視察主催・企画：株式会社ニューメディア
旅行企画・実施：アローヘッド・インターナショナル株式会社
(観光庁長官登録旅行業586号)

韓国次世代・
新規格サービス放送
専門調査ツアー in 2017
ニューメディアの企画ツアーとして、韓国の４Ｋ最新動向を
趙章恩(ﾁｮｳ･ﾁｬﾝｳﾝ)氏
専門調査する第５回です！
ITジャーナリスト/東京大学社会情報学修
今回も第3回ツアーより、本誌に寄稿するバリバリの
士号取得後、東京大学大学院学際情報
韓国ITジャーナリストであり、東京大学院生でもある趙章恩氏による
学府博士課程在学中
第3弾ツアーとなります。
①来年に迫る韓国・平昌五輪。
「月刊ニューメディア」、「日経ビジネス」、
世界最高のICTオリンピック、世界初5Gオリンピックなど。
「日経Robotics」、「ダイヤモンドオンライ
最新技術の活用プランや中継放送デモゾーンを取材。
ン」、「ニューズウィーク日本版」、「週刊エコ
②本年5月31日より開始された４Ｋ地上波放送の動向調査。
ノミスト」、「日本デジタルコンテンツ白書」な
③第3回ツアーより取材を続けている、統合視聴率についての調査取材。 どに寄稿。
この3本柱をツアーのテーマとしていきます。いまだからこそ設定ができる！
旬な月刊ニューメディア韓国ツアーにぜひ参加ください！

ツアー概要

◆ご旅行期間 2017年11月26日(日)～11月28日(火) 2泊3日
◆ご旅行代金

◆特別割引料金（8/31迄のお申込み）

￥168,800

*別途、国内空港施設使用料・空港保安料及び海外空港諸税、燃油サーチャージがかかります。

◆訪問都市 韓国・ソウル・平昌
◆最少催行人数 10名様より
◆特別早割申込締切日 2017年8月31日(木)

ツアーの様子

【お客様ご希望プラン】
お客様のご希望日程との組み合わせ可能。ご希望をお聞かせください。
ご提案させていただきます。
例：延泊または東京（羽田・成田）発着以外もご対応させていただきます。
ご希望のお客様は弊社担当者にお問い合わせ願います。

残席がある場合のみ9/1以降は早割募集予定。

◆添乗員 同行いたしません。
（現地ガイドが同行します。）
◆飛行機：エコノミークラス利用
◆ホテル：1名様1室ご利用の場合のお一人様料金
※ビジネスクラス追加料金についてはお問い合わせください。
ご利用予定航空会社：日本航空、全日本空輸、
アシアナ航空、大韓航空

◆ご予約・お問合わせは◆

TEL
FAX

03-5470-0882
03-5470-0892

担当
白崎（しらさき）、寺井
申込受付時間 月～金（9：00～18：00） 土日祝休

◆ ツアーのメリット
①韓国放送・情報・IT業界に精通の趙章恩氏が同行
前回と同様、業界に精通する趙章恩氏が通訳としても同行。
ワイヤレスイヤフォンを使用して同時通訳のうえ、わかりやすい解説付き！
②ツアーの前後に！ツアー説明会、事後勉強会開催 ！
ツアーの事前準備と事後の情報交換もばっちり！
また参加者同士の交流や情報交換として共有できる機会を設けます。

事前勉強会

③ゲストをお呼びしての現地ツアー懇親会！
ツアー中の懇親会では、韓国放送事業者関連の担当の方をお招きし、
意見交換会を予定しております。
④宿泊ホテルはお一人様一部屋利用!
宿泊ホテルはお一人様一部屋利用により、訪問の疲れをとり、
リラックスして翌日の訪問に備えます。
◆ 韓国視察ツアーのポイント
1．地上波4K本放送開始後の状況
2017年5月31日、韓国の地上波放送局は4K本放送を開始した。ヨーロッパ方式から突
然米国方式（ATSC3.0）に変更するなど、紆余曲折があった地上波4K本放送準備と開
始後の状況、今後の計画について放送局関係者から話を聞く。
2．4K・8Kをめぐる有料放送の戦略
地上波より先に4K放送を開始した有料放送。地上波直接受信が5％に満たない韓国の
特殊な事情をから、有料放送で地上波4K放送を再送信すべきという声が大きくなっている。
有料放送業界の4K8K放送戦略について関係者から対応を聞く。
3．ピョンチャン冬季オリンピック
韓国では世界最高のICTオリンピック、世界初5Gオリンピックを目指して、VR、AR、UHDな
ど最新技術を総動員した中継を計画している。競技場には既に100台のカメラを設置して
360度アングルのVR中継の準備を整えている。5Gでオリンピック中継がどう変わるのか、4K・
8K中継の準備は整ったのか。競技場やメディアセンターを訪問して準備状況を見学する。
4．テレビ統合視聴率算定
テレビ番組をテレビ受像機ではなくスマートフォンから視聴する人が急増する背景から、韓国
では視聴率算定方式を試行している。韓国の放送業界がテストしている統合視聴率算定
について、専門家から話を聞く。

ツアー名
視察期間日程

企画：月刊ニューメディア主催・実施：アローヘッド・インターナショナル株式会社
韓国次世代・新規格サービス放送専門調査ツアーin 2017

2017年11月26日(日曜日)～11月28日(火曜日)【2泊3日】
特別割引料金

旅行代金

※エコノミークラス利用/1名様1室ご利用の場合のお一人様料金となります。

※別途、空港施設使用料、空港保安料及び空港税、航空保険料、燃油サーチャー代
がかかります。
※ビジネスクラス追加代金についてはお問い合わせください。
※延泊等ツアー日程以外のご手配ご希望の方は弊社担当者にお問い合わせください。

￥168,800・－
最少催行人員10名様より

募集人数

特別割引料金
申込締切日

申込方法

募集要項

10名様に満たない場合は手配旅行としてご手配させていた
だくことはできますが、料金を再見積りし、ご承諾をいた
だいたうえでご手配させていただきます。

ご利用予定
航空会社

※延泊または東京（羽田・東京）発着以外もご対応させて
いただきます。ご希望のお客様は弊社担当者にお問い合
わせください。

2017年8月31日（木）
但し、満員になり次第締め切らせていただきます。
※ 以降はお問い合わせください。
ＦＡＸ(03-5470-0892)送付またはeメール
（yshirasaki@arrowhead.co.jp)に申込書添付のうえ、
お申込ください（メール添付の場合はパスワード設定等
セキュリティ対策をお願い致します）
申込書受領後、旅行代金のご請求書をお送りいたします。
弊社ご指定日までにお振込み下さい。

日本航空、全日本空輸、
アシアナ航空、大韓航空

ご利用予定
ホテル

添乗員

平 昌：★★★クラス
ソウル：★★★クラス

同行いたしません。
（現地ガイドがお世話いたします。）

三菱東京ＵＦＪ銀行本店（普）４５９３１６７
アローヘッド・インターナショナル㈱

ご旅程表（概要）

《1日目》
11月26日
（日曜日）

※下記ご日程は取材先、視察先の都合やその他の事由により、ご変更になる場合がございます。予めご了承ください。

都 市

時 間

羽田

午前

訪問先

機内

東京・羽田空港（HND）発、ソウル・金浦空港（GMP）着

ソウル

昼食、移動

平昌

オリンピックメディアセンター：４Ｋ８Ｋ中継準備動向
午後

食事

夕：×

ホテル着

《平昌 泊》
《2日目》
11月27日
（月曜日）

平昌

午前

午後

ソウル

《3日目》
11月28日
（火曜日）

ソウル

午前

ホテルロビー集合
オリンピック５Ｇ、ＶＲ関連：オリンピックテスト競技見学
５GをベースにしたオリンピックＶＲ中継について
移動、昼食
視聴率調査会社：統合視聴率調査導入について
または、
韓国放送政策関連政府機関：韓国４Ｋ本放送と政府の４Ｋ８Ｋ関連支援状況、
今後の計画に関して
韓国専門家招待懇親会
ホテル着
《ソウル 泊》

朝： ×
昼： ×
夕： ○

ホテルロビー集合

朝： ×
昼： ×
機内

ケーブルテレビ協会：地上波４Ｋ本放送開始後有料放送の動向、
地上波４Ｋのケーブルテレビ再送信問題など
または、
４Ｋ装備関連会社：韓国産４Ｋ装備について
移動、昼食
午後

放送協会：地上波４Ｋ本放送開始後の放送局の状況と今後の計画
または、
韓国地上波ＵＨＤ協会：地上波放送の４Ｋ８Ｋ状況と今後の計画

移動
金浦空港ロッテモール：家電量販店見学など
ソウル・金浦空港（GMP）発、東京・羽田空港（HND）着、帰国
羽田

おつかれさまでした！

ご旅行条件（抜粋）
◆お申し込みの際には旅行条件書（全文）お読みいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください◆
● 募集型企画旅行契約
この旅行はアローヘッド・インターナショナル㈱（東京都港区芝公園１‐７-８観光庁長官登録旅行業第５８６号。以下「当社」といいます。）が
企画・募集する旅行であり、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、弊社FAXもしくは担当者E-Mail: yshirasaki@arrowhead.co.jpへお申し込みください。
（2）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込書を受領したときに成立するものとします。
● 旅行代金のお支払い
申し込み書を受領後、旅行代金全額またはお申し込み金 額のご請求書を発行致します。ご請求書に記載されている期日迄に弊社指定口座へ
お振込みにてお支払い下さい。
● 旅行代金に含まれるもの
（1）旅行日程に明示した航空運賃 （エコノミークラス特別割引運賃）
（2）旅行日程に含まれる送迎バス等の料金
（3）旅行日程に明示した視察・訪問時の通訳またはガイド費用と経費（通訳は取材先訪問時に同行させていただきます）
（4）各地下記クラスの宿泊料金及び税金、サービス料
平 昌：★★★クラス
ソウル：★★★クラス
（5）ご旅行日程に明示したお食事料金
（6）お１人様お預け手荷物1個の手荷物運搬料金。（お１人様23kgまで）
航空会社によってはお預け手荷物が２個までの場合もございます。
（7）団体行動中のチップ。
※上記経費は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
● 旅行代金に含まれないもの
前項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（1）旅券印紙代
（2）渡航手続き取扱料金（消費税含む）
a. 旅券申請書作成代行……5,400円
（3）超過手荷物運搬料金 （規定重量、容量、個数を超える分について）
（4）個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。
（5）お客様の傷害疾病に関する医療費、旅行傷害保険料。
（6）日本国内における交通及び宿泊費。
（7）クリーニング代、電話代、飲食代等の個人的費用。
（8）ご日程案以外のご手配については弊社担当者へお問い合せください。
（9）空港施設・旅客保安サービス料・空港税・航空保険料・燃油チャージ
（10）別行動、部分参加の場合の手配料
● お客様による旅行の取り消し
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことによりいつでも 旅行契約を解除することができます。
旅行契約の解除期日

取消料

旅行開始日の前日から起算して遡って60日目に
あたる日以降8日前まで

旅行代金の50％

旅行開始日の7日前～4日前まで

旅行代金の80％

旅行開始3日前から出発時当日、
無連絡不参加

旅行代金の全額

※ただし早割お申込みのお客様につきましては
お申込み完了段階で 取消料の対象となり
ます。

● 個人情報の取扱について
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、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、
お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの受領のために 手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
・この旅行条件は2017年7月1日を基準としています。
・また、旅行代金は2017年7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。
・総合旅行業務取扱管理者：白崎 裕志 *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、ご遠慮なく取扱責任者にお尋ねください。

◆視察に関するお問い合わせは

株式会社ニューメディア 担当：吉井
〒104-0061 東京都中央区銀座2-12-5

Tel：03-3542-5231 Fax：03-3545-5843 E-Mail：yoshii@newww-media.co.jp

◆旅行に関するお問い合わせは

アローヘッド・インターナショナル株式会社
〒105-0011 東京都港区芝公園1-7-8

担当：白崎（しらさき）・寺井

Tel：03-5470-0882 Fax：03-5470-0892 E-Mail：yshirasaki@arrowhead.co.jp

