
2020年1月16日（木）～2月17日（月）
【横浜発着 32泊33日／神戸発着 30泊31日】

※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。



三亜／海南島

フーコック島

レムチャバン

ダナン

バイチャイ

ゆったりアジアクルーズ2020
～桃源郷を心ゆたかに探す旅～
Aコース  2020年1月16日（木） ▶ 2月17日（月）【横浜発着 32泊33日】
Bコース  2020年1月17日（金） ▶ 2月16日（日）【神戸発着 30泊31日】

クルーズのポイント
⃝8寄港地中、6寄港地は停泊。14日間ゆったり寄港地観光
⃝台湾では天燈（ランタン）上げ体験、初寄港 ベトナム・フーコック島では島内半日観光付
⃝ホイアン、九份などの夜景を楽しむツアーも設定
⃝幸せの国ブータンや癒しの国ラオス、幻想的なチャンアンなど桃源郷を訪ねる
　オーバーランドツアーを設定
⃝16世紀の日本人ゆかりの地を訪ね、日本の大航海時代を体感

東洋のハワイ、海南島風光明媚な陸のハロン湾

タイのサグラダファミリアと
いわれる壮大な建築物 ランタンが灯る幻想的な夜景

ベトナム最後の秘境リゾート

チャンアン OL

ホイアン夜景（ダナン） ■o
サンクチュアリ・オブ・
トゥルース（レムチャバン） ■o

フーコック島半日ツアー付

1



厦門

横浜

神戸

マニラ

基隆

幻想的な夜景や美しい自然、悠久の歴史を感じる史跡、
かつての日本人の足跡もたどりながら
平和で豊かな別世界・理想郷を探すアジアゆったり紀行

美しい風景と
歴史ある
文化的景観

夜空を彩る
幻想的な光

世界三大夕日
 マニラ湾の夕日

16世紀の貿易とアジアの日本町

コロンス島（厦門） ■o

遺産

世界
文化

南蛮貿易や朱印船貿易で東南アジアの国 と々貿易を
行い、東南アジア全域に日本町・日本人居住地が誕生
しました。
中でも、マニラ（フィリピン）やアユタヤ（タイ）には
1,000人をこえる日本人が居住していたと言われて
います。
この時代に、山田長政や「黄金の日日」の主人公 呂宋
助左衛門が活躍したことは有名です。

天燈上げ体験ツアー付
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A B 港名 国・地域名 OL  オーバーランドツアー

1 1 / 16 木 横浜	 15：00	出港
日本 桃源郷を訪ねて 歴史を体感

2 1 17 金 神戸	 17：00	出港

5 4 20 月 基隆	 o
十分天

ランタン
燈上げ体験ツアー付

台湾
6 5 21 火
9 8 24 金

マニラ	 o フィリピン
10 9 25 土 幸せの国ブータン紀行

4泊5日14 13 29 水
レムチャバン	 o タイ 世界遺産アユタヤ紀行

1泊2日15 14 30 木

17 16 2 / 1 土 フーコック島	 ho
フーコック島半日ツアー付

べトナム
21 20 5 水

バイチャイ	 ho
幻想的なベトナム

世界遺産チャンアン紀行
1泊2日 世界遺産アンコール遺跡紀行

2泊3日22 21 6 木
23 22 7 金

ダナン	 o
24 23 8 土

癒しの国ラオス
世界遺産 ルアンパバーン紀行

3泊4日
25 24 9 日 三亜／海南島	 o

中国27 26 11 祝
厦門	 o

最前線の島 台湾 金門島探訪
1泊2日28 27 12 水

32 31 16 日 神戸	 09：00	入港
日本

33 17 月 横浜	 10：30	入港

お申し込み時の
注意事項と
ご案内

●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。船内では同伴者のご同行をお願いします。なお、安全上、ご乗船いただける車椅子の方の
人数には限りがございます。また、車椅子はお客様ご自身でご用意ください。
●6ヵ月未満のお子様はご乗船いただけません。

●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。所定のアレルギー調査票の
ご提出が必要です。内容によりご希望に添えない場合がございます。
●妊婦の方は、海外クルーズの為ご乗船いただけません。
●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。

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

通常代金
A 1,680,000 1,813,000 1,901,000 2,078,000
B 1,581,000 1,706,000 1,789,000 1,956,000

早期割引
A 1,368,000 1,476,000 1,547,000 1,692,000
B 1,287,000 1,389,000 1,456,000 1,592,000

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
A 1,292,000 1,394,000 1,462,000 1,598,000 1,734,000 2,210,000 3,060,000 5,100,000 5,440,000
B 1,216,000 1,312,000 1,376,000 1,504,000 1,632,000 2,080,000 2,880,000 4,800,000 5,120,000

早期割引
A 1,052,000 1,135,000 1,190,000 1,301,000 1,412,000 1,799,000 2,492,000 4,153,000 4,429,000
B 990,000 1,068,000 1,120,000 1,224,000 1,329,000 1,693,000 2,345,000 3,908,000 4,168,000

1名様1室利用

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円）2名様1室利用 m 2019年10月31日（木）までにお申し込みの場合、早期申込割引代金が適用となります。

■シングル使用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームE・デラックス・スイートに
ついては2名様1室代金の160％、ロイヤルスイートでは200％となります。

■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。

■未就学児童はご乗船いただけません。
■旅行代金には、国際観光旅客税（お一人様 1,000円）は含まれておりません。別途お支払いが

必要となります。

■お食事／ Aコース：朝食32回・昼食31回・夕食32回
	 	 Bコース：朝食30回・昼食29回・夕食30回　　
■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。
■フーコック島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。また、通船のご利用は、オプ
ショナルツアーにお申し込みのお客様を優先にさせていただきます。
■「十分天燈上げ体験ツアー」及び「フーコック島半日ツアー」へは、不参加もしくは不催行の
場合でも他オプショナルツアーへの振替や返金等はございません。

※パスポート残存期間：中国入国時6ヵ月以上必要です。日本国籍以外の方は、自国の領事館、
渡航先の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
※掲載されたスケジュール・寄港地・航路、船内イベントは、政治、港湾事情、気象・海象などの

条件により変更になる場合もございます。
o OL オプショナルツアーおよびオーバーランドツアー（別代金）は、日本クルーズ客船（株）が旅

行企画、実施するものです。コースの詳細・お申し込み方法は、後日、お申し込みのお客様
に別途ご案内いたします。

※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おります。■o OL 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 ： 篠本秀人、Port Studio
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A：CE-MKPV-40014□　B：CE-MKPV-40015□
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



陸上で宿泊し、より充実した観光をお楽しみいただけるツアーです。　※詳細は後日発表いたします。

寄港地からはじまる充実の旅
OL  オーバーランドツアー （予定・別代金）

幸せの国 ブータン紀行 4泊5日
1／25 マニラ発 ▶︎ 1／29 レムチャバン着

幸せの国と言われるブータンでは、古い僧院や寺院が数多く点在す
るブータン最大の観光地パロや、「冬の都」プナカでは国王の戴冠式・
結婚式が行われたプナカゾンへ訪れます。

癒しの国ラオス 世界遺産
ルアンパバーン紀行 3泊4日

2／8 ダナン発 ▶︎ 2／11 厦門着
ラオスの古都ルアン
パバーンを訪れラオ
スで最も美しいとさ
れる寺院や街並み
を巡ります。また、早
朝に行われる僧侶の

「托鉢」にもご参加
いただき、僧侶にお
供えする貴重な体験
もお楽しみいただけ
ます。

幻想的なベトナム
世界遺産チャンアン紀行 1泊2日

2／5～2／6 バイチャイ発着
陸のハロン湾と称さ
れる世界遺産のチャ
ンアンでは、ベトナ
ムらしいのどかな田
園風景と奇岩がそ
びえる川を手漕ぎボ
ートで遊覧いたしま
す。首都ハノイや古
都ホアルーなどにも
訪れます。

世界遺産アユタヤ紀行 1泊2日
1／29～1／30　レムチャバン発着

14～18世紀に王都として栄華を極めたアユタヤ王朝の壮大なロマン
が眠る遺跡へ訪れます。美しい寺院は夜になるとライトアップされ昼間
とは違った魅力を感じさせてくれます。

世界遺産アンコール遺跡紀行 2泊3日
2／5バイチャイ発 ▶︎ 2／7 ダナン着

クメール王朝の栄華を伝えるアンコールワットでは寺院を背後に昇る
幻想的な朝日の光景もお楽しみいただきます。また、アンコールトムや
タプローム寺院などにも訪れます。

最前線の島 台湾 金門島探訪 1泊2日
2／11～2／12 厦門発着

中国大陸からわずか2km程にある台湾の地「金門島」は、昔からの街
並みが残り、かつて中国と台湾側がにらみ合った最前線です。知られ
ざる島の歴史を探訪します。

OL  プナカゾン

OL  ルアンパバーン

OL  チャンアン

OL  ワット・プラ・シーサンペット

OL  アンコール・ワット

OL  模範街遺産

世界
文化

遺産

世界
文化

遺産

世界
文化

遺産

世界
複合
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九份夜景 ■o

野柳海岸 ■o

故宮博物院 ■o

天
ランタン

燈上げ体験（イメージ）

ラピスニャス教会 竹のオルガン ■o

コレヒドール島（慰霊碑） ■o タガイタイ ■o

1/20
十分 天

ランタン

燈上げ体験ツアー付（追加代金不要）

ローカル線「平渓線」が通る古い街
並みの十分で、願い事を書いた天

ランタン
燈

を夜空に上げていただきます。火が
灯った天

ランタン
燈が、一斉に舞い上がる

光景はとても幻想的で、ぱしふぃっく 
びいなすのお客様全員で上げたこと
は忘れられない体験となるでしょう。
※4人にひとつの天

ランタン
燈上げ体験となります。

1／20～1／21  基隆
 1泊停泊

1／24～1／25  マニラ
 1泊停泊

台湾の北部に位置する最大の港町。
種類豊富な屋台料理を楽しめる夜市や、
海蝕で出来た奇岩景観も見所です。
近郊には、台北、九份など有名観光地が
あります。

フィリピンの首都マニラは過去と現在が交
錯する不思議な街で、大都会の中にまるで
そこだけ時が止まったような遺跡や歴史的
建造物が残されています。

■o オプショナルツアー（予定・一例）
●ノスタルジックな九份観光
●台北ハイライト1日観光
●奇怪岩の芸術・野柳海岸観光
●はやめぐり国立故宮博物院

■o オプショナルツアー（予定・一例）
●コレヒドール島戦跡ツアー
●マニラ歴史地区観光
●ラピスニャス教会とタガイタイ観光
●アフタヌーンティーツアー
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1／29～1／30  レムチャバン  1泊停泊

2／1  フーコック島■■h

タイの最大の国際貿易港で、タイの首都バンコクの東南120キロの距離にある外港です。
タイを代表するビーチリゾートであるパタヤも近郊にあります。

透明度の高いビーチと自然が多く残り「ベトナム最後の秘境」とも
言われています。近年急速にリゾート開発が進んでおり、外国の観
光客も増えています。調味料のヌクマムと良質なコショウの一大生
産地としても有名です。

サンクチュアリー・オブ・トゥルース ■o

ノンヌットガーデン ■o

バンコク ワット・プラ・ケオ ■o

サオビーチ

フーコック寺院

ヴィンパールサファリ ■o世界最長海上ケーブルカー ■o

2/1
フーコック島 フーコック島半日ツアー付

（追加代金不要）

リゾートアイランドとして知られるフーコック島で一番美しいと言われる
サオビーチや島の特産物であるコショウ農園、海を望む美しいフーコック
寺院を巡ります。

■o オプショナルツアー（予定・一例）
●世界一長い海上ケーブルカー乗車体験
●ベトナム初のサファリパークツアー

■o オプショナルツアー（予定・一例）
●タイガー・ズー訪問ツアー
●サンクチュアリー・オブ・トゥルース観光
●妖艶に彩るニューハーフ・キャバレーショー
●エレファント・トレッキング体験ツアー
●ノンヌットガーデンと水上マーケット観光
●バンコク王宮とエメラルド寺院観光
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2／5～2／6  バイチャイ■■h 1泊停泊

2／7～2／8  ダナン 1泊停泊

ハロン湾に面している2つの街のひとつ。観光の街とも言われ、ホテルや大型テーマパーク
などがあります。世界遺産ハロン湾観光の拠点としても知られています。

古くから港町として栄え、ホーチミン、ハノイに次ぐベトナム第3の都市。近年ビーチリゾート
として開発が進んでいます。近郊にはホイアンや古都フエ、ミーソン遺跡などの世界遺産
が点在しています。

■o オプショナルツアー（予定・一例）
●千年の歴史・首都ハノイ観光
●ハロン湾の街 ホンガイ半日観光
●ハロン湾クルーズと鍾乳洞上陸観光

■o オプショナルツアー（予定・一例）
●ランタンが灯る夜の世界遺産ホイアン散策
●ホイアンインプレッションテーマパーク
　（ホイアンメモリーショー）
●チャンパ王国の聖地 
　世界遺産ミーソン遺跡観光
●王朝の都 世界遺産フエ観光
●古都 世界遺産ホイアン観光

ハノイ タンロン遺跡 ■o

ハロン湾 ■o

ティエンクン洞窟 ■o

遺産

世界
自然

ホイアン夜景 ■o

フエ 王宮 ■o

遺産

世界
文化

遺産

世界
文化

遺産

世界
文化
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2／9  三亜／海南島
中国最大の島・海南島の南端に位置し、透明度の高い海と白い砂浜の海岸線が続く東洋の
ハワイとも言われています。高級リゾートホテルが建ち並ぶ中国有数のビーチリゾートです。

■o オプショナルツアー（予定・一例）
●三亜観光
●鹿回頭公園と南田温泉体験

　南山仏教文化苑 ■o三亜 鳳凰島

2／11～2／12  厦門  1泊停泊
古くから東南アジアとの交易港として栄えた港湾都市。温暖なリゾート地としても知られて
います。コロンス島には、租界時代の西洋風のエキゾチックな町並みが残っています。
近年、貴重な海外文化財が展示される故宮外国文物館もオープンしています。

コロンス島 ■o

福建土楼 ■o

泉州 ■o

■o オプショナルツアー
（予定・一例）

●厦門観光
●海上の楽園コロンス島観光

●客家民族の福建土楼観光
●海のシルクロード泉州観光

遺産

世界
文化

遺産

世界
文化
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洋上のエンターテイメントショー

オリジナル曲はもちろん、クラシックや映画
音楽、日本の楽曲から中国古典、そしてジャズ
をお楽しみいただけるステージ。チェンミンの
上質なサウンドをお楽しみください。

NHKの朝の連続ドラマ
にも出演を重ねる俳優・
南条好輝による語り芝
居。航路に因んだ、呂

るそん
宋

助左衛門等の物語を本
クルーズのために書き
下ろします。南条好輝の
世界観をたっぷりとお楽
しみください。

世界が認めた「マジック界の貴公
子」。輝かしい実績が物語る卓越し
たステージングとマジックのテク
ニックは必見もの。衝撃と歓喜の
連続、内田貴光のマジックショーを
お贈りいたします。

ピアニスト福冨吏恵と共に、
中国に因んで「誰も寝てはなら
ぬ（トゥーランドットより）」や、
懐かしの映画音楽など盛りだ
くさんにお贈りします。チェロ
のふくよかな音色に心をゆだ
ねてください。

チェンミン
二胡コンサート 〜船上の響き〜

南条好輝
語り芝居「海の向こうに夢を見た男たち」

内田貴光　
〜Asia Cruise 

Magical Night〜

竹中裕深　チェロコンサート

講　演

風水講座　講師：福岡和昭（風水鑑定士）
風水とは、環境や行動を変化させることで、運気を得ていける統計学
です。風水の基礎知識をはじめ、「風水健康講座」「ラッキーカラー・吉
方位講座」など日常での風水活用法をお伝えします。

進化する健康法　
講師：平石貴久（平石クリニック 院長／医療法人社団熊貴会 理事長）
多くのスポーツ選手や芸能人、成功者を育てる中、本当の成功者は、
元気で一年でも長生きし、幸せな老後を過ごすことだと分かりました。
そして、自分自身の人生をどう終わらせるか？が、真の幸せです。この
船旅を契機に、あなたの人生（余生）を変えてみませんか？

皆様ご存知、抜群の歌唱力
で演歌からポップスまで歌
いこなす国民的歌手。デビ
ュー55周年イヤーを飾る特
別なコンサートをお楽しみ
ください。

水前寺清子　
スペシャルコンサート 〜Go!Go!チータ！〜

錦野旦　
スターにしきのスペシャルコンサート

1970年「もう恋なのか」で
日本レコード大賞最優秀新
人賞を受賞。
最近では「スター」の称号を
もらい、歌、ダンス、トークで
元気を送り続けている。
アジアンクルーズフィナーレ
をお楽しみください。
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教　室

講師：旅の写真家 藤村大介
（（公社）日本写真家協会正会員、
日本旅行写真家協会正会員）
世界遺産や夜景など、世界500都市以上
を取材してきた旅の写真家藤村大介が、
旅や夜景写真の撮り方を説明します。
カメラの使い方から実践的な応用まで、
これは使える！というテクニックをお伝え
いたします。カメラはスマホでも一眼で
も、何でもOKです。

講師：篠原もとこ
（ヨガインストラクター、顔ヨガ講師）

●ヨガ教室
ヨガは、単なるエクササイズではなく、
心と身体を整えて、幸せに生きるための
メソッドです。呼吸をしながら、ポーズを
行っていくことで、心も軽やかになって
いきます。ヨガを通じて、生きる原動力
である心、そして身体を生き生きと輝か
せましょう。

●顔ヨガ教室
顔の表情筋を鍛えてストレッチする、顔のヨガです。
たるみ、シワなどの改善はもちろん、脳神経の活性化
や嚥下機能の向上、眼精疲労の解消など、健康面でも
様々な効果が期待できるため、老若男女問わずご参加
いただけます。

講師：ソーシャルスタッフ　
高橋美保子

リズミカルな音楽に合わせて楽しく体を
動かす簡単なエクササイズです。
シンプルな動きを繰り返すので初めての
方でも気軽にご参加いただけます。全身
を動かすことで身体の機能改善やバラン
ス感覚、脳の活性化につながります。楽し
くリフレッシュしましょう！

講師：吉田寛子
（音楽サロンくつろぎ代表、
音楽健康指導士）

●のどを鍛える歌声教室
声を出す、歌を歌うことによりのど仏まわ
りの筋肉を鍛えて飲み込み力をアップ。
のど活で健康寿命をのばしましょう。
また歌を歌うために必要な横隔膜を伸
縮させる「腹式呼吸」を行うことにより呼
吸機能を高める効果が期待できます。腹
筋や胸筋、横隔膜まわりの筋肉が鍛えら
れ、身体も温まり代謝も上がります。

●脳トレリズム体操
座ったままで無理なくできる、リズムに合わせて身体を動かす健康体操
です。
脳トレしながらリズム感、テンポ感も向上!　脳と身体を同時に使う二重課題
により脳を活性化させますので「認知機能の向上」「体力の増進」など毎日を
健康に過ごすための生き生き体操です。

講師：國井良恵（花文字ソムリエ協会・工房　家元）
花文字は2000年以上も前に中国で生まれた伝統ある芸術のひとつです。中国の絵柄に
日本古来の吉祥の絵柄を組み合わせ文字を描いて行きます。花文字は幸運をもたらす
ものとされており、色鮮やかなアートとしても注目されています。絵心が無くても大丈夫、
楽しんで描いていただけるようご指導いたします。画材は全て用意しますので、お気軽に
ご参加ください。

花文字講座 入門編

写真撮影講座

ヨガ、顔ヨガ

かんたん！ダンス de エクササイズ

健康音楽教室

●タガログ語教室
●料理教室
●ワイン教室
●カクテル教室
●デザート教室
●タオルドール教室

乗組員によるイベント
デザート教室

タオルドール教室
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体に優しく和食中心で
多彩なメニュー

●毎日のお食事は慣れ親しんだ和食を中心に、夕食で
は、フランス料理や日本の食材を使った和会席をは
じめ、ご家庭の味などバラエティー豊かな献立をご
用意いたします。

昼食・夕食は毎日違った献立をご用意いたします。

魅惑のアジアンデザート
アジアンデザートを、各寄港地までの
アフタヌーンティーでご用意いたします。

オリジナルカクテル（有料）
寄港地をイメージしたカクテルをお楽しみください。

フルーツ
パラダイス
寄港地で仕入れた
新鮮で珍しいフル
ーツをお楽しみく
ださい。

アジアンビュッフェディナー
寄港地にちなんだご当地料理をはじめ、多彩なメニューをビュ
ッフェスタイルでお召し上がりください。各国のビールなども
ご用意いたします。（有料）

日本人好みに
味付け！

フィリピン料理

パッタイやガパオライ
ス！

タイ料理

アジアクルーズならではのメニュー

（写真は全てイメージです。）

ガパオライス

バンフラン
（ベトナムプリン） マンゴーかき氷（台湾）
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ご一緒するフレンドリーなスタッフが「我が家」に
帰ってきたような安らぎをお届けいたします。
安心して気軽に過ごせる船内では旅仲間との
出会いや交流が生まれ、より旅を豊かにしてく
れます。様々な出会いが待つ感動の旅をお楽し
みください。

日本人の乗組員と日本語の話せる外国人がお
客様のお世話をいたします。乗船後、船内生活で
ご不明な点はクルーズコーディネーターにご相談
ください。

数カ国をめぐる旅行でも乗下船時に宅配便
（有料）を利用すれば身軽に乗船でき、乗船中
に荷物の移動は必要ありま
せん。寄港地でも身軽に観光
をお楽しみください。

移動費・宿泊費・食事代・船内のショー・イベント
参加費が含まれており、チップも不要です。
オプショナルツアー代金、アルコール飲料など
のお飲物代、ショップでのお買い物、一部カルチ
ャー教室の教材費、有料施設利用費他、個人
的費用は
船内にて
お支払くだ
さい。

クルーズコーディネーター

クルーズは人と人の
繋がりが自然と深まる旅

船内では日本語で 荷物の移動もなく、
ゆったり身軽な旅

殆どの費用が乗船代金に
含まれています。

船内の医務室にてお客様の健康管理のお手伝
いをいたします。乗船中に船酔いなどでご気分が
悪くなられたり体調がすぐれない場合はお気軽に
ご相談ください。

経験豊富な
船医と看護師が乗船

初めての方やお一人参加の方でも安心して楽し
い船内生活を過ごしていただける様、「お一人様
でご参加のお客様の集い」、「ご乗船が初めての
お客様の集い」などお客様同士のお友達の輪を
広げていただけるイベントも予定しています。

初めての方やお一人で
ご参加されても安心

クルーズの魅力

華やかな雰囲気の中、おしゃれがで
きるのも船旅ならではの楽しみです。
夕方以降はドレスコード（服装規定）
が設定されていますが、ほぼカジュア
ルでお過ごしいただけます。また、イン
フォーマル（クルーズ中2回を予定）
でのドレスアップもお楽しみいただけ
ます。

※Tシャツ・極端なダメージのあるジーンズ・
半ズボン・甚平・浴衣・トレーニングパンツ・
ジャージ・サンダル・草履などはご遠慮くだ
さい。

カジュアル
【男性】
襟付のシャツに
スラックスなど。
【女性】
ブラウスにスカート、
スラックスなど。

インフォーマル▶
【男性】スーツ、

ジャケットなどの
上着に
ネクタイ着用。

【女性】ワンピースや
ブラウス、
スカートなどに
アクセサリーを
施した装い。

※船内には美容室やびいなすサロン
（エステティック・ネイルアート＆ケア
等）も営業しております。（有料）

おしゃれも船旅の楽しみのひとつ～船内での服装について～

カジュアルでの
おすすめコーディネイト
・空調が整った空間での夕食時は
ジャケットやカーディガンなどでお
洒落にアクセント。
・現地で購入したリゾートウェアや
アオザイ、バティックなどの民族
衣装もお勧めです。

©川上真理子
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フィンスタビライザー
（横揺れ防止装置）

オブザベーションラウンジ

展望浴室・スチームサウナ

サンデッキ
プール

ジャグジー
ジムナジウム

トップラウンジ（ゲームコーナー）

メインラウンジ・ダンスフロア

シアター パソコンルーム

エントランスロビー
ライティングルーム

オープンバー
ダイニングサロン
プロムナード

メイン
ダイニングルーム

メインホール

ショップ

スポーツデッキ

ピアノサロン

©Daisuke  AOYAMA

洋上の楽園に流れる気ままな時間
船内のご案内

リラクゼーション効果の
あるボディセラピーやリ
ンパ系エステティック、
指先を演出するアート
＆ケアなど、健康や美
容にお役立てください。
（有料）

洋上の癒しの空間 びいなすサロン

メインダイニングルーム

トップラウンジ

オブザベーションラウンジ

プール

ジムナジウム展望浴室

カラオケルームゲームコーナーライティングルーム
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クローゼット

バルコニー

ベッド

バスルーム

クローゼット
ベッド

バスルーム
バルコニー

バルコニー

クローゼット
ベッド

バスルーム

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
 E :9階 
 F :8階 
 G :6階 
 H :6・5階 
 J :5階

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付

デラックスルームご利用の方は、メインダイニングルームの
お食事が2回制の場合、ご希望の回数を指定いただけます。

全室海側の「洋上の我が家」

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
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。

追加代金無しで
ご利用いただけます

■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Eメール・インターネット

閲覧サービス

サロン
クラス

ロイヤルスイートルーム 
A（1001 1002）
B（1003 1004）

スイートルーム

（1003）エレガント

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、
　Eメール・インターネット閲覧専用ノートパソコン付

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付

サロン
クラス

サロン
クラス

（1001）アルカイック （1002）モダン （1004）ノーブル （1003）エレガント

（1001）アルカイック

（1004）ノーブル

（1002）モダン

※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。
※客室を含む船内はすべて禁煙です（スモーキングコーナーをご利用ください）。
※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。

客室には、ご家庭で使用している電気製品（100V／60Hz）用の電源コンセントのほか、テレビ、
冷蔵庫、クローゼット、ドレッサー、金庫、タオル、ドライヤーなどをご用意しております。

※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。

クローゼット

ベッド

バスルーム

ベッド

クローゼット

シャワー
ルーム
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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。

2019.3

●お申し込みの前には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りください。
■募集型企画旅行契約
この旅行は、当社が実施する募集型企画旅行で、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。又契約
の内容・条件はこのパンフレット、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（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款（募集型企画旅行
契約の部）によります。
■お申し込みの方法と契約の成立
（1）申込書に所定の事項を記入し、1名あたり下記のお申込金のお支払い

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
ぞれ一部として取り扱います。なお、申込書にお客様のローマ字氏名を
記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりに
ご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、お客様の
交替の場合に準じて同様の手数料をいただきます。

（2）電話等の通信手段にてご予約の場合、予約の時点では契約は成立していません。
当社が予約の承諾をする旨を通知した日から起算して3日以内に、前項に定める
金額の申込金と申込書を提出していただきます。なお、お客様から当該期間内に
申込金の提出がなされないときには当社は予約がなかったものとして取扱います。

（3）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
■お申し込み条件
（1）20歳未満の方は保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者の同伴を条件とします。

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、事前にご確認の上、お申し込みください。

お申込金 旅行代金の20％

（2）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、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の
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。

（3）前号のお申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲内でこれ
に応じます。これに際してお客様の状況および必要とされる措置につい
てお伺いし、又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。

（4）当社は旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師によ
る「お客様の健康情報」（所定書式）の提出、コースの一部について内容を変更す
ることを条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配
することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約の解除
をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客
様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。

（5）6ヵ月未満のお子様はご乗船できません。
■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、60日目に当たる日以降、31日目に当
たる日より前に（ピーク時の海外クルーズは41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
（1）旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃・料金（この運賃・料金には、運送機関の

課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応する為、一定の期間及び一定の
条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。以下同様）を含みません）。

（2）旅行日程に含まれる送迎バス等の運賃・料金
（3）旅行日程に明示した船内の宿泊・食事・船内イベント参加費用（一部材料費を除く）
（4）手荷物の運搬料金（各交通機関の規定に基づく）
〔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、払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
前項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（1）飲料代、クリーニング代、電報・電話料等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
（2）運送機関の課す付加運賃
（3）疾病、傷害に関する治療費
（4）出発地までおよび解散地からの交通費、宅配便代、その他個人的費用
（5）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
（6）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
（7）任意の海外旅行保険料並びに携帯品保険料
（8）渡航手続諸費用（旅券印紙代、査証代、予防接種料金、渡航手続取扱料金等）
（9）客室タイプ変更による追加代金
（10）国際観光旅客税・日本国外の出入国税等及びこれに類する諸税
■旅行代金の額の変更
運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、
旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更に
なった時は、旅行代金の額を変更することがあります。取り消しによって利用人
数が変更となった場合は、取り消したお客様より所定の取消料をいただきます。
■お客様の交替
お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することがで
きます。この場合当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただ
きます。その際1名様につき10,000円の手数料をいただきます。取消料が10,000
円を下回る場合、取消料をもって交替の費用とさせていただきます。なお、1室ご利用
のお客様全員が交替される場合は取消扱いとなり、所定の取消料をいただきます。
■旅行条件の基準期日
このパンフレットに記載された旅行サービス内容および旅行条件は、2018年
11月1日現在を基準として算定しております。
■取消料等
お申し込み後、お客様のご都合により取消になる場合、及び旅行代金が所
定の期日までに入金がなく当社が参加をお断りした場合、旅行代金に対し、
下記の料率で取消料（又は違約料）を申し受けます。

■当社による旅行契約の解除
参加者数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかった時は、旅行を
中止します。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日
目（ピーク時に旅行を開始するものについては33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いたします。
■確定書面
確定された最終日程表は旅行開始日の前日（旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って7日前に当たる日以降に申し込みされた場合には出発当日）までにお送りします。
■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。

旅行契約の解除日 取消料
ピーク時の旅行である場合、41日前まで

40日前から31日前まで〃
旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

31日前まで
30日前から3日前まで

旅行開始日の前々日から当日まで
旅行開始後または無連絡不参加

無  料
旅行代金の 10％

無  料
旅行代金の 20％
旅行代金の 50％
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。

（2）すべてのお客様は健康アンケートの提出をお願いいたします。
（3）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、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、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。

（4）前号のお申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲内でこれ
に応じます。これに際してお客様の状況および必要とされる措置につい
てお伺いし、又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。

（5）当社は旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師による
「お客様の健康情報」（所定書式）の提出、コースの一部について内容を変更するこ
とを条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配する
ことができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約の解除を
させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様
のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。

（6）未就学児童はご乗船いただけません。
■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、60日目に当たる日
以降、31日目に当たる日より前にお支払いいただきます。

■当社による旅行契約の解除
参加者数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかった時は、旅行を
中止します。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23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いたします。
■確定書面
確定された最終日程表は旅行開始日の前日（旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって7日前に当たる日以降に申し込みされた場合には出発当日）まで
にお送りします。

■旅行代金に含まれるもの
（1）旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃・料金（この運賃・料金には、運送機関の

課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応する為、一定の期間及び一定の
条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。以下同様）を含みません）。

（2）旅行日程に含まれる送迎バス等の運賃・料金
（3）旅行日程に明示した船内の宿泊・食事・船内イベント参加費用（一部材料費を除く）
（4）手荷物の運搬料金（各交通機関の規定に基づく）
〔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、払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
前項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（1）飲料代、クリーニング代、電報・電話料等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
（2）運送機関の課す付加運賃
（3）疾病、傷害に関する治療費
（4）出発地までおよび解散地からの交通費、宅配便代、その他個人的費用
（5）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
（6）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
（7）任意の海外旅行保険料並びに携帯品保険料
（8）渡航手続諸費用（旅券印紙代、査証代、予防接種料金、渡航手続取扱料金等）
（9）客室タイプ変更による追加代金
（10）国際観光旅客税・日本国外の出入国税等及びこれに類する諸税
■旅行代金の額の変更
運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、
旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更に
なった時は、旅行代金の額を変更することがあります。取り消しによって利用人
数が変更となった場合は、取り消したお客様より所定の取消料をいただきます。
■お客様の交替
お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することがで
きます。この場合当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただ
きます。その際1名様につき10,000円の手数料をいただきます。取消料が10,000円
を下回る場合、取消料をもって交替の費用とさせていただきます。なお、1室ご利用の
お客様全員が交替される場合は取消扱いとなり、所定の取消料をいただきます。
■旅行条件の基準期日
このパンフレットに記載された旅行サービス内容および旅行条件は、2019年
3月1日現在を基準として算定しております。
■取消料等
お申し込み後、お客様のご都合により取消になる場合、及び旅行代金が所
定の期日までに入金がなく当社が参加をお断りした場合、旅行代金に対し、
下記の料率で取消料（又は違約料）を申し受けます。

旅行契約の解除日
121日前まで
120日前から91日前まで
90日前から61日前まで
60日前から31日前まで
30日前から21日前まで
20日前から  3日前まで

旅行開始日の前々日から当日まで（下記除く）
旅行開始後または無連絡不参加

無 料
旅行代金の 5％
旅行代金の 10％
旅行代金の 20％
旅行代金の 30％
旅行代金の 40％
旅行代金の 50％
旅行代金の 100％

取消料

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

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8-3-6 TK五反田ビル3階

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-19-02-003

■募集型企画旅行契約
この旅行は、名鉄観光サービス株式会社（以下「当社」といいます）が実施す
る募集型企画旅行で、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。又契約の内容・条件はこのパンフレット、
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（最終旅行日程
表）及び当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

■特別補償
当社の責任の有無にかかわらず、お客様が、当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事
故により生命、身体、または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償
規定により、死亡補償金として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円～40
万円、通院見舞金として通院日数3日以上2万円～10万円、携行品にかかる損害補償金
（15万円を限度、ただし一個又は一対についての補償限度は10万円）を支払います。
■確定書面
確定された最終日程表は旅行開始日の前日（旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って7日前に当たる日以降に申し込みされた場合には出発当日）までにお送りします。
■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。
■個人情報の取り扱いについて
（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、並びに旅行先の
土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊
機関等、保険会社、土産品店等に対し、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｡

渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫所「海外で健康に過ご
すために」ホームページ：http://www.forth.go.jp/でご確認ください。

より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故、盗難などに備えて、
お客様ご自身で、海外旅行保険に必ずご加入されることをおすすめいたします。

海外危険情報について
海外クルーズの場合、渡航先（国または地域）によっては「外務省海外
危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があり
ます。お申し込みの際に販売店にご確認ください。海外渡航関連情報
は、外務省海外安全相談センターなどでもご確認いただけます。
外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/

Facebook

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、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
の年にご夫婦でご乗船のお客様には記念写真（船長の署名入りカード・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。

記念日を洋上で 素敵な思い出を

パティシエ特製バースデーケーキ

記念写真　
（特製フォト
フレーム付）

ぱしふぃっく びいなす
公式ページ

魅力や情報をお届けいたします。

アカウント名：ぱしふぃっく びいなす 

アカウント名：venus_cruise


