
日程 スケジュール 費用

福山駅 発（山陽本線）【23：09】 → 東福山 着【23：13】 ¥190

10/25(木) ★23：20には東福山駅完全集合 ¥4,000

東福山駅 発（ジャムジャムライナー）【23：55】 → 難波 着【5：30】 10/9(火)徴収

難波 着【5：30】

難波駅 発（南海線 空港急行関西空港行き ⑥番線）【5：45】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→ 関西空港駅 着【6：28】 ¥920

★5：45に間に合わなかった場合は以下の通り

難波駅 発（南海線 空港急行関西空港行き ⑥番線）【6：02】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→ 関西空港駅 着【6：48】 (同上)

　ーーーーー各自朝食をとるーーーーー

関西国際空港(KIX) 発（第１ターミナル B）【9：55】 ￥14,210(往復)

　　　　　　　　　→ 仁川国際空港(ICN) 第１ターミナル 着【11：55】 支払い済み

★パスポート、eチケットをすぐ出せるようにしておく

〈エアソウルの機内持込手荷物〉

見回り品のほかに10㎏以内の１個まで持ち込み可。荷物の縦・横・幅の３辺の和

が115㎝以内(各辺の長さは55㎝×40㎝×20㎝以内)。

〈エアソウルの受託手荷物〉

重量15㎏以内。３辺の和が203㎝以内の荷物１個まで。

尚、今回の航空券に無料受託手荷物サービスは含まれていないため、手荷を預け

たい場合は別途￥5,000がかかる。

仁川国際空港(ICN) 第１ターミナル 着【11：55】

　ーーーーーT-moneyカードを購入するーーーーー

第１ターミナル駅 → 弘大入口(ホンデイック)駅 ※所要時間は約１時間 ¥405

★一般列車は12分間隔で運行

　ーーーーー弘大に着き次第 昼食・チェックインを済ませるーーーーー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　弘大入口駅からゲストハウスまで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約500ｍ：徒歩10分ほど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲストハウスから延世大学まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約1.4㎞：徒歩30分ほど

【15：30】展示物見学 @延世大学図書館１階展示室

【16：00】ご講和 @延世大学統一研究院セミナー室

【17：00】キャンパス見学

FREE TIME

チェックイン【14:00～22：00】※時間内ならいつでも可能

宿泊先：シスエンブロゲストハウス

住所：〒121-869 ソウル特別市麻浦区延南路１ギル６－７

交通アクセス：地下鉄２号線の弘大入口駅２番出口より徒歩10分

〈外観〉　　　　　　　　　　　　    　  〈地図〉

￥10,000(３泊分)

10/9(火)徴収

平成30年10月25日（木曜日）～平成30年10月29日（月曜日）

松浦ゼミ 韓国研修旅行

10/26(金)

延世大学

ゲストハウス

弘大入口駅

難波 着【5：30】

難波駅 発（南海線 空港急行関西空港行き ⑥番線）【5：45】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→ 関西空港駅 着【6：28】 ¥920

★5：45に間に合わなかった場合は以下の通り

難波駅 発（南海線 空港急行関西空港行き ⑥番線）【6：02】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→ 関西空港駅 着【6：48】 (同上)

　ーーーーー各自朝食をとるーーーーー

関西国際空港(KIX) 発（第１ターミナル B）【9：55】 ￥14,210(往復)

　　　　　　　　　→ 仁川国際空港(ICN) 第１ターミナル 着【11：55】 支払い済み

★パスポート、eチケットをすぐ出せるようにしておく

〈エアソウルの機内持込手荷物〉

見回り品のほかに10㎏以内の１個まで持ち込み可。荷物の縦・横・幅の３辺の和

が115㎝以内(各辺の長さは55㎝×40㎝×20㎝以内)。

〈エアソウルの受託手荷物〉

重量15㎏以内。３辺の和が203㎝以内の荷物１個まで。

尚、今回の航空券に無料受託手荷物サービスは含まれていないため、手荷を預け

たい場合は別途￥5,000がかかる。

仁川国際空港(ICN) 第１ターミナル 着【11：55】

　ーーーーーT-moneyカードを購入するーーーーー

第１ターミナル駅 → 弘大入口(ホンデイック)駅 ※所要時間は約１時間 ¥405

★一般列車は12分間隔で運行

　ーーーーー弘大に着き次第 昼食・チェックインを済ませるーーーーー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　弘大入口駅からゲストハウスまで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約500ｍ：徒歩10分ほど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲストハウスから延世大学まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約1.4㎞：徒歩30分ほど

【15：30】展示物見学 @延世大学図書館１階展示室

【16：00】ご講和 @延世大学統一研究院セミナー室

【17：00】キャンパス見学

FREE TIME

チェックイン【14:00～22：00】※時間内ならいつでも可能

宿泊先：シスエンブロゲストハウス

住所：〒121-869 ソウル特別市麻浦区延南路１ギル６－７

交通アクセス：地下鉄２号線の弘大入口駅２番出口より徒歩10分

〈外観〉　　　　　　　　　　　　    　  〈地図〉

￥10,000(３泊分)

10/9(火)徴収

地下鉄２号線の弘大入口駅【　　:　　】　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　→ 地下鉄５号線の光化門駅６番出口【　　:　　】

『脱北者と行くワンコリアツアー』

【8：10】集合 @板門店トラベルセンター(コリアナホテル８階)

　　　　　　　　　　　→ 地下鉄５号線光化門駅６番出口より約150ｍ直進

【8：30】自由の橋を通り統一大橋検問へ出発

【9：40】臨津閣公園、南侵第３トンネル(DMZ映像館・展示館)

　　　　　都羅展望台・都羅山駅観覧

【12：50】昼食

【14：00】烏頭山統一展望台　ビデオ映像鑑賞(10分)、脱北者の講演

 　                                     質疑応答、展示館見学など ¥8,020

【16：30】解散 支払い済み

【17：00】観光 @支庁・明洞・清渓川

FREE TIME

地下鉄２号線の弘大入口駅【　　:　　】　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　→ 地下鉄３号線の独立門駅４番出口【　　:　　】徒歩３分

【9：30】西大門刑務所歴史館　入場料：1500ウォン

地下鉄３号線の独立門駅４番出口【　　:　　】

                           → 地下鉄３号線の安国駅【　　:　　】徒歩５分

【12:00】仁寺洞

地下鉄３号線の安国駅【　　:　　】

　                             → 地下鉄４号線の銅雀駅８番出口【　　:　　】徒歩２分

【国立ソウル顕忠院・国立墓地】

FREE TIME

10/27(土)

10/28(日)

10/26(金)

延世大学

ゲストハウス

弘大入口駅



□腕時計 

□常備薬 

□モバイルバッテリー 

□エコバック・サブバック 

□イヤホン 

□上着(寒いかも) 

□洗顔料 

□ドライヤー 

□ヘアセット類 

□カメラ 

 

 女子  

□メイクポーチ 

□化粧水・乳液・メイク落とし 

□生理用品 

 

 

 

【持ち物リスト】 

□パスポート  

□財布   

□グローバル Wi-Fi ２台(KIX にて受け取り) 

□クレジットカード(必要に応じて)                    

□しおり                    

□充電器(スマホ・バッテリーなど)      

□ノート・メモ帳 

□筆記用具 

□着替え(３～４日分) 

□変換プラグ 

□変圧プラグ 

□歯磨きセット 

□シャンプー・リンス(宿泊先にも有) 

□ハンカチ・ティッシュ 

□コンタクト・メガネ類 

□e チケット 

□パスポートのコピー 

 【宿泊先】シスエンブロ・ゲストハウス 

   住所：#6-7, Yeonnam-ro 1-gil, Mapo-gu, 121-869 

      電話番号：+8223356788 

      備考：無料 Wi-Fi 、タオル１日につき１枚 

      ドライヤー、バスアメニティ、専用バスルーム 

 

 【研修先】延世大学統一研究院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【メモ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弘大入口駅 → 第１ターミナル駅 ※所要時間は約１時間 ¥405

★第１ターミナルに【10：30】には着いておく

　－－－－－各自昼食をとるーーーーー

 仁川国際空港(ICN) 第１ターミナル 発【13：10】

　　　　　　　　　　　　　　　　→ 関西国際空港(KIX) 着【15：00】 支払い済み

★関西空港で現地解散にするので、バスor新幹線など各自に任せます！

〈バスの場合〉目安￥4,820

関西空港駅 → 難波駅 ¥920

難波OCAT(びんごライナー)【19：45】発 → 福山駅前 着【24：02】 ¥3,900

〈新幹線の場合〉目安￥6,680

関西空港駅(はるか) → 新大阪駅 ※所要時間は55分 ¥1,780

新大阪駅(トクトクきっぷこだま) → 福山駅 ※所要時間は約1時間25分 ¥4,900

10/29(月)

 

 

ゲストハウス 

延世大学統一研究院 
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