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いつも新しい発見がある。

いつも新しい発見がある。

13万8千トンのボイジャー・オブ・ザ・シーズで 航く

楽園「プーケット島」と
マレーシアクルーズ 7日間

 ビジネスクラス／直行便エコノミークラス利用
日本人
コーディネーター
乗船

東京（成田または羽田）・大阪（関空）・名古屋発着
2018年 11月▶2019年 3月

Aパターン 　キャセイパシフィック航空ビジネスクラス利用
燃油
サーチャージ

込み!
208,000円〜315,000円
［スタンダード内側／大人2名1室利用］ ［ジュニアスイート／大人2名1室利用］

Bパターン 　直行便エコノミークラス利用
燃油
サーチャージ

込み!
168,000円〜285,000円
［スタンダード内側／大人2名1室利用］ ［ジュニアスイート／大人2名1室利用］

■出発日／【A・B共通】 日本人コーディネーター乗船
〈2018年〉 ₁ 11月  4日㈰発 ₂ 11月11日㈰発 ₃ 11月18日㈰発
₄ 11月25日㈰発 ₅ 12月  2日㈰発 ₆ 12月  9日㈰発 ₇ 12月19日㈬発
〈2019年〉 ₈   1月  2日㈬発 ₉   1月13日㈰発 10    1月20日㈰発
11   2月10日㈰発 12    2月17日㈰発 13    2月24日㈰発 14    3月13日㈬発
日次 スケジュール

Aパターン Bパターン
1 東京、大阪、名古屋発

シンガポール着
（シンガポール）

［09：00～11：00］発 H 
キャセイパシフィック航空
ビジネスクラスにて
香港乗継シンガポールへ
［18：00～20：30］
着後、日本語ガイドと共に
専用車にてホテルへ
� 〈シンガポール泊〉rrx

東京、大阪、名古屋発

シンガポール着
（シンガポール）

［09：30～11：30］発 H 
直行便エコノミークラス
にてシンガポールへ

［16：00～18：00］
着後、日本語ガイドと 
共に専用車にてホテルへ
�〈シンガポール泊〉xrx

2 シンガポール 出発まで自由行動
［午前］日本語係員と共に、専用車にて港へ

シンガポール

［昼頃］チェックイン手続きの後、
 ボイジャー・オブ・ザ・シーズに乗船 （昼食は船内）
［16：30］出港� 〈船中泊〉QWE

3 ポートケラン／ 
クアラルンプール
（マレーシア）

［07：00］入港　
B ：（例）クアラルンプール市内観光とショッピング
［15：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 プーケット島
（タイ）

［10：00］入港　B ：（例）象乗りとオールドタウン観光
［22：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

6 シンガポール ［08：00］入港　朝食の後、下船
日本語ガイドと共に専用車で市内へ。その後、出発まで自由行動
※  大きなお荷物、スーツケース等は出発までお預かりいたします

Aパターン Bパターン

シンガポール発

［夕刻～夜］日本語係員と 
共に専用車にて空港へ
［20：00～25：30］発 H 
キャセイパシフィック航空
ビジネスクラスにて香港乗継
帰国の途へ�〈機中泊〉Qxr

シンガポール発

［夜］日本語係員と共に 
専用車にて空港へ
［21：30～26：00］発 H 
直行便エコノミークラス
にて帰国の途へ
� 〈機中泊〉Qxr

7 東京、大阪、名古屋着 ［06：00～17：30］着
着後、解散 rxx

東京、大阪、名古屋着 ［05：00～09：30］着
着後、解散 rxx

※  ⑭3/13発は、3日目ポートケランに代わりペナン島15：00入港・22：00出港、4日目プーケット島の停泊時間
が09：00入港・20：00出港に変更となります。

おすすめポイント

₁ “洋上のテーマパーク”のような船内で
最高の洋上ライフ

₂ 日本人コーディネーターが乗船。船内新聞
やレストランメニューも日本語でご案内

₃ 船会社主催
日本語ガイド付き寄港地観光をご用意

₄ 往復の航空機は香港乗継の
ビジネスクラスまたは直行便が選択可能

₅ ビジネスクラス利用の場合は出発時に各
空港のビジネスクラスラウンジが利用可能

シンガポール〈シンガポール〉
観光客に人気のマリーナベイサンズはホテルやカジノを中心に、ショッピング
モール、美術館、シアター、グラスパビリオンなどを含んだ複合リゾートです。

クアラルンプール〈マレーシア〉
旧中央駅を中心に広がる美しいムーア
建築とペトロナスツインタワーをはじめ
とする近代建築と自然が見事に調和さ
れた美しい都市です。

※  B：オプショナルツアー（別料金）。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。



SHIP DATA
就 航 年：1999年（2014年11月改装）
総 トン 数：138,000トン
乗 客 定 員：3,114名
全長／全幅：310ｍ／48ｍ

Voyager of the SeaS
ボイジャー・オブ・ザ・シーズ

■旅行条件〈共通〉
■最少催行人員／ⒶⒷ 各出発日　2名様
■添乗員／  同行しませんがシンガポールでは日本語係員、船内では

日本人コーディネーターが乗船してお世話いたします
■利用予定航空会社／ 
　Ⓐキャセイパシフィック航空（ビジネスクラス） 
　Ⓑシンガポール航空、日本航空、全日空（いずれもエコノミークラス）
■利用予定ホテル／  シンガポール：ヨーク、ジェンホテルタングリン、

グランドパークシティ、フラマ・リバーフロント、

フラマ・シティセンター、コンコルド、グランド
パシフィック、ランデラ（スーペリアクラス） 
※ジェンホテルタングリンはシャワーのみ

■食事／ⒶⒷ Q 5 回、W 4 回、E 4 回（機内食は除く） 
※船内チップ:4泊分として6,840円（グランドスイート以上の客室は8,260
円）が別途必要です。旅行代金とあわせてお支払いください。

※政府関連諸税（クルーズ部分）として7,560円が別途必要です。旅行代
金とあわせてお支払いください。

※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）
および羽田空港施設使用料（大人2,570円／子供1,280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）および大阪（関空）空港施設使用料・保安サービス料（大人3,040円
／子供1,680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。

※2019年1月7日以降の出国については国際観光旅客税（1,000円／大人・
子供同額）がかかります。旅行代金とあわせてお支払いください。

※外国諸税（Ⓐ：5,600円、Ⓑ：2,770円／大人・子供同額）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。

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※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。左記の諸費用は、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

63日前まで 無料

62日前～33日前まで 12,000円
（シングル利用24,000円）

32日前～11日前まで ご旅行代金の25％
10日前～当日まで ご旅行代金の50％

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 ご旅行代金の100％
●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は2018年6月30
日を基準としています。また、旅行代金は、2018年6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6
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6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-18-06-004

旅行企画・実施　

●名鉄観光クルーズホームページ　http://www.mwt.co.jp/cruise/ 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。

当ツアーはご旅行の全行程の50%以上を船舶で宿泊するツアーのため通常の約款と異なるクルーズ約款が適用となり、取消料の規定が変わってまいります。詳しくは下記「取消料」をご覧ください。

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。12.1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。香港国際空港にあるラ
ウンジで出発前の時間をおくつろぎ
いただくことができるのもビジネス
クラスの旅ならではの特徴です。

■チップ　  チップは旅行代金と一緒にお支払いいただきま
す。飲み物および美容関連の施術には18％が
サービス料として加算されます。

■船内での通貨　船内通貨はUSドルです。
■標準設備　  テレビ、電話（目覚まし機能付）、金庫、ラジオ、

化粧台、クローゼット、室内温度調節器、ア
メニティ（タオル、石鹸、リンスインシャンプー）、
ヘアドライヤー、110V（日本同様A型プラグ）
および220Vの電源。

■その他　  全室にミニバーがあります。朝夕は清掃のサー
ビスがあります。

■バスタブ　スイート客室以外はシャワーのみとなります。

一度は
体験したい!

〈イメージ〉

アイススケートリンク

プール・ジャグジー

フローライダー（サーフィン）

メインダイニング スパ・フィットネス

ロイヤル・プロムナード

アドベンチャー・オーシャン

シアター

カジノ

ビュッフェレストラン

ロッククライミング

客室のご案内（下記は同型船のキャビンの一例です／バルコニーのあるキャビンはバルコニーを含めた広さで表示しています）

ジュニアスイート
31.4㎡（バスタブ・ 
バルコニー付）

デラックスバルコニー
19.9㎡（シャワー・ 
バルコニー付）

スタンダード海側
14.8㎡
（シャワー付）

スタンダード内側
13.9㎡
（シャワー付）

※全ての客室はツインベッドに変更可能。

■旅行代金表／東京発着（2名１室利用／大人お一人様、［　　］内はお1人様利用の場合の旅行追加代金） ツアーコード：CE-MKRC-□□□□□□

キャビンタイプ

Aパターン（ビジネスクラス利用） Bパターン（直行便エコノミークラス利用）
出発日

コースコード

①11/4・②11/11
③11/18・④11/25
⑤12/2・⑨1/13・⑩1/20
⑫2/17・⑬2/24

⑥12/9
⑦12/19
⑭3/13

⑧1/2 ⑪2/10

出発日

コースコード

①11/4・②11/11
③11/18・④11/25
⑤12/2・⑨1/13・⑩1/20
⑫2/17・⑬2/24

⑥12/9
⑭3/13

⑦12/19
⑪2/10 ⑧1/2

スタンダード内側
約13.9㎡（シャワー付）

東京  X007 TA 
大阪  X007OA 
名古屋  X007NA 

208,000円 218,000円 245,000円 238,000円 東京  9008 TA 
大阪  9008OA 
名古屋  9008NA 

168,000円 178,000円 188,000円 215,000円
［70,000円］ ［80,000円］ ［93,000円］ ［80,000円］ ［70,000円］ ［80,000円］ ［80,000円］ ［93,000円］

スタンダード海側
約14.8㎡（シャワー付）

東京  X007 TB 
大阪  X007OB 
名古屋  X007NB 

218,000円 228,000円 255,000円 248,000円 東京  9008 TB 
大阪  9008OB 
名古屋  9008NB 

178,000円 188,000円 198,000円 225,000円
［80,000円］ ［87,000円］ ［103,000円］ ［97,000円］ ［80,000円］ ［90,000円］ ［98,000円］ ［103,000円］

デラックスバルコニー
約19.9㎡（バルコニー、シャワー付）

東京  X007 TC 
大阪  X007OC 
名古屋  X007NC 

238,000円 248,000円 278,000円 275,000円 東京  9008 TC 
大阪  9008OC 
名古屋  9008NC 

198,000円 208,000円 218,000円 248,000円
［100,000円］ ［107,000円］ ［120,000円］ ［123,000円］ ［100,000円］ ［107,000円］ ［107,000円］ ［120,000円］

ジュニアスイート
約31.4㎡（バルコニー、バスタブ付）

東京  X007 TD 
大阪  X007OD 
名古屋  X007ND 

278,000円 288,000円 315,000円 308,000円 東京  9008 TD 
大阪  9008OD 
名古屋  9008ND 

238,000円 248,000円 258,000円 285,000円
［130,000円］ ［140,000円］ ［153,000円］ ［147,000円］ ［130,000円］ ［140,000円］ ［140,000円］ ［153,000円］

港湾費用 11,800円
大阪発着追加代金 追加代金なし（東京発着同額）
名古屋発着追加代金 10,000円
ビジネスクラス利用追加代金 （東京・大阪・名古屋）往復ビジネスクラス利用／追加代金なし （東京）168,000円　（大阪・名古屋）178,000円

キャンセル料：ロイヤル・カリビアン（63日前）パターン　※本コースは「フライ＆クルーズ旅行」に適用される取消条件となります。詳細は、下記をご覧ください。

燃油サーチャージ込


