
言語サポートについて
各プログラム、英語・韓国語・日本語の通訳サポートが準備されています。

でも、この機会に頑張って直接話してみよう！

会場へのアクセス
金浦 (キンポ )・仁川 (インチョン )空港⇄AYC会場 : 京畿 (キョンギ )大学の他、オプションツアーの場合、教会堂・

神殿までのアクセスはシャトルバスが利用可能！

※1. 人数が少ない場合も個別サポート有　※2. ご自身で会場に来られても構いません

シャトルバス運行ルート
＜往路＞

前泊者用 8/14（金浦 (キンポ )・仁川 ( インチョン )空港→会場 : 京畿 ( キョンギ )大学）

当日参加者用 8/15（金浦 (キンポ )・仁川 ( インチョン )空港→会場 : 京畿 ( キョンギ )大学）

＜復路＞

当日参加者用 8/17（会場 : 京畿 ( キョンギ )大学→金浦 (キンポ )・仁川 ( インチョン )空港）

後泊者用 8/17（会場 : 京畿 ( キョンギ )大学→オプションツアー）

後泊者用 8/17（オプションツアー→宿泊施設：ホームステイ先・京畿 (キョンギ )大学）

後泊者用 8/18（会場 : 京畿 ( キョンギ )大学→ワード）※大学寮での後泊者のみ

後泊者用 8/18（ワード→金浦 (キンポ )・仁川 ( インチョン )空港）

運行時間
下記アンケートにて空港到着時間・出発時間を調査し、その情報をもとに決定いたします。少人数の場合 

もサポートいたしますので、会場へのアクセスはご心配なさらずに、チケットの購入を進めていただけれ 

ばと思います。

乗車場所（往路について）
空港到着ゲートを出ると案内人が待機しています。

案内人の指示に従って下さい。

これで迷わずチケット購入ができますね♪

前泊者：宿泊施設（京畿 ( キョンギ ) 大学寮）チェックイン時間
チェックイン時間：14:00 - 22:00*
*22 時以降にチェックインされる方はアンケートでその旨お伝えください。

通常とは別の方法で対応させていただきます。

当日　受付・チェックイン時間について
8/15（木）8:00-12:00*

*12:00 に間に合わない場合はアンケートでその旨お伝えください。

前泊・後泊・オプションツアーについて
申し込み方法

アンケートにてお申し込みください。

宿泊料金
京畿 (キョンギ )大学　前泊8/14（水）：無料

京畿 (キョンギ )大学　後泊8/17（土）：25,000ウォン（約2,500円）食事なし

ホームステイ　 後泊8/17（土）：無料（朝食込み）

※ご自身で手配される宿泊施設につきましては、自己負担となります。

オプションツアー

・ソウル神殿参入ツアー

・宮殿文化体験ツアー

・韓国お買い物ツアー

ついでに韓国旅行を楽しみたい方にオススメです！

食事について
韓国料理は辛いイメージが強いですが、辛くない韓国料理も多くあります。韓国人にも辛いものが苦手な人もいます。

※会場付近にコンビニ有

参加費支払い期限
2019年 6月30日

※セッション確定通知メールをお受取後にお支払いください。

お支払い方法はコチラから

日本円以外でのお支払い方法はコチラから

交通費補助
25,000円

※日本セッションにも参加される方はステークの方針 *のもと、日本セッション参加交通費補助と25,000円が支給さ

れます。ぜひ、賢くご活用ください！

*ステークによって異なります。

キャンセル期限
2019年 6月30日

キャンセルフォームはコチラから

※キャンセル期限を過ぎた場合の返金対応は、宿泊施設のキャンセルポリシー上、出来ません。期限内に必ずお知らせく

ださい。ご理解とご協力をお願いいたします。

参加者必須アンケート
飛行機情報など参加者全員にアンケートの回答をお願いしています。

アンケートはコチラから

アンケート記入後に変更事項がある場合「問い合わせフォーム」からご連絡ください。
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ayc特設ウェブサイト: http://ldschurcharchive.org/ayc2019/

https://forms.gle/LkKce52qE9ThQsmU7
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