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福岡出発

『邪馬台国の会』

魏志倭人伝 の旅 「狗邪韓国か ら帯方郡までの 3日 間」

～釜 曲か ら百済地方の光州・扶余・公州・ ソウルまでをた どる～

12年前の 「韓国・新羅、伽耶の旅」以来の韓国古代史の旅を企画しました。
今回は通常のツアーではなかなか見られない韓国西側・百済地方の遺跡や博物館、街並み
などを河村先生と現地の先生を交えてご案内いたします。

邪馬台国の会 会長 内野 勝弘

旅行期間

旅行代金

2018年 3月 10日 (土 )～ 3月 1

お一人様  福岡出発 :930000円

<福岡発募集人員

2日 (月 )

(税込み) 往路プサン着 復路ソウル発

:12名様 (最少催行人数 :7名 )

月 日 (曜 日) 行  程
お食事

宿泊先
朝 昼 一使

3月 10日

(土 )

9:10 福岡国際空港ご集合

11:05 福岡国際空港発 (KE784便
12:00プサン空港到着  (金海空港着)現地ガイ ドお迎え

※成田から 13:05着の皆様 と合流 専用車にて百済歴史の旅ヘ

金首露陵   国立光州博物館

レス トランにて プルコギの夕食

20:30  光州 ラマダプラザ光州ホテル チェックイン

× 機

内

○ 【光州泊】

ラマダプラザ

光州ホテル

予定

3月 11日

(日 )

ホテル内にて専用車にて終 日観光

9:00発  国立扶余博物館   宮南池

12:00レストランにて 蓮の葉サムパブの昼食

落花岩  陵山里古墳群  松菊里遺跡

公州  クムガンホテル  チェ ックイン

専用車にて移動  レス トランにて うなぎ定食の夕食

○ ○ ○ 【公洲泊】

クムガンホテル

予定

3月 12日

(月 )

ホテル近郊 レス トランにて朝食

8:00発  宋山里古墳群   公山城  見学後

ソウルヘ 途中昼食 (カ ル ックス予定)

ソウル市内立ち寄 り

16:40着ソウル 仁川空港   (東 京組 とお別れ )

18:35 ソウル4り |1空港発  (KE781便 )

19:55福岡国際空港着

○ ○ 機

内



邪馬台国の会 2018
●航空会社 福岡発  KE大 韓航空利用

日次 月 日 利用区間 航空会社名 等級 運航条件 備考

1 3/′ 10 福岡 → プサン KE 784 エコノミー 直行

5 3/′ 12 ソウル → 福岡 KE 781 エコノミー 直行

●宿泊個所

日次 月 日 地 区 宿泊施設名 客室条件 備考

3/′ 10 光 州 ラマダプラザ光州 ホテル 2名 1室利用

2 3/′ 11 公 州 公州  クムガンホテル 2名 1室利用

●食事回数

食事 :朝 食2回、昼食2回 、夕食2回

●添乗員

添乗員は同行いたしませんが、現地ガイドが日本語でお世話いたします。

現地ガイド等の連絡先は、別途お知らせいたします。

旅行代金に含まれるもの

(1)旅行 日程に明示 した運送機関の運賃・料金 (エ コノミークラス)

(2)宿泊代金・食事代金 (朝食 2回・昼食 2回・夕食 2回 )

(3)交通費 (貸切バス・有料道路代 )

(4)行程上に明記される拝観料・入館料

(5)海外空港税 燃油サーチャージ等各諸税

(6)今回 添乗員は同行 しません。現地ガイ ドが日本語で対応させていただきます

(7)1室 1名利用追加代金 15000円  (別紙お伺い書に希望と明記ください)

これらの費用は、お客様の都合によリー部ご利用されない場合でも払戻 しいたしません。

★現地飲物代は、旅行代金に含まれてお りません

★募集定員 :40名 様 (先着)予定  (東京発福岡発合計 専用バス 1台で運行 します)

★募集締切 日 :平成 29年 12月 22日 (金 )

<申込までの流れ >

別紙  「渡航手続きためのお伺い書兼申込書」をご記入のうえ、返信用封筒にて、ご返送願います

先着順に、申込み受付 させていただき、後 日」TBよ り今後の流れ資料及びご旅行代金の

請求書を送付させていただきますので、後日指定回座にお振込いただきます。

別途 受注型企画旅行取引条件説明書 (要約)を送付させていただきますので、一読下さい

お申込み 。お問合せ

」TBコ ーポ レー トセールス 霞が関第六事業部  営業 2課  担 当 堀 口 知宏

〒100‐6051東京都千代 田区霞が関 3‐ 2‐ 5霞が関 ビルデイング23階  携帯 080-2288-0245

営業時間 9:30～ 17:30 (土、 日、祝休  12月 29日 ～ 1月 3日 は休業 )

TEL 03-6737-9862 FAX 03-6737-9366


