
 
 

心心心心までまでまでまで紅紅紅紅くくくく染染染染まるこだわりのハイキングまるこだわりのハイキングまるこだわりのハイキングまるこだわりのハイキング    
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 月日月日月日月日    都都都都    市市市市    行行行行                            程程程程    食事食事食事食事    

１１１１    
10/18 

(土) 

各 地 

釜 山 

大 田 

（昼）各地✈(午後)釜山へ。    

着後、専用車にて大田へ。  

                      【大田泊】 

 

機 

夕 

２２２２    
10/19 

(日) 

大 田 

大芚山 

馬耳山 

全 州 

大芚山道立公園へ。着後、山頂付近までのロー

プウェイを利用して大芚山(878ｍ)登山。 

●歩程●歩程●歩程●歩程約約約約 1.51.51.51.5 時間時間時間時間    後、馬耳山道立公園へ。着

後、不思議な石積みの塔寺を観光。後、全州韓

屋村にて伝統の韓屋に宿泊。    【全州泊】 

朝 

昼 

夕 

３３３３    
10/20 

(月) 

全 州 

内蔵山 

剛泉山 

淳 昌 

光 州 

紅葉の名所、内蔵山国立公園へ。ロープウェイ

を利用し山頂からの展望、名刹内蔵寺観光 

後、剛泉山郡立公園へ。着後、九将軍瀑布まで

ハイキング。●歩程●歩程●歩程●歩程約約約約 2222 時間時間時間時間    

後、コチュジャン村を観光し光州へ。 【光州泊】 

朝 

昼 

夕 

４４４４    
10/21 

(火) 

全 州 

月出山 

順 天 

月出国立公園へ。後、月出山(809ｍ)登山。 

●歩程●歩程●歩程●歩程約約約約 7777 時間時間時間時間    

後、順天へ。               【順天泊】 

朝 

昼 

夕 

５５５５    
10/22 

(水) 

順 天 

楽安邑 

順天湾 

釜 山 

実際に人々が暮らす楽安邑城民俗村を観光。 

後、葦が生い茂り渡り鳥が飛来する順天湾自然

生態公園を観光。 

後、釜山へ。                【釜山泊】 

朝 

昼 

夕 

６６６６    
10/23 

(木) 

 

釜 山 

各 地 

朝食後、空港へ。 

(午前)釜山✈各地へ。 

 

朝 

機 

 

※歩程は休憩などを除いた実質歩行時間の目安です。 

※現地の事情により、交通機関、日程が変更になる場合があります。 

盛盛盛盛盛盛盛盛りりりりりりりりだだだだだだだだくくくくくくくくささささささささんんんんんんんんののののののののおおおおおおおお楽楽楽楽楽楽楽楽ししししししししみみみみみみみみ！！！！！！！！        
        

１１１１“雲の橋”“雲の橋”“雲の橋”“雲の橋”が架かるが架かるが架かるが架かる月出山月出山月出山月出山((((ウォルチウォルチウォルチウォルチュュュュルサンルサンルサンルサン))))登山登山登山登山。。。。    

※※※※登山をせずに珍島または木浦観光を組む登山をせずに珍島または木浦観光を組む登山をせずに珍島または木浦観光を組む登山をせずに珍島または木浦観光を組む事も可能です事も可能です事も可能です事も可能です。。。。    

お問い合わせ下さい。お問い合わせ下さい。お問い合わせ下さい。お問い合わせ下さい。    

２２２２“雲の橋”が架かる“雲の橋”が架かる“雲の橋”が架かる“雲の橋”が架かる大大大大芚芚芚芚山山山山((((テドゥンサンテドゥンサンテドゥンサンテドゥンサン))))登山。登山。登山。登山。    

３３３３“雲の橋”が架かる剛泉“雲の橋”が架かる剛泉“雲の橋”が架かる剛泉“雲の橋”が架かる剛泉山山山山((((カンチョンサンカンチョンサンカンチョンサンカンチョンサン))))ハイキング。ハイキング。ハイキング。ハイキング。    

４４４４    パワースポットの馬耳山パワースポットの馬耳山パワースポットの馬耳山パワースポットの馬耳山((((マイサンマイサンマイサンマイサン))))観光。観光。観光。観光。        

５５５５    紅葉の名所紅葉の名所紅葉の名所紅葉の名所内蔵山内蔵山内蔵山内蔵山((((ネジャンサンネジャンサンネジャンサンネジャンサン))))観光。観光。観光。観光。    

６６６６ 全州韓屋村で全州韓屋村で全州韓屋村で全州韓屋村で伝統の韓屋の宿に体験宿泊。伝統の韓屋の宿に体験宿泊。伝統の韓屋の宿に体験宿泊。伝統の韓屋の宿に体験宿泊。    

７７７７    淳昌のコチュジャン村淳昌のコチュジャン村淳昌のコチュジャン村淳昌のコチュジャン村観光観光観光観光。。。。    

８８８８    昔ながらの城壁に囲まれた“楽安昔ながらの城壁に囲まれた“楽安昔ながらの城壁に囲まれた“楽安昔ながらの城壁に囲まれた“楽安邑城民俗村邑城民俗村邑城民俗村邑城民俗村””””観光観光観光観光。。。。    

９９９９    世界５大沿岸湿地“順天湾世界５大沿岸湿地“順天湾世界５大沿岸湿地“順天湾世界５大沿岸湿地“順天湾自然生態公園自然生態公園自然生態公園自然生態公園”観光。”観光。”観光。”観光。 

2014年１１１１００００月月月月１１１１８８８８日日日日（（（（土土土土））））～～～～２３２３２３２３日（日（日（日（木木木木））））  旅行代金 １６６１６６１６６１６６,,,,００００００００００００円 

新千歳・成田・関西発着 同額 

★★★★登 山登 山登 山登 山     
ハイキングハイキングハイキングハイキング    

大芚山(テドゥンサン：８７８ｍ) 
大芚山は、“韓国の金剛山”とも呼ばれ人気のある美しい山です。 
特に、この山の見所は、よくカレンダーなどに使われている金剛雲橋、傾斜 50
度・127 段のスリル満点な三仙階段。＊高所が苦手な場合は迂回路があります。 
登山は、山頂付近までロープウェイを利用して、そこから標高差 250ｍ程、慎重
にゆっくり歩いて、往復１.５時間程度の初級登山です。 
※登山せずに、ロープウェイから１５分、金剛雲橋、三仙階段まで散策を楽しむ
ことも出来ます。 

６６６名名名かかかららら催催催行行行   

〈利用予定航空会社〉 大韓航空 
〈利用予定ホテル〉 大田/儒城観光ホテル  全州/全州韓屋村

（オンドル部屋） 光州/シンヤンパークホテル 順天/順天ロイ
ヤル観光ホテル 釜山/釜山農心ホテルまたは各地同等クラス 

〈食 事〉 朝食５回・昼食４回・夕食５回   
〈最少催行人数〉 ６６６６名名名名様様様様 
〈１人部屋追加料金〉 ３５,０００円 
〈添乗員〉 ※６～９名様の場合は現地係員がお世話します。 
 ※１０名様以上の場合は新千歳空港から全行程同行します。 
■パスポート残存有効期間／入国時３ヶ月以上 
■燃油サーチャージ・空港諸税は別途申し受けます 

(目安：１９,０００円 ※２０１４年５月現在) 

馬耳山道立公園 
馬耳山(マニサン)はそそり立つ二つの峰

が馬の耳に似ている事から名づけられ

ました。ここには石を積み重ねた 80 余基

の奇観な石塔が立ち並びパワースポット

になっています。 
 

大芚山全容 

三仙階段 金剛雲橋 

塔寺 

内蔵山の紅葉 



 
 

ご参加の皆様へご参加の皆様へご参加の皆様へご参加の皆様へ    〈旅行条件抜粋〉〈旅行条件抜粋〉〈旅行条件抜粋〉〈旅行条件抜粋〉 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    

 

 

 
 
 
■■■■募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約 
この旅行は、株式会社ノマド（以下「当社」という）が企画募集し実施する企画旅行です。旅行に参加されるお客様は当社と

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。 

■■■■旅行のお申し込み及び契約成立時期旅行のお申し込み及び契約成立時期旅行のお申し込み及び契約成立時期旅行のお申し込み及び契約成立時期 

旅行契約は当社らが契約の締結を承諾し申込金または旅行代金（お支払い対象旅行代金）を受理した時に成立します。

（通信契約の場合を除きます） 

■■■■お申込金（お一人様）お申込金（お一人様）お申込金（お一人様）お申込金（お一人様）     
3

33

3０

００

０，０００円以上旅行代金まで

，０００円以上旅行代金まで，０００円以上旅行代金まで

，０００円以上旅行代金まで 

  

 

■■■■取消料取消料取消料取消料 

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは下記の金額を取消料として申し受けます（お一人様） 

旅行契約の解除期日

旅行契約の解除期日旅行契約の解除期日

旅行契約の解除期日 取消料金

取消料金取消料金

取消料金 

旅行開始日の前日から起算して遡って４０日目にあたる日以降～３１日目にあたる日まで 無料 

旅行開始日の前日から起算して遡って３０日目にあたる日以降～３日目にあたる日まで 旅行代金の２０％ 

旅行開始日の前々日～旅行開始日まで 旅行代金の５０％ 

旅行開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金の１００％ 

■■■■旅行旅行旅行旅行代金に含まれるもの代金に含まれるもの代金に含まれるもの代金に含まれるもの 
旅行日程に明示した★運送機関の運賃・料金（この運賃・料金には、運送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、一定の期間およ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ります。以下同

様とします。）を含みません。★宿泊費★食事代旅行取扱料金および消費税等諸税、サービス料★お一人様につきスーツ

ケース等１個の受託手荷物運送代金。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 

■■■■旅旅旅旅行代金のお支払い行代金のお支払い行代金のお支払い行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発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（お申し込み間際の場合は当社らが指

定する期日までに）お支払いください。 

■■■■旅行代金に含まれないもの旅行代金に含まれないもの旅行代金に含まれないもの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。その一部を例示いたします。★超過手荷物料金★運送機関の課す付加運

賃・料金★クリーニング代、電話料、追加飲食代、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付その他個人的性質の諸

費用とそれに伴う税・サービス料★注釈のない限り日本国内の空港使用料★旅行日程中の空港税、空港使用料 

■■■■特別補償特別補償特別補償特別補償 
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙

特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激且つ偶然な外来の事故により、その身体、生

命又は手荷物上に被った一定の損害について、予め当社約款特別補償規程に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。 

■■■■旅行条件（抜粋）基準日旅行条件（抜粋）基準日旅行条件（抜粋）基準日旅行条件（抜粋）基準日  
この旅行条件は、2014年 5月 15日を基準としています。又、この旅行代金は、2014年 5月 15日現在の有効

なものとして公示されている運賃・規則、又は2014年5月15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。 

■■■■個人情報の取り扱いについて個人情報の取り扱いについて個人情報の取り扱いについて個人情報の取り扱いについて 
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、お客様との連絡のために利用さ

せていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受

領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、[1]当社ら及び当社らの提携す

る企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内[2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い[3]アンケー

トのお願い[4]特典サービスの提供[5]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。これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は出発前までにお申し出下さい。 

■■■■その他その他その他その他 
旅行代金は特に記載のない限りお一人様分を表示しています。また、こども代金は旅行開始日当日を基準に満

2 歳以上～12 歳未満の方に適用します。また、旅行の中途離団等、お客様の都合で旅行日程を変更する場合

は、別途追加手数料等をお支払いいただいた上で可能な限りご希望に沿うよう努力しますが、運送機関等の状

況により不可能な場合があります。又、「離団証明書」等の証明書類に署名、捺印等をいただく場合があります。 

◎海外危険情報・衛生情報について 

「外務省海外危険情報」は「海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）」または、外務省海外安全

情報センター（TEL:03-5501-8162／受付時間：外務省閉庁時を除く（9:00～17:00）などでご確認いただけます。

渡航先の衛生状況は「厚生労働省検疫感染症ホームページhttp://www.forth.go.jp」でご確認いただけます。 

全州韓屋村 
伝統建築物である韓屋が 800 棟密集して昔の伝

統が味わえる所です。韓屋の魅力は、美しい屋根

とオンドル部屋。風情ある体験宿泊をしましょう！ 
 

月出山(ウォルチュルサン:８０９m) 
月出山は、韓国の南端に位置して海岸近くの平地に突き出た巨石奇岩が随

所に見られ、山全体が水石の展示場と呼ばれるほど美しい山です。 

山中には、地上 120m・長さ 52m の山に架かる吊り橋としては韓国で一番長

い“雲の橋”があります。コースタイムは 5 時間ですが、7 時間かけてゆっくり

登山します。※登山をせずに近郊観光をアレンジする事も可能です。 
 

月出山全容 

最高峰の天皇峰山頂 韓国一の“雲の橋” 

懸垂橋と呼ばれる“雲の橋” 

裸足で歩ける散策路 

剛泉山(カンチョンサン)郡立公園 
剛泉山は、清らかな渓谷、美しい景観の滝、そして、溢れる程のカエデな

ど優れた自然を誇る韓国初の郡立公園に指定されました。森林浴を裸

足で楽しめる整備された黄土散策路をのんびり 2 時間程度散歩します。

渓谷には、高さ 50m・長さ 72m の“雲の橋”が架かり、空中散歩しながら

紅葉観賞をお楽しみいただけます。 
 

屏風瀑布 

■旅行企画・実施・お問合せ   株式会社ノマド 観光庁長官登録旅行業務 1668号 総合旅行業務取扱管理者：：：：田中 譲 

            〒060-0062 札幌市中央区南2条西6丁目丁目丁目丁目8 一閤ビル一閤ビル一閤ビル一閤ビル2F     TEL 011-261-2039    FAX 011-261-1998 

E-mail:tour@hokkaido-nomad.co.jp    ホームページホームページホームページホームページ：：：：http://www.hokkaido-nomad.co.jp 

 

順天湾自然生態公園 
世界５大沿岸湿地のひとつで広大な葦畑や干潟が
広がる自然の宝庫です。1 年を通じて約 230 種の
鳥が確認できる“鳥の楽園”でもあり、干潟にはたく
さんのムツゴロウやカニが生息しています。 

※下見に行った 4 月は新緑のカエデが溢れていました。きっと、素晴らしい紅葉がお楽しみいただける事でしょう！ 

韓屋の室内/イメージ 


