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エア・カナダ ビジネスクラス利用

東京・大阪・名古屋発着
2019年 10月

▲

2020年 3月

13万トンの大型客船 「カーニバル ブリーズ」で航く

東カリブ海クルーズ11日間
燃油
サーチャージ

込み！ 458,000円
［内側／大人2名1室利用］

～768,000円
［オーシャンスイート／大人2名1室利用］
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大西洋

カリブ海

HH

1
ビーチとコロニアルな町並みが 
楽しい東カリブ海
海の美しさはもとより、緑や滝など陸の自然も豊富
なアンバーコーブ、セントトーマスを訪れます。
サンフアンではスペインの古い町のような趣が漂う
C旧市街やエルモロ要塞が魅力です。

2
エア・カナダ ビジネスクラス利用
エア・カナダでは「国際線ビジネスクラス」をより魅
力的に進化させた「エア・カナダ シグネチャーサー
ビス」を導入。専用チェックインカウンター、ラウン
ジ、優先搭乗、専用サービスとアメニティをご利用
いただけます。

3
最新エンタメ満載のファンシップ 

「カーニバル ブリーズ」
13万トンの船内は動く洋上都市。多彩な施設、数々
のエンターテインメント、世界各国のグルメなど、
充実した船上ライフをご提供します。

おすすめポイント

■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-MKCA-□□□□□□

出発日

キャビンタイプ・コースコード

①10/11　②10/25
③11/15　④12/6　

⑤12/13
⑥1/3

⑦2/7
⑧2/14

⑨3/6

内側
約17.1㎡（シャワー付）

 A000TA 478,000円
［140,000円］

598,000円
［140,000円］

458,000円
［140,000円］

468,000円
［140,000円］

海側
約21.3㎡（窓・バスタブ付）

 A000TB 498,000円
［160,000円］

638,000円
［170,000円］

488,000円
［160,000円］

508,000円
［170,000円］

海側バルコニー
約20.3㎡（バルコニー・シャワー付）

 A000TC 538,000円
［190,000円］

678,000円
［200,000円］

528,000円
［190,000円］

548,000円
［200,000円］

オーシャンスイート
約31.5㎡（バルコニー・バスタブ付）

 A000TD 638,000円
［280,000円］

768,000円
［270,000円］

618,000円
［270,000円］

628,000円
［270,000円］

港湾費用 18,280円
大阪発着追加代金 20,000円
名古屋発着追加代金 25,000円

キャンセル料：カーニバル・クルーズ・ライン（76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、裏表紙をご覧ください。

※船内チップ :内側～海側バルコニー／11,260円、オーシャンスイート／12,870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。
※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。
※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。
※現地空港諸税（7,900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。
※港税、政府関連諸税（クルーズ部分）として（15,060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。

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。詳しくは裏表紙の「取消料」をご覧ください。

燃油サーチャージ込ビジネスクラス利用

■出発日／2019年（金曜日出発）
₁ 10月 11日発 ₂ 10月 25日発 ₃ 11月 15日発
₄ 12月   6日発 ₅ 12月 13日発
■出発日／2020年（金曜日出発）
₆   1月   3日発 ₇   2月   7日発 ₈   2月 14日発
₉   3月   6日発

日次 スケジュール
1 ㈮ 大阪・名古屋発

東京（羽田）発

オーランド着
（フロリダ州／米国）

H 国内線にて東京（羽田）へ
［17：40～18：50］発 H エア・カナダ ビジネスクラス
にてトロント乗継ぎオーランドへ
［23：00～24：00］着後、混乗車（日本語）にてホテル
（オーランド空港近郊）へ� 〈オーランド泊〉xrr

2 ㈯ オーランド 出発まで自由行動
［午前］混乗車（日本語）にてポートカナベラル港へ

ポートカナベラル
（フロリダ州／米国）

［昼頃］乗船手続きの後、  カーニバル ブリーズ乗船 
［15：30］出港� 〈船中泊〉QWE

3 ㈰ ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

4 ㈪ アンバーコーブ
（ドミニカ）

［09：00］入港　
B ：（例）ドミニカ人気の町・プエルトプラタ観光
［16：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 ㈫ セントトーマス
（米領バージニア諸島）

［11：30］入港　
B ：（例）セントトーマスのパノラマとグレートハウス見学
［15：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 ㈬ サンフアン
（プエルトリコ）

［08：00］入港　
B ：（例）C 旧市街とエルモロ要塞
［16：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 ㈭ グランドターク
（英領タークス・ 
カイコス諸島）

［12：00］入港　
B ：（例）トローリートレインでグランドターク島内観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 ㈮ ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

9 ㈯ ポートカナベラル ［08：00］入港　朝食の後、下船
［午前］混乗車（日本語）にてオーランドへ
その後、ホテルへ
※チェックインは15：00過ぎとなります�〈オーランド泊〉Qxx

10 ㈰ オーランド
オーランド発

［早朝］混乗車（日本語）にて空港へ
［06：00～07：00］発 H エア・カナダ ビジネスクラス
にてトロント乗継ぎ帰国の途へ� 〈機中泊〉xrx

11 ㈪ 東京（羽田）着
東京（羽田）発
大阪・名古屋着

［15：40～16：55］着後、解散
H 国内線にて大阪・名古屋へ
着後、解散 rxx

＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は予告なく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。※米国の入国に際しESTA（電子渡航認証）の取得が必要です（有料）。

■旅行条件
■最少催行人員／各出発日 2名様
■添乗員／  同行しませんがオーランドでは日本語係員がお世話いたします
■利用予定航空会社／エア・カナダ（ビジネスクラス）
■利用予定ホテル／〈スーペリアクラス〉
（オーランド空港近郊）  フェアフィールド イン バイ マリオット オーランド エアポート、 

ハンプトン イン オーランド インターナショナル エアポート、 
ハイアット プレイス オーランド エアポート、 
ルネッサンス オーランド エアポート

（オーランド）  デルタ ホテルズ オーランド レイク ブエナ ビスタ、 
ダブルツリー バイ ヒルトンオーランド シーワールド、 
フォーポインツ バイ シェラトン オーランド インターナショナル ドライブ、
ラディソン ホテル オーランド レイク ブエナ ビスタ

■食事／Q 8 回、W 7 回、E 7 回 （機内食は除く） 

〈シグネチャークラス〉（ビジネスクラス）
プライバシーが確保された個室のような空間で
贅沢なリラックスタイムをお過ごしください。フ
ルフラットベッドになるシートや充実したサービ
ス、ワンランク上のお食事とお飲み物のサービ
スをお楽しみください。

座席幅 53cm（21インチ）
リクライニング角度 フルフラットベッド

エア・カナダで行く、空の旅。

客室のご案内（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） ※ベッドはツインに変更可能

オーシャンスイート
約31.5㎡（バルコニー・バスタブ付）

海側バルコニー
約20.3㎡（バルコニー・シャワー付）

海側
約21.3㎡（窓・バスタブ付）

内側
約17.1㎡（シャワー付）

船の設備について
テレビ ○
電話（国際電話可・目覚まし機能付） ○
110Vコンセント ○
室温調節器 ○
セーフティボックス ○

クローゼット ○
ウォークインクローゼット オーシャンスイート
椅子 ○
ミニバー（冷蔵庫） ○
ヘアドライヤー ○

シャンプー・ボディソープ ○
シャワー（取り外し可） ○
ミニバスタブ（ジャクジーなし） 海側
バスタブ（ジャクジー付） オーシャンスイート
応接ソファー&テーブル オーシャンスイート

Amber Cove
アンバーコーブ〈ドミニカ〉

アンバーコーブ近郊のプエルトプラタは
観光リゾート地として発展し、大自然の中
でゴルフや、美しいビーチで海水浴を楽
しめます。山の山頂にあるブラジルのリオ
のようなキリスト像や港のそばのサンフェ
リペ要塞など見どころも多いです。

Saint Thomas
セントトーマス〈米領バージニア諸島〉

人気のアクティビティで楽しんだり、世界で最も
美しいとも言われるビーチでのんびりしたり、
歴史を物語る博物館や要塞を訪れたり…。
冒険を求める人にも、
落ち着いてリラックス
したい人にも
魅力的な島です。

Grand Turk
グランドターク〈英領タークス・カイコス諸島〉

イギリス領のグランド・タークは、タークス諸島で
1番大きな島。1962年、スペース・シャトルの
Mercury-Atlas6がグランド・ターク近くに着水
したことでも
知られて
います。

San Juan
サンフアン〈プエルトリコ〉

Cサンフアン歴史地区には、スペイン統治
時代を物語る巨大で堅牢な要塞、 
街の繁栄を想像させるスペイン風の
華やかな家屋、人々の信仰を
集め続ける教会などが
保存状態よく残されて
います。

プエルトプラタ

セントトーマスグランドターク エルモロ要塞とカーニバル・ホライズン

ファンシップで航く憧れのカリブ海

※写真はすべてイメージです。



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

76日前まで 無料

75日前～56日前まで 28,750円
（シングル利用57,500円）

55日前～30日前まで ご旅行代金の25％
29日前～15日前まで ご旅行代金の37.5％
14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2019年4月26
日を基準としています。また、旅行代金は、2019年4月26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2019年4
月26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2019年4月26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。

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

〒141-0031　東京都品川区西五反田8-3-6　TK五反田ビル3階
T-19-04-004

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。

カーニバル ブリーズ〈カジュアルクラス〉

カーニバル初の「寿司レストラン」を搭載。船上にいながらにし
て日本の雰囲気をお楽しみいただけます。寿司・刺身はもちろん、
日本酒もご用意しております。

就航年：2012年（2017年改装）
総トン数：130,000トン　
全長：306メートル　
全幅：37.19メートル　

巡航速度：20ノット
乗客定員：3,690人（1室2名利用にて）
乗組員数：1,386人
船籍：パナマ

カーニバルクルーズとは

トータルチョイス・ダイニング（無料） 毎晩が冒険の夜 活気に満ちたカジノ（有料） 広 と々したデッキ

お食事は、優雅なレストラン、バイキン
グ、寿司バー（有料）もしくはカジュアルな
ビュッフェ式シービュー・ビストロなどから
お好みのスタイルを。

新しい友人との会話をはずませたり、数あ
るクラブ、ラウンジ、バーでのダンスや音
楽とともに楽しい夜をご堪能ください。

洋上で最大かつ最もフレンドリーなカジノ
のひとつでお好みのギャンブルをお楽しみ
ください。

リラックスもしくは単に楽しい時間を過ご
すのにぴったりの場所がここでは必ず見つ
かります。

どの世代にも楽しんでいただけるように 便利でお得な船内設備 さまざまなエンターテイメント（無料） 無料ルームサービス

子供用プールを含む3種類のプール、お子
様向けの楽しさ満載のアクティビティを昼
間も夜間も数多くご用意しております。

コインランドリー・乾燥機とアイロンを完備。
サウナも無料でご利用いただけます。

子供たちが参加出来るゲームショーやDJ、
LEDと特殊効果を使った特別なショーな
ど、忘れられない夜を体験できるでしょう。

ベッドでの朝食や夜食をご用意しておりま
す。24時間対応の客室サービスは、電話
1本でご利用いただけます。

■ドレスコード
夕方5：30降は、クルーズ・カジュアル、クルーズ・エレガントの2つのドレスコードに 
分かれます。各コードの目安は次の通りです。

【クルーズ・カジュアル】

男性：スラックス、チノパン、ジーンズ、襟付きのシャツなど。
女性：カジュアルドレス、カジュアルスカート、パンツ、ブラウスなど。
※ジム用ショーツや水着、カットされたジーンズ、タンクトップ、野球帽はご遠慮ください。

【クルーズ・エレガント】

男性：   スラックス、襟付きのシャツ、ジャケットあるいはブレザー着用。 
スーツにネクタイ着用、タキシードをご用意されても結構です。

女性：   ワンピース、パンツスーツ。カクテルドレス、イブニングドレス、 
お着物をお召しになる方もいらっしゃいます。

※  短パン、Tシャツ、水着、カットされたジーンズ、タンクトップ、野球帽はご遠慮ください。 
クルーズ・エレガントは2回ございます。

■チップ   客室係、ダイニングスタッフその他のサービススタッフへの心付けとして、 
7泊分として11,260円（スイート以上は12,870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。

■ルームサービス   無料で24時間ご用意しております※。お持ちしたスタッフに心付
けとして1回につき＄2～（現金）をお渡しください。

  ※有料のメニューもございます。

■船上での支払い   クルーズ中のお支払いは全てセイル&サインカード（船内専用
のカード）でのお支払いとなります。セイル&サインカードは、
ご乗船手続き時にクレジットカード（ビザ、マスター、アメリカン・
エキスプレス、JCB、ダイナース）をご提示していただきますと、
有効になります。ご精算は後日クレジットカード会社より自動引
き落としとなります。クレジットカードをお持ちでない方は現金
をお預けいただき、セイル&サインカードを有効にして、クルー
ズ最終日前日に船上にて現金でご精算をお願いいたします。

  ※  現金でしか支払えないもの：切手、ルームサービスを運んできた係
へのチップ、カジノで＄2000以上（1日あたり）ご利用時。

※写真はすべてイメージです。


