
いつも新しい発見がある。

東京・大阪・名古屋／横浜発着
2019年 3月▶4月

いつも新しい発見がある。

9万トン客船「ノルウェージャン ジュエル」で航く
ベトナム・カンボジア・タイクルーズ A 16日間
2019年 3月15日㈮～3月30日㈯　香港乗船／シンガポール下船

258,000円（内側／大人2名1室利用）～428,000円（ミニスイート／大人2名1室利用）

ベトナム・カンボジア・タイクルーズ B 14日間
2019年 4月4日㈭～4月17日㈬　シンガポール乗船／香港下船

245,000円（内側／大人2名1室利用）～418,000円（ミニスイート／大人2名1室利用）

ゴールデンウィーク 横浜発着　台湾・沖縄・石垣島クルーズ 9日間
2019年 4月27日㈯～5月5日（日・祝）　横浜乗船／横浜下船

118,800円（内側／大人2名1室利用）～288,800円（ミニスイート／大人2名1室利用）

ノルウェージャン ジュエル
●総トン数：93,502トン　　●建造年（改装年）：2005年（2018年）

●乗客定員： 2,376人　　●乗組員：1,069人　　●全長：294.13m　　●全幅：38.10m

N O R W E G I A N  J E W E L

日本人
コーディネーター
乗船
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ベトナム・カンボジア・タイクルーズA
出発日／2019年 3月15日㈮～3月30日㈯ 16日間
日時 スケジュール

1 3/15（金） 東京・大阪・名古屋発
香港着
（中国）

［09：00～11：00］H 空路、直行便にて香港へ
［12：45～15：15］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 3/16（土） 香港 出発まで自由行動
その後、日本語ガイドと共に専用車にて港へ

香港 ［昼頃］ ノルウェージャン ジュエル乗船  
［17：00］出港 QWE〈船中泊〉

3 3/17（日） ［終日］クルージング QWE〈船中泊〉

4 3/18（月） ハノイ／ハロン湾
（ベトナム）

［07：00］入港　B Cハロン湾クルーズ
［17：00］出港 QWE〈船中泊〉

5 3/19（火） チャンメイ／フエ／ダナン
（ベトナム）

［10：00］入港　B C古都フエ市内観光
［19：00］出港 QWE〈船中泊〉

6 3/20（水） ［終日］クルージング QWE〈船中泊〉

7 3/21（木・祝） ニャチャン
（ベトナム）

［07：00］入港　B ニャチャンの景観観光
［17：00］出港 QWE〈船中泊〉

8 3/22（金） プーミー／ホーチミン
（ベトナム）

［07：00］入港　B ホーチミン終日市内観光
［18：00］出港 QWE〈船中泊〉

9 3/23（土） ［終日］クルージング QWE〈船中泊〉

10 3/24（日） シアヌークビル
（カンボジア）

［07：00］入港　B 白砂ビーチの休日
［17：00］出港 QWE〈船中泊〉

11 3/25（月） レムチャバン／バンコク
（タイ王国）

［08：00］入港
B タイ王国の首都バンコク終日観光
船はレムチャバンに停泊します QWE〈船中泊〉

12 3/26（火） レムチャバン／バンコク B パタヤビーチを訪ねて
［17：00］出港 QWE〈船中泊〉

13 3/27（水） サムイ島
（タイ王国）

［07：00］入港　B 常夏の楽園サムイ島
［17：00］出港 QWE〈船中泊〉

14 3/28（木） ［終日］クルージング QWE〈船中泊〉

15 3/29（金） シンガポール ［朝］入港　朝食後、下船
（シンガポール）

シンガポール発

日本語係員と共に専用車にて市内へ
その後、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。

［夜］日本語係員と共に専用車にて空港へ
［20：00～26：30］H空路、アジア内都市乗継に
て帰国の途へ Qxr〈機中泊〉

16 3/30（土） 東京・大阪・名古屋着 ［05：00～17：30］着後、解散� xrx

ベトナム・カンボジア・タイクルーズB
出発日／2019年 4月4日㈭～4月17日㈬ 14日間
日時 スケジュール

1 4/4（木） 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］
H 空路、アジア内都市乗継にてシンガポールへ
［18：00～20：30］着後、日本語係員と共に 
専用車にてホテルへ�xrx〈シンガポール泊〉

2 4/5（金） シンガポール 出発まで自由行動
その後、日本語係員と共に専用車にて港へ

シンガポール ［昼頃］ ノルウェージャン ジュエル乗船  
［17：00］出港 QWE〈船中泊〉

3 4/6（土） ［終日］クルージング QWE〈船中泊〉

4 4/7（日） サムイ島
（タイ王国）

［08：00］入港　B 常夏の楽園サムイ島
［17：00］出港 QWE〈船中泊〉

5 4/8（月） レムチャバン／バンコク
（タイ王国）

［08：00］入港
B タイ王国の首都バンコク終日観光
船はレムチャバンに停泊します QWE〈船中泊〉

6 4/9（火） レムチャバン／バンコク B パタヤビーチを訪ねて
［16：00］出港 QWE〈船中泊〉

7 4/10（水） シアヌークビル
（カンボジア）

［08：00］入港　B 白砂ビーチの休日
［18：00］出港 QWE〈船中泊〉

8 4/11（木） ［終日］クルージング QWE〈船中泊〉

9 4/12（金） プーミー／ホーチミン
（ベトナム）

［07：00］入港　B ホーチミン終日市内観光
［22：00］出港 QWE〈船中泊〉

10 4/13（土） ［終日］クルージング QWE〈船中泊〉

11 4/14（日） チャンメイ／フエ／ダナン
（ベトナム）

［08：00］入港　B C古都フエ市内観光
［16：00］出港 QWE〈船中泊〉

12 4/15（月） ハノイ／ハロン湾
（ベトナム）

［09：00］入港　B Cハロン湾クルーズ
［20：00］出港 QWE〈船中泊〉

13 4/16（火） ［終日］クルージング QWE〈船中泊〉

14 4/17（水） 香港（中国） ［朝］入港　朝食後、下船

香港発

東京・大阪・名古屋着

日本語係員と共に専用車にて空港へ
［13：00～16：30］
H空路、直行便にて帰国の途へ
［16：00～21：30］着後、解散� Qrx

〈A・Bコース共通〉
＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※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。

ゴールデンウィーク 横浜発着 
台湾・沖縄・石垣島クルーズ
出発日／2019年 4月27日㈯～5月5日（日・祝） 9日間
日時 スケジュール

1 4/27（土） 横浜 ［午後］受付
 ノルウェージャン ジュエル乗船  
［17：00］出港 xxE〈船中泊〉

2 4/28（日） 神戸 ［14：00］入港　Bオプショナルツアー・ 
自由散策等でお楽しみください
［21：00］出港 QWE〈船中泊〉

3 4/29（月・祝） ［終日］クルージング QWE〈船中泊〉

4 4/30（火） 那覇／沖縄 ［08：00］入港　Bオプショナルツアー・ 
自由散策等でお楽しみください
［17：00］出港 QWE〈船中泊〉

5 5/1（水） 石垣島／沖縄 ［08：00］入港　Bオプショナルツアー・ 
自由散策等でお楽しみください
［18：00］出港 QWE〈船中泊〉

6 5/2（木） 基隆／台北
（台湾）

［08：00］入港　B 台北終日観光
［18：00］出港 QWE〈船中泊〉

7 5/3（金・祝） ［終日］クルージング QWE〈船中泊〉

8 5/4（土・祝） ［終日］クルージング QWE〈船中泊〉

9 5/5（日・祝） 横浜 ［07：30］入港　朝食後、下船
解散� Qxx

＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※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。

■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人様利用追加代金） ツアーコード：CE-MKNG-□□□□□□

コースコード・出発日
キャビンタイプ

Ⓐ3/15発 Ⓑ4/4発 4/27発
コースコード 旅行代金 コースコード 旅行代金 コースコード 旅行代金 同室の2人目代金

内側
約13㎡、窓なし・シャワー付

東　京  9004TA 
大　阪  9004OA 
名古屋  9004NA 

258,000円 
［150,000円］

東　京  9005TA 
大　阪  9005OA 
名古屋  9005NA 

245,000円 
［150,000円］

 40006A 118,800円 
［118,800円］
－

海側バルコニー
約19㎡、バルコニー・シャワー付

東　京  9004TB 
大　阪  9004OB 
名古屋  9004NB 

388,000円 
［277,000円］

東　京  9005TB 
大　阪  9005OB 
名古屋  9005NB 

375,000円 
［270,000円］

 40006B 198,800円 
［198,800円］ 99,400円

ミニスイート
約25㎡、バルコニー・バスタブ付

東　京  9004TC 
大　阪  9004OC 
名古屋  9004NC 

428,000円 
［310,000円］

東　京  9005TC 
大　阪  9005OC 
名古屋  9005NC 

418,000円 
［310,000円］

 40006C 288,800円 
［288,800円］ 144,400円

3・4人目代金 158,000円 79,800円
港湾費用等 34,500円 （1名1室利用の場合 69,000円）
大阪・名古屋発着追加代金 5,000円 －

ビジネスクラス利用追加代金 60,000円 －

キャンセル料：
ノルウェージャン クルーズライン
※詳細は、裏表紙をご覧ください。

90日間パターン①
※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。
90日間パターン②

燃油サーチャージ込

※ⒶⒷ：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。

※現地空港諸税（Ⓐ：5,710円、Ⓑ：3,920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。
※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。

※租税・手数料（クルーズ部分）として（Ⓐ：
15,870円、 Ⓑ：14,620円、4/27発：
15,410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。
※「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。

1 ゴールデンウィークに日本を南下、手つかずの自然と
まばゆく青い南の島、沖縄、台湾を訪れます

2
利用客船のノルウェージャン ジュエルのコンセプトは 
多様なレストランでの自由に選べる食事、服装も堅苦しさ
のないスタイルが好評の「フリースタイルクルージング」

3
お得なキャンペーン ※8月31日までのご予約に適用（延長の可能性があります）

2名1室で乗船いただいた場合、2人目のお客様は 船賃50％割引
（内側は除く）　※キャンペーン適用キャビンには限りがあります。

4 コーディネーター乗船。
船内新聞、レストラン等のメニューも日本語版をご用意

おすすめポイント（ゴールデンウィーク 横浜発着コース）

■   旅行条件〈共通〉
■最少催行人員／2名様
■  添乗員／ 同行しませんが、ⒶⒷはシンガポール、香港にて日本語ガイド、 

4/27発は船内で日本人コーディネーター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、ドラゴン航空、日本航空、全日空 

（いずれもエコノミークラス）
■利用ホテルⒶⒷ／（いずれもスーペリアクラス）
　シンガポール： フラマーリバーフロント、オーチャードホテル、グランド パシフィック、ヨークホテル
　香港： キンバリー、リーガルホテル、プルーデンシャル、パノラマホテル、ハーバープラザ8ディグリーズ

■食事／  Ⓐ ： Q 14回、W 13回、E 13回（機内食は除く） 
Ⓑ ： Q 13回、W 12回、E 12回（機内食は除く） 
4/27発 ： Q 8回、W 7回、E 8回

■船内チップ／ お1人様1泊あたり13.99米ドル、スイート以上は16.99米
ドルが船内会計に自動的にチャージされます（船内払い）

1
ベトナムの3都市（ホーチミン、ダナン、ハロン湾）と
バンコク、カンボジアのシアヌークビルを同時に巡る
東南アジアクルーズの決定版

2
利用客船のノルウェージャン ジュエルのコンセプトは

「フリースタイルクルージング」。多様なレストランでの
自由に選べる食事、服装も堅苦しさのないスタイルが好評

3

お得な特典付
❶ 有料レストラン3回ご招待　※サービスチャージは必要

❷ 船内ドリンク飲み放題　※サービスチャージは必要、$15以下の飲物限定

❸ Wi-Fi 250分パッケージ
❹ 1つの寄港地につき1室$50のツアー代金に充当できる

船内クレジット
上記❶〜❹の特典より内側は1つ、海側バルコニー・ミニスイートは 
2つ選択が可能　※8月31日までのご予約に適用（延長の可能性があります）

おすすめポイント（A・Bコース）

Ⓐ3/15発 －
Ⓑ4/4発 －
4/27発 －

Ha Long Bay Hue Naha Jiufen
沖縄美ら海水族館（海洋博公園内）
海洋博公園内には沖縄美ら海水族館のほか、
プラネタリウムや植物園などがあり、沖縄随
一の観光スポットとなっています。

ハロン湾
ベトナム北部に位置するハロン湾は、水墨画にも似た世界から
「海の桂林」とも呼ばれ、神秘的な景観が特徴です。

フエの王宮
世界各地の様式を取り入れて 華やかな文化を築いたベトナ
ム最後の王朝・グエン朝。首 都フエにはグエン朝時代の
華麗な王宮、皇帝廟、仏教寺 院が多数残されています。

九份
長い石段や細い路地、そこかしこにと
もる赤い提灯…ノスタルジックな街並
は、映画の中に飛び込んだような幻
想的な気分にさせてくれます。

日本人
コーディネーター
乗船



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。

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。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。
■ 90日前パターン①（内側～ミニスイート）※3/15、4/4発

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

90日前まで 無料
89日前～70日前まで ご旅行代金の10％
69日前～60日前まで ご旅行代金の17.5％
59日前～15日前まで ご旅行代金の37.5％
14日前～8日前まで ご旅行代金の45％
7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％
※ザ・ヘブン、スイート、ヴィラ利用の場合は異なります。
■ 90日前パターン②（内側～ミニスイート）※4/27発

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

90日前まで 無料
89日前～70日前まで ご旅行代金の20％
69日前～60日前まで ご旅行代金の35％
59日前～15日前まで ご旅行代金の75％
14日前～8日前まで ご旅行代金の90％

7日前～旅行開始後の解除又は無連絡不参加 ご旅行代金の100％
※ザ・ヘブン、スイート、ヴィラ利用の場合は異なります。
●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は2018年8月10
日を基準としています。また、旅行代金は、2018年8月10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8
月10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8月10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。

客室（キャビン）のご案内 ※写真は改装前のものです。改装後は内装やデザインが変更になる可能性があります。

ミニスイート バルコニー 内側
バルコニー・バスタブ付　 
〔面積〕約25㎡

バルコニー・シャワー付　 
〔面積〕約19㎡

窓なし・シャワー付 
〔面積〕約13㎡

※本チラシ掲載写真はすべてイメージです。

お申し込み・お問い合わせは

〒141-0031　東京都品川区西五反田8-3-6　TK五反田ビル3階
T-18-08-001

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。

全客室タイプ共通の設備
枕／羽毛布団／タオル／シャンプー／ボディ
ソープ／ハンドソープ／ヘアドライヤー／エア
コン／冷蔵庫／テレビ／セーフティボックス
／ミニバー／Wi-Fiインターネット接続（有料）
※バルコニー以上の客室にはコーヒーメーカー、バス
ローブもございます。　※お部屋では110ボルト（A型）
および220ボルト（F型）の電源が使用できます。110
ボルトの電源では日本のプラグのまま使用できますが、
精密機械をご利用の際は変圧器をご利用されることを
おすすめいたします。

ドレスコードはカジュアル
堅苦しいドレスコードはありませんので、より自由に、
気軽に、そして気ままに船旅をお過ごしください。日
中はリゾートカジュアルの装いで、夜はおしゃれを
楽しみながらナイトライフをお楽しみください。思い
切り着飾りたい船長主催のパーティなどはフォーマ
ルウェアで参加する
のもクルーズならで
はの楽しみです。名物
イベント「ホワイトホッ
トパーティ（グロー
パーティ）」では、白い
服装のご用意を。

「自由に楽しむ」フリースタイルクルージング
インスピレーションのおもむくまま、自由なスタイルでクルーズを満喫。それこそが、ノルウェージャンクルーズラインならではの 
船旅の楽しみ方です。多様なレストランで自由に選べる食事、服装もフォーマルをやめて堅苦しくないクルーズスタイルが評判です。

気が向くままに、自由に選ぶダイニング
フリースタイルダイニングなら、お好きな時間にお好
きな場所で、気の向くままに、決まった時間やテー
ブルの制限に縛られることなくお食事を自由に選ぶ
ことができます。メインダイニングルームでは、新鮮
な素材を使用した日替わりメニューをご提供。ユニー
クな料理やいつもとは違う味を試したい気分の時は
スペシャリティレストランもございます。

驚きと感動に満ちたショータイム
ノルウェージャンクルーズラインの客船で披露される
エンターテインメントには、受賞歴を誇る名作ショー
がずらりとラインナップさ
れています。ブロードウェ
イミュージカルからライブ
ミュージックなど、ショータ
イムを満喫できます。

世代を問わず、家族で思い出作り
気軽に楽しめるミニゴルフや、巨大なスクリーンで映
画を鑑賞するムービーナイトなど、家族で楽しめる
施設やイベントが開催され
ています。お子様の年齢に
あわせたプログラムやアク
ティビティも豊富に用意さ
れています。

船内設備 （一例） ※写真は改装前のものです。改装後は内装やデザインが変更になる可能性があります。

ノルウェージャン ジュエルは 2018年末に大改装が行われ、2019年には新施設を伴ってリニューアル・デビューをする予定です。

ツァーズパレス ル・ビストロ サファイアプール ル・シルク・ビジュー

オーシャンビューの画期的なデザイン
と伝統的な料理が楽しめるメインダイ
ニング（無料）。

モダンな地中海料理やクラシックなフ
ランス料理が楽しめる高級感あふれ
るスペシャリティレストラン（有料）。

メインのサファイアプールのほか、サ
ファイアキッズプール、屋根付きジャ
グジーなどがあります。

夢のような世界で、驚異的なスペクタ
クルと決死のアクトが繰り広げられま
す。※内容は変更になる場合がございます。


