
【企画協力】

エアーチャータージャパン

【お問い合わせ・お申込み】

株式会社ＪＴＢ 教育第一事業部
東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 31 階　〒 163-0431
Tel：03-5909-8012　Fax:03-5909-8017
営業時間：平日 9：30 ～ 17：30 定休日：土日祝年末年始
総合旅行業務取扱管理者：柳澤 太一
取扱担当者：出石（でいし）・及川（およかわ）

【旅行企画・実施】
株式会社 JTB
観光庁長官登録旅行業第 64 号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川 2-3-11 〒140-8602

総合旅行業務取扱管理
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
明な点があればご遠慮
なく上記の取扱管理者
にお尋ねください。

●募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社 JTB（東京都品川区東品川 2-3-11、観光
庁長官登録旅行業第 64号。以下「当社」といいます。）が企
画・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」といいます。）を
締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、
別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終
日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行
契約の部によります。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（1）	当社所定の申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金

を添えてお申し込みください。なお、申込金の額は、原
則として旅行代金の 20％以内となります。申込金は、旅
行代金お支払の際差し引かせていただきます。

（2）	電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込
みの場合、当社が予約の承諾の旨通知し、2019年 12月
20日 ( 金 ) までに申込書の提出と申込金の支払をしてい
ただきます。

（3）	旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領し
たときに成立するものとします。

（4）	お申込金（おひとり）30,000 円
●旅行代金のお支払い
旅行代金残金は旅行出発日の前日からさかのぼって60日目に
あたる日以降、21日目にあたる日より前（お申し込みが間際
の場合は当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、
お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客
様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支
払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客
様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
●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、
次の金額を取消料として申し受けます。

契約解除の日 取　消　料
旅行開始日の前
日から起算して
さかのぼって

31日目にあたる日まで 無　料
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〜当日 旅行代金の 50％
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の 100％
●旅行代金に含まれるもの
＊日程表記載のエコノミークラス航空運賃（羽田〜金浦 /釜
山〜成田）＊ソウル〜ヤンヤンまでの専用車代＊基本コース：
ヤンヤン 3泊分の宿泊代、アドバンスコース：ヤンヤン 4泊
分の宿泊代（いずれも朝食付）＊釜山 1泊分の宿泊代（朝食
なし）＊定期便を利用した実習代（搭乗時の航空券代含む）
（実習回数（片道）：基本コース 2回／アドバンスコース 4回）
＊その他実習代（プログラム業務代金）＊制服利用代＊空港
職員（またはCA等）との懇親会参加費（アドバンスコース）
＊修了証発行代（アドバンスコース）
●旅行代金に含まれないもの
前項のほか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	＊クリーニング代、電話電報料、ホテルの

ボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲食等個人的
性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金＊渡航手続関
係費用＊オプショナルツアー料金＊日程表に記載のない食事
代＊日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散時点
までの交通費・宿泊費＊国内空港施設使用料等（2,610 円）・
現地空港税（2,110 円）・国際観光旅客税（1,000 円）・燃油サー
チャージ（1,000 円）・航空保険料（600円）※ 2019年 12
月 1日現在（燃油サーチャージが増額になったときは不足分
を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。）
●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かつ偶然な
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、以下の金額の範囲において、補償金又は
見舞金を支払います。
死亡補償金：2,500 万円、入院見舞金：4	〜 40 万円、通院
見舞金：2〜 10万円	携行品損害補償金：お客様 1名につき
〜 15万円（但し、補償対象品 1個又は 1対あたり 10万円
を限度とします。）
　上記金額はご旅行催行時に変更になることがございます。
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」
といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等
の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を
条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異
なります。
○通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾
する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社がその通
知を発した時に成立し、当社が e-mail 等の電子承諾通知に
よる方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達
した時に成立するものとします。また申込時には「会員番号・
カード有効期限」等を通知して頂きます。

○「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく
旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をい
います。契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行
代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出があった日
の翌日から起算して 7日以内（減額又は旅行開始後の解除
の場合は 30日以内）をカード利用日として払い戻します。

○与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードで
のお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、上
記の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社
が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払い
をいただいた場合はこの限りではありません。

●旅券・査証について
（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入
国管理事務所にお問い合わせください。）
○旅券（パスポート）：この旅行には帰国時まで有効な IC 旅
券（入国時 90日以上が望ましい）が必要です。

○査証（ビザ）：この旅行には査証は不要です。　
現在お持ちの旅券の有効性の確認、旅券・査証の取得はお
客様自身で行ってください。これらの手続代行は、渡航手

続料金をいただいてお受けします。
●保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」
ホームページ：http://www.forth.go.jp/ でご確認ください。
●海外危険情報について
渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・
地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お
申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」を
お渡しいたします。また、「外務省海外安全ページ：http://
www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。併せ
て、外務省の海外安全情報配信サービス（たびレジ）への登
録をお勧めいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
tabireg/index.html
●海外旅行保険への加入について
海外において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送
費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者へ
の損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情で
す。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担
保するため、お客様自身で充分な額の海外旅行保険に加入す
ることをお勧めします。海外旅行保険については、販売店の
係員にお問合せください
●個人情報の取扱について
（1）	当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等

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
めの手続きに必要な範囲内、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、
並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜
のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレッ
ト及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保
険会社、土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人
情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め
電磁的方法等で送付することにより提供いたします。

（2）	当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合
に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺
いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があっ
た場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた
場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方
の個人情報を当社及び販売店に提供することについて連
絡先の方の同意を得るものとします。

（3）	その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全
文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、
当社の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署とな
ります。
株式会社 JTBお客様相談室
〒 140-8602　東京都品川区東品川 2-3-11
https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2019年12月1日を基準としています。また、
旅行代金は 2019 年 12 月 1日現在の有効な運賃・規則を基
準として算出しています。

ご旅行条件（要約）　お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

お申込みは以下サイトよりお願いいたします。
QR コード読み取り後、ログインいただき、虫眼鏡マークをクリックし、パスコード「6rLDBeDbQg」を
入力してください。再度、虫眼鏡マークをクリックすると専用申込ページへ移動します。
※参加可否のご連絡は 12 月下旬に登録いただいたメールアドレスへお送りいたします。

お申込み
方法

E1912006

ブラジルの航空機メーカーであるエン
ブラエルによって開発された、 ター
ボファン双発の小型ジェット旅客機で
す。 通称リージョナルジェットと呼ば
れる、 小規模・地域路線で使用され
ます。 このクラスの航空機としては
ベストセラーを記録しており、1,000
機以上が販売されました。

乗員：3名（操縦士 2名、客室乗務員 1名）
乗客：50名　  全長：29.9m　  全幅：20.04m
最大速度：834km/h

ＥＲＪ１４５（エンブラエル社／ブラジル）ヤンヤンインターナショナルエアポートホテル

使用機材利用ホテル

（イメージ）（イメージ）

KOREA EXPRESS AIR
【基 本 コ ー ス】2020.3.5 THU～3. 9   MON  5DAYS
【アドバンスコース】2020.3.5 THU～3.10 TUE  6DAYS

機内キャビンアテンダント実体験プログラム

“実際”の制服を着て、
“実際”に飛行する機内で、

“実際”のお客様の前でのインターンプログラム！

プログラム参加者の特典として、下記の事前セミナー 2 回を予定しています。
※1～2 月、都内にて開催予定

（メイクレッスン）

参 加 者 特 典

❶元航空業界勤務の講師による　　
業界まるわかり『航空業界セミナー』

❷資生堂講師による　　
第一印象を高める『ビューティー講座』

（イメージ）

申込み締切
2019年

12月20日（金）



航空業界を目指す大学生・専門学生を対象に、
実際の定期便を活用し、
上空ならではのリアルな状況を体感出来る
キャビンアテンダント体験プログラムを企画しました。
現役 CA による講座を受講した後、
実際の定期便での機内アナウンス
及びドリンクサービスを実施します。

◦ヤンヤン空港設備見学
現地空港係員が襄陽国際空港をご案内致します。本来では見ることの出来ない裏側までご覧頂けます。

◦キャビンアテンダント体験
実際に飛んでいる定期便内で、機内アナウンス体験・飲み物提供サービス体験をして頂きます。実際のフ
ライトを前に、地上でのロールプレイングや、停止した機内での体験を受けて頂き、その後、実際の定期
便で実体験をします。
定期便は下記の 2 路線のいずれかを予定しております。

・ヤンヤン - チェジュ線 ／・ヤンヤン - プサン線
※実際の定期便内で行いますので、フライトスケジュールにより異なります。ご了承ください。

◦ウォーキングトレーニング＆身だしなみ講座
現地のキャビンアテンダントがウォーキング指導を行います。

◦グランドスタッフ業務見学
本物のチェックインカウンターを使用し、グランドスタッフからチェックイン業務について学び、流れを
理解します。

◦航空機本体講習
現地整備士のレクチャーの下、本物の機材（ERJ145）を間近で見学しながら、航空機本体について学んで
頂きます。本物のコックピットもご見学頂けます。

◦お見送り体験
現地空港スタッフを間近で見て流れを学びながら航空機が空港から飛び立つまでを見学します。

 男性の皆様のご参加もお待ちしております！ 

▪ ご旅行期間：
【基本コース】搭乗体験2回

2020年3月5日㈭
〜 3月9日㈪  5日間

【アドバンスコース】搭乗体験4回、修了式、懇親会

2020年3月5日㈭
〜 3月10日㈫  6日間

▪ ご旅行代金：

【基 本 コ ース】 198,000円
 （大人お一人様）（ツイン2名1室利用時）

【アドバンスコース】 256,000円
 （大人お一人様）（ツイン2名1室利用時）

国内空港施設使用料等（2,610円）・現地空港税
（2,110円）・国際観光旅客税（1,000円）・燃油サー

チャージ（1,000円）・航空保険料（600円）が別途必
要になります。（いずれも2019年12月1日現在）

▪ 添乗員：同行いたしません
　　　　現地係員がご案内いたします

▪ 募集人員：15 名
（最少催行人員：いずれかのコースで6名以上）

▪ 日本発着時利用航空会社：日本航空（JL）
（エコノミークラス）

▪ 食事条件：
【基 本 コ ース】朝3回、昼0回、夕0回（機内食除く）

【アドバンスコース】朝4回、昼0回、夕1 回（機内食除く）

▪ 利用ホテル：
ヤンヤン／ヤンヤンインターナショナルエアポートホテル
釜　山／釜山エアスカイホテル

月日（曜）
地　　名 現地

時刻
交通
機関 予　　定 食事基本

コース
アドバンス
コース

3/5
（木）

3/5
（木）

東京（羽田）発
ソウル（金浦）着

08:20
10:50

JL091
専用車

空路金浦へ
着後、専用車にてヤンヤンへ
ホテルチェックイン 〈ヤンヤン泊〉

朝：×
昼：×
夕：×

3/6
（金）

3/6
（金）

ヤ ン ヤ ン 午前

午後

【終日 CA 実体験プログラム参加】
・空港施設見学（チェックインカウンター等）
・CAや韓国航空業界の仕事に関するレクチャー
・停止した航空機内でのキャビンアテンダント体験

アナウンス及び機内サービスのレクチャー、
マナー講習、ヘアメイク身だしなみ講座

〈ヤンヤン泊〉

朝：◯

昼：×

夕：×

3/7
（土）

3/7
（土）

ヤ ン ヤ ン 午前

午後

【終日 CA 実体験プログラム参加】
・機内アナウンス練習
・非常脱出講習
・停止した航空機内でのキャビンアテンダント体験
　アナウンス・非常脱出講習
・定期便を利用したキャビンアテンダント体験
（ヤンヤン空港～済州空港 往復）
　機内アナウンス及びドリンクサービスを実施
・CA、元KEチーフパーサーからのフィードバック

〈ヤンヤン泊〉

朝：◯

昼：×

夕：×

3/8
（日）

ヤ ン ヤ ン アドバンスコース 朝：◯

昼：×

夕：◯

午前

午後

夕方

【終日 CA 実体験プログラム参加】
前日のフィードバックに基づき、機内アナ
ウンス及びドリンクサービスの確認、復習
・定期便を利用したキャビンアテンダント体験
　（ヤンヤン空港～釜山空港 往復）
　機内アナウンス及びドリンクサービスを実施
・CA、元KEチーフパーサーからのフィードバック
・修了式（コース修了証のお渡し）
空港職員（又はＣＡの方等）との懇親会
 〈ヤンヤン泊〉

3/8
（日）

3/9
（月） ヤ ン ヤ ン 発

釜 山 着
13:00
14:00

専用車
KEA352

夕方

空港へ移動
ホテルチェックイン後、 フリータイム
釜山市内観光をお楽しみください 〈釜山泊〉

朝：◯
昼：×
夕：×

3/9
（月）

3/10
（火） 釜 山 発

東京（成田）着
07:40
09:45

（空港シャトル）
JL960

無料シャトルバスにて空港へ移動
直行便にて空路、東京（成田）へ
帰着報告後、解散となります。

朝：×
昼：×
夕：×

お願い：このご旅程は運輸機関のダイヤ改正および各地の道路状況により多少時間が変更となる場合がございますので、
お手数でも現地で出発時間をご確認ください。
利用航空会社：JL（日本航空）、KEA（コリアンエキスプレス）

プログラムのポイント！

●時間帯の目安 早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04：00 06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00 04：00

参加者からのご感想（一部抜粋）

　この度は貴重な経験をさせて頂き、本当にありがとうございました。

今回参加してよかったと心から思っております。

実際に飛んでいる機内で、インターンシップ生が客室乗務員としての仕事を

するということは、普通ではあり得ない事で、本当に素晴らしい経験でした。

ドリンクサービスは停止状態での練習とは大きく状況が変わり、上空では

機体が揺れ、とても難しかったです。そして、機内アナウンスも飛んでいる

状態では飛行機の騒音にかき消され、自分の声が通っているのか分からない、

そのようなリアルな客室乗務員の体験を出来た事に本当に感謝しております。

　フライトの体験だけでなく、空港や機体の見学も出来て良かったです。

海外の航空会社を知れたことは今後に大きく関わってくると考えております。

とても充実した２日半をありがとうございました。 

※写真はすべてイメージです


