
いつも新しい発見がある。

	 ルビー・プリンセスで航く

燃油
サーチャージ

込み! 218,000円〜518,000円 ［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］

成田・大阪・名古屋発着

2019年5月

▲

9月

9日間
アラスカ 世界遺産

〜大自然と野生動物の宝庫〜 
「グレーシャーベイ」クルーズ

プレミアクラス
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シアトル

ビクトリア
●

●

ジュノー

スキャグウェイ

●

ケチカン●

●大自然とダイナミックな氷河、
野生動物と出会うアラスカクルーズ

大自然の息吹を感じるアラスカ。
雄大なフィヨルドや氷河など、大自然との出会いが楽しめます。
クジラやシャチ、クマなど 100 種類以上の野生動物が生息し、
野生動物に出会うチャンスも。ジュノー、ケチカンなどネイティ
ブ・アメリカンの文化も色濃く残ります。

ジュノーの北方約20kmにあるメンデンホール氷河では、湖へ流れ出す氷河の美
しくも雄大な風景を見ることができます。

ジュノー〈アラスカ／米国〉

クリンキットインディアンの故
郷・ケチカンには多くのトー
テムポールがあり、ネイティ
ブアメリカンの文化遺産が多
く残っています。

ゴールドラッシュ時代に、輸送手段と
して鉱業の発展を支えた「ホワイトパ
ス・ユーコンルート鉄道」が、夏期の
み観光列車として運行しています。

ケチカン 
〈アラスカ／米国〉

スキャグウェイ 
〈アラスカ／米国〉

アラスカ唯一の世界遺産。この湾に入ることの出来る客船は1日の内
限定されています。氷河の崩落・響き渡る轟音は圧巻です。

グレーシャーベイ〈アラスカ／米国〉
世界遺産

キャンセル料：60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「取消料」をご覧ください。

■東京発着旅行代金表 （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-MKPR-□□□□□□  燃油サーチャージ込
出発日

キャビンタイプ コースコード ❶5/11発 ❷5/25発 ❸6/15発 ❹6/29発 ❺7/13発 ❻7/27発 ❼8/10発 ❽8/31発 ❾9/7発

内側ツイン
約15㎡、シャワー付

東京  9060TA 
大阪  9060OA 

218,000円
［100,000円］

228,000円
［110,000円］

268,000円
［137,000円］

315,000円
［140,000円］

348,000円
［130,000円］

265,000円
［123,000円］

海側ツイン
約15～20㎡、シャワー付

東京  9060TB 
大阪  9060OB 

288,000円
［170,000円］

318,000円
［197,000円］

368,000円
［227,000円］

415,000円
［233,000円］

438,000円
［220,000円］

345,000円
［200,000円］

海側バルコニー
約20～26㎡、バルコニー、シャワー付

東京  9060TC 
大阪  9060OC 

318,000円
［200,000円］

348,000円
［227,000円］

398,000円
［257,000円］

445,000円
［263,000円］

468,000円
［247,000円］

375,000円
［233,000円］

ジュニア・スイート
約30㎡、バルコニー、リビング、バスタブ付

東京  9060TD 
大阪  9060OD 

358,000円
［240,000円］

388,000円
［260,000円］

448,000円
［300,000円］

498,000円
［310,000円］

518,000円
［290,000円］

418,000円
［260,000円］

港湾費用 27,000円 
名古屋発着追加代金 20,000円（往復）名古屋⇔東京（成田または羽田）国内線利用
大阪発着追加代金 東京同様（差額無）
ビジネスクラス利用追加代金 645,000円 645,000円 625,000円 645,000円 598,000円 675,000円

※船内チップ…内側～バルコニー お１人様：1泊あたり13.50米ドル／
ジュニア・スイート お１人様：1泊あたり14.50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）
※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（関空）空港施設料・保安サービス（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。

※外国諸税（7,200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。

※租税・手数料（クルーズ部分）（24,720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。

※国際観光旅客税（1,000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。

■最少催行人員／ 2名様
■添乗員／同行しませんが船内には日本語スタッフが乗船しています
■利用予定航空会社／全日空、デルタ航空、日本航空
■食事：Q 7回　W 7回　E 7回（機内食は除く）

日次 スケジュール
1 名古屋・
東京（成田）・大阪発

シアトル着（米国）

空路、羽田または成田へ
［16：00～18：05］H直行便にてシアトル（米国）へ

日付変更線通過
［09：20～11：25］着後、船会社手配の車（混乗車）にて港へ

シアトル
 ルビー・プリンセス乗船  その後、船内にて昼食
［16：00］出港 〈船中泊〉xWE

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 〈船中泊〉QWE

3 ジュノー
（アラスカ／米国）

［11：00］入港
B ：（例）メンデンホール氷河探訪（約3時間30分／＄54.95～）
［22：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 スキャグウェイ
（アラスカ／米国）

［06：00］入港　
B ：（例）ホワイトパス列車の旅（約3.5時間／＄134.95～）
［20：15］出港 〈船中泊〉QWE

5 ［終日］クルージング
アラスカ唯一の 世界遺産  グレーシャーベイクルーズ
（06：00～15：00予定）＊アラスカの雄大な自然と氷河を船上より
お楽しみください 〈船中泊〉QWE

6 ケチカン
（アラスカ／米国）

［07：00］入港　B ：（例）トーテムバイト州立公園ハイライト
（約2時間30分／＄44.95～）
［13：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 ビクトリア
（カナダ）

［19：00］入港　B ：（例）ブッチャートガーデンと蝶の庭園
（約4時間／＄89.95～）
［23：59］出港 〈船中泊〉QWE

8 シアトル ［午前］入港　朝食の後、下船

シアトル発
船会社手配の車（混乗車）にて空港へ
［11：40～13：20］直行便にて帰国の途へ

日付変更線通過
 〈機内泊〉Qxr

9 東京（成田）・大阪・
名古屋着

［14：30～15：40］着後、解散 rxx
羽田または成田より空路 大阪、名古屋へ

＊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／スケジュール表の料金は予定です）。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。
※ 電子渡航認証システム（ESTA）の認証が必要です。ESTA申請には実費が掛かります。
※羽田⇔成田の移動はお客様ご自身で行っていただき、移動に伴う費用もお客様負担となります。

1 雄大な自然の息吹と野生動物との出会いが体験
できるアラスカクルーズの決定版。

2
アラスカクルーズ乗船客数No.1のプリンセス・
クルーズならではの船上プログラムで、犬ぞり
の子犬とのふれあいや地元の伝統芸能等を堪能
（内容は変更になる場合があります）

3 環境保護の観点から入湾制限がある、アラスカ 
唯一の 世界遺産「グレーシャーベイ」に入湾

4
船内には日本語スタッフが乗船
専用デスクでの日本語対応や船内新聞、
食事のメニューも日本語版をご用意

5 「ルビー・プリンセス」は多彩なクルーズライフ
を提供する進化型大型客船

おすすめポイント

出発日  2019年〈土曜発〉
1 	5月	11日 2 	5月	25日 3 	6月	15日 4 	6月	29日 5 	7月	13日
6 	7月	27日 7 	8月	10日 8 	8月	31日 9 	9月	 7日

日本語スタッフ乗船



Ruby  P r in c e s s   プレミアクラス ルビー・プリンセス

海側ツイン 
約15～20㎡
シャワー付

内側ツイン 
約15㎡
シャワー付

船内設備 〈一例〉

フルコース料理のランチとディナーはもちろん
朝食もお楽しみいただける。（無料）

メイン・ダイニング
プールサイドの大型スクリーン。デッキチェアー
やジャグジーでゆっくり映画を。

ニューヨークスタイルのステーキハウス。要予
約、カバーチャージ。

クラウン・グリル ムービーズ・アンダー・ザ・スターズ

パーティーではアトリウムに「グラスタワー」が
出現。

キャプテンズ・ウェルカム・パーティー

フェイシャルからボディートリートメントまで至福の時間
を。（有料）

キャバレースタイルのステージ付きラウンジ。

エクスプローラーズ・ラウンジ ロータス・スパ

アラスカクルーズ寄港地観光一例（2018年版）

ジュノー
❶�メンデンホール氷河探訪とロバー
ツ山へのロープウェイ
��（所要：約4時間、料金＄69.95〜）
❷�ホエール・ウォッチングと野性探訪
クルーズ
��（所要：約4時間、料金＄159.95〜）

スキャグウェイ
❶�時代物のバスで巡るスキャグウェイ
��（所要：約1時間30分、料金＄39.95〜）
❷�ラフトで訪れる白頭鷲保護区
��（所要：約6時間30分、料金＄219.95〜）

ケチカン
❶�サックスマン村とトーテムポール公園
（所要：約2時間30分、料金＄59.95〜）
❷�水上飛行機で訪れるミスティフィヨ
ルド国立公園
��（所要：約2時間、料金＄249.95〜）
❸�サーモンスポーツフィッシング
��（所要：約5時間、料金＄219.95〜）

ビクトリア
❶�馬車でのビクトリア観光
��（約1時間、料金＄59.95〜）
❷�ビクトリア・パブ巡り
��（約3時間45分、料金＄99.95〜）
※寄港地観光は一例となります。
※内容、料金は2018年版です。

客室（キャビン）のご案内

ジュニ
アスイート 
約30㎡
リビング、バルコ
ニー、バスタブ付

海側バルコニー 
約20～26㎡
バルコニー、シャワー付

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
てキャンセル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。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

60日前まで 無料
59日前～45日前まで ご旅行代金の10％
44日前～15日前まで ご旅行代金の25％
14日前～8日前まで ご旅行代金の37.5％
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％
※ご出発前日より起算いたします。

●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は2018年11月
15日を基準としています。また、旅行代金は、2018年11月15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11
月15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　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11月15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

3：00 6：00 8：00 12：00 13：00 17：00 19：00 23：00 3：00

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3F

T-18-11-002

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

S H I P  D A T A
総トン数：113,561トン
全長：290m
全幅：36m
乗客定員：3,080人
船籍：バミューダ

プリンセス・クルーズ11万トン型「スー
パー・グランド・クラス」の最新船。イタ
リアの広場を思わせるアトリウムやスシ
や生ハムとワインが楽しめる「ヴァイン
ズ」、ステーキハウスなど充実の船内。

※全てのタイプ ツインベッドに変更可

5月〜9月のアラスカ気温（平均）
5〜9月の東南アラスカは少し肌寒いくらいの気
候。晴天の日中はTシャツ1枚で歩けるほど暖か
く、乾燥しているので汗もほとんどかきません。

東南アラスカの最高・最低気温（平均）
5月 6月 7月 8月 9月

月最低気温
（℃） 6 7 9 9 7

月最高気温
（℃） 10 13 16 16 12


