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香港●

いつも新しい発見がある。

東京・大阪・名古屋発着
2018年 7月▶11月

いつも新しい発見がある。

日次 スケジュール
1
㈮

東京・大阪・名古屋発

香港着
（中国）

［09：00～10：50］H   空路、キャセイパシフィック航空
ビジネスクラスにて香港へ

［12：20～15：00］  
着後、日本語ガイドと共に専用車にて港へ

香港 ［夕刻］  ワールドドリーム乗船  
［21：00］出港 xrE〈船中泊〉

2
㈯

［終日］クルージング
＊数々の船内イベントやお食事をお楽しみください
 QWE〈船中泊〉

3
㈰

香港 ［09：00］入港　朝食後、下船

香港発

東京・大阪・名古屋着

その後、日本語ガイドと共に専用車にて空港へ
［15：10～16：40］H�空路、キャセイパシフィック航空

ビジネスクラスにて帰国の途へ
［20：20～21：30］着後、解散� Qrx

※ パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取り式旅券が必要です。
※ 外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様自身で
お済ませいただきますようお願い申し上げます。

出発日／2018年（毎週金曜日発）

1  7月20日 6  8月24日 11    9月28日 16  11月  2日
2  7月27日 7  8月31日 12  10月  5日 17  11月  9日
3  8月  3日 8  9月  7日 13  10月12日 18  11月16日
4  8月10日 9  9月14日 14  10月19日 19  11月23日
5  8月17日 10  9月21日 15  10月26日

1   アジア初15万トンの 
プレミアム客船「ワールド ドリーム」の 
贅を尽くしたパレススイートに滞在

2   往復の航空機は5ツ星エアライン 
キャセイパシフィック航空のビジネスクラスを利用

3   出発前に空港のビジネスクラスラウンジの 
利用が可能

4   発着は東京・大阪・名古屋をご用意
5   週末利用のお試しクルーズ

パレスで最高級のプライベート空間を
パレススイート特典
パレスは洋上のラグジュアリーな空
間として、154室のスイートとともに、
プールやスパ、ジム、レストランな
ど専用エリアやVIP施設を備えた特
別な空間。ヨーロッパスタイルのバ
トラーサービスも特長。
※ベッドはクイーンサイズダブルとなります。

1   特定の有料レストランにて1泊につき1回、昼食または 
夕食のサービス　※お飲物も無料のお飲物リストよりお選びください

2   スイート専用エリアの利用 
●パレス レストラン　●パレス プール&サンデッキ　●パレス スパ 
●パレス ジム&スタジオ

3   バトラーサービス&24時間コンシェルジュサービス
4 パレスラウンジでのウェルカムドリンクサービス
5 優先チェックイン&チェックアウト、乗下船サービス
6   無料インターネットサービス 
（無料Wi-Fiパッケージ）

7   船内バーでのアルコールを含む 
ドリンク無料（プレミアムドリンクパッケージ）

8   客室内でのお飲物サービス 
（初期設定のお飲物）

前泊
プラン

1
㈭
東京・大阪・名古屋より香港へ
着後、日本語ガイドと共に専用車にてホテルへ xrx〈香港泊〉

2
㈮
ホテルより日本語ガイドと共に専用車にて港へ
［夕刻］  ワールドドリーム乗船   QxE〈船中泊〉

後泊
プラン

3
㈰
［09：00］入港　朝食後  ワールドドリーム下船 
港より日本語ガイドと共に専用車にてホテルへ（チェックインは15：00以降）
� Qxx〈香港泊〉

4
㈪
ホテルより日本語ガイドと共に専用車にて空港へ
空路H東京・大阪・名古屋へ。着後、解散� Qrx

料金35,000円 ※2名1室利用の場合のお1人様　※シングル利用追加代金 16,000円

■利用予定ホテル／  ハーバープラザ・エイトディグリーズ、リーガルカオルーン、 
キンバリー（スーペリアクラス／朝食付）

前・後泊プラン
もっと香港を
楽しみたい!

おすすめPoint

アジア初15万トンのプレミアム客船｢ワールドドリーム｣で航く

キャセイ・パシフィック航空 
ビジネスクラス／スイートキャビン利用

香港お試しクルーズ3日間
燃油
サーチャージ

込み! 169,800円
［パレススイート／大人2名1室利用］

～238,800円
［パレススイート／大人2名1室利用］



旅行条件（要約）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うえ、お申し込みください。 お申し込み・お問い合わせは

旅行条件は、本パンフレットによるほか、旅行条件書、確定書面、当
社旅行約款募集型企画旅行契約の部によります。

●募集型企画旅行契約／この旅行は、名鉄観光サービス（株）（愛知
県名古屋市中村区名駅南2丁目14番18号、観光庁長官登録第55号。
以下「当社」といいます。）が企画実施するものであり、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。旅行契約の内容・条件は下記によるほ
か別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面（最終日
程表）および当社旅行業務約款募集型企画旅行契約の部によります。
●お申込み方法と契約の成立時期／当社所定の申込書に下記の申
込金を添えてお申込みください。当社は、電話、郵便、FAX等により予
約いただいた場合は、当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌
日から起算して7日以内に申込み手続きをお願いします。当社が契約
の締結を承諾し、申込金を受領したときに契約が成立します。
●申込金／  〈旅行代金が30万円以上〉旅行代金の20％以上旅行代金まで。 

  〈旅行代金が30万円未満〉60,000円以上旅行代金まで。
●旅行代金のお支払い／旅行代金は、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって取消料が発生する日より前（お申込みが間際の場
合は当社が指定する日まで）に全額お支払いください。
●旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示された以下のものが
含まれます。※航空運賃および船舶・鉄道運賃等※バス代金・ガイド代
金・入場料等の観光代金※宿泊代金および税・サービス料金（二人部
屋にお2人様宿泊を基準とします）※食事代金および税・サービス料金
※団体行動中の心付※添乗員が同行するコースの同行代金※その他
パンフレット等で含まれる旨明示したもの。上記の諸費用は、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／上記の他は旅行代金に含まれませ
ん。その一部を例示します。※渡航手続諸経費※日本国内における自
宅から発着空港等集合・解散場所までの交通費、宿泊費等※日本国
内の空港施設使用料※超過手荷物料金※クリーニング代金、電報電
話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食等個人
的性質の諸経費、税・サービス料※傷害・疾病に関する医療費※日本
国外の空港税・出国税・国際旅客航路料等の諸税・料金（ただし空港
税等が含まれていることを明示したコースを除きます。コースによって
は、空港税等を出発前に日本にてお支払いいただく場合もあります）
●取消料／お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくこ

とにより旅行契約を解除することができます。
取消日 取消料

旅行開始日の
前日から
起算して
さかのぼって

ピーク時の旅行である場合、41日前まで 無　料
　　　〃　　　40日前から31日前まで ご旅行代金の10％

31日前まで 無　料
30日前から3日前まで ご旅行代金の20％

旅行開始日の前々日、前日、当日（旅行開始後を除く） ご旅行代金の50％
旅行開始後又は無連絡不参加 ご旅行代金の100％
（注）  「ピーク時」とは、12月20日～1月7日、4月27日～5月6日、 
　7月20日～8月31日の期間をいいます。

●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は2018年4月30
日を基準としています。また、旅行代金は、2018年4月30日現在有
効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または2018年4
月30日現在国土交通大臣に認可中の航空運賃・適用規則を基準と
して算出しています。
●パンフレットの表示について
◆スケジュール中のマークについて／r：機内食　Q：朝食　
W：昼食　E：夕食　x：食事なし　H：飛行機での移動
◆スケジュール中の観光について／天候や道路事情により観光先を
変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。（現地空港税及
び燃油サーチャージの合算額は2018年4月30日現在の社内レートを
元に算出しております。この金額については出発時為替レートにより差
額が生じましてもご返金、ご請求をしないことを予めご了承ください。）
◆スケジュール中の予定時間／
早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜

03：00 06：00 08：00 12：00 13：00 17：00 19：00 23：00 03：00

海外クルーズ保険ご加入のおすすめ
クルーズ約款が適用されるクルーズ旅行は通常の旅行よりも取消料の発生が早く
なってくるケースや取消料率が高くなっているケースがございます。お客様やご同
行者の方の病気や怪我などでやむを得ずクルーズ旅行をお取消になる場合に取
消料をカバーする保険がございますので、クルーズ旅行にお申し込みと一緒にこの
保険をお申込みされることをお勧めいたします。詳しくは係員までお尋ねください。 〒141-0031　東京都品川区西五反田8-3-6　TK五反田ビル3階

T-18-04-004

旅行企画・実施　

●名鉄観光ホームページ　http://www.mwt.co.jp/ 観光庁長官登録旅行業第55号

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の点があれば、
ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

■旅行代金表（2名１室利用／大人お一人様、［　　］内はお1人様利用追加代金） 
 ツアーコード：CE-MKST-□□□□□□

出発日

キャビンタイプ
コースコード

①7/20発・②7/27発
③8/3発・⑤8/17発
⑥8/24発

④8/10発 ⑦8/31発
⑲11/23発

⑧9/7発・⑪9/28発
⑬10/12発・⑭10/19発
⑮10/26発・⑰11/9発

⑱11/16発

⑨9/14発・⑩9/21発
⑫10/5発・⑯11/2発

パレススイート
バルコニー・バスタブ付
37㎡～ 最大定員：4名
※クイーンサイズダブルベッド

東　京  X001TA 
大　阪  X001OA 
名古屋  X001NA 

208,800円
［47,000円］

238,800円
［50,000円］

188,800円
［40,000円］

169,800円
［39,000円］

199,800円
［40,000円］

租税・手数料及び港湾費用 5,900円
大阪・名古屋発着追加代金 15,000円
※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,610円／子供1,570円）および大阪（関西）空港施設使用料・保安サービス料（大人3,040円／子供

1,680円）および名古屋（中部）空港施設使用料・保安サービス料（大人2,570円／子供1,290円）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払い
ください。
※外国諸税（大人：4,300円／子供：2,700円）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。
※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃油サーチャージが増額または減額、廃止された場合でも旅行代金に変更はございません。

往復ビジネスクラス利用燃油サーチャージ込

※本チラシ掲載写真はすべてイメージです。

世界トップクラスの 
ビジネスクラス

キャセイ パシフィック航空は、格
付け会社スカイトラックス社のエアラ

イン・オブ・ザ・イヤーやベスト・オブ・ビジネス
クラスなど数々の受賞暦を誇る航空会社です。
15インチの大きなモニターを備え広めでゆった
り寛げるシート、本格的な中華やシェフ自慢の
洋食などレストラン並みのお食事も楽しめるビ
ジネスクラスでは快適なたびが約束され、長時
間のフライトが
短く感じられる
ほどです。も
ちろん、フラ
イト前にはラウ
ンジの利用も
可能です。

一度は
体験したい!

バルコニー・バスタブ付
面積 37 ㎡〜 | 最大定員 4 名
クイーンサイズベッド（ダブル）+ 
ダブルサイズソファーベッド

客室（パレススイート）のご案内

その他の施設（一例）

〈スイート専用エリア〉パレス施設・サービス（一例）

15万トンのプレミアム客船 ワールド ドリーム 
ワールド ドリームは中国料理からアジア料理、西洋料理にいたるまでの幅広い美食
レストランをはじめ、趣向を凝らしたバーの数々、エンターテイメント、東洋と西洋の 
2 スタイルのスパ、ブランドを取り揃えたショップなど、多種多様な施設を備えています。

ドリームダイニングルーム
アジア／西洋料理のメインダイニング

カラオケ
最新設備を備えた5部屋のカラオケルーム

ロープコース
海に突き出したジップラインはスリル満点

リトルパンダクラブ
アクティビティ満載のキッズクラブ

ズークビーチクラブ
屋外パーティー／エンターテイメント施設

バトラーサービス
バトラーたちが、きめ細やかなおも
てなしで船旅をサポート

プールエリア
居心地の良いサンデッキやカバナ、
ジャグジーも備えるプールエリア

レストラン
朝・昼・夕の食事に加え、アフタヌー
ンティーや夜食もご用意

バー
落ち着いた雰囲気のバー&ラウンジ
は、団欒を楽しむのに最適

SHIP DATA　　建造年：2017 年 11 月　　総トン数 : 150,695 トン　　全長 : 335m　　全幅 : 40m　　乗客定員 : 3,376 名

■最少催行人員／ 2名様
■添乗員／同行しませんが香港では日本語ガイドがお世話いたします
■利用航空会社／  キャセイ パシフィック航空（ビジネスクラス利用）

■食事／Q 2 回、W 1 回、E 2 回（機内食は除く）
■船内チップ／ お1人様1泊あたり150香港ドルを 

船内でお支払いください


