
【港湾施設使用料＋燃油サーチャージ（別途現地お支払い）】 

（目安金額） 下関港1,210円 / 釜山港10,300ウォン 

●基本旅行代金 
 （おひとりさまあたり往復２等船室利用／満６歳以上大人同額） 

＜写真１＞＜写真２＞はいずれも2017年11月当社ツアーご参加のMS様撮影 
①148mm（35mm換算）、②98mm（35mm換算） 
その他の写真は当社撮影 

ツアーご参加で、写真を当社宛にご提供いただける方を募集いたします！ご

応募いただけた方の中から優秀賞３名様に、次回当社ツアーご参加時に関

釜フェリー船室ワンランクグレードアップ（ペア）の特典をご用意致します。（応

募方法はE－MAILでの送信に限ります） ご応募用の送信アドレスはツアー出

発前にご案内します。（裏面の補足事項をご覧ください） 
 



クラウンハーバー
ホテル釜山

東横イン釜山駅Ⅰ・Ⅱ 朝食付 ５，０００円

釜山観光ホテル 南浦洞 ６，５００円

おひとり様あたりの追加代金
（2名一室利用の場合）

ヒルサイドホテル 中央洞

２名定員
（ツイン）

18,000円追加
（おひとり様あたり）

（定員未満貸切料
不足１名につき

＋8,000円）

2～4名定員洋室
又は４名定員和室

４，５００円

〒750-0066下関市東大和町1-10-60関釜フェリー内　

１００％

【営業日】月～金　9：00～12：00　13：00～18：00

７，０００円

7,000円追加
（おひとり様あたり）

＜夕食＞〇船内夕食

（定員未満貸切料
不足１名につき

＋4,000円。
但し4名定員を3名で

利用時は不要。）

※宿泊オプション手配の場合、全４日間の行程になります。
※ツアー３日目は添乗員・現地係員及び食事は付きません。お客様ご自身での行動となります。
また、釜山港チェックインもお客様ご自身で行っていただくことになります。（18：00まで）

　応募方法：Ｅ-ＭＡＩＬ（ツアー出発前にご応募用の専用アドレスをご案内します）ご
応募に伴う通信費用などは全てお客様が負担とするものとします。ご応募作品の
著作権は弊社及び関釜フェリー株式会社に帰属するものとし、ご応募いただいた
後は弊社及び関釜フェリーが広報宣伝物への掲載（新聞・雑誌・ポスターなどの印
刷物、またはホームページなどのウェブコンテンツとしての二次利用）などに利用さ
せていただきます。　　※ご参加おひとり様あたり５点まで応募いただくことができま
す。　（10MB以下のJPEG形式とします）※応募締切はツアー帰国後１４日後まで。
（優秀賞当選作品は弊社ＨＰにて発表します）優秀賞（次回弊社ツアーでご利用い
ただけるペア往復船室グレードアップ券）のご利用期限は６か月間です。

☆釜山宿泊オプション☆
（追加宿泊手配代金）

＜朝食＞×船内各自

＜朝食＞〇船内朝食

５,０００円以上 １０,０００円以上

４，５００円

３，０００円

【船中泊】

６，５００円

釜山駅 ７，０００円

◎特別補償
   当社はお客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な事故により生命・身体に被られた
　 損害について一定の補償金及び見舞金を支払います。ただし、その損害がお客様の故意、
   無免許、酒酔い運転、疾病などのほか、スカイダイビングなど危険な運動中によるものである
   場合は上記の補償金を支払いません。

２日目

旅行代金の２０％以上

～～～下関港（０７：４５着）=入国解散

無料 ２０％ ３０％

～～釜山港（08：00着）=到着ロビーで現地日本語係員と合流、専用車で釜山駅へ移動。

旅行条件のご案内（要約）
◎旅行契約の解除
　 契約成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合は旅行代金に対してお一人様につき次の
   料率で取消料をいただきます。

お申し込みの際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りください。この旅行は㈱ヴィーナストラベルが企画し
て実施する旅行であり、ご参加されるお客様は当社と募集型企画旅行の契約を締結することになります。

TEL：083-228-0777お問い合わせ
お申込みは

◎当社の免責について
①当社は当初の運行計画によらない運送サービスの提供など、当社が関与しえない理由による
　　お客様の損害は責任を負いません。
②当社は運送機関の遅延、不通、スケジュールの変更、経路変更など、これによって生じる旅行
　　日程の変更、目的地滞在期間の短縮、又は旅行の中止などの場合の責任は負いません。旅行代金 ５万円以上１０万円未満 １０万円以上２万円以上５万円未満

FAX：083-224-3006

③旅行契約は申込金を受領した時に成立するものといたします。

上記補足：ピーク時（4月27日～5月6日、7月20日～8月31日、12月20日～1月7日）は40日前より31日前は10％　

◎旅行代金のお支払い
　 旅行代金は旅行開始日の１４日前までにお支払いください。
●旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示した船舶の乗船代金及び宿泊代金、食事代金、
　 入場料金、旅行取扱料金及び消費税など諸税
●旅行代金に含まれないもの（一部を例示します）／自由行動中やコースに含まれない交通費、
　 飲食などの諸費用及び別途料金のオプショナル代金、その他個人的性質の諸費用

◎個人情報について
   当社は旅行申込書に記載された個人情報（氏名・住所・電話番号等）については、お客様との
　 間の連絡、お申し込みいただいた旅行における運送・宿泊・公的機関等の提供するサービス
   手配のため、また旅行情報のご案内等必要な範囲で利用させていただきます。

お申込金（お一人様）

 海外旅行に係わる取消料　（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）

◎お申し込みの方法と契約の成立
①申込書に所定の事項を記入し、お一人様につき下記の申込金を添えてお申し込みください。
　 申込金は旅行代金・取消料、または違約金の一部として取り扱います。
②電話などにてご予約の場合、当社が予約を承諾する旨を通知した日から起算して３日以内に申込書と
   申込金を提出していただきます。

２０,０００円以上

５０％

詳しい旅行条件を説明した書面を用意いたしておりますので
事前に確認のうえ、お申し込みください。

旅行開始後及び無連絡不参加

下関港国際ターミナル（18：30までに集合）～～～～関釜フェリー～～～

【休業日】土・日曜・祝祭日・臨時休業日

≪旅行企画・実施≫

３１日前 ３０日前から３日前
旅行開始の

前々日及び前日

２万円未満

旅行開始
当日

取消料

取消日

【港湾施設使用料・燃油サーチャージ】旅行代金に含まれておりません。現地各乗船港にて各自お支払いください。（別途現地お支払い目安金額）下関港1,210円／ 釜山港10,300ウォン（2018年6月現
在の金額）※港湾施設使用料・燃油サーチャージは変更になる場合があります。【基本旅行代金に含まれるもの】フェリー２等往復運賃（船内宿泊）/食事（○印明記のあるもの）/現地移動代（現地は当ツ
アーグループでの移動になります。）/レールバイク往復代金及びワイントンネル入場料/旅行特別補償保険料/すべてツアー内指定分に限ります。【最少催行人員】10名様【添乗員】添乗員は10名様以上で
催行する場合ツアー集合時より２日目復路釜山港チェックイン時（18：00）まで同行します。現地では日本語ガイドも同行しご案内致します。

1等船室（シャワー・トイレ設置） 特等船室（バス・トイレ設置）

追
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1名一室追加代金
（左記金額＋必要となります）

１日目

３日目

専用車にて釜山港国際ターミナルへ（釜山港18：00乗船）～～～関釜フェリー～～～

専用車で移動、

＜昼食＞×自由食

＜夕食＞×船内各自

 



（当社よりご参加ご検討中のお客様へのメッセージ）

院洞駅は・・・・これぞまさに、幹線にありながらも、多くの列車が通過する『韓国版の〝秘境駅〟』
客車列車に乗ってたどり着く非日常の旅情を楽しむにもオススメの駅でなないでしょうか！？

（ 12:01 ） ソウル

ソウル 16:15（ 11:54 ）

ムグンファ 1214 釜山 11:35 通過 通過 通過 16:51

大田 14:16

ＩＴＸセマウル 1006 釜山 11:25 通過 11:49 通過

慶全線

ムグンファ 1352 釜山 10:53 11:12 通過 通過 （ 11:24

停車 順天 13:47

通過 （ 10:33 ） 釜山 11:01

）

） ソウル 15:43

ムグンファ 1941 釜田 10:35 10:56 11:04

ムグンファ 1212 釜山 10:20 10:40 10:48 通過 （ 10:55

通過 （ 10:30 ） ソウル 13:04ＫＴＸサンチョン 272 釜山 10:05 通過 通過

慶北線

ＩＴＸセマウル 1001 ソウル 6:15 10:20 通過

） 釜山 10:34

ムグンファ 1210 釜山 9:17 9:36 9:44

※京釜線　上り時刻表（旅客列車のみ抜粋）　[09：51～12：30まで時間帯抜粋]　ソウル方面行

列車種別 列車番号 始発駅　　（時刻） 華明駅 勿禁駅 ※院洞駅

備考

ムグンファ 1821 栄州 5:50 9:48 9:58 通過 （ 10:02

11:11着
11:12発

※京釜線　下り時刻表（旅客列車のみ抜粋）　[09：51～12：30まで時間帯抜粋]　釜山方面行

列車種別 列車番号 始発駅　　（時刻） 密陽駅発 三浪津駅発 ※院洞駅 ※時刻 終着駅　　（時刻）

09:50着
09:51発

※時刻 終着駅　　（時刻） 備考

停車 ソウル 14:45 乗車列車

※院洞駅に停車する列車は２本のみです。　停車以外の旅客列車の時刻の表記（）内につきましては、当社で検証した通過予想時間です。

ムグンファ 1201 ソウル 5:50 10:35 10:45 通過 （ 10:50 ） 釜山 11:20

ムグンファ 1203 ソウル 6:40 11:16 通過 通過 （ 11:29 ） 釜山 11:59

ＩＴＸセマウル 1041 ソウル 7:10 11:24 通過 通過 （ 11:37 新海雲台 12:18

ムグンファ 1952 順天 9:20 ＝ 11:49 釜田

ムグンファ 1205 ソウル 7:17 11:55

）

停車 11:57着
11:58発 12:37 慶全線

12:4312:10 ）

ＫＴＸ 251 ソウル 9:50 12:08 通過 通過 （

12:05 通過 （ 釜山

※院洞駅に停車する列車は１本のみです。　停車以外の旅客列車の時刻の表記（）内につきましては、当社で検証した通過予想時間です。

12:27 ） 釜山 12:47

 



 



 


