
イメージ

イメージ

イメージ

夕食は京都の風物詩・川床で！
開放感のある屋外です。

サムチョンガク

抽選予約受付期間
2023年1月20日(金)～1月30日(月)23:59

開催決定！！

藤澤ノリマサ デビュー15周年
＆生誕40周年記念

韓国ツアー
ファンイベント会場は
韓国大統領官邸近くの韓国伝統屋敷
ＶＩＰ・在韓外国大使館ご用達の
高級韓国宮廷料理会場

『三清閣』で開催！

成田発着／現地集合解散

冬のソナタロケ地巡り（南怡島）
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ラスベガス市街（イメージ）

ツアーポイント

❶ 藤澤ノリマサ Wアニバーサリーイヤーだから実現！

韓国のVIPが晩餐会で使用する「三清閣」で

アニバーサリー ディナー付 ファンイベントを開催

❷ 朝鮮王朝の王宮・景福宮で 韓服（チマチョゴリ）を着て
ノリ君と一緒に2ショット撮影会を開催

❸ 韓流20周年 ノリ君と一緒に
冬のソナタロケ地巡り・春川・南怡島（ナミソム）観光

❹ 旅の楽しみ 韓国本場の名物料理をご堪能ください！
本場焼肉・春川名物タッカルビをご用意します。

2023年は「藤澤ノリマサデビュー15周年＆生誕40周年」の
Wアニバーサリーイヤー！

デビュー10周年には、藤澤ノリマサさんの故郷・北海道が「北海道」
と命名された150周年という節目の年に、札幌・洞爺湖ツアーを
開催しました。

デビュー15周年という節目の年は、冬のソナタが日本で放映されて
大ブームとなった年から20周年という節目の年。
「韓流20周年」に合わせて、お隣の国・韓国で藤澤ノリマサさんと
一緒に「15周年のお祝いツアー」を開催することになりました。

アニバーサリーイヤー1発目の一大イベント！
是非ご参加ください。

お申込み受付期間
2023年1月20日(金)～1月30日 (月)23:59

※抽選結果は2月1日（水）発送予定
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藤澤ノリマサ Wアニバーサリーイヤーだから実現！
韓国のVIPが晩餐会で使用する「三清閣」で
アニバーサリー ディナー付 ファンイベントを開催

韓国大統領官邸近くの韓国伝統屋敷。1970年代南北首脳会談の晩餐会
場所として使用された会場で、韓国国内のVIP・在韓外国大使館ご用達の高
級韓国宮廷料理会場として利用されています。
韓国ドラマにもよく出てくる「宮廷料理」も一度は食べてみたいもの。「三清閣（
サムチョンガク）」では、宮廷料理を現代風にアレンジしたコース料理をお召し上
がりいただけます。韓国ドラマのロケ地にもなっていて、韓流ファンにも見逃せない
ところです。注目のスポットで韓国伝統の宮廷料理の味をお楽しみください。

NHK・BSで『冬のソナタ』が2003年4月から放送され
たことを機に、日本では韓流が爆発的なブームとなりま
した。皆様も『冬のソナタ』で心躍った思い出もあるかと
思います。 2023年、日本と韓国で「韓流20周年」を
記念して様々なイベントが展開される予定です。そん
な記念の年に、「15周年を迎える、藤澤ノリマサさんと
共に過ごす韓国への旅」は一生の思い出深いツアーに
なることでしょう！

冬のソナタロケ地巡り（南怡島）

「冬のソナタ」大ヒットから20周年
ノリ君と一緒に

心ときめくロケ地巡りへ！
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※1日目空港集合には時間の余裕をもってお越しください。プラン内容（行程・食事など）は予定であり、天候等の諸事情により変更になる可能性もございます。

Aコース

現地集合解散 2泊3日コースBコース

成田空港発着 2泊3日コース

1 2023

3/10
（金）

【13:00頃】 成田空港発 エアソウル702便にて仁川国際空港へ
【16:00頃】 仁川空港着 空港で藤澤ノリマサさんがお出迎え！
専用バスにてソウル市内のホテルへ ホテルにて休憩後、夕食会場へ
■夕食 ソウル市内のレストランで本場のカルビ焼肉をご用意

【食事】 朝：×／昼：×／夕：○ 【宿泊】 ソウル

2
3/11

（土）

ホテルにて朝食後、専用バスにて出発
【午前】 藤澤ノリマサさんと一緒に 韓流２０周年 「冬のソナタロケ地巡り（南怡島）」
■昼食 「春川名物 タッカルビ」をご用意
【午後】 藤澤ノリマサさんと一緒に、

景福宮で韓服（チマチョゴリ）着付けと２ショット記念写真撮影
■メインイベント！ 韓国のVIPが晩餐会をする由緒ある「三清閣（サムチョンガク）」で
デビュー15周年をお祝いするアニバーサリーディナー付 ファンイベントを開催

終了後、専用バスにてホテルへ
【食事】 朝：〇／昼：〇／夕：〇 【宿泊】 ソウル

3
3/12

（日）

ホテルにて朝食
【10:00頃】 藤澤ノリマサさんとお別れ ホテルで藤澤ノリマサさんがお見送り
その後、専用バスにてソウル市内観光へ 梨泰院街のドラマ「梨泰院クラス」ロケ地見学
広蔵市場で韓国Ｂ級グルメを各自自由食（トッポキ、チヂミ、チャブチェ、温麺、オデン、豚足
等各自で屋台食べ歩き）＊ガイドが案内するのでご安心下さい

その後、専用バスで空港へご案内
【16:40頃】仁川空港発 エアソウル703便にて成田空港へ
【19:00頃】成田空港着 ＊解散 【食事】 朝：〇／昼：×／夕：×

1 2023

3/10
（金）

航空券はご自身にてお手配
【17：00頃予定】 仁川空港集合 空港で藤澤ノリマサさんがお出迎え！
専用バスにてソウル市内のホテルへ ホテルにて休憩後、夕食会場へ
■夕食 ソウル市内のレストランで本場のカルビ焼肉をご用意

【食事】 朝：×／昼：機／夕：○ 【宿泊】 ソウル

2
3/11
（土）

ホテルにて朝食後、専用バスにて出発
【午前】 藤澤ノリマサさんと一緒に 韓流２０周年 「冬のソナタロケ地巡り（南怡島）」
■昼食 「春川名物 タッカルビ」をご用意
【午後】 藤澤ノリマサさんと一緒に、

景福宮で韓服（チマチョゴリ）着付けと２ショット記念写真撮影
■メインイベント！ 韓国のVIPが晩餐会をする由緒ある「三清閣（サムチョンガク）」で
デビュー15周年をお祝いするアニバーサリーディナー付 ファンイベントを開催

終了後、専用バスにてホテルへ
【食事】 朝：〇／昼：〇／夕：〇 【宿泊】 ソウル

3
3/12
（日）

ホテルにて朝食
【10:00頃】 藤澤ノリマサさんとお別れ ホテルで藤澤ノリマサさんがお見送り
チェックアウト：11時00分 その後解散
航空券はご自身にてお手配

【食事】 朝：〇／昼：×／夕：×



ご夕食
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旅行期間・旅行代金

2023年3月10日(金)～12日(日) 2泊3日
【Aコース：成田空港発着】 旅行代金 大人お一人様

※相部屋の設定はございません。
■最少催行人員：30名 ■利用ホテル：イビスアンバサダーソウル明洞
■食事条件：【全コース共通】朝2回、昼1回、夕2回（機内食を除く）■添乗員：同行 【Aコース】成田空港集合～
成田空港解散まで 【Bコース】仁川空港集合～3日目ホテル解散時まで ■利用航空会社:エアソウル(エコノミークラス）
■３名一室はお受付できません ■未就学児は参加できません。18歳未満の方は保護者の同意、15歳未満の方は保
護者の同行が必要となります ■バス・イベント・パーティー・食事会場などのお座席は事務局に一任とさせていただきます。

イビスアンバサダーソウル明洞 IBIS AMBASSADOR SEOUL MYEONGDONG

利用予定ホテル

【Bコース：現地集合解散】 旅行代金 大人お一人様

＊日本及び現地空港税、燃油サーチャージが含まれています。

燃油
サーチャージ
込！

繁華街明洞にあり、観光にも便利な立地
レストランや大浴場など付帯施設が充実
人気のショッピングエリア明洞（ミョンドン)、ロッテ百貨店ブランド名品館「アベニュエル」の
向かいに位置する、立地の良さが魅力の「イビスアンバサダーソウル明洞」。グランドアンバ
サダーソウル、ノボテルアンバサダー江南、イビスアンバサダーソウル江南に続き、ソウルにあ
るアコーグループホテルの５つ目として2006年にオープン。

いずれの写真もイメージです。

2名一室利用 295,000円

1名一室利用 330,000円

2名一室利用 240,000円

1名一室利用 275,000円
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マルタ島（ｲﾒｰｼﾞ） www.viewingmalta.com
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申請手数料は韓貨1万ウォン（約1000円）。
なお、現在韓国入国に際しては、ワクチン接種の有無にかかわらず、入国時にPCR検査の陰性
証明書を提出する必要はなく、また、入国後のPCR検査や自宅等での待機期間もありません。

韓国入国について

韓国入国にあたり、下記手続きが必要となります。
お客様ご自身にてお手続きをお願いします。
※韓国と日本の水際対策に伴い、変更になる可能性があります。

日本人に対する査証（ビザ）免除措置を、2022年11月1日以降、全面的に再開しました。ただし、ビザなしで韓
国に入国する際には、入国前（航空機・船舶搭乗の72時間前まで）に、予め「電子旅行許可制度（K－ETA
）」への登録申請を行い、許可を得る必要があります。

K-ETAの申請 ＜出発72時間前までに＞

無査証での入国を希望する場合は査証取得に代わり、 電子渡航認証制度（電子旅行許可制度＝K-
ETA）の適用対象となり、出発72時間前までにK-ETAの申請・許可が必要 となります。
※ 既に韓国査証を保有している方は、K-ETA申請対象ではありませんのでご注意ください。
申請はこちら（英語・韓国語）：https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/viewstep1.do

K-ETA登録申請
（韓国語・英語）

K-ETA申請
マニュアル

（日本語）

K-ETAとは？
（ご案内）

K-ETA
よくある質問

申請はこちらから K-ETAの解説

検疫情報事前入力システム（Q-CODE）の登録 ＜出発当日までに＞

渡航前に 検疫情報事前入力システム（Q-CODE）に必要情報を登録し、QRコードを発行・韓国到着時に提
示することで、入国後の検疫手続きの短縮・手続き簡素化が可能となります。
URL：https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/

申請記入例
（日本語）

申請はこちら
（韓国語）

パスポートの残存期間；

•入国時3カ月以上有効なパスポートが必要です。

•お手元のパスポートをご確認ください。

https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/viewstep1.do
https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/


〔最少催行人員〕

募集パンフレットに記載。これに満たない場合、旅行の実施
を中止することがあります。ただし、この場合旅行開始日の
前日から起算してさかのぼって２３日目)にあたる日より前に
通知いたします。

〔現地手配代行者との連絡方法〕

添乗員が同行しない場合の現地での手配代行者との連絡方
法は最終日程表に明示します。

〔最終日程表の交付時期〕

確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最
終日程表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅
行開始日の前日から起算してさかのぼって７日目にあたる日
以降にお申込みいただいた場合には、旅行開始日当日に交
付することがあります。
なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配状
況についてご説明いたします。

〔個人情報の取り扱いについて〕

当社は、旅行契約の申し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他、運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊
機関等についてはパンフレット記載の日程表及び別途契約
書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されて
います。）の提供するサービスの手配及びそれらの旅行サー
ビスの受領のための手続き（以下「手配等」といいます。）に
必要な範囲内、または当社の旅行契約上の責任、事故時の
費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当
該機関等に提供いたします。また、旅行先でのお客様の買い
物の便宜のため、お客様のお名前および搭乗される航空便
等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に
提供いたします。お申し込みいただく際には、これら個人情
報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
※この他、当社では、1.当社及び当社と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.統計資料の作成の目的でお客様の個人
情報を利用させていただくことがございます。

〔旅行条件・旅行代金の基準日〕

この旅行条件は、下記の日付を基準としています。

2023年1月19 日

旅行企画・実施：

株式会社セブンカルチャーネットワーク

東京都千代田区二番町8-8

観光庁長官登録旅行業第1870号

〔募集型企画旅行契約〕

（１）この旅行は、株式会社セブンカルチャーネットワーク（東京
都千代田区二番町8-8、観光庁長官登録旅行業第1870号）
(以下当社と言います。) が企画・募集・実施する旅行であり、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｣という〕を締結することとなります。
（２）旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途
お渡しする募集型企画旅行条件書、確定書面（最終日程表）及
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。
〔旅行のお申し込み・契約成立の時期〕
2月13日（月）までに旅行代金の全額をお振込みいただきます。
お客様との旅行契約については、当社の承諾と旅行代金の受
理をもって成立するものといたします。

〔旅行代金に含まれるもの〕

旅行日程に明示した利用交通機関の運賃、料金、バス料金観
光料金（バス料金、ガイド料金、入場料） ・旅行日程に明示した
宿泊料金及び税、サービス料金(部屋条件は別途明記しま
す) ・旅行日程に明示した食事料金（機内食を除く）・団体行動
に必要な心付・添乗員付ｺｰｽの添乗員同行費用

〔旅行代金に含まれないもの〕

上記「含まれるもの」の他は含まれません。一部を以下に例示
いたします。
定員以下での部屋利用の場合の追加代金（各コースごとに異
なります）・超過手荷物料金・飲み物代、クリーニング代、電報
電話料、ホテルのボーイ、メイド等に対する心付・追加飲食代そ
の他個人的性質の諸費用及びそれに伴う税金、サービス料・・
日本国内における自宅から集合／解散場所までの交通費、宿
泊料・希望者のみ参加するオプショナルツアーの代金・お客様
の傷害・疾病に対する医療費、日本国内の空港施設使用料、
燃油サーチャージなど運送機関の課す付加運賃・料金

〔旅行契約内容・代金の変更〕

当社は、旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することが
あります。詳しくは、「条件書」によります。

〔取消料〕
お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除すること
ができます。当社の責任とならないローン、渡航手続きの事由による
お取消の場合も下記取消料をいただきます。

〔当社の責任〕

当社は当社又は手配代行者がお客様に損害をあたえた時は損害を
賠償いたします。（お荷物に関する賠償限度額は当社に故意または
重大な過失がある場合を除きお１人15万円までとし、損害発生の翌
日から起算して１４日以内に通知された場合）その他は「条件書」によ
ります。

〔特別補償〕

当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中、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
について補償金及び見舞金を支払います。詳しくは「条件書」によりま
す。

〔旅程保証〕

旅行日程に重要な変更が行われた場合には、当社はその変更内容
に応じて変更保証金を支払います。詳しくは「条件書」によります。
〔お客様の責任〕

当社はお客様の故意または過失、法令もしくは功序良俗に反する行
為により当社が 損害を被った時はお客様から損害の賠償を申し受け
ます。

〔クレジットカード利用の通信契約〕

当社は当社が提携するクレジットカード会社の会員（以下「会員」とい
います。）より、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けるこ
と（以下「通信契約」といいます。）を条件に電話その他の通信手段に
よる旅行のお申込みを受ける場合があります。その場合、会員は「出
発日」「旅行名」に加えて「カード名」「カード番号」「カード有効期限」等
を当社にお申し出いただきます。通信契約による旅行契約は、電話に
よる申込みの場合、当社が受諾した時に成立し、その他の通信手段
による申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発
した時に成立するものとします。通信契約での「カード利用日」は、会
員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債
務を履行すべ
き日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申
し出のあった日となります。

インガーディア

マルタ島（ｲﾒｰｼﾞ） www.viewingmalta.com

旅行条件(要約)

解除時期など 取消料

旅行開始日の
前日からさか
のぼって

30日目～15日目 旅行代金が

30万円以上50万円未
満・・・5万円

15万円以上30万円未
満・・・3万円

14日目～3日目 旅行代金の 20%

旅行開始日の前々日～当日の解除 旅行代金の 50%

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100%

イメージ
イメージ

イメージ

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関
し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

《旅行企画・実施 お問い合わせ》

日本帰国について

※韓国と日本の水際対策に伴い、変更になる可能性があります。

出国前72時間以内のPCR検査、陰性証明書の取得

ワクチン接種２回以下の方は、日本ご帰国前に韓国にてPCR検査の受検が必要です。
現地でお受けいただくことになりますので、該当の方には別途ご案内いたします。
URL：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html#h2_free1

・ワクチン3回以上接種済の方は以下手続きは不要です。ワクチン接種証明書を必ずご持参く
ださい。ワクチン2回以下接種の方は、韓国から日本に帰国するために、下記の手続きが必要です。

㈱セブンカルチャーネットワーク 藤澤ノリマサ 15周年記念ツアー＠ソウル 係

お申込は 【FAX】 03-6238-1967 【E-MAIL】 s1-tabi@7cn.7andi.co.jp
※お問い合わせは、電話 ：03-6238-3085（申込は承りません） 平日10:00-17:00
〒102-8452 東京都千代田区二番町8-8
観光庁長官登録旅行業第1870号／一般社団法人日本旅行業協会正会員／ 総合旅行業務取扱管理者：野田 徹・遠山晋一

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html#h2_free1

