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ヨットタルレ
(요트탈래)

>> ヨットステイ＆ヨットツアー

R : 62 G : 58 B : 57
C : 0 M : 0 Y : 0 K : 90

営業時間

ヨットステイ
モバイル地図アプリを活用したルート検
索ヒント

Dabeeoの「旅行地図(travelmaps)」、
SNBSOFTの「ドロップ・イン(Dropin)」、
NUUAの「ココドコ」で「ヨットタルレ」
を検索してください。
お問い合わせ

ウェブサイト
ヨットステイ: www.yachtstay.co.kr(英語)
ヨットツアー: www.yachttale.com(英語)
電話: +82-1599-1789

Eメール: yachttale@naver.com

ご来場日、人数によってヨットが異なり
ますので、必ず事前にご予約ください。
ご予約はお電話またはEメールで承って
おります。クーポンはご来場の際にご提
示ください。

チェックアウト: 翌日午後12時
ヨットツアー
毎日午後5時～6時夜景ツアー

(水営湾 ▶ 広安里 ▶ 広安大橋 ▶

ザベイ101・冬柏島 ▶ マリンシティ)
住所
釜山広域市海雲台区海雲台海辺路84, 水営湾ヨッ
ト競技場本館102号

(부산광역시 해운대구 해운대 해변로 84, 수영만
요트경기장 본관 102호)
オフィスにお越しいただければ、ヨットまでご
案内致します。
アクセス

地下鉄: 2号線「冬柏駅」下車, 3番出口より徒歩。

バス: 釜山駅バス停で1003番または139番に乗り, 「慶南マリーナアパート」下車。
シティツアーバス: 7番「マリンシティ」下車。
料金・割引率

釜山海雲台でヨットに乗り、ロマンチックな旅を楽しみましょう!
ひっそりとした海の上でヨットに乗り、夜空

の星を眺める…。本当にロマンチックです
ね。まるで映画に出てくる夢のようなロマン

チックなシーンを実際に体験してみません
か。釜山海雲台の新しい旅行文化「ヨットス
テイ」は、釜山海雲台と広安里周辺でのヨッ
トツアー、美味しいバーベキュー、心地よい
ヨットでの一夜が一度に楽しめます。ヨット

• ヨットステイ: 10%割引(下記料金表の金額から10%割引）
Type

オフシーズン(11月～4月)

ショルダーシーズン
(5～6月, 9～10月)

単位：万ウォン

ハイシーズン(7～8月)

平日

金曜日

土曜日

平日

金曜日

土曜日

平日

金曜日

Standard A

14

20

27

17

23

30

20

27

土曜日
33

Standard B

17

23

30

20

26

33

26

33

39

Family

17

23

30

20

26

33

26

33

39

Grand

20

26

33

20

29

36

29

35

41

Deluxe A

14

20

27

17

23

30

23

30

36

Deluxe B

21

26

32

23

29

36

29

35

41

2017年1月13日現在

から眺める海雲台の夜景や、太陽が昇る朝の

※ 上記料金は2名様でのご利用を基準とします。定員を超えた場合、お1

人様につき1万ウォンの追加料金が発生いたします
※ 平日(日‒木)、金・祝前日、土曜日の区分となります。

までとは違うロマンチックな旅。ヨットステイで家族、友達、仲間、恋

• ヨットツアー

海も絶景です！ホテル、ペンション、ゲストハウス、キャンプなど、今
人と一緒に一生忘れられない特別な思い出を作ってみませんか。

お１人様50,000ウォン ⇨ 30,000ウォン(40%割引)
※クーポンの有効期限は、2017年12月31日までです。

ユニークで特別な旅行

ご予約・クーポン使用方法

チェックイン: 午後5時～6時

06

キャンピング
ブリッジ
(캠핑브릿지)

>> ラグジュアリーなキャンプ

07

営業時間

チェックイン: 15時
モバイル地図アプリを活用したルート検
索ヒント
Dabeeoの「旅行地図(travelmaps)」、
SNBSOFTの「ドロップ・イン(Dropin)」、
NUUAの「ココドコ」で「クラブ・ノーブ

チェックアウト: 12時
住所

京畿道加平郡清平面モコジ路154(大成里)

(경기도 가평군 청평면 모꼬지로 154 (대성리))

ルピック」を検索してください。

お問い合わせ
ウェブサイト: www.mustoutdoor.com(英語)
Eメール: mustoutdoor@gmail.com
ご予約・クーポン使用方法
ウェブサイトwww.mustoutdoor.comで
「Contact Us」をクリックし、クラブ・ノ

ITXに乗車して京春線テソンリ駅で下車。
MUST OUTDOORの無料送迎サービスまたは

タクシーをご利用ください。送迎サービスを
ご利用の際は、MUST OUTDOORのウェブサ

イトで1週間前までにご予約ください。タク

シーをご利用の場合、所要時間は約7分、料
金は1万ウォン未満です。

澄んだ空気と美しい景色の加平で、ラグジュアリーグランピングを
楽しみましょう。

ソウルから約40分のところにある京畿

道加平には、特別なリゾートがありま
す。韓国初の高級カバナテントやプー
ル、カフェ、レストラン、ジャグジー

などの施設が揃った西洋風のラグジュアリーグランピングリゾート「ク
ラブ・ノーブルピック」です。クラブ・ノーブルピックでは、和やかで
美しい自然に囲まれながら、バーベキューディナーや朝食ビュッフェを
はじめとするラグジュアリーなリゾートライフスタイルを思う存分楽し
んでいただけます。特に、お客様の好みに合わせたクラブ・ノーブルピ
ックの行き届いたサービスは、感動を100倍にしてお届けすることをお約
束いたします。

料金・割引率

• グランドデラックスツイン(ラグジュアリーグランピングカバナ)
割引率10～15%

オフシーズン(1月～3月、11月～12月): USD $470 ⇨ USD $390
ショルダーシーズン(4月～6月、9月～10月): USD $540 ⇨ USD $450
オンシーズン(7～8月): USD $600 ⇨ USD $520

※ ピークシーズン(7月15日～8月15日)は、クーポンがご利用いただけません。
※ クーポン割引価格は平日のみの適用となります。
※ 祝日の場合は、平日でも価格が変更する場合や予約できない場合がござい
ます。

※クーポンの有効期限は、2017年12月15日までです。

ユニークで特別な旅行

ーブルピックをご予約ください。ご予約
の際には、予約者の氏名、Eメールアドレ
ス、予約希望日、人数を入力してくださ
い。クーポンについては、ご予約時にEメ
ールまたは電話でお問い合わせの上、ご
来場の際にご提示ください。

アクセス

08

キングスタジオ
(킹스튜디오)

>> K-POPレコーディング体験

営業時間

午前10時～午後10時(年中無休)
モバイル地図アプリを活用したルート検
索ヒント
Dabeeo の「旅行地図(travelmaps)」、
SNBSOFTの「ドロップ・イン」、NUUAの

ご希望の時間にご予約できます。

住所

ソウル特別市江南区新沙洞626-71、B1

「ココドコ」で「ミュージックキング」
を検索してください。

(대한민국 서울특별시 강남구 신사동 626-71, B1)

お問い合わせ

地下鉄3号線アックジョン駅3番出口より徒

ウェブサイト: www.kingstudio.asia(英語)
電話: +82-2-6338-2428
Eメール: global@kingstudio.co.kr
ご予約・クーポン使用方法

ご予約の際に割引クーポンをご提
示ください。ご予約は、Eメール
(global@kingstudio.co.kr)、LINE(ID: @
kingstudio)、KakaoTalk(ID: キングスタ

ジオ)で承っております。ご来店の際に
クーポンをご提示いただいた場合も15%
割引いたします。

アクセス

歩。アクセスの詳細は。

料金・割引率

総額の15%割引
NO
1

商品構成
GOLD

全60分: 伴奏カラオケ無料提供／60分レコーディン
グ／ミキシング／マスタリング／音源1本提供

PLATINUM

2

全60分: 伴奏カラオケ無料提供／60分レコーディン
グ／ピッチ修正／拍子修正／ミキシング／マスタリ
ング／音源1本提供

割引価格

備考

66,300ウォン
(定価: 78,000ウォン)

通訳付きの場合
108,800ウォン
(定価: 128,000ウォン)

108,800ウォン
(定価: 128,000ウォン)

通訳付きの場合
151,310ウォン
(定価: 178,000ウォン)

168,300ウォン
(定価: 198,000ウォン)

通訳付きの場合
210,800ウォン
(定価: 248,000ウォン)

253,300ウォン
(定価: 298,000ウォン)

通訳料金込み

DIAMOND

本物のスタジオで大好きなK-POPナンバーがレコーディングできる!
心に響くK-POPナンバーを、本物の

歌手みたいにレコーディングできる

3

LUXURY

4

なんて！考えただけでもワクワクし
ますね！そんな夢のようなことが実

現できます。ソ・イングク、VIXX

ングの全プロセスが経験でき、自分が歌った歌でアルバム制作も可能
です。チャレンジしてみたい、でも初めてだし緊張しちゃう。心配ご
無用です。プロのボイストレーナーはもちろん、レコーディング・エ
ンジニアやミキシング・エンジニアがサポートしてくれるので、是非
K-POPアーテイストにチャレンジしてみましょう！

全90分: 伴奏カラオケ無料提供／30分ボーカルレッ
スン／60分レコーディング／ボーカルディレクティ
ング／ピッチ修正／拍子修正／ミキシング／マスタ
リング／音源提供(韓国USB)／私だけのアルバム制
作(国際宅急便配送)／ミュージックビデオ撮影

508,300ウォン
(定価: 598,000ウォン)

通訳料金込み

848,300ウォン
(定価: 998,000ウォン)

通訳料金込み

NOBLESS

にレコーディングに使用する専門スタジオ「キングスタジオ」では、
を訪ねるというだけではなく、アーティストと同じようにレコーディ

全90分: 伴奏カラオケ無料提供／30分ボーカルレッ
スン／60分レコーディング／ボーカルディレクティ
ング／ピッチ修正／拍子修正／ミキシング／マスタ
リング／音源提供(韓国USB)

PREMIUM

5

など有名K-POPアーティストが実際

特別なK-POPサービスを提供しています。単にレコーディングスタジオ

全90分: 伴奏カラオケ無料提供/30分ボーカルレッス
ン/60分レコーディング/ボーカルディレクティング
/ピッチ修正/拍子修正/ミキシング/マスタリング/音
源2本提供(ウェディングソングリップシンク用の伴
奏カラオケ提供)

6

全90分: 伴奏カラオケ無料提供／30分ボーカルレッ
スン／60分レコーディング／ボーカルディレクテ
ィング／ピッチ修正／拍子修正／ミキシング／マ
スタリング／音源提供(韓国USB)／私だけのアルバ
ム制作(国際宅急便配送)／ミュージックビデオ撮影
／韓国メイクアップアーティストによるメイクア
ップ

※ 通訳サービス: 英語、日本語、中国語対応可能(基本は韓国語で行われます)
※ クーポンの有効期限は2017年3月1日～2017年12月31日です。

ユニークで特別な旅行

QRコードで詳
細内容と日程
をご確認くだ
さい。
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010

㈱ピュレコイズム
(물레길)

>> 木製カヌーの小道

011

営業時間

午前9時～午後6時
モバイル地図アプリを活用したルート検
索ヒント
Dabeeoの「旅行地図(travelmaps)」、
SNBSOFTの「ドロップ・イン(Dropin)」、
NUUAの「ココドコ」で「ムルレキル」
を検索してください。

お問い合わせ

ウェブサイト: mullegil.org / mullegil.modoo.at(英語)
Facebook: www.facebook.com / chuncheonmullegil
電話: +82-33-242-8463 / +82-70-4150-9463

Eメール: junkof99@naver.com / mulle-gil@naver.com
ご予約・クーポン使用方法

ーの開始10分前に安全教育を実施。
カヌーツアー開催期間中は無休

(冬季12月～2月は運休)。

英語での案内がご利用できます。

住所

江原道春川市スポーツタウンギル113-1

(강원도 춘천시 스포츠타운길 113-1)
アクセス

バス: 江原道春川市外バスターミナル下車、
タクシーに乗って松岩スポーツタウン
内にある春川ムルレキルまでお越しく
ださい。

地下鉄＆ITX汽車: ナムチュンチョン駅下車、タクシーに乗って松岩スポーツ
タウン内にある春川ムルレキルまでお越しください。

•ご予約時に、クーポンブックのクーポンご使用の
旨をお申し付けください。クーポンは、ご来場の
際にチケット売り場でご提示ください。

※タクシーをご利用の場合、所要時間は約10分、料金は6ドル以下です。

•クーポンをご利用になると、総額の20%が割引と
なります。お支払いは当日クレジットカードがご
利用できます。

総額の20%割引

料金・割引率

•シングルカヌー(2名様): USD $30 ⇨ $24
•2名様以上で一つのカヌーに乗る場合

大人お1人様(13歳以上)につき追加料金: USD $10 ⇨ $8

ウッドカヌーで青い波の旅に出ましょう。
いつも眺めるだけだった川や湖が、踊る波の上で全身で感じられる？
水上の自転車と呼ばれるカヌーなら可能です！ソウルから1時間、春川

には緑の自然と共に美しい水上環境が満喫できる「ムルレキル」があ

ります。「ムルレキル」は、多くのテレビ番組や写真撮影で人気のス
ポットで、大勢の有名人が訪れる春川一の観光スポットです。愛する

こどもお1人様(2歳～12歳)につき追加料金: USD $5 ⇨ $4

※ シングルカヌーの場合、こども2名様まで追加乗船できます。ただし、
合計体重が210kgを超える場合はご参加いただけません。

※ 割引クーポンの有効期限はありません。
追加サービス

•カフェと休憩所のご利用無料、お1人様につ
きドリンク1杯サービス

家族、友達、恋人とウッドカヌーで幸せな波の旅に出てみませんか。

•木造ボート展示会＆記念品製作[ミニパドル]

園でも、さらに楽しく充実した旅になるでしょう。

•スカイウォーク展望台までの自転車のご利

春川の他の観光スポット南怡島、江村レールバイク、朝の静かな樹木

料金の割引(お1人様USD $10 ⇨ $8)
用が無料

ユニークで特別な旅行

•ホームページ(mullegil.org)にアクセスし、英語サ
イトの[Reservation]メニューでご希望の日時と人
数を入力してご予約ください。

毎時0分にカヌーツアー開始、カヌーツア

012

ヨンヒョジェ
(연효재)

>> 韓国の発酵文化体験

013

営業時間

平日: 午前10時～午後11時
モバイル地図アプリを活用したルート検
索ヒント
Dabeeoの「旅行地図(travelmaps)」、
SNBSOFTの「ドロップ・イン」、NUUAの

土曜日: 午前10時～午後6時

日曜日: 定休日(20名以上の団体で体験希望の
場合は調整可能)(予約必須。当日のご
予約は承っておりません)

「ココドコ」で「ヨンヒョジェ」を検索
してください。

住所

お問い合わせ

(부산광역시 남구 전포대로 110번지 2층, 3층)

ウェブサイト
www.ynjschool.com(韓国語)
電話: +82-51-636-9355

Eメール: ynjschool8@naver.com

釜山広域市南区田浦大路110番地2階、3階

アクセス

釜山地下鉄2号線国際金融センター

釜山銀行駅4番出口の裏側にあります。

ご予約・クーポン使用方法

•遅くとも体験希望日の1週間前までにEメール(ynjschool8@naver.com)
にてご予約ください。
•カウンターでご購入の際にクーポンをご提示ください。
Eメールでご予約の際の注意事項

ご希望の体験時間、ご希望の体験プログラム、参加人数、通訳の要否、
飲食体験時に避けるべき食品などをご記入ください。

•手作りマッコリ体験プログラム

50,000ウォン ⇨ 25,000ウォン(50%割引)

•韓国酒テイスティング体験

50,000ウォン ⇨ 30,000ウォン(40%割引)

•マッコリマスクパック

40,000ウォン ⇨ 20,000ウォン(50%割引)

•韓食おつまみクラス: 50,000ウォン ⇨ 30,000ウォン(40%割引)
英語、日本語対応

中国語の通訳をご希望の場合は、遅くとも1週間前までにご予約くだ
さい。

韓国のお酒・韓国の酒按酒(酒肴膳) - 味わって、作って、楽しもう。
500年の歴史を持つ麹の故郷・釜山にあるヨンヒョジェは、東莱式ねぎ

のチヂミやマッコリ、練り天スープや焼酎、新鮮な海の幸やドンドン

酒などの試食や料理教室など、韓国唯一の韓国酒・酒按酒(おつまみ)特
化発酵体験複合施設です。お酒だけではなく、お酒に合う韓食(韓国料
理)クラス、マッコリパーティー、ヨット伝統酒パーティー、手作りマ

ッコリ体験、マッコリ化粧品作り体験など、発酵酒文化に関するさま
ざまな体験ができる発酵体験複合ゾーンです。

クーポンに有効期限はありません。

ユニークで特別な旅行

料金・割引率

014

営業時間

㈱Z-And
(지엔)

>> プロの写真家が撮る
フォトパッケージ

015

午前9時～午後7時(毎週月曜定休)
モバイル地図アプリを活用したルート検
索ヒント
Dabeeoの「旅行地図(travelmaps)」、
SNBSOFTの「ドロップ・イン」、NUUAの

「ココドコ」で「Z-And」を検索してくだ
さい。
お問い合わせ

ウェブサイト: www.z-and.com(韓国語)
電話: +82-2-542-2122
Eメール: z-and@naver.com
ご予約・クーポン使用方法

※ご予約の際に別途ご案内いたします。
※スタジオ、ドレス、ヘア・メイクアップの日程を事前に調整する必要が

ありますので、必ず2週間前までご予約ください。オンシーズンにはご予
約が大変混み合いますので、出来るだけお早めにご予約願います。

カシャ! キラキラ輝く韓流スターに変身してみませんか?
舞台の上でキラキラ眩しく輝くスターた
ち。トレンディでファッショナブルな韓

ソウル特別市江南区論峴洞272-33

(서울시 강남구 논현동 272-33)
アクセス

地下鉄プンダン線または9号線ソンジョンヌン
駅1番出口より徒歩5分のところにあります。
道がよく分からない方には事前にご連絡くだ
されば、指定の時間にソンジョンヌン駅まで
お出迎えにまいります。
サービス言語

韓国語、中国語、英語
料金・割引率
スター体験プロフィール撮影(お1人様料金)
割引価格(50%割引)

定価

割引価格(50%割引)

440,000ウォン

220,000ウォン

240,000ウォン

119,000ウォン

セット内容: 簡単なヘア・メイクアップ、ドレス又は
タキシード1点レンタル、スタジオ撮影、
撮影後に5R(5×7)写真5枚プリント

セット内容: 撮影後に5R(5×7)写真5枚プリント

所要時間: 1時間30分～2時間

所要時間: 1時間～1時間30分

家族撮影(3名様料金)
割引価格(50%割引)

定価

割引価格(50%割引)

660,000ウォン

330,000ウォン

2,200,000ウォン

1,100,000ウォン

セット内容: 撮影後11R(11×14)フレーム1個付き

流スターのようなヘアやメイクアップを
して写真を撮るスター体験パッケージを
提供しています。韓国で有名なスタジ

オ、ドレスショップ、メイクアップショ
ップを20年以上も運営して積んできたノ

ウハウを体験してみてください。きっと、誰よりもステキでキレイな
姿で一生ものの写真が残せます。さらに、家族撮影、恋人撮影、友情
撮影、フォトウェディングなどのプランも用意しています。

フォトウェディング(お2人様料金)

定価

流スターのスタイルを体験してみません
か? ㈱Z-ANDでは、世界中をかけ回る韓

友情撮影、恋人撮影(お1人様料金)

定価

セット内容: 新郎、新婦のヘア・メイクアップ
ホワイトドレス2点
カラードレス1点
新郎タキシード1点
撮影後20Pアルバム1冊
原本とデータお渡し
新郎・新婦のサポートスタッフ1名

所要時間: 約30分～1時間

所要時間: 4時間30分～6時間

撮影した写真はお客様の旅行日程中にお渡しし、アルバムは後日郵送いた
します。

野外撮影、芸能人メイクなど多彩なオプションもご用意しておりますの
で、メールでお問い合わせください。

クーポンの有効期限はありません。

ユニークで特別な旅行

事前にクーポンご使用の旨をメールでお知らせの上、ご来店の際にカウン
ターでクーポンをご提示ください。

住所

016

韓服男
(한복남)

>> 韓服体験

営業時間

午前9時30分～午後8時30分(年中無休)
モバイル地図アプリを活用したルート検
索ヒント
Dabeeoの「旅行地図(travelmaps)」、
SNBSOFTの「ドロップ・イン(Dropin)」、
NUUAの「ココドコ」で「韓服男」を検
索してください。

お問い合わせ
ウェブサイト
www.hanboknam.com(韓国語)
電話: +82-10-6485-8507
Eメール: hanboknams@naver.com

クーポン割引は他のイベントとの併
用はできません。

まるで時代劇の主人公のように素敵な韓服を着て遊ぼう!
優雅で豊かな曲線美が美しい韓服
を、好みに合わせて選んで着られる
スポット。景福宮と北村韓屋村が一

望できる場所にある韓服文化空間
「韓服男」では、美しい彩りの韓服
を着て、景福宮や北村韓屋村を歩い
てみる特別な体験ができます。セル
フスタジオや韓服カフェも手頃な値
段で利用できるので、韓国文化への
関心が高い外国人に人気です。家族
や友達、恋人と一緒に美しい韓服を
着て、韓国伝統の遊びと伝統茶をお
楽しみください。今まで知らなかっ

住所

ソウル特別市鐘路区北村路5街ギル17

(서울특별시 종로구 북촌로5가길 17)
アクセス

地下鉄: 3号線アングク駅1番出口から右に進むと豊文高等学校があります。
豊文高等学校を右に曲がると化粧品ショップ「kiehls」があり、そこ
を左に曲がると左側にあります。
支店

• ロッテワールドモール支店: 地下鉄2・8号線チャムシル駅下車、第2ロッテワール
ドモール5階。ロッテワールドモールとアヴェニュエルをつなぐ通路にあります。
住所: ソウル特別市松坡区オリンピック敦化門路300ロッテワールドモール5階

• 昌徳宮＆昌慶宮支店: 地下鉄3号線アングク駅2番出口を出て裏に回り、昌徳宮に
向かって直進し、昌徳宮の敦化門がある三叉路を右に曲がって進むと、1階にセ
ブンイレブンがあるホステルコリアゲストハウスの建物の地下1階にあります。
住所: ソウル特別市鐘路区トンファムンロ85 地下1階

• 全州韓屋村支店
住所: 全羅北道全州市完山区銀杏路54-1
料金・割引率

•韓服レンタル
Renting Hanbok
1.5H
2.5H
4.0H

All day

定価

割引価格(discount 30%)

Themed

Traditional

Themed

Traditional

30,000

15,000

21,000

10,500

35,000

21,000

20,000
40,000
50,000

10,000
20,000
30,000

14,000
28,000

7,000

14,000

(韓服レンタル)無料提供: アンダースカート＋ロッカー＋ヘアバンド＋ヘアスタイル

•セルフスタジオ: 入場券5,000ウォン/韓服レンタル客3,000ウォン
•伝統茶: 2,000～3,000ウォン
•韓服写真集撮影: 10,000～50,000ウォン
•韓服写真フレーム: 3,000～20,000ウォン

※ クーポンの有効期限は、2017年12月31日までです(クーポンはご来店の際に
カウンターでご提示ください)。
サービスご利用時の注意事項

1. 保証金はありませんが、1グループにつき身分証明書(住民登録証、運転免
許、パスポートなど)1つをお預かりいたしますのでご了承ください。
2. レンタル時間を超えた場合、10分ごとに追加料金が発生します。
3. 韓服やアクセサリーを破損・紛失した場合、違約金が発生します。
4. 韓服選びとヘアスタイリングの時間に30分程度別に設けています。

ユニークで特別な旅行

ご予約・クーポン使用方法
お支払いの際にカウンターのスタッフ
にクーポンをご提示ください。

た韓国に出会えます。

017

018

オミ
料理研究所
(오미요리연구소)

>> 市場ツアー＆

韓国伝統料理体験

019

講習時間

午前: 10時～13時(日～木)
モバイル地図アプリを活用したルート検
索ヒント
Dabeeoの「旅行地図(travelmaps)」、
SNBSOFTの「ドロップ・イン(Dropin)」、
NUUAの「ココドコ」で「オミ料理研究所」
を検索してください。

お問い合わせ
ウェブサイト: www.5-tastes.com(英語)
電話: +82-10-9909-0908
Eメール: ome@5-tastes.com

年中無休
※ 最少受講者数の制限はありません。予約が

確定すれば講習を行いますので、受講をご
希望の場合は、必ず予約をお願いします。

住所

ソウル特別市東大門区薬令中央路37-6

(서울시 동대문구 약령중앙로 37-6)
アクセス

集合場所: 地下鉄1号線チェギドン駅2番出口
(1号線トンデムン駅)

※ご予約後に詳しくご案内いたします。

伝統市場で買い物から料理や食事まで、フルコースで楽しみましょう!

料金・割引率

今まで味わったことのない初体験

•こども(4歳～14歳)お1人様につき30,000ウォン ⇨ 27,000ウォン(10%割引)

の料理は、欠かせない旅の楽しみ

です。市場で新鮮な食材を選んで、

•大人お1人様につき50,000ウォン ⇨ 45,000ウォン(10%割引)

※クーポンの有効期限は、2017年12月31日までです(お支払いの際にクーポ
ンをご提示ください)。

みんなで一緒に作って食べると、そ
の体験はより楽しく特別なものにな
ります。そこで「オミ料理研究所」
では、伝統韓食文化体験プログラム
を用意しました。食材の仕入れと調
理、伝統韓屋での食事がセットにな
った、一日韓国料理講習です。専門
の韓国語講師と一緒に韓国最大の食
材市場である薬令市場や京東市場で

買い物をし、さまざまな国の人と一緒に楽しく韓国料理を作ってみま
せんか。「甘い・酸っぱい・苦い・塩辛い・辛い」の五味(韓国語でオ
ミ)を体験しながら、忘れることのできない味の世界がひろがります!

次のQRコードでオミ料理研究所を
ご確認ください。

ユニークで特別な旅行

ご予約・クーポン使用方法
オミ研究所ホームページ(www.5-tastes.com)で事前にご予約ください。ご利
用希望の日時、参加人数を記入し、クーポンブックのクーポンご使用の旨を
お知らせください。なお、お支払いの際にはクーポンをご提示ください。

午後: 14時～17時(金、土)

020

ディスカバー
済州 (디스커버제주)

>> 済州魚民と行く野生の
イルカ体験

021

営業時間

午前11時～午後5時(体験時間: 最長1時間)
モバイル地図アプリを活用したルート検
索ヒント
Dabeeoの「旅行地図(travelmaps)」、
SNBSOFTの「ドロップ・イン」、NUUAの

「ココドコ」で「ディスカバー済州」を検
索してください。
お問い合わせ

野生のイルカ体験は、出航前の潮時や海の状況
によって大きく影響されますので、必ず事前に
電話かメールでお問い合わせください。
住所

済州特別自治道西帰浦市大静邑東日里浦口

(제주특별자치도 서귀포시 대정읍 동일리포구)

ウェブサイト
www.discover-jeju.com(韓国語)

アクセス

電話
+82-50-5558-3838 / +82-10-9697-0801

702番バスに乗り換え、東日1里で下車後、東

Eメール: admin@discover-jeju.com

済州国際空港から755番バス乗車、仁城里で
日里港まで370m徒歩。

英語のみとなります。

青く澄んだ済州の海で野生のイルカに会いましょう!
野生のイルカは、済州島の海では
住民の古くからの友達です。済州
島の住民が海で泳いだり漁船で沖
に出ると、イルカが白い波しぶき
を立てながら近づいて来たりしま
す。ディスカバー済州では、近く

の沖でなんと80%以上の確率でイルカに会えるスポットを見つけて紹介

しています。水族館や動物園ではなく、広々とした海で自由に遊ぶイル

カに会ってみませんか? 済州の海を一番よく知っている地元の魚民と一
緒に漁船に乗って、かわいいイルカに会いに行きましょう!

料金・割引率

38,000ウォン(21%割引) ⇨ 30,000ウォン

クーポンの有効期限は、2017年12月31日までです。

ご予約・クーポン使用方法

ディスカバー済州サービス(+82-50-5558-3838または+82-10-9697-0801)にお電
話の上、
「ディスカバー済州イルカ体験」とお申し出ください。またはEメール
(admin@discover-jeju.com)によるご予約も承っております。

ご予約の際には、お名前、日付、時間、参加人数、クーポンの有無をお知らせ
ください。

体験日時は天候や海上の状況によって変更になることがあります。

参加人数が足りない場合は、やむを得ず日時が変更になることがあります。
体験日時については、電話またはEメールでお問い合わせください。

ユニークで特別な旅行

サービス言語

022

営業時間

ワバダダ㈱
와바다다㈜

>> ジップラインで

スリルな滑降体験

023

①アイグライダー
モバイル地図アプリを活用したルート検
索ヒント
Dabeeoの「旅行地図(travelmaps)」、
SNBSOFTの「ドロップ・イン
(Dropin)」、NUUAの「ココドコ」で
「ワバダダ㈱」を検索してください。

午前9時30分～午後7時30分(月曜運休)

②ヌリナビ

午前9時～午後5時(水曜運休)

体験時間は10分程度です。

体験参加は、ご本人の体調を考慮してご判
断ください。

体験装備の着用が可能な4歳以上の児童か
お問い合わせ

ウェブサイト: www.wabadada.com(英語, 中国語簡体字)
電話: ①アイグライダー: +82-10-3388-3041
②ヌリナビ: +82-70-8885-9002

ご予約・クーポン使用方法

①アイグライダー: アイグライダーのチケットブースでクーポンをご提示く
ださい。参加人数20名以上の場合は、事前にご予約くだ
さい。
②ヌリナビ: チケットブースでクーポンをご提示ください。参加人数10名以
上の場合は、事前にご予約ください。
※ その他旅行日程などのためご予約が必要な方は、担当者までメールでご
連絡ください。

住所

①アイグライダー (아이글라이더)

ソウル特別市鐘路区社稷路130

(서울특별시 종로구 사직로 130)
②ヌリナビ (누리나비)

大韓民国江原道春川市新東面金裕貞路1383

(대한민국 강원도 춘천시 신동면 김유정로 1383)
アクセス

①アイグライダー

ソウル地下鉄3号線キョンボックン駅、地下1階2番・3番出口方向、スマート
路内

②ヌリナビ: 京春線キミュジョン駅下車後1番出口を出て右へ徒歩30m
料金•割引率

①アイグライダー

スリル満点! 横バンジー を安全に楽しみましょう。
スリル満点の横バンジーを安全に楽しむなら、ワバダダ㈱のアイグラ
イダーとヌリナビで。アイグライダーは、世界初の新概念4D VR横バン

ジー施設で、都心で自然とユニークなレジャーが満喫できる都心型の
レジャースポーツ体験器具です。ヌリナビは、「世界を蝶のように飛
んでみよう」という意味の、韓国初・唯一の移動型横バンジー体験施
設です。ソウルから1時間で行ける春川で楽しめます。怪我の心配なし!

スリル溢れる面白さで安全は100%保証！日ごろのストレス解消に最高
のレジャーの世界へLet’s GO!

お1人様につき3,000ウォン ⇨ 2,000ウォン(34%割引)

②ヌリナビ: お1人様 につき12,000ウォン ⇨ 8,000ウォン(34%割引)
クーポンの有効期限は、2017年9月30日までです。

ユニークで特別な旅行

Eメール: ①アイグライダー: badarang@wabadada.com
②ヌリナビ: seagirls@wabadada.com

ら体験できます。
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アティ人力車
(아띠인력거)

>> 路地裏サイクリングツアー

営業時間

モバイル地図アプリを活用したルート検
索ヒント
Dabeeoの「旅行地図(travelmaps)」、
SNBSOFTの「ドロップ・イン」、NUUAの

「ココドコ」で「アティ人力車」を検索し
てください。
お問い合わせ
ウェブサイト: www.arteeridersclub.com(英語)
電話: +82-70-8955-1693 / +82-1666-1693
Eメール: hello@rideartee.com
観光スポット／プログラム／サービス紹介

ドラマ『鬼＜トッケビ＞』メインロケ地が北村にあることを

ご存知ですか? 今すぐトッケビツアーを予約しましょう!トッ
ケビやトッケビ新婦を体験してみませんか!

12月～2月(午前11時～午後17時)
3月～11月(午前09時～午後19時)
CALL (10時～19時)
住所

ソウル特別市鐘路区北村路5ギル43地下1階アテ
ィライダースクラブ(花洞138-7地下1階)

(서울시 종로구 북촌로 5 길 43 지하 1 층
아띠라이더스클럽(화동 138-7 지하 1 층))
観光スポット／プログラム場所への行き方

地下鉄3号線アングク駅1番出口から右に向かって50m直進 ▶ 右に曲がって
500m直進 ▶ 三清洞ホットク横丁のつきあたり
料金・割引価格、割引率

10%割引

価格

1.トッケビ/西北村ツアー(60分)

韓国語ツアー: 30,000ウォン( ⇨ 27,000ウォン)
英語ツアー: 40,000ウォン( ⇨ 36,000ウォン)

2. 北村VIP(120分)
景福宮と昌徳宮の間にある韓屋村、北村が楽しめる
コースです。現代的な建物と伝統的な韓屋居住地域
が共存しているソウルの代表的な観光スポットと、
昌徳宮の石垣に沿ってたたずむひっそりとした地域
もすべて楽しむことができるコースです。

貞洞＆明洞VIP(120分)

ソウル最大のショッピングメッカ! 明洞から出発して、ソウル最大の伝統市

場、南大門市場に向かいます。貞洞は、徳寿宮の石垣道に沿ったソウルでも五
本の指に入る美しい地域です。朝鮮後期大韓帝国の歴史の現場を感じてみまし
ょう。ツアーの最後を飾る清渓川もお見逃しなく!

自転車の人力車に乗って、ソウルの隠れた楽しさを探訪してみましょう!
忙しい毎日の中、荷を解いてゆったりと楽しむ時間こそ、旅で味わえる

癒しであり醍醐味。アティは、「古き良き友」という意味の韓国語で
す。親しみがもてる愉快なアティライダーと一緒に、車でいっぱいの道
路から離れて、路地での旅をお楽しみください。

韓国語ツアー: 50,000ウォン( ⇨ 45,000ウォン)
英語ツアー: 75,000ウォン( ⇨ 67,500ウォン)

3. 貞洞＆明洞VIP(120分)

韓国語ツアー: 75,000ウォン( ⇨ 67,500ウォン)
英語ツアー: 75,000ウォン( ⇨ 67,500ウォン)

※ 人力車1台の定員は大人2名で、満7才未満の児童1名まで無料で同乗できます。
•人力車の定員は大人2名様、幼稚園児1名様です。
ご家族3名様(大人2名、7歳以下のお子様1名)

•7歳未満のお子様は無料となっております。
•チェックアウトページにメッセージをご記入ください。
ご予約・クーポン使用方法

1.ホームページにアクセス: www.arteeridersclub.com
2. 遅くとも3日前までにご予約ください。

3. お支払いの際に割引クーポンのコードを入力します。
4.ご希望のツアーを予約し、決済します。

(ご希望のコースや人数などのご希望があればご記入ください)

5. あとは韓国に来て楽しむだけです。
クーポンコード: 2017ARTEE#

ユニークで特別な旅行

トッケビ／西北村ツアー(60分)

北村VIP(120分)
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マッジョイ
・コリア
(맛조이코리아)

>> 田舎民泊B＆B

027

ご予約・クーポン使用方法

1) マッジョイ・コリア(Matjoykorea)英文ウェブサイト(www.matjoy.com)
お問い合わせ
ウェブサイト
www.matjoykorea.com(英語)
www.matjoy.kr(韓国語)
Eメール: matjoytour@naver.com

にアクセスするか、またはGoogle Playストアで「Matjoy」アプリをダウ

ンロードすればご利用できます。アプリはAndroidバージョンのみとな
ります。

2) ご希望のKorea B＆Bを検索し、matjoytour@naver.comへEメールを送信
してください。割引クーポンのコード「2017matjoykorea」を入力し、ご

利用の場合はB＆B訪問日程、人数、朝食の要否など詳細をご記入のうえ
お送りください。
利用時間

午前9時～午後6時

(ウェブサービスは24時間提供)

※ 韓国の田舎では都市Airbnbホストのようにインターネットに素早く対

応できないため、外国からのお客様の旅行確定の際には、matjoytour@
naver.comからの確認メールが必要です。

「地域B＆B」情報は地域によって異なりま
す。商品をご予約されると、ご予約場所へ
の行き方およびその他詳細をEメールでお知
らせします。
ルート検索

マッジョイ・コリアにお問い合わせいただ
ければ、ご案内いたします。
サービス言語

英語(ウェブサイト)、

韓国語(韓国人向けのウェブサイト)
※ 田舎民泊の特性上、外国語によるコミュニケー
ションが円滑ではない場合がありますが、快適
なご宿泊のために親切に応対いたします。
料金・割引率

韓国の大都市ではなく、ひっそりとした田舎へ癒しの旅に出かけ
てみませんか?

はなやかな都市の夜景ではなく、ひっそり

とした田舎の風景を楽しむなら? マッジョ
イ・コリアが訪問検証して、高品質を保証
する田舎の民泊をご紹介します。田舎の住
民が運営する心温まる韓国の家で爽やかな
自然を満喫し、心地よいゆったりした時間

をお楽しみください。静かな風が吹き、
星の光が降り注ぐ田舎で過ごす旅のひと時
は、きっと一生忘れられない思い出になる

各地域のB＆Bによって異なりますが、最大20%

ことでしょう。ご利用になるお客様には、

※クーポンの有効期限は、2018年3月31日まで

サービスさせていただきます。韓国の田舎の素朴な魅力を感じたい方

割引となります。
です。

マッジョイ・コリアから韓国式の朝食を

は、今すぐマッジョイ・コリアで田舎民泊B＆Bを検索してみましょう!

ユニークで特別な旅行

アクセス

3) マッジョイ・コリアでのご利用と料金について、丁寧にご案内いたします。

028

コレアート
(꼬레아트)

>> 韓国伝統芸術と
K-POP体験

029

開館時間

月曜日～土曜日: 午前10時～午後6時
モバイル地図アプリを活用したルート検
索ヒント
Dabeeoの「旅行地図(travelmaps)」、
SNBSOFTの「ドロップ・イン(Dropin)」、
NUUAの「ココドコ」で「コレアート」

※日曜日、祝日は休館です。
※予約必須(2名以上)
住所

ソウル特別市中区東湖路17ギル173コレアートセンター

を検索してください。

(서울시 중구 동호로 17길 173 꼬레아트 센터)

お問い合わせ
Facebook
www.facebook.com/coreart5959(韓国語)
ブログ: blog.naver.com/haera5959(韓国語)

サービス言語

電話: +82-2-734-5959

Eメール: heara5959@naver.com

料金・割引率

•60分プログラム: お1人様につき30,000ウォン ⇨ 24,000ウォン(20%割引)

•90分プログラム: お1人様につき40,000ウォン ⇨ 32,000ウォン(20%割引)
※ 4名様以上の場合は、さらに10%割引になります(計30%割引)。
※ より正確な割引率については、別途お問い合わせください。
1. コレアート・サムルノリ体験

韓国伝統文化の優秀性

心がはずむリズムに身を任せよう!
▶▶ サムル楽器(４種類の伝統楽器)を通じて韓国独特のリズムと心はずむ曲を習

韓国の伝統文化芸術と人気のK-POPを楽しもう!
600年の歴史を誇る、ソウルを囲む漢

い、合同公演を披露する時間

1) オリエンテーション
3) 基本のリズムを習う

2) サムル楽器についての理解
4) 合同公演

陽都城に沿って歩いてみませんか? 古

2. コレアートK-POPダンス

歩いていると、楽しい文化芸術空間

自分の隠れた才能を発散させよう!
▶▶ 韓流ブームの中心、K-POP専門のインストラクターと一緒にK-POPに合わせ

風な姿が残るソウルの城郭道に沿って
「コレアート」に出会います。「コレ

アート」は「Corea」と「Art」の合成
語で、韓国の文化芸術を体験できるス
ポットです。サムルノリ、伝統楽器の
演奏、打楽器の演奏などの伝統文化体
験や人気K-POPのカバーダンス体験を

はじめとして、韓国の各時代の豊かな各種文化芸術コンテンツが満喫
できます。音痴、リズム音痴、ダンス音痴の方も心配ご無用です。専
門のインストラクターと一緒に誰でも楽しく簡単に、韓国の文化芸術
を楽しみながら習えます。

世界中が注目するK-POP

て振付のポイントを習い、公演する時間

1) オリエンテーション

2) ウォーミングアップ基礎トレーニング

3) K-POPカバーダンス振付のポイント体験

4) 合同公演

3. コレアート打楽パフォーマンス

エネルギー溢れるノンバーバル打楽パフォーマンス

熱い情熱でたたこう!
▶▶ 最高のノンバーバル・パフォーマンス・ミュージカル「ファンタスティック」の俳
優と一緒に打楽用の太鼓を使ったレクリエーションの時間を設け、スティックコン
トロール、アンサンブル演奏などのプロの打楽パフォーマンスを体験する時間

1) オリエンテーション

3) 打楽パフォーマンス体験

2) 基本姿勢とリズムを習う
4) 合同公演

ユニークで特別な旅行

ご予約・クーポン使用方法
必ず事前に電話でご予約ください。電話でのご予約時に割引クーポンの使用
の旨を伝え、体験当日クーポンをご提示ください。
※クーポンの有効期限は、2017年12月31日までです。

英語・日本語

どうせなら、
もっと身軽で楽な旅行を楽しみませんか？
旅行をサポートする粒ぞろいの

便利なサービスをご紹介します。
これで旅行がもっと便利で
自由になります！

032

セイヌスター
(세이너스타)

>>「地元の人」だけが知って
いるお得な旅行情報

こんなに寒いなんて! 冬服をレンタルする方法はないかしら?
モバイル地図アプリを活用したルート検
索ヒント
Dabeeoの「旅行地図(travelmaps)」、
SNBSOFTの「ドロップ・イン」、NUUA

の「ココドコ」で「セイヌスター」を検
索してください。
お問い合わせ

ウェブサイト: www.seinustar.com(英語)
Eメール: admin@seinustar.com
ご予約・クーポン使用方法

下記リンクにアクセスし、会員登録とお
支払いをお済ませください。割引クーポ
ンコードの入力時に、「適用」ボタンを
クリックするだけで、割引が適用されま
す。会員登録すると、クーポンの有効期
限内で回数制限なく、ご予約の度に追加
割引が適用されます。
より詳細な利用方法は、ホームページ
をご覧ください。

営業時間

午前7時～午後11時(年中無休)
住所

仁川国際空港旅客ターミナル1階71番サー
ビスカウンター(14番ゲート隣)

(인천국제공항 여객터미널 1층 71번 서비스
카운터(14번 게이트 옆))
料金・割引率

衣類によって価格が異なります。
(基本4日基準 USD $5~$60)

•クーポンブックのクーポンをご利用の場合、10%追加割引
(※ 他のクーポンとの併用使用可能）

※ クーポンの有効期限は、2018年12月31日までです。

旅行の準備で最大の悩みは、やっぱり服装! 旅先の天気が実際に分

からないので、ファッションプランに悩まされてしまいます。暖か
いと思っていたのに、いざ現地に着いてみたら冷たい風がびゅうび
ゅう吹いて寒いこともあれば、逆に寒波に備えて厚着をしていった
ら暖かいことも。かと言って、服を新しく買うのはちょっと…。ど

うすればいいか分からない服装の悩み。ご安心ください! セイヌスタ
ーがお手伝いします。セイヌスターでは、韓国の天候に合わせて冬
着やスペシャルアイテムなど、様々な洋服が用意されています。仁
川国際空港にカウンターがありますので、出発前にネットで簡単予
約、出発の際には重い荷物を持たずに身軽に移動して、いろんな韓

国のファッションを体験し、お楽しみください。返却も簡単! 旅行を
終えて帰国の際に返却して終わりです。忙しくて予約できなかった

場合もご心配なく! 選択の幅に限りはあるかも知れませんが、当日の
レンタルも可能ですので、気楽にセイヌスターと一緒にファッショ
ナブルでお洒落な旅をお楽しみください!

便利なサービス

http://seinustar.
com/?pcode=
NTLEB1M9
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SAFEX

営業時間

(アイトリップ)
(세이팩스

(주)아이트립 )

>> 仁川空港 ↔ ホテル手荷物
配送サービス

035

7時～22時
モバイル地図アプリを活用したルート検
索ヒント
Dabeeoの「旅行地図(travelmaps)」、SNBSOFTの
「ドロップ・イン」、NUUAの「ココド
コ」で「SAFEX(アイトリップ)」を検索して
ください。
お問い合わせ
ウェブサイト: safex.kr(日本語)
電話: +82-2-364-0211
Eメール: e-itrip@hotmail.com

※電話またはEメールによるご予約は承っておりません。必ずホームページで オ
ンライン予約をご利用ください。
※クーポンの利用回数に制限はなく、何度でも使用することができます。
※3月末からオンライン決済に替わります。

い。お荷物は当日午後7時以降ホテルでお受け取りになれます。

出国時: 午前9時までホテルフロントのベルデスクにお荷物をお預けください。
お荷物は当日午後2時以降空港内でお受け取りになれます。

※ サービス対象ホテルはホームページでのオンライン予約の際にご確認できま
す。必ずSAFEXホームページでご予約をしていただき、対象ホテルをご確認
のうえでサービスをご利用ください。

※ 空港内サービスデスクは、仁川国際空港交通センター地下1階の空港鉄道一
般列車搭乗口横にあります。

住所

仁川国際空港交通センター地下1階空港鉄道一般列車搭乗口横のトラベルストア

(인천광역시 중구 공항로 271 인천국제공항 교통센터 지하 1층 Travel Store)
アクセス

1. 入国ロビー8番ゲート前のエスカレーターに乗って地下1階に移動します。
2. 地下1階でムービングウォークに乗って空港鉄道方向に移動します。

3. ムービングウォークを渡りきるとトラベルセンターがあります。その左側を
通り過ぎ、空港鉄道一般列車改札口に移動します。

4. 一般列車改札口横のKTX乗り場に入ると、サービスデスクがあります。
※ 下記のリンクまたはQRコードからアクセスすると、より詳細な内容がご覧

重いカバンを代わりに運んでくれるサービスはないかしら?
旅先で重いスーツケースやカバンを持ち歩くのは不便ですね。特に女性

になれます。

http://goo.gl/ckxFkH

の方はカバンが大きくて重いほど大変です。もし、重いスーツケースや
カバンだけでも先にホテルに送れたら、どんなにラクでしょうか? 荷物の

ために空港からホテルに直行する必要もなく、自分の行きたいところか
ら立ち寄れたらいいのですが。そこで、SAFEXでは特別な配送サービスを
ご用意しました。SAFEXを利用すると、リーズナブルな価格で空港からホ

テルまで手荷物を安全に配送できます。旅行の最終日にはそれまでの買
い物でさらに増えた荷物をホテルから空港まで配送してもらえます。も
うスーツケースやカバンの持ち歩きで苦労をしなくてもいいのです。重
いカバンはSAFEXに任せて、身軽で自由な韓国の旅を思う存分満喫しまし
ょう!

料金・割引率

サイズによって異なります。

S(～19inch)/ M(20～23 inch): 14,000ウォン ⇨ 12,600ウォン(10%割引)
L(24～27inch): 20,000ウォン ⇨ 18,000ウォン(10%割引)
XL(28inch～): 26,000ウォン ⇨ 23,400ウォン(10%割引)

※ 片道基準です。往復でのご利用をご希望の場合は、2回ご予約ください。
※ クーポンの有効期限は、2018年2月28日までです。

便利なサービス

ご予約・クーポン使用方法
ホームページ(safex.kr/)で「RESRVE」をク
リックしてご予約ください。そこで割引
クーポンコード「KTOspecial」を入力する
と、10%割引が適用されます。予約が完了
すると、確認メールが送信されます。

入国時: 午後3時までに空港内指定のサービスデスクにお荷物をお預けくださ
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ラオン
荷物預かり所
(라온트래블스토리지)

>> 空港鉄道「弘大入口駅」で
手荷物をお預かり

037

営業時間

月曜日～木曜日、日曜日
モバイル地図アプリを活用したルート検
索ヒント
Dabeeoの「旅行地図(travelmaps)」、
SNBSOFTの「ドロップ・イン」、NUUAの
「ココドコ」で「ラオン荷物預かり所」
を検索してください。
お問い合わせ
ウェブサイト
www.raontravel.com(日本語)

午前9時30分～午後9時30分
金曜日‒土曜日

午前9時30分～午後11時30分
住所

ソウル特別市麻浦区楊花路188 空港鉄道ホン

デイック駅7番出口、地下2階ラオン荷物預か
り所

(서울 마포구 양화로 188 홍대입구역 공항철도 7번

電話: +82-70-8884-1251
Eメール: raon@raontravel.com

출구 지하2층 라온보관소)

ご予約・クーポン使用方法
ご来店の際にクーポンをご提示ください。

地下鉄ホンデイック駅(2号線、空港鉄道、京

アクセス

料金•割引率

手荷物のない身軽で快適な旅をしてみませんか?
大きくて重い荷物
を安全な場所に預
けたい! ソウル市内

を身軽に歩きたい!

観光客用手荷物保
管所「ラオン荷物
預かり所」をご利
用ください。大き

な手荷物だけでなく、各サイズの手荷物が気軽に預けられ、CCTVが24時

間稼働しているので安心です。特に、重い荷物を持ち運ぶのが大変な女
性に大人気です。手荷物はすべて「ラオン荷物預かり所」に預けて、身
軽に! 心は自由に! 快適で楽しい旅をご満喫ください。

荷物2個につき1,000ウォン割引

※ 短期・長期にかかわらず2個につき1,000ウ

ォンの割引となります。荷物のサイズや保管期間に応じた利用料金の詳
細については、ホームページをご覧ください。

便利なサービス

義中央線)駅内、7番出口向かい。
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NUUAの

「ココドコ」(누아)
>> 外国人観光客のための

韓国旅行ナビゲーションアプリ
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利用時間

24時間オンラインサービス
お問い合わせ

ウェブサイト
tour.nuua.net/app/jp(日本語)
Eメール: westevil@nuua.net
ご予約・使用方法

アップルストア、Google

住所

ソウル特別市中区清溪川路40文化創造ベンチャー団地
1507号

(서울시 중구 청계천로 40, 문화창조벤처단지 1507호)
サービス言語

英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、日本語
料金・割引率

無料

韓国は好きだけど、韓国のことをよく知ら

ない外国人観光客にぴったりのアプリ! イ
ンターネットがなくても、地図、公共交通
案内、おすすめの観光スポット、最短移動
コースなどの旅行情報を検索するなら、ヌ
アの自由旅行ガイドアプリ「ウォツァイナ
ール(我在哪儿)」がおすすめです。一度ダ

ウンロードするだけで、いつでもどこでも
インターネットなしで自由に、知りたい旅
行情報が検索できます。データ通信料金も

節約できて、Wi-Fiを探し歩く必要もないの

で、本当に便利! しかも低容量の25MBだけ

でも550,000件以上の観光スポット、地図、公共交通案内と周辺の人気スポ
ット、最短移動コースなどといったおすすめの旅行情報が中国語(簡体字と
繁体字)・英語・日本語で利用できます。今後も、ショッピングと文化でよ
りよいサービスを提供する予定ですので、ご期待ください!

便利なサービス

インターネットがなくても使える韓国旅行ナビゲーションアプリ!
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ソウルトラベルパス
(트래볼루션)

>> モバイル＆オンラインツアーの
チケット予約

041

料金•割引率

商品によって異なります(最大50%ま
お問い合わせ
ウェブサイト
www.seoultravelpass.com(日本語)

で)。「Seoul PASS」のウェブサイトま

たはアプリで、ご希望の商品の割引価
格と割引率をご確認ください。

電話: +82-2-6264-1115
Eメール: ask@seoulpass.kr
ご予約・クーポン使用方法

• Seoul PASSウェブサイト(www.seoultravelpass.com)にアクセスするか、APP
storeまたはGoogle palyで「Seoul PASS」を検索してアプリをダウンロード
します。

• ご希望の商品のチケットや旅行および活動を

検索し、ショッピングカートに追加します。

• クーポンコード「welcomekorea2017」を入

• オンラインで料金を決済し、韓国であなた
だけの特別な旅をお楽しみください。

外国人観光客にぴったりの観光パスはありませんか?
予約せずに観光地の入場券
を買ったり、韓国の地域ツ
アーがしたい。手頃な価格
でリーズナブルな旅行を計
画したい。そんな時は、

「Seoul PASS」で旅行の悩

みを一気に解消しましょう!

「Seoul PASS」は、外国人観光客のために特別に考案された最高のモバ
イル観光パスシステムです。「Seoul PASS」を使えば、時間節約＋費用

節減＋エネルギー節約の充実度満点の旅ができます。今すぐウェブサイ
トやスマートフォンアプリで「Seoul PASS」だけの特典を獲得、100種類
以上の驚きの韓国を体験してみましょう!

便利なサービス

力すると、5%追加割引ができます。クーポ
ンはアカウントごとに１回のみ使用できま
す。
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ファンタスティック
・コリア
(펀타스틱 코리아)

>> プライベート・

バン予約サービス

043


利用時間

24時間オンラインサービス
お問い合わせ

ウェブサイト: funtastickorea.com/m/jp
(日本語)
Eメール: info@funtastickorea.com

オンラインでのご予約のみ承っております。

料金・割引率

• 空港ピックアップ＆センディング: 3,000ウ
ォン割引(70,000ウォン ⇨ 67,000ウォン)

• 長距離片道: 5,000ウォン割引

• デイツアー: 10,000ウォン割引
距離と時間に応じて料金が計算されます。

セダン、バン、バスを含むすべてのタイプの
車を割引価格でご利用できます。

※ クーポンの有効期限は、2017年12月31日までです。
ご予約・クーポン使用方法

• ファンタスティック・コリア・バンのサイト(funtastickorea.com/van)でご
い。

韓国で専用車を予約したい!
旅行をしていると、不便なことがいろ
いろありますよね。特に、韓国に馴れ

QR code ▶
FUNKO blog

QR code ▶
FUNKO van site

• すべての予約選択が完了しましたら、お支払いページでオプションに合った

ず、韓国語があまりできないと、韓国

割引クーポンコードを入力し、国際クレジットカードまたはPayPalでお支払

くあります。重い荷物で移動もままな

空港ピックアップ＆センディング: 17FNKVAN3(3,000ウォン割引クーポン)

で公共交通の利用に苦労することも多
らないこともあるし。そこで世界唯一
の「ワンストップ・プライベート・バ
ン(Private Van)」予約システムを利用す

れば、問題がサックリ解決。空港ピックアップ＆センディングからデイ

ツアーまで、ウェブサイト(funtastickorea.com/van)でご希望の車種、出
発地、到着地だけを選べばOK! 手頃な値段でプライベート・バンが利用
できます。ファンタスティック・コリアと一緒に簡単で気楽にファンタ
スティックな韓国旅行を準備してみましょう!

いください。

長距離片道: 17FNKVAN5(5,000ウォン割引クーポン)

デイツアー: 17FNKVAN10(10,000ウォン割引クーポン)
• ご予約から24時間以内に、ドライバーと会う時間と場所が記入されたバウチ
ャーが発送されます。

クーポンはお１人様につき1回のみご利用できます。

すべての商品予約とお支払いはホームページで行われます。

便利なサービス

希望の日程をご予約ください。予約方法は、次のQRコードでご確認くださ
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旅行地図

利用時間

“Travel Maps”
(다비오)
>> 無料のソウル旅行地図(Travel Maps)
＆地下鉄路線図

045

24時間オンラインサービス
お問い合わせ
ウェブサイト: dabeeo.com(英語)
Eメール: service.contact@dabeeo.com

住所

ソウル特別市麻浦区東橋路142-5(西橋洞463-29)
ゴールドマンビル2階

(서울시 마포구 동교로 142-5 (서교동 463-29)
골드만빌딩 2층)
サービス言語

韓国語、英語、日本語、中国語(簡体字)
料金・割引率

無料

アップルストア、Google Playストアで「旅行地図(travelmaps)」をダウンロー

ドしてください！「旅行地図(travelmaps)」で無料提供の「ソウル」地図をダ
ウンロードしてください。

地図と情報が別々。見づらい! 簡単で一度に教えてくれるアプリはな
いかしら?

不慣れな場所への旅行に欠か
せないアイテムは、何と言っ

ても地図です。馴れないソ
ウルの街で道に迷うことな
く、目的地まで無事辿り着け

るようにらくらく簡単に案

内してくれる地図、Dabeeoの「旅行地図(travelmaps)」。Dabeeoの旅行

地図(travelmaps)は、外国人観光客が楽に楽しくソウルを旅行できるよう
に、地図や地下鉄路線図、徒歩用ナビなどをサービスしています。最初
の一度だけダウンロードすると、オフラインでもすべての旅行情報とナ
ビゲーション機能が使えてとても便利です。データやローミング料金も
節約できるので、特にソウル旅行を計画している方はDabeeoの旅行地図
(travelmaps)アプリの無料ソウル地図をお忘れなく!

便利なサービス機能
1) ユーザー場所登録機能(オンライン／オフラインの制限なし)

ご希望の場所が検索できなかった場合は、ユーザー場所登録機能をお使い
ください。その場所を地図に登録しておくと、他の場所と同じくルート
検索などの機能がサービスされます。自分だけのプライベート旅行地図

(travelmaps)を作って活用するなど、ユーザー個人地図サービスを提供して
います。

2) 場所照会と同時に地図と連携して道を案内

「到着駅に設定」機能を使って目的地から最寄りの地下鉄駅を自動的に設
定。現在の位置から一番近い地下鉄駅に案内する機能を提供します。徒歩用
ナビを利用中でも、徒歩では遠い場合
は、地下鉄を利用した経路を案内する
機能も提供しています。

便利なサービス

ご予約・使用方法

046

㈱SNBSOFT
ドロップ・イン
“Dropin”

(㈜에스앤비소프트)
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利用時間

24時間オンラインサービス

>> 韓国地図＆公共交通(地下鉄・バス・
歩行者)ナビゲーションアプリ

お問い合わせ
ウェブサイト: www.talkyple.com
(日本語)
電話: +82-2-566-8074
Eメール: ethan@snbsoft.net

くれる韓国自由旅行アプリはありませんか?
韓国旅行には行きたいけれ
ど、韓国語ができなくて…。

そんな心配はもうご無用。
外国人観光客用韓国自由旅
行アプリ「ドロップ・イン
(Dropin)」があります。「ド

ロップ・イン」は韓国の電子地図＆公共交通ナビゲーションアプリで、
韓国語、英語、中国語(簡体字)、日本語つき。自社マップを使用して、最

も詳細で新しい道案内が可能です。「ドロップ・イン」されあれば、誰
でも地元の人のように自由に公共交通を利用でき、主要観光地だけでは
なく、宿泊や隠れたグルメスポットや名所を訪れることができます。も
っと色んなことを見て、聞いて、経験しながら自分だけの旅を楽しむな
ら、今すぐドロップ・イン(Dropin)を検索してみてください!

韓国語、英語、日本語、中国語(簡体字)
料金・割引率

iOSおよびGoogle Playストアで「Dropin」を
検索、無料ダウンロード

便利なサービス

地元の人のように自由に歩きまわれる分かりやすく詳しく案内して

サービス言語
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K-Style Hub
(케이스타일허브)
>> 韓国観光公社

観光情報提供

049

開館時間

2階観光案内センター: 午前9時～午後8時
モバイル地図アプリを活用したルート検
索ヒント
Dabeeoの「旅行地図(travelmaps)」、
SNBSOFTの「ドロップ・イン」、NUUAの
「ココドコ」で「K-Style Hub」を検索し
てください。

お問い合わせ
ウェブサイト: www.visitkorea.or.kr
(日本語)
電話: +82-2-729-9439, 9433

4階韓食体験館: 午前10時～午後8時
5階商品広報館: 午前10時～午後8時

韓服体験ゾーン: 午前10時～午後6時

イベントゾーン: 午前11時～午後4時(2017年12月28日まで)
住所

ソウル特別市中区清溪川路40韓国観光公社ソウルセンター2～5階

(서울시 중구 청계천로 40 한국관광공사 서울센터 2～5층)
アクセス

地下鉄1号線: チョンガク駅下車5番出口、永豊文庫の向かい、韓国観光公社ビル
2号線: ウルチロイック駅2番出口、清渓川方向、韓国観光公社ビル

5号線: クァンファムン駅5番出口、東亜日報方面、韓国観光公社ビル
料金・割引率

4階韓食体験館を除く全施設無料。ただし、「イベントゾーン特別体験」はクー
ポンご持参の方のみ可能。

韓食、韓服、韓流商品がすべて揃っています!
韓国旅行を準備中ですか? そ

れとも、もう韓国で旅の途中
ですか? 忙しい旅行の合間に

ぜひ一度は訪ねてほしいおす
すめスポット「K-スタイルの
ハブ」。K-スタイルのハブは

観光案内センター、韓食文化
展示館、韓食体験館、商品広

報館などが揃っている総合文化空間で、韓国旅行の情報や韓国文化が一

度に分かります。5階の韓服体験ゾーンでは韓服1時間無料レンタルもで
きるので、外国人観光客に人気があります。特に、クーポンをお持ちの
方には特別なアイテムも用意しておりますので、一度お立ち寄りくださ
い!

イベントゾーンは5階にあり、特別体験テーマは時期によって異なる場合があ
ります。

クーポンの有効期限: 2017年12月28日

便利なサービス

ご予約・クーポン使用方法
別途のご予約や事前登録は不要です。Kスタイルのハブ5階でイベントゾーンのス
タッフにクーポンをお見せになるだけで
OKです。

3階韓食文化展示館: 午前10時～午後8時

COUPON

ヨットタルレ (4頁)
ヨットステイ
10%割引(下記料金表の金額から10%割引)

ヨットツアー
お１人 様
50,000ウォン ⇨ 30,000ウォン(40%割引)

ユニークで特別な旅行

料金・割引率

ウェブサイト

www.yachtstay.co.kr(英語) / www.yachttale.com
電話: +82-1599-1789

キャンピングブリッジ (6頁)
グランドデラックスツイン(ラグジュアリ
ーグランピングカバナ)
割引率10～15%
オフシーズン(1月～3月、11月～12月)
USD $470 ⇨ USD $390

ショルダーシーズン(4月～6月、9月～10月)
USD $540 ⇨ USD $450

ウェブサイト: www.mustoutdoor.com(英語)

ユニークで特別な旅行

料金・割引率

オンシーズン(7～8月)
USD $600 ⇨ USD $520

Eメール: mustoutdoor@gmail.com

キングスタジオ (8頁)
総額の15%割引

ユニークで特別な旅行

料金・割引率

ウェブサイト: www.kingstudio.asia(英語)
電話: +82-2-6338-2428

㈱ピュレコイズム (10頁)
総額の20%割引
• シングルカヌー(2名): USD $30 ⇨ $24
• 2名以上で一つのカヌーに乗る場合

大人お1人様(13歳以上)につき追加料金
USD $10 ⇨ $8

こどもお1人様(2歳～12歳)につき追加料金
USD $5 ⇨ $4
ウェブサイト: mullegil.org / mullegil.modoo.at(英語)
電話: +82-33-242-8463 / +82-70-4150-9463

ユニークで特別な旅行

料金・割引率

ユニークな韓囯楽たび

COUPON

料金・割引率
手作りマッコリ体験プログラム
50,000ウォン ⇨ 25,000ウォン(50%割引)
韓国酒テイスティング体験
50,000ウォン ⇨ 30,000ウォン(40%割引)

ご予約•クーポン使用方法
ご来場日、人数によってヨットが異なりますので、必ず事前にご予約くだ
さい。ご予約はお電話またはEメールで承っております。クーポンはご来
場の際にご提示ください。

マッコリマスクパック
40,000ウォン ⇨ 20,000ウォン(50%割引)

R : 230 G : 0 B : 18
C : 0 M : 100 Y : 100 K : 0

韓食おつまみクラス
50,000ウォン ⇨ 30,000ウォン(40%割引)

R : 89 G : 87 B : 87
C : 0 M : 0 Y : 0 K : 80
R : 62 G : 58 B : 57
C : 0 M : 0 Y : 0 K : 90

ユニークで特別な旅行

ユニークで特別な旅行

ヨンヒョジェ (12頁)
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

ウェブサイト: www.ynjschool.com(韓国語)
電話: +82-51-636-9355

料金・割引率
スター体験プロフィール撮影(お1人様料金)
440,000ウォン ⇨ 220,000ウォン(50%割引)
友情撮影、恋人撮影(お1人様料金)
240,000ウォン ⇨ 119,000ウォン(50%割引)

ご予約•クーポン使用方法
ウェブサイトwww.mustoutdoor.comで「Contact Us」をクリックし、クラ
ブ・ノーブルピックをご予約ください。ご予約の際には、予約者の氏名、
Eメールアドレス、予約希望日、人数を入力してください。クーポンにつ
いては、ご予約時にEメールまたは電話でお問い合わせの上、ご来場の際
にご提示ください。

家族撮影(3名様料金)
660,000ウォン ⇨ 330,000ウォン(50%割引)

ユニークで特別な旅行

ユニークで特別な旅行

㈱Z-Aad (14頁)
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

フォトウェディング(お2人様料金)
2,200,000ウォン ⇨ 1,100,000ウォン(50%割引)
ウェブサイト: www.z-and.com(韓国語)
電話: +82-2-542-2122

料金・割引率
•韓服レンタル
•セルフスタジオ

入場券5,000ウォン
韓服レンタル客3,000ウォン

ご予約•クーポン使用方法
ご予約の際に割引クーポンをご提示ください。ご予約は、Eメール(global@
kingstudio.co.kr)、LINE(ID: @kingstudio)、KakaoTalk(ID: キングスタジオ)で
承っております。ご来店の際にクーポンをご提示いただいた場合も15%割
引いたします。

•伝統茶: 2,000～3,000ウォン

•韓服写真集撮影: 10,000～50,000ウォン
•韓服写真フレーム: 3,000～20,000ウォン

ユニークで特別な旅行

ユニークで特別な旅行

韓服男 (16頁)
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

ウェブサイト: www.hanboknam.com(韓国語)
電話: +82-10-6485-8507

料金・割引率

ご予約•クーポン使用方法

こども(4歳～14歳)お1人様につき
30,000ウォン ⇨ 27,000ウォン(10%割引)

•ホームページ(mullegil.org)にアクセスし、英語サイトの[Reservation]メ
ニューでご希望の日時と人数を入力してご予約ください。
•ご予約時に、クーポンブックのクーポンご使用の旨をお申し付けくださ
い。クーポンは、ご来場の際にチケット売り場でご提示ください。
•クーポンをご利用になると、総額の20%が割引となります。お支払いは
当日クレジットカードがご利用できます。

大人お1人様につき
50,000ウォン ⇨ 45,000ウォン(10%割引)

ウェブサイト: www.5-tastes.com(英語)
電話: +82-10-9909-0908

ユニークで特別な旅行

ユニークで特別な旅行

オミ料理研究所 (18頁)
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

ユニークな韓囯楽たび

COUPON

料金・割引率
38,000ウォン(21%割引) ⇨ 30,000ウォン

ご予約•クーポン使用方法
•遅くとも体験希望日の1週間前までにEメール(ynjschool8@naver.com)
にてご予約ください。
•カウンターでご購入の際にクーポンをご提示ください。

ユニークで特別な旅行

ユニークで特別な旅行

ディスカバー済州 (20頁)
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

ウェブサイト: www.discover-jeju.com(韓国語)
電話: +82-50-5558-3838 / +82-10-9697-0801

料金・割引率

ご予約•クーポン使用方法

ヌリナビ: お1人様 につき
12,000ウォン ⇨ 8,000ウォン(34%割引)

事前にクーポン使用の旨をメールでお知らせの上、ご来店の際にカウンタ
ーでクーポンをご提示ください。
※ ご予約の際に別途ご案内いたします。
※ スタジオ、ドレス、ヘア・メイクアップの日程を事前に調整する必要が
ありますので、必ず2週間前までご予約ください。オンシーズンにはご
予約が大変混み合いますので、出来るだけお早めにご予約願います。

アイグライダー: お1人様につき
3,000ウォン ⇨ 2,000ウォン(34%割引)

ユニークで特別な旅行

ユニークで特別な旅行

ワバダダ㈱ (22頁)
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

ウェブサイト: www.wabadada.com(英語, 中国語簡体字)
電話: アイグライダー: + 82-10-3388-3041

ヌリナビ: + 82-70-8885-9002

料金・割引率
1.トッケビ/西北村ツアー(60分)
韓国語ツアー: 30,000ウォン(⇨ 27,000ウォン)
英語ツアー: 40,000ウォン(⇨ 36,000ウォン)
2. 北村VIP(120分)
韓国語ツアー: 50,000ウォン(⇨ 45,000ウォン)
英語ツアー: 75,000ウォン(⇨ 67,500ウォン)

ご予約•クーポン使用方法
お支払いの際にカウンターのスタッフにクーポンをご提示ください。
クーポン割引は他のイベントとの併用はできません。

ウェブサイト: www.arteeridersclub.com(英語)

3. 貞洞＆明洞VIP(120分)
韓国語ツアー: 75,000ウォン(⇨ 67,500ウォン)
英語ツアー: 75,000ウォン(⇨ 67,500ウォン)

ユニークで特別な旅行

ユニークで特別な旅行

アティ人力車 (24頁)
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

電話: +82-70-8955-1693 / +82-1666-1693

동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

料金・割引率
各地域のB＆Bによって異なりますが、
最大20%割引となります。

ご予約•クーポン使用方法
オミ研究所ホームページ(www.5-tastes.com)で事前にご予約ください。ご
利用希望の日時、参加人数を記入し、クーポンブックのクーポン使用の旨
をお知らせください。なお、お支払いの際にはクーポンをご提示くださ
い。

ウェブサイト: www.matjoykorea.com(英語)

www.matjoy.kr(韓国語)

Eメール: matjoytour@naver.com

ユニークで特別な旅行

ユニークで特別な旅行

マッジョイ・コリア (26頁)

ユニークな韓囯楽たび

COUPON

料金・割引率
60分プログラム: お1人様につき
30,000ウォン ⇨ 24,000ウォン(20%割引)
90分プログラム: お1人様につき
40,000ウォン ⇨ 32,000ウォン(20%割引)

ご予約•クーポン使用方法
ディスカバー済州サービス(+82-50-5558-3838または+82-10-9697-0801)にお
電話の上、「ディスカバー済州イルカ体験」とお申し出ください。または
Eメール(admin@discover-jeju.com)によるご予約も承っております。
ご予約の際には、お名前、日付、時間、参加人数、クーポンの有無をお知
らせください。

Facebook: www.facebook.com/coreart5959(韓国語)
ブログ: blog.naver.com/haera5959(韓国語)

※ 4名様以上の場合は、さらに10%割引に
なります(計30%割引)。
※ より正確な割引率については、別途お
問い合わせください。

ユニークで特別な旅行

ユニークで特別な旅行

コレアート (28頁)
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

電話: +82-2-734-5959

料金・割引率
衣類によって価格が異なります。
(基本4日基準 USD $5~$60)

ご予約•クーポン使用方法
① アイグライダー
アイグライダーのチケットブースでクーポンをご提示ください。参加人数
20名以上の場合は、事前にご予約ください。

• クーポンブックのクーポンをご利用の
場合、10%追加割引

②ヌリナビ
チケットブースでクーポンをご提示ください。参加人数10名以上の場合
は、事前にご予約ください。

※ その他旅行日程などのためご予約が必要な方は、担当者までメールでご
連絡ください。

便利なサービス

ユニークで特別な旅行

セイヌスター (32頁)
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

ウェブサイト: www.seinustar.com(英語)
Eメール: admin@seinustar.com

料金・割引率

ご予約•クーポン使用方法

L(24～27inch)
20,000ウォン ⇨ 18,000ウォン(10%割引)

1.ホームページにアクセス: www.arteeridersclub.com
2. 遅くとも3日前までにご予約ください。
3. お支払いの際に割引クーポンのコードを入力します。
4.ご希望のツアーを予約し、決済します。
(ご希望のコースや人数などのご希望があればご記入ください)
5. あとは韓国に来て楽しむだけです。

S(～19inch)/ M(20～23 inch)
14,000ウォン ⇨ 12,600ウォン(10%割引)

XL(28inch～)
26,000ウォン ⇨ 23,400ウォン(10%割引)

便利なサービス

ユニークで特別な旅行

SAFEX (アイトリップ ) (34頁)
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

ウェブサイト: safex.kr(日本語) / 電話: +82-2-364-0211
Eメール: e-itrip@hotmail.com

ラオン荷物預かり所 (36頁)
料金・割引率

ご予約•クーポン使用方法

1) マッジョイ・コリア(Matjoykorea)英文ウェブサイト(www.matjoy.com)にア
クセスするか、またはGoogle Playストアで「Matjoy」アプリをダウンロー
ドすればご利用できます。アプリはAndroidバージョンのみとなります。
2) ご希望のKorea B＆Bを検索し、matjoytour@naver.comへEメールを送信
してください。割引クーポンのコード「2017matjoykorea」を入力し、
ご利用の場合はB＆B訪問日程、人数、朝食の要否など詳細をご記入のう
えお送りください。
3) マッジョイ・コリアでのご利用と料金について、丁寧にご案内いたします。
※ 韓国の田舎では都市Airbnbホストのようにインターネットに素早く対
応できないため、外国からのお客様の旅行確定の際には、matjoytour@
naver.comからの確認メールが必要です。

荷物2個につき1,000ウォン割引
便利なサービス

ユニークで特別な旅行

동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

ウェブサイト: www.raontravel.com(日本語)

電話: +82-70-8884-1251 / Eメール: raon@raontravel.com

ユニークな韓囯楽たび

COUPON

料金・割引率
商品によって異なります(最大50%まで)。
「Seoul PASS」のウェブサイトまたはアプ
リで、希望する商品の割引価格と割引率を
ご確認ください。

ご予約•クーポン使用方法

便利なサービス

ユニークで特別な旅行

ソウル旅行パス (40頁)
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

必ず事前に電話でご予約ください。電話でのご予約時に割引クーポンの使
用の旨を伝え、体験当日クーポンをご提示ください。
※クーポンの有効期限は、2017年12月31日までです。

ウェブサイト: www.seoultravelpass.com(日本語)
電話: +82-2-6264-1115

ファンタスティック・コリア

(42頁)

料金・割引率
空港ピックアップ＆センディング
3,000ウォン割引
(70,000ウォン ⇨ 67,000ウォン)

ご予約•クーポン使用方法

長距離片道: 5,000ウォン割引
デイツアー: 10,000ウォン割引

下記リンクにアクセスし、会員登録とお支払いをお済ませください。割引
クーポンコードの入力時に、「適用」ボタンをクリックするだけで、割引
が適用されます。会員登録すると、クーポンの有効期限内で回数制限な
く、ご予約の度に追加割引が適用されます。
より詳細な利用方法は、ホームページをご覧ください。

ウェブサイト: funtastickorea.com/m/jp(日本語)
Eメール: info@funtastickorea.com

便利なサービス

便利なサービス

동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

距離と時間に応じて料金が計算されます。
セダン、バン、バスを含むすべてのタイ
プの車を割引価格でご利用できます。

K-Style Hub (48頁)
料金・割引率
4階韓食体験館を除く全施設無料。ただ
し、「イベントゾーン特別体験」はクー
ポンご持参の方のみ可能。

ご予約•クーポン使用方法
ホームページ(safex.kr/)で「RESRVE」をクリックしてご予約ください。そこ
で割引クーポンコード「KTOspecial」を入力すると、10%割引が適用され
ます。予約が完了すると、確認メールが送信されます。
※ 電話またはEメールによるご予約は承っておりません。必ずホームペー
ジで オンライン予約をご利用ください。
※ クーポンの利用回数に制限はなく、何度でも使用することができます。
※ 3月末からオンライン決済に替わります。

便利なサービス

동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

ご予約•クーポン使用方法
ご来店の際にクーポンをご提示ください。

イベントゾーンは5階にあり、特別体験
テーマは時期によって異なる場合があり
ます。
クーポンの有効期限: 2017年12月28日

ウェブサイト: www.visitkorea.or.kr(日本語)
電話: +82-2-729-9439, 9433

便利なサービス

便利なサービス

동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

ユニークな韓囯楽たび

異色サービス

동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

ご予約•クーポン使用方法

•Seoul PASSウェブサイト(www.seoultravelpass.com)にアクセスするか、
APP storeまたはGoogle palyで「Seoul PASS」を検索してアプリをダウン
ロードします。
•好きな商品のチケットや旅行および活動を検索し、ショッピングカート
に追加します。
•クーポンコード「welcomekorea2017」を入力すると、5%追加割引がで
きます。クーポンはアカウントごとに１回のみ使用できます。
•オンラインで料金を決済し、韓国であなただけの特別な旅をお楽しみく
ださい。

異色サービス

동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

ご予約•クーポン使用方法

•ファンタスティック・コリア・バンのサイト(funtastickorea.com/van)でご希望の日程
をご予約ください。予約方法は、次のQRコードでご確認ください。
•すべての予約選択が完了しましたら、お支払いページでオプションに合った割引ク
ーポンコードを入力し、国際クレジットカードまたはPayPalでお支払いください。
空港ピックアップ＆センディング: 17FNKVAN3(3,000ウォン割引クーポン)
長距離片道: 17FNKVAN5(5,000ウォン割引クーポン)
デイツアー: 17FNKVAN10(10,000ウォン割引クーポン)
•ご予約から24時間以内に、ドライバーと会う時間と場所が記入されたバウチャ
ーが発送されます。

異色サービス

동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 외국인전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내바랍니다.
-

ご予約•クーポン使用方法
別途のご予約や事前登録は不要です。K-スタイルのハブ5階でイベントゾー
ンのスタッフにクーポンをお見せになるだけでOKです。

간체

번체

일문

