
最新発掘成果を取り入れた特別企画 

田中俊明先生（滋賀県立大学名誉教授）と行く  

韓国・百済の古都４都 （ソウル・公州・扶餘・益山） を訪ねる旅 

【 募 集 要 項  】 

■旅行期間  ２０２３年４月３日(月)～４月７日(金) ５日間 
■旅行代金 【参加人数 12～14 名様の場合】  関西空港発着：248,000円（２名様１室ご利用お一人様料金です。） 

■旅行代金 【参加人数 15 名様以上の場合】  関西空港発着：238,000円（２名様１室ご利用お一人様料金です。） 

＊１人部屋ご利用の場合は、旅行代金とは別に４泊分３０，０００円が必要となります。 

＊空港使用料（関西空港 3,100 円、国際観光旅客税 1,000 円、ソウル空港約 3,000円） 

及び燃油サーチャージ・航空特別保険料(2023年1月現在合計約 13,000円を予定)は別途必要となります。 
 

＜航空会社燃油サーチャージについて＞ 

 燃油サーチャージとは、近年の燃油価格水準の異常な変動に伴い、当該燃油費の一部をご搭

乗いただくお客様にお支払い願いたいとの趣旨で、各航空会社が、国土交通省航空局に申請を

行い、認可されているものです。旅行代金には燃油サーチャージは含まれておりません。燃油

サーチャージは変更される事がありますため、ご出発前にお送りする「出発のご案内」で確定

金額をお知らせし、ご出発日に集金させて頂きます。 

 

■食 事：全行程食事付 (朝食４回、昼食４回、夕食４回、機内食１回) 

■利用予定ホテル（下記または同等クラス） 

ソウル： イビスアンバサダー仁寺洞 ★★★★  

公 州： 公州ＩＮＫホテル ★★★ 

扶 余： ロッテリゾート扶餘 ★★★ 

■利用航空会社：アシアナ航空（ＯＺ） 

■添乗員 （株）国際交流サービス会長 辻田順一が 

全行程同行します。 

■最少催行人員 １２名 

   

■申込締切   １月 ３１日 (火) 

※但し定員に達し次第締め切らせていただきます。 

 

■お申込方法 お申込金 ３０，０００円 を 右記銀行口座へお振込み 

       頂き、申込書を弊社宛にお送り下さい。 

                         ✄                                 

  

◆２０２３年４月３日出発 百済の古都４都（ソウル・公州・扶餘・益山）を訪ねる旅     ２０２３年    月     日 

ふりがな

               西暦　　      年        月        日生  
氏    名

ふりがな

 〒

現住所

携帯番号（                ）            －                              自宅電話（                ）            －   

部 　□ １名様１室利用 （シングル部屋利用料金３０，０００円が必要となります。）

屋   □ ２名様１室利用：お相手未定 タバコ　　吸う　・  吸わない

割   □ ２名様１室利用：（同室の方のお名前を下記にご記入下さい）

【同室の方のお名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

旅券番号と発行日

旅券の有無

有　・　無

男

女                                             （ご出発日現在満      才）

振込先：三井住友銀行 御堂筋支店  

普通預金７０５８０６１ 

株式会社 国際交流サービス 

＊お申込み・お問い合わせは＊ 

観光庁長官登録旅行業第１７９３号 

【考古学ツアー専門】 

株式会社 国際交流サービス 
〒541－0057 

大阪市中央区北久宝寺町 1－7－16 

ハイタウン北久宝寺ビル 102 

TEL：（０６）６２６３－７８５５ 

FAX：（０６）６２６３－７８５６ 

受付時間 １０：００～１７：００ 

      月～金（祝祭日を除く） 

総合旅行業務取扱管理者：辻田順一 

メール kks@kcd.biglobe.ne.jp 

韓国への渡航条件 パスポート残存3か月以上 

日本出国72時間前までにK－ETA（韓国電子旅行

許可制度）をHP上等で申請・許可が必要です。 

K-ETA公式ウェブサイト(www.k-eta.go.kr) 

百済は漢城（ソウル江南）に興り、熊津（公州）・泗沘（扶余）へ

と遷都しました。また益山は武王時代の別都でした。この４都をめ

ぐります。コロナ禍で日韓の往来が困難になったこの３年間にも、

百済王都の調査は継続していました。風納土城・石村洞古墳群・夢

村土城・公山城・扶蘇山城は現在も発掘がつづいています。また国

立益山博物館が開館し、国立公州博物館はリニューアルしました。

百済の都についての認識は大きく変わってきています。百済４都の

主要な遺跡をすべてまわり、その実情を探りたいと思います。 

田中俊明先生 

お誘いメッセージ 



【日程表】　田中俊明先生と行く　韓国・百済の古都４都（ソウル・公州・扶餘・益山）を訪ねる旅

月  日
（曜日）

都市名 交通機関 現地時間 スケジュールおよび見学地

1 ２０２３年 ０９：００　関西空港ご集合 朝×
4月3日 関空 アシアナ航空 １１：１０ アシアナ航空でソウル（金浦）へ 昼機内

（月） ソウル（金浦） OZ１１３５ １３：００ （軽食）

夕○
ソウル 専用バス ソウル：風納土城

　　　　　石村洞古墳群
【ソウル】

2 4月4日 ソウル 専用バス ソウル：夢村土城 朝○
（火） 　　　　　　3世紀中期百済初期都城のひとつ 昼○

　　　　ソウル市立漢城百済博物館 夕○
　　　　　ロッテタワーソウルスカイ（入場券約3,300円も含まれています。）

公州 公州：国立公州博物館
　　　　　武寧王陵の出土品を中心に展示
　　　　新官洞古墳群
　　　　大通寺址

【公州】

3 4月5日 公州 専用バス 公州：公山城 朝○
（水） 　　　　公州大学校博物館 昼○

　　　　武寧王陵（宋山里古墳群） 夕○

扶餘 扶餘：国立扶餘博物館
　　　　定林寺址　
　　　　　　百済後期を代表する寺院

　　　　陵山里古墳群
　　　　軍守里寺址 【扶餘】

4 4月6日 扶餘 専用バス 扶餘：王興寺址 朝○
（木） 　　　　扶蘇山城 昼○

　　　　 夕○
益山 益山：百済王宮博物館

　　　　王宮里遺跡
　　　　帝釈寺址
　　　　国立益山博物館
　　　　弥勒寺址

ソウル 【ソウル】

5 4月7日 ソウル ソウル：国立中央博物館 朝○
（金） 昼○

ソウル（金浦） アシアナ航空 １７：５０ アシアナ航空で関西空港へ 夕×
関空 OZ１１６５ １９：２５

※上記日程は現地事情(天候、交通機関の遅延、訪問先施設等の諸事情)によりやむなく変更または中止となる場合もあります。

＊お客様からの旅行契約解除について＊
お客様はいつでも下記に定める取消料（お一人様につき）をお支払
いいただいて旅行契約を解除することが出来ます。この場合、すでに
収受している旅行代金　（あるいは申込金）　から所定の取消料を差
引き、払い戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえない時は
その差額を申し受けます。取消し料は、弊社がお客様から旅行参加
取消をお受けした日に基づき算出いたします。 （土、日祝日、弊社の
休業日、及び営業時間外に取消される場合は、次の営業日の取扱い
となります)

  旅行の開始日の前日から起算してさかのぼって 　　取消料　《お一人様》

　①３１日目に当たる日以前の解除 　　無　料

　②３０日目に当たる日以降３日目にあたる日まで 　　旅行代金の２０％

　③旅行開始日の前々日・前日及び当日 　　旅行代金の５０％

　④無連絡不参加・旅行開始後 　　旅行代金の１００％

宋山里古墳群
（イメージ）

定林寺址
（イメージ）

扶蘇山城（イメージ）

漢城百済博物館
（イメージ）

夢村土城
（イメージ）



ご旅行条件（要約）ご旅行代金の内訳、お取消料などについて、旅行条件を充分にお読み下さい。 

 
■募集型企画旅行契約 
①この旅行は㈱国際交流サービス（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を締結することになります。 
②契約の内容・条件は、募集広告（パンフレット等）に記載されている条件の他、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表およ
び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」によります。 
 
■旅行の申し込み方法と契約の成立 
当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お一人様パンフレット記載の申込金または旅行代金全額を添えてお申込み下さい。申込金
は、旅行代金の一部として繰入れます。旅行申込書と申込金の両方を当社が受領した時点で、正式なお申込み（契約成立）となります。 
 
■旅行代金のお支払い 
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、２１日目にあたる日より前に全額お支払いいただきます。 
 
■旅行代金に含まれるもの 
①旅行日程に明示した利用交通機関の運賃・料金〔この運賃・料金には運送機関が課す付加運賃・料金（例：燃油サーチャージ）を含
みません〕 

②旅行日程に含まれる送迎バス等の料金 
③旅行日程に明示した観光の料金（バス等の料金・ガイド料金・入場料金等） 
④旅行日程に明示した宿泊料金および税・サービス料金（２人部屋に２人ずつの宿泊を基準とします） 
⑤旅行日程に明示した食事料金（機内食は除きます）および税・サービス料金 
⑥添乗員の同行費用 
⑦講師付きコースの講師の同行費用 
 

■旅行代金に含まれないもの   前項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 
①超過手荷物料金 
②クリーニング・電話料金・ホテルのボーイ、メイドへのチップ・その他追加飲食等個人的性質の経費及それに伴う税・サービス料金 
③傷害疾病に関する医療費 
④運送機関の課す付加運賃・料金 
⑤日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費や宿泊費 
⑥日本国内の空港施設使用料 
⑦日本国外の空港税・出国税 
 

■お客様の旅行契約解除権 
お客様はいつでも以下の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。 
尚、「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。 
 
【国内旅行に係る取消料】  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 
２０日目（日帰り旅行にあっては１０日目）に当たる日以降、８日目に当たる日まで 旅行代金の２０％ 

７日目に当たる日以降、２日目に当たる日まで   旅行代金の３０％ 

旅行開始日の前日   旅行代金の４０％ 

旅行開始当日   旅行代金の５０％ 

無連絡不参加および旅行開始後  旅行代金の１００％ 

 
【海外旅行に係る取消料】  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 
＜ピーク時（※）においてのみ＞４０日目に当たる日以降、３１日目に当たる日まで 旅行代金の１０％ 

３０日目に当たる日以降、３日目に当たる日まで  旅行代金の２０％ 

旅行開始日の前前日および前日および当日   旅行代金の５０％ 

無連絡不参加および旅行開始後   旅行代金の１００％ 

※ピーク時とは 12月 20日～１月７日まで、４月２７日～５月６日まで、７月２０日～８月３１日までをいいます。 
 

■当社の免責事項 お客様が次に揚げるような事由により損害を被られても、当社は責任を負いかねます。ただし、当社または当社
の手配代行者の故意または過失が証明された時は、この限りではありません。 
①天災地変・戦乱・暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 
②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害 
③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 
④日本または外国官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離、これらが起因で生じる旅行日程の変更・旅行の中止 
⑤自由行動中の事故 
⑥食中毒 
⑦盗難 
⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の
短縮 
 
■特別補償 
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、生命・身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約
款特別補償規定により、死亡補償金の支払に替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。 
 
◆◆◆ お申込み・お問合せは ◆◆◆ 

豊かな経験と実績で培われた独自のノウハウとルートで手作りの考古学ツアーを実現します。 

観光庁長官登録旅行業第１７９３号（社）日本旅行業協会正会員 

株式会社 国際交流サービス  総合旅行業務取扱管理者：辻田 順一 

〒５４１－００５７ 大阪市中央区北久宝寺町１－７－１６ハイタウン北久宝寺ビル１０２ 

ＴＥＬ（０６）６２６３－７８５５  ＦＡＸ（０６）６２６３－７８５６ 
営業時間：月～金（土、日、祝祭日、当社の休業日を除く）10：00～17：00 
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