
※運輸機関のスケジュールの変更、遅延、運行の中止や道路状況などにより、訪問地の順序が変わったり、

　日程内容に変更が起こることがあります。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 （朝 2 昼 2  夜 2 機内食除く）

※利用予定航空会社：大韓航空

東京（成田）
済　　　 州

09：45発

12：20着

約9時間

空路、成田空港より済州島へ。着後、日本
語ガイドの出迎えを受け、専用バスにて10
万年前の海底噴火によってできた巨大岩山、
城山日出峰へ。
●城山日出峰往復ハイキング（約１時間）
城山日出峰を噴火口のある山頂まで往復し
ます。また、世界最長の溶岩洞窟、万丈窟
も訪問します。
その後、ホテルへ。夕食は済州名物海鮮料
理を楽しみます。

（済州泊）

早朝、専用バスにて城坂岳登山口へ。
●漢拏山縦走（所要約9時間）
城坂岳登山口（750m）より縦走開始。よ
く整備された樹林帯のなだらかな道を歩き、
ゆっくりと高度を上げます。少しずつ視界
が開け、韓国最高峰の漢拏山（1,950m）
に登頂。山上湖の白鹿潭とともに山頂から
の絶景を楽しみます。そして、観音寺登山
口へ下山。その後、専用バスにてホテルへ。
夕食は済州名物キジのしゃぶしゃぶです。

（済州泊）

●オルレハイキング（所要3時間15分）
済州島の代表的なハイキングコース「オル
レ」を歩きます。海岸を歩くオルレハイキ
ングで済州島の美しい景色を楽しみます。
昼食は済州名物黒豚料理（サムギョプサル）。
午後は市街へ戻り、自由時間です。夕方、
専用車で空港へ行き、航空機にて帰国の途
につきます。成田空港着後、解散。
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地名 時刻 スケジュール
2013年
5/24（金）～5/26（日）3日間 東京発着　
■最少催行人員：13名　■御一人部屋使用料：18,000円
■燃油サーチャージ：5,000円（1/31現在）　■成田空港使用料：2,540円
■海外旅行保険代金：実費　※韓国の空港税は旅費に含まれています。

お申し込み方法・ご出発までの手続きの流れ
①お電話又はメールにて西遊旅行・トレッキング担当あてに予約。
　電話    ：0120-811391 （フリーダイヤル）
　　　　   03-3237-1391
　　　　　　    ※恐れいりますが携帯電話からはこちらの番号におかけください。

　E-mail：mjlink-tabi@saiyu.co. jp 
②西遊旅行より、お申込書・ご請求書・海外旅行保険などのご案内が
　届きます。お申込書などの必要書類を西遊旅行へ返送し、お申込金
　5 万円をお振込みください。
③出発1 ヶ月前（4/24（水））までに旅費残金をお支払ください。
④出発前に説明・顔合わせ会を開催。旅のしおりをお送りします。
⑤当日、各自空港に集合します。

ハルラサン

韓国最高峰・漢拏山（1,950m）登頂
なだらかな城坂岳登山口から、観音寺登山口へ歩きます。登山道はよく整
備されています。 
世界自然遺産・オルレハイキング
「オルレ」は済州の言葉で「通りから家の門に通じる狭い路地」という意味。
済州島出身の女性がスペインの巡礼の道を歩いた後、故郷にも素晴らし
いトレッキングルートをつくりたいという決心をし、2007年にボラン
ティアの人々とともに作り上げました。オルレの魅力は海岸や民家、山な
どの済州の自然を身近に感じられるところにあります。海岸を歩くオルレ
ハイキングで済州島の美しい景色が楽しめます。

ご参加の方へ
■査証（ビザ）は： 不要です。旅券の残存有効期間は入国時３ケ月以上必要です。
■ウエア：
　雨具　上下セパレート型の登山専用雨具（防水性・透湿性のあるもの）
　防寒着　市街と山の中では気温差があります。フリース、ウールセーターなどの防寒着、
　帽子、手袋、ネックウォーマーを用意してください。
■装備
　登山靴　防水性のあるトレッキングシューズ。履きなれたもの。
　ザック　20ℓ程度。雨具、防寒着、水筒（1.5ℓ以上）、テルモス、行動食、ヘッドラン
　プなどの非常用装備を入れられるもの。
　＊その他、日本の5～6月の2,000ｍ級の山（積雪なし）を基準としたウエア、装備を
　　考えてください。
　＊日本を出発するときはスーツケース、ダッフルバッグで構いません。登山に使用しな
　　いものを入れて、ホテルなどに預けます。
　＊参加申し込みされた方には、詳細をご案内します。

■利用予定ホテルは： 
　済州：ロベロ、ロイヤル、ニュークラウン、パシフィック、トラベラーズ、オリエンタル

■MJ リンク呼びかけ人・田部井淳子さんが２日目の登山にリーダーとして同行し、ＭＪリ
　ンクサポーター・ 恩田真砂美さん、柏澄子さんが成田空港より全行程同行いたします。

■参加資格：ＭＪリンクにメール登録済みの20 ～ 40 代女性

　　登録はこちら　http://mjlink.blog.so-net.ne.jp/　
　　MJ リンク登録に関するお問い合わせ　mjlink103@gmail.com
■登山・ハイキングについて： 歩くのが好きで健康な方でしたら、どなたでも参加できま
　す。デイパックひとつの身軽な格好で歩くことのできるコースです。

韓国の最高峰・漢拏山（1,950ｍ）を一番花の美しい時季にMJ
リンクの仲間と登りませんか。済州島のきれいな景色と美味しい
料理、自由時間に買い物なども楽しみたいと思っています。

※田部井さんは２日目の登山に同行します。

済　　　 州
（漢拏山登頂）

済　　　 州
東京（成田）

18：10発

20：30着

118,000円

MJリンク
韓国最高峰・漢拏山 (1,950m) 登頂

呼びかけ人・田部井淳子さんも参加
自然に親しみたい 20 ～ 40 代女性のためのネットワーク・MJリンク企画・運営

ハ ル ラ サ ン

韓国
済州 万丈窟

観音寺登山口
　　（580m）

城山日出峰

城坂岳登山口
（750m）

オルレ
第10コ

ース

漢拏山
（1,950m）

対馬

日本

韓国

済州島

MJリンク呼びかけ人
田部井淳子

MJリンクサポーター
恩田真砂美

MJリンクサポーター
柏澄子



ツアーや個人旅行のお申し込み・お問い合わせは
フリーダイヤルをご利用ください。

0120-811391

営業日・営業時間：
月～金曜日（土・日・祝休業）　10：00～18：30

http://www.saiyu.co.jp

 シルクロード・秘境旅行・トレッキングのパイオニア

東京本社　〒101－0051 東京都千代田区神田神保町２－13－１ 西遊ビル

 03（3237）1391（代）  FAX 03（3237）1396

大阪支社　〒530－

06（6367）1391（代）  FAX 06（6367）1966

－

観光庁長官登録旅行業第607号・日本旅行業協会正会員／東京海上日動火災保険株式会社代理店

0051 大阪市北区太融寺町５15 梅田イーストビル４階

お問い合わせ・申し込みは・・・

旅行条件書（抜粋） ※お申し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、お申し込みください。

担当：堤・津久井・中沢

旅行企画・実施

メールでのお申し込み・お問い合わせはこちら

mjlink-tabi@saiyu.co.jp

  

別表第１　海外旅行に係る取消料

区　　　分 取　消　料

本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約（次項に掲げる旅行契約を除く。）

イ. 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の

前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除す

るとき（ロからニまでに掲げる場合を除く。）

旅行代金の10％以内

ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日

以降に解除する場合（ハ及びニに掲げる場合を除く。）
旅行代金の20％以内

ハ. 旅行開始日の前々日以降に解除する場合（ニに掲げる場合を除く。） 旅行代金の50％以内

ニ. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100％以内

注：「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日
までをいいます。

備考：取消料の金額は、契約書面に明示します。

 別表第２　変更補償金

変更補償金の支払いが必要となる変更
一件あたりの率（％）

旅行開始前 旅行開始後

1.  契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0

2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設（レストランを

含みます。）その他の旅行の目的地の変更
1.0 2.0

3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のも

のへの変更（変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に

記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。）

1.0 2.0

4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0

5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地

たる空港の異なる便への変更
1.0 2.0

6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継

便又は経由便への変更
1.0 2.0

7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0

8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の

客室の条件の変更
1.0 2.0

9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載

があった事項の変更
2.5 5.0

注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合を
いい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合
をいいます。

注2.確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、
この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容と
の間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生
じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。

注3.第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合
は、一泊につき一件として取り扱います。

注4.第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変
更を伴う場合には適用しません。

注5.第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場
合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。

注6.第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。

（平成16年12月16日　国土交通大臣認可）

1 .募集型企画旅行契約

この旅行は、株式会社西遊旅行（観光庁長官登録旅行業第607号）（以下「当社」といいます。）が企

画・募集し実施する企画旅行で、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅

行契約」といいます。）を締結することになります。当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運

送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」といいま

す。）の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。旅行契約の内

容・条件は、パンフレット、本旅行条件、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。

2 .旅行のお申込み

当社所定の申込書に記入の上、申込金50,000円を添えてお申し込み下さい。電話、郵便、ファクシミリ

等での予約場合、予約申し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

をしていただきます。旅行契約は、当社が契約の締結を受諾し、申込書及び申込金を受理した時に成立

します。

3 .旅行費用のお支払い

旅行費用の残金及び旅行手続諸費用は、ご出発の30日前までに全額（現金で）お支払いいただきます。

4 .旅行費用に含まれるもの

日程に明示した航空機（エコノミークラス航空運賃）・車・列車・船舶など利用交通機関の運賃及び料

金、ガイド料金、入場料、宿泊料金（税・サービス料を含む）、食事料金、海外での空港使用料・空港

税など。

5 .旅行費用に含まれないもの

超過手荷物料金、旅券代、査証代、注射証明代、保険代、手続代行料、洗濯代、電話代、酒・果物その

他個人的性質の費用及びその他のサービス料等。運輸機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な

変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限る

〈例：燃油サーチャージ〉）、日本国内での空港使用料。その他、日程に明示された費用以外のもの。

6 .旅行契約内容

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初

の運送計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅

行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与

し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他

の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変

更後に説明します。また、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。

7 .旅行代金の変更

(1)利用する運輸機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に

超えて増額又は減額されるときは、旅行代金の増加又は減少することがあります。旅行代金を増額する

ときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知

いたします。

(2)当社は第6項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用（当該旅行契約内容の変更のた

めにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支

払わなければならない費用を含みます。）の減少又は増加が生じる場合（費用の増加が、運送・宿泊機

関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設

備の不足が発生したことによる場合は除きます。）には、当該契約内容の変更の際にその範囲内におい

て旅行代金を変更することがあります。

8 .お客様による旅行契約の解除（旅行開始前）

(1)お客様は、別表第1に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができ

ます。この場合、既に収受している旅行代金・申込金から取消料を差し引いて、払い戻しいたします。

(2)当社の責任とならない各種ローンの取扱い及びその他渡航手続き上の事由に基づきお取消しになる

場合も、上記の取消料をお支払いいただきます。

(3)ご変更及びお取消しにつきましては、営業時間内に当社にお申し出ください。

(4)お客様は次に掲げる場合においては、(1)の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく

募集型企画旅行契約を解除することができます。

①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第２左欄に掲げるものその他の重

要なものであるときに限ります。② 第7項-(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。③天災地

変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合に

おいて、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。④

当社が旅行者に対し、旅行開日前日までに確定書面を交付しなかったとき。⑤当社の責に帰すべき事由

により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

(5)お客様は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サ

ービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわら

ず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除す

ることができます。

(6)(5)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部

分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他のすでに支払い、又はこれから支

払わなければならない費用に係る金額（当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。）

を差し引いたものをお客様に払い戻します。

9 .当社による旅行契約の解除（旅行開始前）

(1)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除するこ

とがあります。

①お客様があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないこ

とが判明したとき。②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられな

いと認められたとき。③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそ

れがあると認められるとき。④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。⑤お

客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。⑥天災地変、戦乱、暴動、運送・宿

泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合にお

いて、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能とな

るおそれが極めて大きいとき。

(2)お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が旅行契

約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、別表第1の取消料に相当する

額の違約金を支払わなければなりません。

(3)当社は(1)-⑤に掲げる事由により旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算

してさかのぼって、出発日23日前（別表第1に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日

前）までに当該旅行を中止する旨をお客様に通知します。

10.特別補償

当社は、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一

定の損害について、当社の募集型企画旅行約款の特別補償規定で定める金額の範囲において、補償金又
は見舞金を支払います。
11.旅程補償
(1)当社は、別表第２左欄に掲げる契約内容の重要な変更（第7項-(2)のかっこ書に規定する以外の次の
各号に掲げる変更を除きます。）が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更
補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
①次に掲げる事由による変更　天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提
供の中止当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のた
め必要な措置 ②規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様お１人に対して１旅行につき旅行代金の15％以上の当
社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、お客様お１人に対して１旅行につき支払うべき
変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
12.個人情報の取扱いについて
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のた
めに利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供す
るサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただき
ます。※このほか当社では、サービス、キャンペーンのご案内、アンケートのお願い、特典サービスの
提供、統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
13.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2011年2月1日を基準としております。また、旅行代金は2011年2月1日現在有効なもの
として公示されている航空運賃・適用規則または2011年2月1日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運
賃・適用規則を基準として算出しております。

携帯電話からは 03-3237-1391(代表)


