釜山駅・博多駅姉妹駅
締結30周年記念 博多港発着 催行決定

※燃油特別付加運賃（博多港700円／釜山港3,000ウォン）が別途必要です。
　またターミナル利用料（博多港500円／釜山港4,300ウォン）が別途必要
　です。※詳しくは裏面をご確認ください。（2017年7月25日現在）

※燃油特別付加運賃（博多港700円／釜山港3,000ウォン）が別途必要です。
　またターミナル利用料（博多港500円／釜山港4,300ウォン）が別途必要
　です。※詳しくは裏面をご確認ください。（2017年7月25日現在）

（昼食1回）締結30周年記念締結30周年記念締結30周年記念締結30周年記念締結30周年記念締結30周年記念締結30周年記念締結30周年記念締結30周年記念締結30周年記念締結30周年記念締結30周年記念締結30周年記念締結30周年記念締結30周年記念締結30周年記念締結30周年記念締結30周年記念 博多港発着 催行決定

JR九州高速船ビートルで行くJR九州高速船ビートルで行く

春の釜山ウォーキングツアー （イメ
ージ）

春の釜山ウォーキングツアー （イメ
ージ）

ウォーキングコース・遊歩道（イメージ）ウォーキングコース・遊歩道（イメージ）

九州内主要各駅からのお得なJRセットプランの設定もございます。詳しくは裏面をご覧ください。九州内主要各駅からのお得なJRセットプランの設定もございます。詳しくは裏面をご覧ください。

スタート

仙洞上賢村入口 回東水源池 回東ダム五倫本洞村 五倫台展望台 黄土道
ゴール

東台橋

回東水源池（イメージ）回東水源池（イメージ） 五倫台展望台（イメージ）五倫台展望台（イメージ） 黄土道（イメージ）黄土道（イメージ） 東台橋（イメージ）東台橋（イメージ）

●旅行代金【博多港発着】／大人お一人様【ソラリア西鉄ホテル釜山宿泊／
　2名様1室／JR九州高速船ビートル普通席利用の場合】
●旅行代金【博多港発着】／大人お一人様【ソラリア西鉄ホテル釜山宿泊／
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25,000円25,000円

ファントギル

ソンドンサンヒョン

ご好評につき釡山駅と博多駅の姉妹駅締結３０周年記念、JR九州ウォーキング
海外タイアップ企画第2弾「秋の釡山ウォーキングツアー」をＪＲ九州高速船と
共同で企画しました。水彩画のような美しい景色をお楽しみください。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＪＲ九州　博多駅長　森 勝之

服装の目安 ●冷え込む場合がありますので防寒具と雨具を各自でご準備ください。　●一部未舗装の道を歩く場合がありますので、履きなれた運動靴等でご参加ください。

特典 釜山観光公社よりもれなくプレゼント！！
記念品、ミネラルウォーター、韓国かまぼこ
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JR九州ウォーキング特別タイアップ企画
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秋の釜山ウォーキングツアー秋の釜山ウォーキングツアー2日間

フェドン オリュンボンドンマウル オリュンデ ファントギル フェドン

PC・スマートフォン
http://blog.goo.ne.jp/busanmankitsu

写真提供/釜山市役所職員のブログ
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電話予約

夜でも予約が出来る
      インターネットが便利

インターネット
予約

営業時間：
月～金曜日/10：00～19：00
土日祝日/10：00～18：00

JR九州旅行ご旅行条件
（要約）/（2005.4）

お申し込みの際には、旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認のうえお申し込みください。
当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。

◆募集型企画旅行契約
　この旅行は九州旅客鉄道株式会社【福岡市博多区博多駅前3-25-21観光庁長官登録旅行業第965号】（以下「当社」という）
が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客さま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。又、契約の内容・条件は、パンフレットに記載されている条件の他、海外ご旅行条件書、出発前にお渡しする確定
書面（最終旅行日程表）及び当社旅行契約約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

1.お申込み方法
（1）当社指定の旅行申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金を添えてお申込みいただきます。
（2）申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部としてお取扱いさせていただきます。
（3）当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行の契約を受け付けます。
　　この場合、予約申込みの翌日から起算して3日以内に、当社に申込書の提出と申込金の支払いを行っていただきます。
　　この期間内に申込金の支払いがなされていないときは、当社は予約はなかったものとして取扱います。
（4）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
2.旅行代金のお支払い
（1）申込金（お一人様）

（2）残金は、旅行開始日の前日から起算して21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
（3）旅行代金とは募集広告価格表示欄に記載された金額と「追加代金」の合計額からパンフレット内に記載する「割引代金」を差

し引いた金額をいいます。また、この「旅行代金」が「申込金」「取消料」「変更補償金」のお支払いの際の基準となります。
3.取消料
　旅行契約成立後、お客さまの都合で契約を解除されるときは、以下の取消料を申し受けます。

※ピーク時とは4月27日～5月6日、7月20日～8月31日、12月20日～1月7日をいいます。
※但し、韓国への当社募集型企画旅行商品については、ピーク時を除き、22日目にあたる以前の解除については、取消料は無料と
いたします。

4.通信契約による旅行条件
　当社は、当社が提携するクレジット会社（以下「提携会社」という）のカード会員（以下「会員」という）より、会員の署名なくして旅
行代金や取消料等のお支払いを受けること（以下「通信契約」という）を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段に
よる旅行のお申し込みを受ける場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります（受託旅行業者により当該取り扱いができな

い場合があります。また取り扱いできるカードの種類も受託旅行業者により異なります）。
　通信契約での「カード利用日」は、会員又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行
すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は減額または解除を行った旨をお客さまに通知した日とします。
5.旅行条件・旅行代金の基準
　このパンフレットに記載された旅行サービス内容及び旅行条件は、2017年7月1日を基準にしております。また、この旅行
代金は2017年7月1日現在の有効なものとして公示されている運賃・適用規則、または2017年7月1日現在認可申請
中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

旅行代金
申込金

10万円未満
旅行代金の20％以上

15万円未満
2万円以上

30万円未満
3万円以上

取消日

取消料 旅行代金の10％ 旅行代金の20％ 旅行代金の30％ 旅行代金の50％ 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
⑴旅行開始日がピーク時の旅行であって、40日
目にあたる日以降31日目にあたる日まで

⑵30日目にあたる日以降
3日目にあたる日まで

⑶旅行開始日
前々日及び
前日の解除

⑸旅行開始後の
解除又は無連
絡不参加

⑷当日の解除

海外旅行傷害保険加入のおすすめ／安心してご旅行して頂くため、お客さまご自身で保険をおかけになることをお勧めいたします。

旅行
企画実施
観光庁長官登録旅行業第965号
〒812-8566  福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号

●お申し込み・お問い合わせ 旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引きに関する責任者です。この旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく下記の取扱管理者にお尋ね下さい。

海第二種 290707

ご注意とご案内〈必ずお読みください〉

この旅行には旅券（パスポート）の有効期限が入国時3ヶ月以上必要です。（日本国籍
の場合）（2017年7月1日現在）お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、
旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。

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、「外務省海外安全ホーム
ページ（URL:http://www.anzen.mofa.go.jp/）」にてご確認ください。

未明 早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
00：00 04：00 06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00 24：00

●お申し込みについて
 ･ パンフレット記載の日程表は最も新しい資料に基づいて作成しておりますが、
交通機関の都合により変更が生じることがあります。また、パンフレット掲載の
情報は予告なく変更となることがあります。
 ･ お名前（ローマ字）はパスポート記載または予定のつづりを正確にご記入くださ
い。お申し込み後において予約のお名前（ローマ字）に訂正が必要となった場合
は速やかに当社にお知らせください。名前の訂正に伴う手数料（出発の15日前
まで：お一人様1,000円、出発の14日前以降：ご契約いただいた募集型企画
旅行の旅行代金合計額に対する所定の取消料）をいただき手配を行います。混
雑している時期においてはお名前の訂正をお受けできないことがあります。
 ･ 20歳未満の方がご参加いただく場合は親権者の「同意書」が必要です。
 ･ 15歳未満の方がご参加いただく場合、保護者の同行を条件とさせていただき
ます。
 ･ 宿泊時に20歳以上の方が1部屋を一緒に利用することがお申込みの条件です。
韓国では青少年保護法において青少年（18歳以下）同士の同室宿泊を禁止し
ています。（ただし、兄弟姉妹は除きます。）
●宿泊について
 ･ ほかのお客さまと相部屋希望はお受けできません。なお旅行契約成立後、お申
し込み人員変更の場合はご利用人数に対する差額代金をいただきます。（2名1
室利用にてお申し込みで、1名様の取消しに伴い必然的に1人部屋利用となり、
その場合の1人部屋追加代金を差額代金といいます。）
●おすすめ追加プランについて
 ･ 観光や移動・食事の際は他グループと同乗でのご案内となる場合があります。
 ･ 参加人数によっては、タクシーでのご案内となる場合があります。交通渋滞など

により、移動や観光・食事の予定時刻が大幅に変更になる場合や観光の日程が
入れ替わる場合がありますので、予めご了承ください。
 ･ 天候等の事情により追加プランが実施できない場合があります。
 ･ お申し込み後のお客さまのご都合によるお取消しはお申し出時期により、所定
の取消料が必要となります。追加プラン旅行代金の追加プラン参加の前日から
3日目にあたる日以降30%、参加前日50%、参加日当日100%の取消料とな
ります。
●JR九州高速船ビートル便、座席クラス変更等について
 ･ 利用便の変更はできません。
 ･ 座席クラスの変更はできません。
●追加手配について
 ･ 基本の募集型企画旅行部分に組み込まれ、全体としてひとつの募集型企画旅行
として実施いたします。
 ･ お申し込み後および現地での変更はお受けできません。
 ･ お申し込み後のお取消しは、お申し出時期により下記記載の所定の取消料が必
要となります。当該手配は基本コースとあわせてお申し込みいただく手配となり、
基本コースの出発日を基準に取消料が生じます。追加手配のみお取消しの場合
も、基本コースを含めてご契約いただいた募集型企画旅行の旅行代金合計金額
に対する取消料を上限として、基本コースの出発日を基準に取消料が生じます。
●取消し等について
 ･ ご旅行の取消しおよびご旅行内容の変更は、お申し込みいただいた店舗の営
業時間内に限り受付させていただきます。
 ･ ご出発日、宿泊先、参加者等「ご旅行お申込書記載内容」の変更は一旦取消しと
なり、取消料対象日にあたる場合は取消料が発生します。また、改めて予約の際、

満席、満室等お取りできない場合があります。
●その他
 ･ 10月3日：開天節（建国記念日）、10月9日：ハングルの日、12月25日：クリスマス、
1月1日：新正月、1月27日～1月30日：ソルラル（旧正月）、3月1日：独立運
動記念日は交通渋滞やデパート、市場、レストラン、観光地がお休みになる場合
があります。予めご了承ください。
 ･ 釜山市内では、禁煙区域が定められており、摘発されると罰金が科せられます。
 ･ 禁煙区域は博物館などの大型建築物、大型ショッピングセンター、食堂、居酒屋、
カフェなど自治体が管理する20以上の公園、中央バスレーン停留所となります。

●時間帯のめやす
　交通機関での移動の発着時刻を元にしためやす時間です。日程表内の時間帯は
ホテルの出発時刻ではなく、交通機関の出発時刻を表示しています。

出発日

旅行代金
2017年 9月24日（日）【催行決定】

■朝食追加代金：1,500円　※「ご注意とご案内」の「●おすすめ追加プランについて」をご確認ください。

JR九州高速船ビートルで行く

秋の釜山ウォーキングツアー

■港施設使用料・港諸税および燃油特別付加運賃について

※上記は2017年7月25日現在のものです。なお、ご出発前に変更があった際は、徴収額が変更となる場合がありますのでご了承ください。
※港使用料、港税及び燃油特別付加運賃は博多港・釜山港でのチェックインの際、現地通貨にてお支払いください。

※ホテル情報は実際とは異なる場合があります。ご宿泊の参考としてご覧ください。「部屋の広さ」はツインルームの標準値になります。

JRセットプラン代金 （2名様1室利用大人お一人様  往路指定席、復路自由席利用）

ソラリア西鉄ホテル釜山

ホテルのコンセント
プラグ情報

韓国の電圧は220V。
日本の電気製品を使う場合は変圧器が必要となり
ます。

JR九州ウォーキング特別タイアップ企画

梵魚寺＆東莱パジョングルメ（昼食付）
ポモサ トンネ

昼　食

お一人様旅行代金（大人・こども同額）8,000円 半日観光

東莱パジョン（2名様に1皿提供）
■出発場所：ホテル　■出発時間：9：30
■所要時間：約4時間

4名様以上グループ お一人様料金（大人・こども同額）7,000円
釜山を代表する名刹と在来市場を訪ね、釜山の郷土料理を堪能！

ポモサ トンネシジャン

ホテル▶梵魚寺▶東莱市場▶釜山港

事前申込

出発日の5日前までにお申し込み店舗にて申し込み、お支払いください。
旅行企画実施:㈱KR（ケイアール）

最少催行人員：2名様
※「ご注意とご案内」の「●おすすめ追加プランに
　ついて」を必ずご確認ください。

2名様以上同一行程でお申し込みください。

小倉駅発 27,500　円おひとり様

長崎駅発 28,900　円おひとり様

佐賀駅発 26,800　円おひとり様

※（　）内は小学生代金

熊本駅発 30,700　円おひとり様

大分駅発 28,900　円おひとり様

鹿児島中央駅発 39,200　円おひとり様

（26,250　円）

（26,950　円）

（25,900　円）

（27,850　円）

（26,950　円）

（32,100　円）
ご
注
意
と
ご
案
内◎JR券は往路：指定席、復路：自由席となります。

※お申し込み時および発売時に往路の指定席が満席の場合、自由席利用
となります。その場合、指定席分の払い戻しはありません。

◎グリーン車はご利用いただけません。
◎ご旅行申込時に往路JRの乗車日・時間帯のご希望をお申し出く
ださい。但し、指定席の確定はご出発の1ヶ月前以降となります。
（指定席整理等に時間を要する場合がありますので、ご連絡が遅く
なる場合があります。）
◎往路で指定列車より前の列車の自由席に乗車することはできませ
ん。指定列車より前の列車に乗車ご希望の場合は、指定列車出発
の2時間前までに指定席の変更をしていただく必要があります。
（JR西日本のみどりの窓口では取扱いできません。）
◎お申し込み後の指定席の変更は、ご旅行開始後1回のみとなり、ご
旅行出発日の出発時刻2時間前までに駅・みどりの窓口またはJR
九州旅行支店にお申し出いただくとともに、原券の差し換えが必
要となります。

◎往路で指定の列車に乗り遅れた場合は、当日中の後続列車自由席
に限り乗車可能です。
◎当パンフレットでご利用いただくJR券類は団体割引を適用して
おりますので、通常のきっぷとは扱いが異なります。
◎途中下車はできません。　◎発着駅は同一駅に限ります。
●ご出発日当日の取消料について
　・ご出発当日のお取り消しでお申し込み店舗が営業時間外の場合、
　  ご出発時刻までに最寄りのJRの駅にて指定席の取消をし証明
　  を受けてください。
　・お客さまご自身で最終日程表に記載されている緊急連絡先に旅
　  行取消しの旨のご連絡をお願いいたします。
　・ご旅行出発前に取消をした後、お申し込み店舗の営業時間内に
　  ご連絡をお願いします。取消料を差し引いた金額をお申し込み店
　  舗にて払い戻しをさせていただきます。その際、必ずお申し込み
　  時にお受け取りになられたクーポン一式をすべてお持ちください。

J
R
に
つ
い
て
の
ご
案
内

出　発　日
最少催行人員
利用予定ホテル

2017年9月24日（日）
2名様　　　　募集100名様
ソラリア西鉄ホテル釜山

食　事
添乗員
延　泊

昼食1回（キンパブ）
同行します
お受けできません

催行決定

Aタイプ

American

Cタイプ

Continental

韓国・釜山の繁華街、西面に位置する好立地。
百貨店や免税店、レストランが集まり、釜山滞在を満喫いただけます。

IN 14：00 OUT 12：00

最 寄 駅 地下鉄1号線・2号線の｢西面駅｣
7番出口より徒歩約8分

外観（イメージ） A・Cタイプ客室内のコンセントプラグの形

冷蔵庫・スリッパ
歯ブラシ
シャンプー
バスローブまたは浴衣
セーフティーボックス

ポット
日本語スタッフ
ウォッシュトイレ
ドライヤー
Wi-Fi（客室）

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

全 室

部屋の広さ：約20.8㎡ 客室（イメージ）

旅行代金に含まれるもの：往復高速船＋送迎バス（表面スケジュール参照）＋宿泊（1泊食事なし）＋1日目昼食

博多港発【大人お一人様・こどもお一人様／同額】
コースコード

PG1727,000円25,000円
旅行代金（ソラリア西鉄ホテル釜山／2名1室利用） 一人部屋追加代金

温浴施設あり

※3名1室はお受けできません。

2017年4月18日
OPEN

2017年4月18日
OPEN

博多港
釜山港

ターミナル使用料：500円（12歳以上の方）・250円（6歳以上12歳未満の方）
釜山港税・出国納付金等：4,300ウォン（6歳以上の方）

港名 燃油特別付加運賃
700円（1歳以上の方）

3,000ウォン（1歳以上の方）

港使用料・諸税など


