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2022年母国例会案内 

 

2022 年 10 月 28 日 

UG ビジネスクラブ事務局 

 

 

 

 

① ドレスコード 

 

 10 日 OK 金融グループ研修、11 日ロッテ研修参加の際、ドレスコードを「ビジネスカジュアル」 

とします。 

男性はジャケット着用マスト、女性はビジネスカジュアルに見合う服装で参加ください。 

 

 

 

② 食物アレルギー 

 

 11 日夕食メニューのうち、アレルギーがある方は 11 月 4 日まで申し付けください。 

 

 [Menu] 

https://www.ugbc.net/img/221019-1.jpg  

 

 

 

③ シグニエルホテル朝食 

 

 

11 月 11 日（金）、12 日（土）朝食についてお知らせします 

ロッテシグニエルホテルの朝食はお一人様 70,000 ウォンです。 

https://www.lottehotel.com/seoul-signiel/ja/dining/restaurant-stay-

modern.html  

 

現地で朝食を注文できます。朝食代は宿泊料金に含まれておりません。 

 

シグニエルホテル周辺にある朝食がとれるレストランを下記にお知らせします。 

 

https://www.ugbc.net/img/221019-1.jpg
https://www.lottehotel.com/seoul-signiel/ja/dining/restaurant-stay-modern.html
https://www.lottehotel.com/seoul-signiel/ja/dining/restaurant-stay-modern.html
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a. オモリチゲ蚕室本店 （24 時間営業） 

https://www.konest.com/contents/gourmet_mise_detail.html?id=1593  

 

アクセス（地図）シグニエルホテルより徒歩 10 分 

https://map.naver.com/v5/entry/place/11875445?placePath=%2Fhome&c=141

48703.4064814,4510158.8012548,15,0,0,0,dh  

 

b. カフェママス蚕室店 （平日 8:00～、土日 9:00～営業） 

https://www.seoulnavi.com/food/4306/  

※ このサイトはカフェママス光化門店の情報です。蚕室店サイトは探せませんでした。 

 

アクセス（地図） シグニエルホテルより徒歩 10 分 

https://bit.ly/3DghDEB  

 

 OK グループ秘書室お奨めは a.オモリチゲです。 ソウルで有名店の一つだそうです。  

 

 

 

④ 日本出発から帰国まで 

 

10 月 28 日現在の情報です。 

新たな措置が施された場合は、速やかにご案内します。 

 

 

日本出発前の準備 

 

✔K-ETA申請 （※韓国籍の方は不要） 

 

2022 年 9 月 1 日より査証（ビザ）なし入国が可能になりました。ただし、「電子旅行許可制度」K-ETA

取得が出発 72時間前までに必要となります。 

（対象：観光・通貨、滞在可能日数：90 日間） 

   申請手数料：₩10,300 

 

→ 申請はコチラから（韓国語 or 英語） 

→ 申請マニュアル（日本語） 

 

 

https://www.konest.com/contents/gourmet_mise_detail.html?id=1593
https://www.seoulnavi.com/food/4306/
https://bit.ly/3DghDEB
https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/index.do
https://japanese.visitkorea.or.kr/upload/jpn/content/K-ETA%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E).pdf
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日本→韓国 

新型コロナワクチン接種有無にかかわらず、韓国入国の際にはコロナ関連ですべての制限が撤廃されまし

た。 

 

✔入国前の検疫情報事前入力システム（Q-CODE）入力 ※出国の 3日前から登録可 

 

 渡航前に検疫情報事前入力システム（Q-CODE）への必要情報登録が必要となります。 

（費用：無料） 

 ↓記入例はコチラ 

 https://ugbc.net/pdf/korea_qcode.pdf 

 

フライト搭乗前までに Q-CODE に必要情報を入力し、二次元バーコード（QR コード）が発行されます。韓

国の入国審査の手前のブースでスマートフォンにて提示することで、「入国後の検疫手続きの短縮・手続き簡

素化」が可能となります。 

※（ワクチン未接種者）：入国に Q-CODE を利用する際、二次元バーコードのエラーや検疫官からの追加

確認に備え陰性証明は印刷してお持ちください。 

 

韓国→日本 

 

✔●ワクチン 3回以上接種の方：有効なワクチン接種証明書 提出 

 

✔●接種 3回未満及び未接種の方：韓国出国前 72時間以内の PCR検査陰性証明書 提出 

検査証明書の様式については特に指定はなく、任意のフォーマットでご用意いただけますが、以下の項

目が日本語または英語で記載されている必要があります。 

(1)氏名 

(2)生年月日 

(3)検査法（有効な検査方法を参照） 

(4)採取検体（有効な検体を参照） 

(5)検体採取日時（検体採取のタイミングを参照） 

(6)検査結果 

(7)医療機関名 

(8)交付年月日 

 

※出国前 72 時間以内であれば、日本での検査（例会出発前）でも構いません。 

時間計算は下記サイトをご活用ください。 

https://keisan.casio.jp/exec/system/1355989418 

https://ugbc.net/pdf/korea_qcode.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
https://keisan.casio.jp/exec/system/1355989418
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韓国内での PCR 検査についての情報を下記にご案内します。 

 

1)仁川空港 

  -検査可能時間: 07:00~18:00 

  -証明書発給: 検査後 4 時間後 

  -費用:  

    平日(09:00~18:00) ₩104,000 

    平日(07:00~09:00), 週末 ₩110,000 

  -事前予約リンク: https://safe2gopass.com  

 

2)金浦空港 

 -検査可能時間: 09:00~18:00 

 -証明書発給 

  12:00 以前検査 → 18:00 発給 

  12:01~18:00 検査 → 翌日 09:00 発給 

 -費用: 平日 ₩104,000, 週末 ₩110,000  

 -当日現地受付可能 

 

3)ハナ耳鼻咽喉科医院(シグニエル徒歩 10 分) 

 - 電話: 02-416-5255 

 - 診療時間: 08:30~19:00(お昼休み 13:00~14:00) 

 - 検査可能時間:  

   平日 08:30~15:00 

   週末 09:00~15:00 

 - 費用: ₩120,000 

 ※ 平日午前 10:30 前検査当日 18:00 陰性証明書発給可能, 

10:30~15:00 検査は翌日 12:00 陰性証明書発給  

 

4)IMU 医院(シグニエル徒歩 7 分) 

 - 電話: 02-417-0500 

 - 診療時間: 09:00~23:00(お昼休み 13:00~14:00) 

 - 検査可能時間:  

   平日,週末 09:00~18:30 

 - 費用: ₩120,000 

※ 陰性確認証明書 当日発給不可. 検査翌日午前 10:00 以降発給可能 

 

 PCR 検査方法の事務局お勧めは、3）ハナ耳鼻咽喉科医院にて 11 月 11 日ロッテ研修前に検査し、同日

18 時以降事務局が検査結果を受け取りに行く方法です。 

https://safe2gopass.com/
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検査にはパスポートと英字表記の住所提出（証明書発行のため）が必要です。 

 ★検査希望の方は、11 日 8 時 30 分にシグニエルホテルフロント前に集合して検査する医院に一緒に向

かいます。希望者は事務局までお知らせください。 

 

 

 

✔ファストトラックの利用 （★推奨） 

 

 海外から日本に入国する前に、あらかじめ検疫手続きの一部を済ませておくことができるものです。

ファストトラックを利用する場合は、「出国前 72 時間以内の検査証明書、質問票、ワクチン接種証等の

書類」の確認手続きを入国前に済ませることができます。 

※既存のファストトラックアプリ「My SOS」は、 

11 月から「Visit Japan Web」というサイトに変わります。 

 

★検疫所では、「ファストトラック」の利用を強く推奨しています。詳しくは下記 URL をご参照ください。 

 https://vjw-lp.digital.go.jp/  

 

 コロナワクチン 3 回接種有無について、事務局に 11 月 2 日（水）までご返信ください。 

 

 

⑤ その他 

 11月 11日夕方懇親会申込締切を 11月 7日（月）とします。 

 それ以降の変更は受け付けられませんので、ご注意ください。 

 韓国内のお知り合いをお誘いの方はその方の費用をご負担いただく場合がありますので、お見知りおき

くださいますようお願いいたします。 

https://vjw-lp.digital.go.jp/

