
●健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、認知症
の方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、そのほか特別の配慮を必要
とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。
（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ぐにお申し出ください。）あらためて当社から
ご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
●6ヵ月未満のお子様はご乗船いただけません。

お申し込み時の
注意事項と
ご案内

●アレルギー対応の食事を希望される方は事前にお申し出ください。
●妊婦の方はお申し込み時に必ず必ずお申し出ください。クルーズによりましてはご乗船をお断りする
場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
●2歳以上小学生以下のお子様には、昼食・夕食に限りお子様用メニューをご用意できますので、お申し込み時にお選びください。
●客室番号について：使用する客室番号を指定することができます。ただし、先着順となりますので
ご希望に添いかねる場合もございます。お申し込み時にお問い合わせください。

●宿泊はすべて船内泊となります。　●最少催行人員：2名様　
●添乗員は同行いたしませんが、船内ではスタッフがご案内いたします。
●記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベント内容は諸事情により変更になる場合も
ございます。
●シングル利用：大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の
130％、その他の客室は160％となります。

各クルーズ
共通のご案内

●3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は
2名様1室代金の80％となります。
●子供代金：2歳未満の幼児は大人1名様に対し1名無料（食事・ベッドなし）、2歳以上小学生以下の
お客様の旅行代金は大人代金の75％となります。なお、お子様のみでの客室のご利用はできません。
各客室には定員があり、定員を超えてご利用いただくことはできません。　
●相部屋の設定はございません。

洋上の楽園

◆就航：1998年4月 ◆総トン数：26,594トン 
◆乗客数：620名 ◆全長：183.4m ◆幅：25.0m

国内合冊　17.121401kaseno→121801kaseno→121901kaseno→

105085 H4データ、1.5mm移動！ H1データ、3mm移動！

2018年5月7日（月）～5月17日（木）【神戸発着／横浜発着 9泊10日】
2018年10月11日（木）～10月22日（月）【神戸発堺着／横浜発着 10泊11日】

IC

旅行代金の総額
お申込金

15万円未満 15万円以上30万円未満 30万円以上
20,000円以上 30,000円以上 50,000円以上

B

■お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りください。
●お申し込みの方法と契約の成立
申込書に所定の事項を記入し、1名あたり下記の申込金のお支払いが必要になります。申込金は旅行代金又は取消
料もしくは違約料のそれぞれ一部として取扱います。旅行契約は申込金を受領したときに成立するものとします。電話
等にてご予約の場合、当社が予約を承諾する旨を通知した日から起算して3日以内に手続きをお願い致します。

●旅行代金の支払い
　旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
●旅行代金に含まれるもの
　旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃･料金および宿泊･食事･船内イベント参加費用（一部材料費を除く）
［注］上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しは致しません。
●旅行代金に含まれないもの
　前項の他は旅行代金の中に含まれません。その一部を例示します。
飲料代･通信費等個人的諸費用およびそれに伴う税･サービス料、疾病･傷害に関する治療費、乗船港までおよび下
船港からの交通費、宅配便代、その他個人的費用、希望者のみ参加する各寄港地でのオプショナルツアーの旅行代
金、お客様のご希望によりお一人部屋を利用される場合の追加料金、任意の旅行保険料並びに携帯品保険料、客室
タイプ変更による追加代金
●参加人数の変更
　1室のご利用人員が変更になった時は、変更後の1室ご利用人数に応じた代金をいただきます。
●取消料等
　お申し込み後、お客様のご都合で取消をされる場合、下記の取消料を申し受けます。
（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）

●旅行条件の基準期日:旅行条件･旅行代金は2017年12月1日現在を基準としております。

●その他
･参加者数が明示した最少催行人員に達しなかった時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当た
る日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知致します。
･添乗員は同行致しませんが、船内では係員がお世話致します。
･お客様は当社が承諾した場合、1万円の手数料をお支払いいただくことにより、別のお客様に交替することができます。
･その他の事項に関しては、当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
●最少催行人員　2名様
●個人情報について
（1）当社は、旅行申込みの際に提出された申込書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（主要な運送・宿泊機関等につい
ては当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。）の
提供する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（以下「手配等」といいます。）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で、それら運送・宿泊機関等、
保険会社に対し、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申し込みいただく際には、これら
の個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスの御案内、当社の商品やキャ
ンペーンの御案内のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

（2）当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内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、お客様に傷病があった場合で国内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、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得
るものとします。
＊また、当社では（1）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（2）アンケートのお願い。（3）特典サービスの
提供。（4）統計資料の作成｡（5）当社の旅行商品のご案内。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあ
ります｡

お申し込みのご案内 （詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。）

旅行契約の
解除日 21日前まで

取消料 無料

20日前から
8日前まで
20％

7日前から
2日前まで
30％

旅行開始日の
前日
40％

旅行開始日の
当日
50％

旅行開始後または
無連絡不参加
100％

2018.1

10_名鉄観光　2018●日本一周合冊　●南西諸島　●春爛漫

10_名鉄観光　（H1・H4　BK） 約款：国内BC 海外DE+GorH　ほか：I

お問い合わせ・お申し込みは

総合旅行業務取扱管理者運航会社：

観光庁長官登録旅行業第55号 一般社団法人 日本旅行業協会正会員
〒141-0031 東京都品川区西五反田2-12-3 第一誠実ビル8F

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

旅行企画
・ 実 施

サービス
株式会社

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引きに関する責
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
なく左記の総合旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

お客様担当者（外務員）

T-17-12-006

※このパンフレットに掲載の写真はすべてイメージで、
　オプショナルツアーや自由行動で訪問できる場所も
　含まれています。

10_名鉄観光　（H1・H4　BK） 約款：国内BC 海外DE+GorH　ほか：I（ベース版H1左下白帯内に何かある時は イレギュラー対応）

パティシエ特製バースデーケーキ

クルーズ中に誕生日をお迎えのお客様にはパティシエ
特製バースデーケーキと記念写真を、ハネムーンや結
婚記念日にご乗船のお客様、金婚式（50周年）、エメラ
ルド婚式（55周年）、ダイヤモンド婚式（60周年）、プラ
チナ婚式（75周年）の結婚記念の年にご乗船のお客様
には記念写真（特製フォトフレーム付）をプレゼント。
ご夕食時に専属バンドの
生演奏で特別な日に華を
添えます。
※クルーズお申し込み時に
旅行会社に
お申し出く
ださい。

ゆとりと安心のクルーズライフ

記念日を洋上で 素敵な思い出を
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神戸

日南（油津）

横浜

秋田

函館

富山新港

宮古

松山

春の日本一周クルーズ

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用（A・Bコース同額）
客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金 377,000 404,000 422,000 460,000 496,000 640,000 915,000 1,530,000 1,620,000
メンバー10 339,300 363,600 379,800 414,000 446,400 576,000 823,500 1,377,000 1,458,000

陸上宿泊付プラン 追加旅行代金（おひとり様・単位／円・消費税込） ホテルグランメール山海荘宿泊時　（2名様1室利用）88,000　（1名様1室利用）99,000　（3名様1室利用）86,000

クルーズ出発前にびいなす倶楽部に入会いただいた方全員の旅行代金が
10％割引となります。 ※びいなす倶楽部については下記をご参照ください。メンバー 10

春の日本一周クルーズと秋の日本一周クルーズの全区間に連続して乗船された場合、
秋の日本一周クルーズで使用いただける船内利用券5万円を船内でプレゼント。

日本一周クルーズ連続乗船特典

JRバス東北
 特別車両 車内

北海道新幹線、懐かしい雰囲気の津軽鉄道「ストーブ列車」、一度は乗りたいローカル線“五能線”を走る人気の「リゾートしらかみ」
の3鉄道に乗車。また、東北でのバスは「JRバス東北 特別車両」を利用します。函館・青森・秋田のそこでしか観られない美しい景色や
モノをめぐる2日間のクルーズ組込ツアーです。

北海道新幹線・津軽鉄道・リゾートしらかみ 人気の3鉄道乗車と
美しい風景をめぐる2日間

陸上宿泊付プラン

期間：5／10（木）～5／11（金） 函館港～秋田港間 1泊2日〔限定60名〕

春の日本を海からめぐり、その土地ならではの魅力にふれる旅
Aコース  2018年5月7日（月） ▶ 5月16日（水）【神戸発着 9泊10日】
Bコース  2018年5月8日（火） ▶ 5月17日（木）【横浜発着 9泊10日】

陸上宿泊付
プラン

 2018年5月7日（月） ▶ 5月16日（水）【神戸発着 9泊10日】
 2018年5月8日（火） ▶ 5月17日（木）【横浜発着 9泊10日】

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 5 / 7 月 11:00 神戸

2 1 8 火 09:00 11:00
横浜 
船長主催
カクテルパーティー

3 2 9 水 10:00 18:30 宮古 ■k■o
4 3 10木 07:30 21:00 函館 ■k■o 陸上宿泊付

プラン5 4 11金 08:00 17:00 秋田 ■k■o
6 5 12土 08:00 19:00 富山新港 ■k■o
7 6 13日 隠岐諸島周遊
8 7 14月 07:30 19:00 松山 ■b■o
9 8 15火 08:00 17:00 日南（油津）■b■k■o
10 9 16水 10:00 12:00 神戸

10 17木 10:30 横浜
●お食事／A・Bコース共　朝食9回・昼食9回・夕食9回　　
●ドレスコード／インフォーマル1回（5/8予定）　その他はカジュアルです。
●クルーズ行程中の組込ツアー・シャトルバスについては、車椅子をご利用になられるお客様及び歩行が困難なお客
様は、旅行の安全かつ円滑な実施の為、ご参加いただけない場合がございます。詳しくはお申し込みの旅行会社を
通じ日本クルーズ客船までお問い合わせください。

※このパンフレットに掲載の写真はすべてイメージで、実際に訪れる時期の写真とは限りません。
　また、オプショナルツアーや自由行動で訪問できる場所も含まれております。
　■oのマークがついている写真の観光地は、オプショナルツアーで訪れることができます。

写真提供：�宮古市、岩手県観光協会、三陸鉄道、ＪＲ東日本、JR北海道、津軽鉄道、�
青森県観光連盟、JRバス東北、秋田県観光連盟、射水市、富山県観光連盟、
道後温泉、公益財団法人みやざき観光コンベンション協会、輪島市、�
山口県観光連盟、長崎県観光連盟、篠本秀人、オフィスアイ

オプショナルツアー共通のご案内
●旅行企画・実施：日本クルーズ客船（株）
●別代金（消費税込）で代金はすべて船上でのお支払いとなります。
●各コースの詳細・最少催行人員・お申し込み方法につきましては、出発前に
お渡しする日程表にてご案内いたします。
●掲載のツアーは、このパンフレットでのお申し込みを受け付けておりません。
●記載のオプショナルツアーは、諸事情により変更または中止となる場合がございます。

大人
社会見学

の

 

工場見学や普段見ら
れない施設の裏側
を見学するコース 　 紀行  

各地の
観光列車に
乗車するコース 　

ご当地

紀行
めし 

その土地ならではの「地元
で愛される郷土食」などを
昼食に取り入れたコース

　

オプショナルツアーの記載マークについて

隠岐諸島周遊
国賀海岸の摩天崖など雄大な
景観をお楽しみください。 

このクルーズは
びいなす倶楽部
特典の対象となる
クルーズです。

びいなす倶楽部とはびいなすクルーズをご愛顧
くださるリピータークラブです。ご入会には一度
ぱしふぃっく びいなすのクルーズにご乗船いた
だく必要があります。客室並びに船内クルーズデ
スク、フロントに申込書をご用意しております。

20周年記念の
オリジナルクリアファイルを
お1人様1枚プレゼント

ドレスコード（夕方以降の服装規定）

インフォーマル カジュアル

お洒落も楽しみ
のひとつ

※Tシャツ、ジャージ、極端なダメージのあるジーンズ、サンダル履きはご遠慮ください。
※日中は自由な服装でお過ごしください。

〈男性〉�スーツ、ジャ
ケットにネクタ
イ着用

〈女性〉�ワンピ ース
や�ブラウスと
スカートの組
み合わせなど

〈男性〉�襟付きのシャ
ツにスラック
スなど

〈女性〉�ブラウスとス
カート、スラ
ックスなどの
快適な服装

■bシャトルバス付 ■k地元の方々による
歓迎イベント ■oオプショナルツアー

メンバー 10
びいなす倶楽部約10%割引
クルーズ出発前にびいなす倶楽部に入会いただいた方
全員に適用されます。

1

A：BJ-MKPV-00047□・BJ-MKPV-00049　B：BJ-MKPV-00048□・BJ-MKPV-00050
（Aコース/クルーズのみ）	 （Aコース/陸上宿泊付プラン）	 （Bコース/クルーズのみ）	 （Bコース/陸上宿泊付プラン）
客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルB ロイヤルA
コード末尾 A B C D E F G H I
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神戸

日南（油津）

横浜

秋田

函館

富山新港

宮古

松山

春の日本一周クルーズ

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用（A・Bコース同額）
客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金 377,000 404,000 422,000 460,000 496,000 640,000 915,000 1,530,000 1,620,000
メンバー10 339,300 363,600 379,800 414,000 446,400 576,000 823,500 1,377,000 1,458,000

陸上宿泊付プラン 追加旅行代金（おひとり様・単位／円・消費税込） ホテルグランメール山海荘宿泊時　（2名様1室利用）88,000　（1名様1室利用）99,000　（3名様1室利用）86,000

クルーズ出発前にびいなす倶楽部に入会いただいた方全員の旅行代金が
10％割引となります。 ※びいなす倶楽部については下記をご参照ください。メンバー 10

春の日本一周クルーズと秋の日本一周クルーズの全区間に連続して乗船された場合、
秋の日本一周クルーズで使用いただける船内利用券5万円を船内でプレゼント。

日本一周クルーズ連続乗船特典

北海道新幹線

十二湖 日本一長い木造の三連太鼓橋・鶴の舞橋

リゾートしらかみ
※実際の運行車両は異なる場合がございます。

ストーブ列車

客室

ホテルグランメール山海荘

天然のタラソテラピー効果のある「化石海水温泉」
JRバス東北

 特別車両 車内

北海道新幹線、懐かしい雰囲気の津軽鉄道「ストーブ列車」、一度は乗りたいローカル線“五能線”を走る人気の「リゾートしらかみ」
の3鉄道に乗車。また、東北でのバスは「JRバス東北 特別車両」を利用します。函館・青森・秋田のそこでしか観られない美しい景色や
モノをめぐる2日間のクルーズ組込ツアーです。

■お食事：朝食1回・昼食2回・夕食1回　
■宿泊：ホテルグランメール山海荘（和室）　
■添乗員：同行いたします。
■貸切バス会社名：奥津軽いまべつ駅～秋田港間：ジェイアールバス東北、
	 函館港～新函館北斗駅間：北海道観光バス、北都交通、エイチ・ビー観光
のいずれか
　新幹線：普通車指定席、リゾートしらかみ：指定席、津軽鉄道（貸切運行）	
※各バス・列車の車両・座席はお選びいただけません。
※函館港～新函館北斗駅間のバスは、特別車両とは異なるバスとなります。

北海道新幹線・津軽鉄道・リゾートしらかみ 人気の3鉄道乗車と
美しい風景をめぐる2日間

陸上宿泊付プラン

期間：5／10（木）～5／11（金） 函館港～秋田港間 1泊2日〔限定60名〕

クルーズご予約時にお申し込みください。

春の日本を海からめぐり、その土地ならではの魅力にふれる旅
Aコース  2018年5月7日（月） ▶ 5月16日（水）【神戸発着 9泊10日】
Bコース  2018年5月8日（火） ▶ 5月17日（木）【横浜発着 9泊10日】

陸上宿泊付
プラン

 2018年5月7日（月） ▶ 5月16日（水）【神戸発着 9泊10日】
 2018年5月8日（火） ▶ 5月17日（木）【横浜発着 9泊10日】

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 5 / 7 月 11:00 神戸

2 1 8 火 09:00 11:00
横浜 
船長主催
カクテルパーティー

3 2 9 水 10:00 18:30 宮古 ■k■o
4 3 10木 07:30 21:00 函館 ■k■o 陸上宿泊付

プラン5 4 11金 08:00 17:00 秋田 ■k■o
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写真提供：	宮古市、岩手県観光協会、三陸鉄道、ＪＲ東日本、JR北海道、津軽鉄道、	
青森県観光連盟、JRバス東北、秋田県観光連盟、射水市、富山県観光連盟、
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大人
社会見学

の

 

工場見学や普段見ら
れない施設の裏側
を見学するコース 　 紀行  

各地の
観光列車に
乗車するコース 　

ご当地

紀行
めし 

その土地ならではの「地元
で愛される郷土食」などを
昼食に取り入れたコース

　

オプショナルツアーの記載マークについて

隠岐諸島周遊
国賀海岸の摩天崖など雄大な
景観をお楽しみください。 

このクルーズは
びいなす倶楽部
特典の対象となる
クルーズです。

びいなす倶楽部とはびいなすクルーズをご愛顧
くださるリピータークラブです。ご入会には一度
ぱしふぃっく びいなすのクルーズにご乗船いた
だく必要があります。客室並びに船内クルーズデ
スク、フロントに申込書をご用意しております。

20周年記念の
オリジナルクリアファイルを
お1人様1枚プレゼント

ドレスコード（夕方以降の服装規定）

インフォーマル カジュアル

お洒落も楽しみ
のひとつ

※Tシャツ、ジャージ、極端なダメージのあるジーンズ、サンダル履きはご遠慮ください。
※日中は自由な服装でお過ごしください。

〈男性〉�スーツ、ジャ
ケットにネクタ
イ着用

〈女性〉�ワンピ ース
や�ブラウスと
スカートの組
み合わせなど

〈男性〉�襟付きのシャ
ツにスラック
スなど

〈女性〉�ブラウスとス
カート、スラ
ックスなどの
快適な服装

函館港＝北斗桜回廊＝（昼食）＝新函館北斗駅 北海道新幹線（青函トンネル通過）
奥津軽いまべつ駅＝津軽中里駅 津軽鉄道「ストーブ列車」 津軽五所川原駅＝

鶴の舞橋＝鯵ヶ沢温泉（ホテル泊）

鯵ヶ沢温泉＝十二湖＝十二湖駅 JR五能線「リゾートしらかみ」（昼食、車内にて大館駅
の老舗駅弁“スペシャル鶏めし弁当”を予定） 秋田駅＝秋田県立美術館＝秋田港

5／10

5／11

■bシャトルバス付 ■k地元の方々による
歓迎イベント ■oオプショナルツアー

メンバー 10
びいなす倶楽部約10%割引
クルーズ出発前にびいなす倶楽部に入会いただいた方
全員に適用されます。
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VENUS EVENT エンターティナー びいなすの	
天満敦子 
哀切のヴァイオリニスト 
天満敦子の調べ
日本音楽コンクール1位、ロン
＝ティボー国際コンクール特
別銀賞等を受賞し国際的に活
躍中の天満敦子。大ヒットとな
ったポルムベスクの『望郷の
バラード』を始め、豊潤な音に
心が揺さぶられる人生の哀歌
をお楽しみください。

三味線シンガー 木島ユタカ
「和のこころ」

"現代ポップス"と"和"を併せ持つ唯一無二の世界観
は、聴く人の心にぬくもりと感動を与えています。透明
で艶のある歌声と津軽三味線の音色で民謡〜洋楽
カバーまで、色とりどりの音楽をお楽しみください。

西崎緑
「歌と踊りの世界」

この度皆様と、ぱしふぃっく びい
なすでご一緒させていただきま
すことをとても嬉しく思っていま
す。船内のショーでは、私の歌と
踊りをお届けいたします。皆様
にとりまして思い出深い旅にな
りますように。お会いいたします
のを楽しみにしています。

総額50万円分の素敵な商品を取りそろ
えたビンゴ大会を開催します。

普段と違った雰囲気で、カクテルを片手
に乗組員との歓談をお楽しみください。

笑いあり、涙あり、びいなすの歴史を支え
てきた乗組員が20年の中からいちばん
の思い出を語るトークショー。ここで初め
て飛び出す秘蔵トークに乞うご期待！

一夜限りのスペシャルバーがオープン！
日頃はいろいろな部署で働いている乗組
員がバーに大集結。バーテンダーやウェ
イターなどに扮し皆様をおもてなしいた
します。お客様と共に歩んだ20年を語り
合いましょう！

20周年記念特典ビンゴ大会

5/8  20周年アニバーサリーディナー

今クルーズならではの特別メニュー
5/11  皐月の膳

5/15  日南フルコース

5/13  スイーツビュッフェ ティータイム

 20周年記念イベント（一例）

船長主催カクテルパーティー

20周年オフィサーズトークショー

びいなすオフィサーズバー

吉武大地・宇都宮直高・飯田俊明
クラシック＆ミュージカル＆歌謡曲〜名曲コンサート〜
題名のない音楽会などにも出演し、演劇の世界でも活躍中のバリトン吉武大地と、劇団四季「ライオン
キング」主役で活躍したテノール宇都宮直高、平原綾香「ジュピター」をピアノ一本で支えてきたピアニ
スト飯田俊明の3人が織りなす音楽のエンターテイメント！名曲を巡る音楽の世界をお楽しみください。

ご当地の食材や季節の味覚を取り入れた料理でおもてなし

巡る日本を彩る季節の食材を就航20周年に相応しく華やかな一皿に仕上げ
ました。丹精込めたお料理の数 を々お楽しみください。
お食事中はフリードリンク（銘柄指定）となります。
※サロンクラスの方は通常のドリンクにシャンパンをサービスします。

東北・北海道の厳選した季節の食材をアレンジした料理長こだ
わりの献立をお楽しみください。

南海の温暖な気候が育む豊かな食材、全国に名の知られたブラ
ンド食材を使用した滋味豊富な本格フレンチをお楽しみください。

色とりどりの季節のフルーツや伝統的な焼き菓子などパティシエが丁寧に作り
込んだ就航20周年限定のデザートの数 を々お楽しみください。

船内のレストランやバー
などで、寄港地に因ん
だ日本酒（地酒）や焼酎
などをお楽しみいただ
けます（有料）。

オープンバーではコーヒー・
紅茶を終日無料でご用意い
たしております。

Mr.マリック 
ミステリアスNight
超魔術・ハンドパワーの流行
語をも生み出し、マジック界を
牽引し続ける「Mr.マリック」。
卓越したテクニックで、皆様を
驚きの世界へ誘います。目の
前で起こる、数々の不思議な
現象。「ぱしふぃっく びいなす
スペシャルバージョン」で一夜
限りの超魔術の世界を、お楽
しみください。

吉武大地（バリトン） 宇都宮直高（テノール） 飯田俊明（ピアノ）

食

和食（イメージ） 洋食（イメージ）

タラバガニ

三陸産 ホタテ

宮崎牛

ピュアホワイト

アスパラガス

完熟マンゴー

めいつ美々鯵

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）（イメージ）（イメージ）

春を彩る色とりどりの
様々なジャンルのエンターティメントをお楽しみください。

林家染太 独演会
皆様、こんにちは！林家染太です。
染太の落語会は、子供さんから
ご年配の方まで楽しめる、面白
エンターテイメント寄席です。

「笑う門には福来たる！」是非、
大いに笑いにきてください！
落語面白教室も行いますの
で、落語の仕草、小噺、みんなで
楽しみながら、学べますよ。これ
を覚えて、あなたも芸達者に！
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松前さくらまつり ■o
花の開花時期や状況は気象条件等により異なります。函館夜景 ■o

元町地区

浄土ヶ浜 ■o

青の洞窟 ■o

魹ヶ崎 ■o

宮　古
三陸復興国立公園の中央部にあたりリアス式海岸の断崖や
奇岩が連なる絶景が魅力です。本州最東端の魹ヶ崎にある
灯台は、映画「喜びも悲しみも幾歳月」のゆかりの灯台として
も有名です。

函　館
建ち並ぶ教会や洋館、坂が織りなす異
国情緒漂う街並みや幕末の歴史に翻弄
された史跡を初め、函館山からの夜景や
旬の味覚が楽しめる朝市など多彩な魅
力にあふれています。

5/9
（水）

5/10
（木）

5/12
（土）

● 
紀行

 三陸鉄道『お座敷列車』
海岸美の北山崎の旅〈限定35名〉

● 大人
社会見学

の 〔健脚コース〕本州最東端をサッパ船でめざす 
重茂半島・魹ヶ崎の旅〈限定20名〉
（重

おもえ

茂漁協施設見学、漁師番屋めし体験）
●さながら極楽浄土のごとし 浄土ヶ浜観光
●碧き地底湖 龍泉洞と浄土ヶ浜の1日〈限定60名〉
● 震災学びの旅  田老学ぶ防災と青の洞窟サッパ船体験〈限定30名〉

●桜名所100選 松前城とさくらまつり観光〈限定70名〉

● 
紀行

 道南いさりび鉄道『ながまれ海峡号』の旅〈限定30名〉

●函館山夜景観賞 有料送迎バス（夜発）
●函館はやめぐり観光
●新日本三景の大沼国定公園と函館の1日〈限定70名〉

●雪の大谷ウォークとアルペンルート 
〈限定60名〉

● ご当地

紀行
めし

 富山湾の宝石『白えび御膳』  
港町射水の旅〈限定35名〉

● 大人
社会見学

の 銅のまち高岡 鋳物製作体験と
万葉線車両基地見学〈限定35名〉

●国宝 瑞龍寺と高岡御車山祭りを感じる半日

漁師番屋めし体験（イメージ） ■o
（※魚の種類は、当日の漁の状況により異なります。）

重茂漁協施設
（あわび種苗センター）見学 ■o

大沼国定公園 ■o

道南いさりび鉄道 ■o

三陸鉄道
お座敷列車 ■o

寄港地
での

おもてなし

oオプショナルツアー（予定・別代金）

oオプショナルツアー（予定・別代金） oオプショナルツアー（予定・別代金）

射水市提供の無料シャトルバスの運行　富山新港扌きっときと市場扌川の駅

5

105085_05_07_08.indd   2 2017/12/26   11:36



●健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、認知症
の方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、そのほか特別の配慮を必要
とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。
（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ぐにお申し出ください。）あらためて当社から
ご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
●6ヵ月未満のお子様はご乗船いただけません。

お申し込み時の
注意事項と
ご案内

●アレルギー対応の食事を希望される方は事前にお申し出ください。
●妊婦の方はお申し込み時に必ず必ずお申し出ください。クルーズによりましてはご乗船をお断りする
場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

●2歳以上小学生以下のお子様には、昼食・夕食に限りお子様用メニューをご用意できますので、お申し込み時にお選びください。
●客室番号について：使用する客室番号を指定することができます。ただし、先着順となりますので
ご希望に添いかねる場合もございます。お申し込み時にお問い合わせください。

●宿泊はすべて船内泊となります。　●最少催行人員：2名様　
●添乗員は同行いたしませんが、船内ではスタッフがご案内いたします。
●記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベント内容は諸事情により変更になる場合も
ございます。
●シングル利用：大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の
130％、その他の客室は160％となります。

各クルーズ
共通のご案内

●3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は
2名様1室代金の80％となります。

●子供代金：2歳未満の幼児は大人1名様に対し1名無料（食事・ベッドなし）、2歳以上小学生以下の
お客様の旅行代金は大人代金の75％となります。なお、お子様のみでの客室のご利用はできません。
各客室には定員があり、定員を超えてご利用いただくことはできません。　

●相部屋の設定はございません。

洋上の楽園

◆就航：1998年4月 ◆総トン数：26,594トン 
◆乗客数：620名 ◆全長：183.4m ◆幅：25.0m

2018年5月7日（月）～5月17日（木）【神戸発着／横浜発着 9泊10日】
2018年10月11日（木）～10月22日（月）【神戸発堺着／横浜発着 10泊11日】

IC

旅行代金の総額
お申込金

15万円未満 15万円以上30万円未満 30万円以上
20,000円以上 30,000円以上 50,000円以上

B

■お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りください。
●お申し込みの方法と契約の成立
申込書に所定の事項を記入し、1名あたり下記の申込金のお支払いが必要になります。申込金は旅行代金又は取消
料もしくは違約料のそれぞれ一部として取扱います。旅行契約は申込金を受領したときに成立するものとします。電話
等にてご予約の場合、当社が予約を承諾する旨を通知した日から起算して3日以内に手続きをお願い致します。

●旅行代金の支払い
　旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
●旅行代金に含まれるもの
　旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃･料金および宿泊･食事･船内イベント参加費用（一部材料費を除く）
［注］上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しは致しません。
●旅行代金に含まれないもの
　前項の他は旅行代金の中に含まれません。その一部を例示します。
飲料代･通信費等個人的諸費用およびそれに伴う税･サービス料、疾病･傷害に関する治療費、乗船港までおよび下
船港からの交通費、宅配便代、その他個人的費用、希望者のみ参加する各寄港地でのオプショナルツアーの旅行代
金、お客様のご希望によりお一人部屋を利用される場合の追加料金、任意の旅行保険料並びに携帯品保険料、客室
タイプ変更による追加代金
●参加人数の変更
　1室のご利用人員が変更になった時は、変更後の1室ご利用人数に応じた代金をいただきます。
●取消料等
　お申し込み後、お客様のご都合で取消をされる場合、下記の取消料を申し受けます。
（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）

●旅行条件の基準期日:旅行条件･旅行代金は2017年12月1日現在を基準としております。

●その他
･参加者数が明示した最少催行人員に達しなかった時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当た
る日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知致します。
･添乗員は同行致しませんが、船内では係員がお世話致します。
･お客様は当社が承諾した場合、1万円の手数料をお支払いいただくことにより、別のお客様に交替することができます。
･その他の事項に関しては、当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

●最少催行人員　2名様
●個人情報について
（1）当社は、旅行申込みの際に提出された申込書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（主要な運送・宿泊機関等につい
ては当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。）の
提供する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（以下「手配等」といいます。）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で、それら運送・宿泊機関等、
保険会社に対し、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申し込みいただく際には、これら
の個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスの御案内、当社の商品やキャ
ンペーンの御案内のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

（2）当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内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、お客様に傷病があった場合で国内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、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得
るものとします。
＊また、当社では（1）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（2）アンケートのお願い。（3）特典サービスの
提供。（4）統計資料の作成｡（5）当社の旅行商品のご案内。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあ
ります｡

お申し込みのご案内 （詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。）

旅行契約の
解除日 21日前まで

取消料 無料

20日前から
8日前まで
20％

7日前から
2日前まで
30％

旅行開始日の
前日
40％

旅行開始日の
当日
50％

旅行開始後または
無連絡不参加
100％

2018.1

ぱしふぃっく びいなすの情報は びいなすクルーズ 検 索

観光庁長官登録旅行業第1340号

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA15階

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7 NBF日比谷ビル22階
東京支店

旅行企画
実　　施

JATA正会員 旅行業公正取引
協 議 会 会 員

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り引き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、ご遠慮なく右記の取扱管理者にお尋ねください。

●お申し込み・お問い合わせは

A
A　ベース版　ベース店名A　約款：国内BC 海外DEF+GorH　ほか：I

国内合冊　17.121401kaseno→121801kaseno→121901kaseno→

105085 H4データ、1.5mm移動！ H1データ、3mm移動！

全室海側の「洋上の我が家」

松　山
現存12天守の一つ松山城、日本最古の名
湯といわれる道後温泉、正岡子規や夏目
漱石ゆかりの地から「いで湯と城と文学の
まち」と言われています。

日　南 （油津）
自然や風情ある九州の小京都飫肥、赤レンガ
倉庫や石橋などノスタルジックな雰囲気の堀川
運河など歴史と自然が魅力です。

5/14
（月）

5/15
（火）

● 
紀行

 伊予灘線『伊予灘ものがたり』
松山・大洲二城めぐりの旅〈限定45名〉

● ご当地

紀行
めし

 江戸から続く伝統の味『鯛そうめん』 松山の旅 
〈限定35名〉

●伊予の小京都 大洲・内子よくばりめぐり〈限定35名〉
●半日でめぐる 白壁のまち内子

●馬の楽園！宮崎最南端 都井岬の旅〈限定70名〉
●鬼の洗濯岩・青島と日南海岸ドライブ
●岩窟の縁結び神社 鵜戸神宮と飫肥散策

■b道後温泉行のシャトルバス付（追加代金不要）

■b飫肥城址行のシャトルバス付（追加代金不要）

松山港 道後温泉

油津港 飫肥城址

■貸切バス会社名
（下記のいずれかのバスにご乗車いただきます。）
伊予鉄バス、伊予鉄南予バス、瀬戸内運輸、
宇和島自動車、奥島観光、奥道後交通、十季

■貸切バス会社名（下記のいずれかのバスにご乗車いただきます。）
宮崎交通、大清観光バス、高山観光バス

2017年9月オープンした道後温泉本館にはない露天風呂もある新しい湯
屋「飛鳥乃湯泉」。飛鳥時代の建築様式を取り入れ、館内は、道後温泉にまつ
わる伝説や物語などを愛媛の伝統工芸と最先端のアートがコラボした作品
で装飾されています。

（1003）エレガント

ダイニングサロン
〈グラン・シエクル〉

ロイヤルスイートルーム A（1001 1002）B（1003 1004）
定員2名（65㎡ 10階、展望バス・トイレ・バルコニー付）　
※ブルーレイプレーヤー、
　インターネット閲覧・Eメール専用ノートパソコンを完備

共通の
客室設備

サロン
クラス

露天風呂飛鳥乃湯泉

鵜戸神宮 ■o 堀切峠から見た鬼の洗濯岩 ■o

松山城 ■o

伊予灘ものがたり ■o

内子の街並み ■o

特別浴室

道後温泉 本館

都井岬 ■o

oオプショナルツアー（予定・別代金）

oオプショナルツアー（予定・別代金）

飫肥城址
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魹ヶ崎 ■o

宮　古
三陸復興国立公園の中央部にあたりリアス式海岸の断崖や
奇岩が連なる絶景が魅力です。本州最東端の魹ヶ崎にある
灯台は、映画「喜びも悲しみも幾歳月」のゆかりの灯台として
も有名です。

秋　田
秋田の海の玄関口。みのちくの小京都角館や伝統的な町並み
や内蔵が多く残る増田町、ナマハゲの故郷としても知られ山と
海が織りなす美しい景観が男鹿半島など秋田ならでの景観が
楽しめます。

函　館
建ち並ぶ教会や洋館、坂が織りなす異
国情緒漂う街並みや幕末の歴史に翻弄
された史跡を初め、函館山からの夜景や
旬の味覚が楽しめる朝市など多彩な魅
力にあふれています。

富山新港
海越しに見える雄大な立山連峰の景観が素晴
しく「世界で最も美しい湾クラブ」にも加盟して
います。ホタルイカや白えびを初め豊かな海の
幸にも恵まれ、映画「人生の約束」ロケ地としても
注目されています。

5/11
（金）

5/12
（土）

● 
紀行

 三陸鉄道『お座敷列車』
海岸美の北山崎の旅〈限定35名〉

● 大人
社会見学

の 〔健脚コース〕本州最東端をサッパ船でめざす 
重茂半島・魹ヶ崎の旅〈限定20名〉
（重

おもえ

茂漁協施設見学、漁師番屋めし体験）
●さながら極楽浄土のごとし 浄土ヶ浜観光
●碧き地底湖 龍泉洞と浄土ヶ浜の1日〈限定60名〉
● 震災学びの旅  田老学ぶ防災と青の洞窟サッパ船体験〈限定30名〉

● 
ご当地

紀行
めし 豪快な磯料理！『石焼料理』 男鹿半島の旅〈限定60名〉

● 
ご当地

紀行
めし 宮内庁御用達『佐藤養助稲庭饂飩』 横手・増田の旅〈限定30名〉

●みちのくの小京都 角館散策〈限定60名〉
●秋田市内はやめぐり観光〈限定60名〉

●桜名所100選 松前城とさくらまつり観光〈限定70名〉

● 
紀行

 道南いさりび鉄道『ながまれ海峡号』の旅〈限定30名〉

●函館山夜景観賞 有料送迎バス（夜発）
●函館はやめぐり観光
●新日本三景の大沼国定公園と函館の1日〈限定70名〉

●雪の大谷ウォークとアルペンルート 
〈限定60名〉

● ご当地

紀行
めし

 富山湾の宝石『白えび御膳』  
港町射水の旅〈限定35名〉

● 大人
社会見学

の 銅のまち高岡 鋳物製作体験と
万葉線車両基地見学〈限定35名〉

●国宝 瑞龍寺と高岡御車山祭りを感じる半日

富山新港開港50周年

増田の内蔵 ■o

石焼料理（イメージ） ■o 男鹿真山伝承館 ■o

大沼国定公園 ■o

内川 ■o

万葉線車両基地見学 ■o

新湊漁港昼セリ見学 ■o

高岡
御車山会館 ■o

おわら風の盆演舞 出港時の
花火打上

道南いさりび鉄道 ■o

三陸鉄道
お座敷列車 ■o

角館 ■o

寄港地
での

おもてなし

雪の大谷 ■o

富山新港
（「世界で最も美しい湾クラブ」

モニュメントと海王丸）

秋の日本一周クルーズ
Aコース  2018年10月11日（木） ▶ 10月21日（日）【神戸発堺着 10泊11日】
Bコース  2018年10月12日（金） ▶ 10月22日（月）【横 浜 発 着 10泊11日】

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 10/11木 12:00 神戸
2 1 12金 10:30 12:00 横浜 船長主催カクテルパーティー
3 2 13土 08:00 17:00 大船渡 ■k■o
4 3 14日 10:00 19:00 釧路 ■k■o
5 4 15月 10:00 19:00 青森 ■k■o
6 5 16火 16:00

輪島 ■k■o7 6 17水 13:00
8 7 18木 10:00 17:00 長門（仙崎） ■o
9 8 19金 08:00 14:00 五島（福江） ■k■o
10 9 20土 08:00 16:00 宿毛 ふれんどしっぷ・ナイト
1110 21日 08:00 15:00 堺 ■k■o
11 22月 14:30 横浜

●お食事／Aコース：朝食10回・昼食10回・夕食10回　
Bコース：朝食10回・昼食11回・夕食10回

●ドレスコード／インフォーマル1回（10/12予定）　その他はカジュアルです。
●長門（仙崎）へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もございます。なお、

車椅子での上陸は安全上お断りさせていただきます。
※10/21 堺港から大阪、神戸への下船者用連絡バスを運行いたします（追加代金不要）。詳しくは最終

日程表にてご案内いたします。

■k■o
■h

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金 410,000 440,000 460,000 500,000 540,000 700,000 1,000,000 1,700,000 1,800,000
メンバー10 369,000 396,000 414,000 450,000 486,000 630,000 900,000 1,530,000 1,620,000

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用（A・Bコース同額）

春の日本一周クルーズと秋の日本一周クルーズの全区間に連続して乗船
された場合、秋の日本一周クルーズで使用いただける船内利用券5万円を
船内でプレゼント。

日本一周クルーズ連続乗船特典

八甲田山（青森）■o

oオプショナルツアー（予定・別代金）

oオプショナルツアー（予定・別代金）

射水市提供の無料シャトルバスの運行　富山新港扌きっときと市場扌川の駅

白えび料理（イメージ）
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神戸
長門

（仙崎）

五島
（福江）

宿毛

横浜

大船渡

青森

輪島

釧路

堺

秋　田
秋田の海の玄関口。みのちくの小京都角館や伝統的な町並み
や内蔵が多く残る増田町、ナマハゲの故郷としても知られ山と
海が織りなす美しい景観が男鹿半島など秋田ならでの景観が
楽しめます。

● 
ご当地

紀行
めし 豪快な磯料理！『石焼料理』 男鹿半島の旅〈限定60名〉

● 
ご当地

紀行
めし 宮内庁御用達『佐藤養助稲庭饂飩』 横手・増田の旅〈限定30名〉

●みちのくの小京都 角館散策〈限定60名〉
●秋田市内はやめぐり観光〈限定60名〉

男鹿真山伝承館 ■o

内川 ■o

万葉線車両基地見学 ■o

雪の大谷 ■o

堂崎天主堂（五島）■o
写真撮影・掲載に当たっては大司教
区の許可をいただいています。

秋の日本一周クルーズ
Aコース  2018年10月11日（木） ▶ 10月21日（日）【神戸発堺着 10泊11日】
Bコース  2018年10月12日（金） ▶ 10月22日（月）【横 浜 発 着 10泊11日】

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 10/11木 12:00 神戸
2 1 12金 10:30 12:00 横浜 船長主催カクテルパーティー
3 2 13土 08:00 17:00 大船渡 ■k■o
4 3 14日 10:00 19:00 釧路 ■k■o
5 4 15月 10:00 19:00 青森 ■k■o
6 5 16火 16:00

輪島 ■k■o7 6 17水 13:00
8 7 18木 10:00 17:00 長門（仙崎） ■o
9 8 19金 08:00 14:00 五島（福江） ■k■o
10 9 20土 08:00 16:00 宿毛 ふれんどしっぷ・ナイト
1110 21日 08:00 15:00 堺 ■k■o
11 22月 14:30 横浜

●お食事／Aコース：朝食10回・昼食10回・夕食10回　
Bコース：朝食10回・昼食11回・夕食10回

●ドレスコード／インフォーマル1回（10/12予定）　その他はカジュアルです。
●長門（仙崎）へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もございます。なお、

車椅子での上陸は安全上お断りさせていただきます。
※10/21 堺港から大阪、神戸への下船者用連絡バスを運行いたします（追加代金不要）。詳しくは最終

日程表にてご案内いたします。

■k■o
■h

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金 410,000 440,000 460,000 500,000 540,000 700,000 1,000,000 1,700,000 1,800,000
メンバー10 369,000 396,000 414,000 450,000 486,000 630,000 900,000 1,530,000 1,620,000

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用（A・Bコース同額）
クルーズ出発前にびいなす倶楽部に入会いただいた方全員の旅行代金が
10％割引となります。 ※びいなす倶楽部については1ページをご参照ください。メンバー 10

春の日本一周クルーズと秋の日本一周クルーズの全区間に連続して乗船
された場合、秋の日本一周クルーズで使用いただける船内利用券5万円を
船内でプレゼント。

日本一周クルーズ連続乗船特典

oオプショナルツアー（予定・別代金）（一例）
●三陸鉄道レトロ列車乗車と恋し浜ぷりぷりホタテ試食　
●釧路湿原と丹頂鶴公園半日観光
●陸奥湾一望！浅虫温泉と八甲田・青森ハイライト
●あぜのきらめき有料送迎バス
●北長門国定公園・角島ドライブ
●堂崎天主堂と五島のシンボル鬼岳
●清流・四万十川屋形船遊覧
●千利休の足跡を訪ねる半日（Bコースの方対象）

大船渡
釧 路
青 森
輪 島
長 門
五 島
宿 毛
堺

■k地元の方々による
歓迎イベント ■oオプショナルツアー

白米千牧田 あぜのきらめき（輪島）■o 元乃隅稲成神社（長門）■o

八甲田山（青森）■o 釧路湿原（釧路）■o

メンバー 10
びいなす倶楽部約10%割引
クルーズ出発前にびいなす倶楽部に入会いただいた方
全員に適用されます。

87

A：BJ-MKPV-00080□　B：BJ-MKPV-00081□
客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルB ロイヤルA
コード末尾 A B C D E F G H I
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●健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、認知症
の方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、そのほか特別の配慮を必要
とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。
（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ぐにお申し出ください。）あらためて当社から
ご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
●6ヵ月未満のお子様はご乗船いただけません。

お申し込み時の
注意事項と
ご案内

●アレルギー対応の食事を希望される方は事前にお申し出ください。
●妊婦の方はお申し込み時に必ず必ずお申し出ください。クルーズによりましてはご乗船をお断りする
場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
●2歳以上小学生以下のお子様には、昼食・夕食に限りお子様用メニューをご用意できますので、お申し込み時にお選びください。
●客室番号について：使用する客室番号を指定することができます。ただし、先着順となりますので
ご希望に添いかねる場合もございます。お申し込み時にお問い合わせください。

●宿泊はすべて船内泊となります。　●最少催行人員：2名様　
●添乗員は同行いたしませんが、船内ではスタッフがご案内いたします。
●記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベント内容は諸事情により変更になる場合も
ございます。
●シングル利用：大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の
130％、その他の客室は160％となります。

各クルーズ
共通のご案内

●3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は
2名様1室代金の80％となります。
●子供代金：2歳未満の幼児は大人1名様に対し1名無料（食事・ベッドなし）、2歳以上小学生以下の
お客様の旅行代金は大人代金の75％となります。なお、お子様のみでの客室のご利用はできません。
各客室には定員があり、定員を超えてご利用いただくことはできません。　
●相部屋の設定はございません。

洋上の楽園

◆就航：1998年4月 ◆総トン数：26,594トン 
◆乗客数：620名 ◆全長：183.4m ◆幅：25.0m

国内合冊　17.121401kaseno→121801kaseno→121901kaseno→

105085 H4データ、1.5mm移動！ H1データ、3mm移動！

2018年5月7日（月）～5月17日（木）【神戸発着／横浜発着 9泊10日】
2018年10月11日（木）～10月22日（月）【神戸発堺着／横浜発着 10泊11日】

IC

旅行代金の総額
お申込金

15万円未満 15万円以上30万円未満 30万円以上
20,000円以上 30,000円以上 50,000円以上

B

■お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りください。
●お申し込みの方法と契約の成立
申込書に所定の事項を記入し、1名あたり下記の申込金のお支払いが必要になります。申込金は旅行代金又は取消
料もしくは違約料のそれぞれ一部として取扱います。旅行契約は申込金を受領したときに成立するものとします。電話
等にてご予約の場合、当社が予約を承諾する旨を通知した日から起算して3日以内に手続きをお願い致します。

●旅行代金の支払い
　旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
●旅行代金に含まれるもの
　旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃･料金および宿泊･食事･船内イベント参加費用（一部材料費を除く）
［注］上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しは致しません。
●旅行代金に含まれないもの
　前項の他は旅行代金の中に含まれません。その一部を例示します。
飲料代･通信費等個人的諸費用およびそれに伴う税･サービス料、疾病･傷害に関する治療費、乗船港までおよび下
船港からの交通費、宅配便代、その他個人的費用、希望者のみ参加する各寄港地でのオプショナルツアーの旅行代
金、お客様のご希望によりお一人部屋を利用される場合の追加料金、任意の旅行保険料並びに携帯品保険料、客室
タイプ変更による追加代金
●参加人数の変更
　1室のご利用人員が変更になった時は、変更後の1室ご利用人数に応じた代金をいただきます。
●取消料等
　お申し込み後、お客様のご都合で取消をされる場合、下記の取消料を申し受けます。
（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）

●旅行条件の基準期日:旅行条件･旅行代金は2017年12月1日現在を基準としております。

●その他
･参加者数が明示した最少催行人員に達しなかった時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当た
る日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知致します。
･添乗員は同行致しませんが、船内では係員がお世話致します。
･お客様は当社が承諾した場合、1万円の手数料をお支払いいただくことにより、別のお客様に交替することができます。
･その他の事項に関しては、当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
●最少催行人員　2名様
●個人情報について
（1）当社は、旅行申込みの際に提出された申込書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（主要な運送・宿泊機関等につい
ては当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。）の
提供する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（以下「手配等」といいます。）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で、それら運送・宿泊機関等、
保険会社に対し、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申し込みいただく際には、これら
の個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスの御案内、当社の商品やキャ
ンペーンの御案内のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

（2）当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内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、お客様に傷病があった場合で国内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、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得
るものとします。
＊また、当社では（1）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（2）アンケートのお願い。（3）特典サービスの
提供。（4）統計資料の作成｡（5）当社の旅行商品のご案内。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあ
ります｡

お申し込みのご案内 （詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。）

旅行契約の
解除日 21日前まで

取消料 無料

20日前から
8日前まで
20％

7日前から
2日前まで
30％

旅行開始日の
前日
40％

旅行開始日の
当日
50％

旅行開始後または
無連絡不参加
100％

2018.1

10_名鉄観光　2018●日本一周合冊　●南西諸島　●春爛漫

10_名鉄観光　（H1・H4　BK） 約款：国内BC 海外DE+GorH　ほか：I

お問い合わせ・お申し込みは

総合旅行業務取扱管理者運航会社：

観光庁長官登録旅行業第55号 一般社団法人 日本旅行業協会正会員
〒141-0031 東京都品川区西五反田2-12-3 第一誠実ビル8F

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

旅行企画
・ 実 施

サービス
株式会社

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引きに関する責
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
なく左記の総合旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

お客様担当者（外務員）

T-17-12-006

※このパンフレットに掲載の写真はすべてイメージで、
　オプショナルツアーや自由行動で訪問できる場所も
　含まれています。

10_名鉄観光　（H1・H4　BK） 約款：国内BC 海外DE+GorH　ほか：I（ベース版H1左下白帯内に何かある時は イレギュラー対応）

全室海側の「洋上の我が家」

パティシエ特製バースデーケーキ

クルーズ中に誕生日をお迎えのお客様にはパティシエ
特製バースデーケーキと記念写真を、ハネムーンや結
婚記念日にご乗船のお客様、金婚式（50周年）、エメラ
ルド婚式（55周年）、ダイヤモンド婚式（60周年）、プラ
チナ婚式（75周年）の結婚記念の年にご乗船のお客様
には記念写真（特製フォトフレーム付）をプレゼント。
ご夕食時に専属バンドの
生演奏で特別な日に華を
添えます。
※クルーズお申し込み時に

旅行会社に
お申し出く
ださい。

●お荷物について
大きなお荷物は宅配便で出発前
に船まで送ることができますので
大変便利です（有料）。

●医務室
医師と看護師が乗船しており
ます。万一ご気分が悪くなった
り、体調が気になる場合はご
相談ください。

記念写真　
（特製フォト
フレーム付）

（1003）エレガント

ダイニングサロン
〈グラン・シエクル〉

ロイヤルスイートルーム A（1001 1002）B（1003 1004）
定員2名（65㎡ 10階、展望バス・トイレ・バルコニー付）　
※ブルーレイプレーヤー、
　インターネット閲覧・Eメール専用ノートパソコンを完備

スイートルーム
定員2名

（35㎡ 10階、バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤーを完備

デラックス
ルーム
定員2名

（23.5㎡ 9階、
バス・トイレ付）
※ブルーレイ
　プレーヤーを完備

ステートルーム
E・F・G・H・J
定員 E：2名 F〜J：2〜3名

（15.3㎡ シャワー・トイレ付）
※H・Jは丸窓

追加代金無しで
ご利用いただけます

ロイヤルスイートルーム
スイートルーム 特別なサービスでおもてなし

♦専用ダイニングでは専属シェフによる特別なメニュー
ときめ細やかなサービスでおもてなし。二人掛けテー
ブルにてゆったりとお食事をお楽しみいただけます。
※ダイニングサロンは未就学児童の方はご利用いただけません。
♦乗船日にはお部屋にウェルカムスイーツをお届
けします。

 E :9階 
 F :8階 

 G :6階 
 H :6・5階 

 J :5階

■お食事時のお飲み物（一部銘柄は除
く）　■ルームサービス（アルコール飲料
を除くお飲み物・軽食）■お部屋のミニ
バーセット　■冷蔵庫内のお飲み物　
■映画ソフト（DVD）の貸出　■ロイヤ
ルスイートルームのランドリークリーニング
サービス　■ロイヤルスイートルームの
インターネット閲覧・Eメールサービス

共通の
客室設備

テレビ、冷蔵庫、
クローゼット、ドレッサー、
金庫、タオル、ドライヤー、
ウォシュレット型トイレ

※客室の面積にはバルコニーを含みます。　
※各客室階には、無料でご利用いただけるセルフランドリーがございます。
※お客様の健康に配慮し、全客室及び、パブリックスペースは禁煙とさせていただいております。
※救命ボート、乗下船用タラップなど客船固有の設備のために、一部眺望が妨げられる客室がございます。

サロン
クラス

サロン
クラス

サロン
クラス

ゆとりと安心のクルーズライフ

記念日を洋上で 素敵な思い出を

堀切峠から見た鬼の洗濯岩 ■o

伊予灘ものがたり ■o

内子の街並み ■o
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