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東京・名古屋・大阪・札幌発着

2019年 11月▶2020年 3月

憧
あこが

れのカリブ海クルーズ
11日間

世界最大22万トンの超大型客船で航く

燃油
サーチャージ

込み！ 348,000円
［スタンダード内側／大人2名1室利用］

～878,000円
［ジュニアスイート／大人2名1室利用］

Caribbean Cruises



■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-MKRC-□□□□□□

出発日

キャビンタイプ・コースコード
①11/22、⑦3/13 ②12/6 ③1/17、④1/31

⑤2/14、⑥2/28 ⑧3/27

スタンダード内側
13.8㎡（シャワー付）

東京  9021TA 
名古屋  9021NA 

358,000円 348,000円 348,000円 368,000円
［187,000円］ ［177,000円］ ［177,000円］ ［200,000円］

スタンダード海側
16.6㎡（シャワー付）

東京  9021TB 
名古屋  9021NB 

378,000円 368,000円 378,000円 388,000円
［200,000円］ ［190,000円］ ［200,000円］ ［220,000円］

スーペリアバルコニー
21.5㎡（バルコニー、シャワー付）

東京  9021TC 
名古屋  9021NC 

438,000円 408,000円 418,000円 438,000円
［257,000円］ ［227,000円］ ［237,000円］ ［260,000円］

ジュニアスイート
34㎡（バルコニー、バスタブ付）

東京  9021TD 
名古屋  9021ND 

878,000円 578,000円 788,000円 828,000円
［690,000円］ ［390,000円］ ［610,000円］ ［647,000円］

港湾税・雑費 25,870円

名古屋・大阪・札幌発着追加代金 20,000円

ビジネスクラス利用追加代金
①11/22　518,000円
⑦3/13 　578,000円 518,000円 538,000円 548,000円

※船内チップ……7泊分として11,670円（グランド
スイート以上の客室は14,080円）が別途必要で
す。ご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2,910円／子供1,630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（7,900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。
※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。
※政府関係諸税（クルーズ部分）として（15,750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。

客室（キャビン）のご案内 ※ツインベッドに変更可
スタンダード内側 スタンダード海側 スーペリアバルコニー ジュニアスイート

13.8㎡（シャワー付） 16.6㎡（シャワー・窓付） 21.5㎡
（シャワー・バルコニー付）

34㎡
（バスタブ・バルコニー付）

Relaxation
優雅なひとときを 
お約束
海の上でプールや 
ジャグジー、スパなどで 
リラックス。

メインダイニング

ジップライン
スリルと爽快感がたまらない、 
空飛ぶアトラクション。

フローライダー
船上でサーフィンデビューしませんか?

※  船体・客室・船内・食事のイメージ画像は、同型クラスのものが含まれます。

gouRmet
40店ものレストランやバーがひしめく 
まさに“グルメシップ”

スペシャリティレストラン（有料）（一例） 　7つのスペシャリティレストラン&10のカフェで
本格的料理の数 を々ご堪能いただけます。

150セントラルパーク
船内で最もエレガントな雰囲気
のレストラン。

フックドシーフード
新鮮な海の幸や生ガキなどを
ご堪能いただけます。

ジェイミーズイタリアン
カリスマ料理家のジェイミー・オリ
バー氏のイタリアン料理を提供。

ワンダーランド
魔法の仕掛けがたくさん盛り込
まれた創作料理。

アクア 
シアター

音と光と噴水による
水中ショーや 

ダイビングショー。

ロッククライミング
ボードウォークに 
巨大壁面が出現！

アイススケートショー
トップスケーター達がその技を 
競い合う、華麗なステージ

ブロードウェイミュージカル
『ヘアスプレイ』

メインシアターで 
お楽しみいただけます（無料）。

アルティメットアビス
10デッキ分の高さから急降下
する最驚のスライダー体験。

ソラリウム

aCtiVitY

WoW!

基本のお食事 （無料）

豪華なフルコースからスイーツまで無料で 
お好きなだけ召し上がれます。気軽なビュッフェ 
レストラン、ルームサービスもご利用いただけます。

世界最大22万　8千トン　　の超大型客船 SYmphonY of the SeaS　シンフォニー・オブ・ザ・シーズ

18階建ての船内に、趣向を凝らした「7つの街」が出現

enteRtainment

SHIP DATA
就航年：2018年3月 総トン数：228,081トン
乗客定員：5,494名 乗組員数：2,175名

全長／全幅：362ｍ／65ｍ

出発日／2019年（毎回金曜日出発） 1 11月22日 2 12月6日
2020年（毎回金曜日出発） 3 1月17日 4 1月31日

5 2月14日 6 2月28日 7 3月13日 8 3月27日
日次 スケジュール
1 大阪・札幌発

東京・名古屋発

マイアミ（米国）着

大阪・札幌から国内線にて東京へ
［10：30～18：30］空路H米国内都市乗継にてマイアミ（米国）へ

日付変更線通過
［14：00～24：00］着後、混乗バスにてホテルへ 〈マイアミ泊〉xrr

2 マイアミ 出発まで自由行動
［午前］混乗バスにてマイアミ港へ

マイアミ
［昼頃］乗船手続きの後、  シンフォニー・オブ・ザ・シーズ乗船 
［16：30］出港 〈船中泊〉QWE

3 ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

4 ロアタン
（ホンジュラス）

［09：30］入港　B ：（例） リゾートアイランド「ロアタン島」を訪ねて
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 コスタマヤ
（メキシコ）

［08：00］入港　B ：（例） チャクチョベンマヤ遺跡
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 コズメル
（メキシコ）

［07：00］入港　B ：（例） トゥルムのマヤ遺跡観光とプラヤ・デル・カルメン
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

8 パーフェクトデイ アット
ココケイ（バハマ）

［08：00］入港　船会社所有のプライベートビーチでの休日をお楽しみください
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 マイアミ ［06：00］入港　朝食の後、下船

［午前］混乗バスにてマイアミ市内へ
その後ホテルへ（チェックインは15：00過ぎ） 〈マイアミ泊〉Qxx

10 マイアミ
マイアミ発

［早朝］混乗バスにて空港へ
［05：30～09：30］空路H米国内都市乗継にて帰国の途へ
＊名古屋・大阪はマイアミ／東京／名古屋・大阪の乗継となります 〈機内泊〉xrr

11 東京着
名古屋・大阪・札幌着

［13：30～20：30］着後解散
東京より国内線にて名古屋・大阪・札幌へ rrx

※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。 ※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。

1 カリビアンブルーの海、
眩しいほどの白い砂浜、
太陽の光にあふれるカリブ海を
世界最大のクルーズ客船でめぐる

2 22万トン世界最大客船は、
楽しさがつめこまれた
「巨大テーマパーク」
★「7つの街」が広がる動く洋上都市
★バラエティ豊かなレストラン
●メインダイニング、ビュッフェレストラン
●7カ所のスペシャリティレストラン
（イタリアン〜ステーキハウス）
●10カ所のカフェ・軽食　※一部有料・予約制

3 東京・名古屋・大阪から出発可能

おすすめ
ポイント

■ご旅行条件
■最少催行人員／ 2名
■添乗員／�同行しませんがマイアミでは日本語係員がお世話いたします
■利用航空会社／�デルタ航空、アメリカン航空、ユナイテッド航空、全日空、�

日本航空（いずれもエコノミークラス）
■利用予定ホテル／�
（空港ホテル／スタンダード）�
ハイアットプレイス、マイアミ・インターナショナル、ホリデイイン、ラマ
ダイン、コンフォートイン、ハンプトンイン、エアポートリージェンシー、�
クラリオンイン＆スイーツ、クオリティ・イン、スプリングヒル、フェア�
フィールド、エンバシースイーツ、ホームウッドスイーツ・バイヒルトン�
（市内ホテル／スーペリア）�
インターコンチネンタル、ハイアットリージェンシー、マリオット、�
コートヤード、ヒルトン、ダブルツリー、コンラッド�マイアミ、�
マイアミビーチリゾート、ハイアット・セントリック
■食事／��Q 8回、W 7回、E 7回（機内食は除く）

燃油サーチャージ込

ウィンジャマー・カフェ（ビュッフェ）

客室標準設備
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。

ボードウォーク

シアター

ソラリウム

アイススケートリンク

セントラルパーク

ロイヤル・プロムナード

メインダイニング

アクアシアター

フローライダー

ティーンエリア

ボードウォーク

アドベンチャー・オーシャン

プール・ジャグジー

ジップライン

カジノ

スパ・フィットネス



コズメル

コスタマヤ

ロアタン

●

●

●

マイアミ
パーフェクトデイ アット
ココケイ

● ●HH

トゥルムのマヤ遺跡
／コスメル〈メキシコ〉
カリブ海に面した世界遺産ト
ゥルム遺跡はマヤ文明の後期
に城塞として栄えました。2つ
の神殿はカリブ海を望む崖の
上に建てられており、カリビア
ンブルーの海、真っ白なビー
チ、そしてグレーがかった遺
跡とのコントラストが見どころ
です。遺跡からはビーチに降
りることもでき、海水浴ができ
る世界遺産として観光客に人
気です。

ロアタン 
〈ホンジュラス〉
ロアタン島は、ホンジュラス本
土の北海岸から約65kmほど
離れたカリブ海に浮かぶ島で
す。世界で2番目の規模のサ
ンゴ礁が広がり、ダイビング
スポットとしても有名で、多く
のダイバーが集まります。ま
た、イルカとの遊泳やジップラ
インにマングローブの森探検
などのアクティビティも豊富で
家族で休暇を過ごすのにもお
すすめです。

パーフェクトデイ アット ココケイ〈バハマ〉
カリブ海に浮かぶ美しい島、「ココケイ」。にぎやかな音楽に迎えられて上陸す
ると、そこから完璧な冒険の１日がスタート！北アメリカで最もスリリングなウ
ォータースライダー、カリブ海最大の波の出るプールなど、船上よりもさらに
スケールの大きな楽しみが待っています。レストランやバーも充実。乗船客
の皆様だけが楽しめるロイヤル・カリビアン社のプライベートアイランドです。

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（2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～48日前まで 28,750円
（シングル57,500円）

47日前～33日前まで ご旅行代金の12.5％
32日前～18日前まで ご旅行代金の25％
17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7月20日
を基準としています。また、旅行代金は、2019年7月20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7月20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。21歳未満のお客様の乗船は25歳以上の保護者の同伴が必要です。
●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
港税および燃油サーチャージの合算額は2019年7月20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

※当パンフレットの掲載写真は全てイメージです。

〒141-0031　東京都品川区西五反田8-3-6　TK五反田ビル3階
T-19-07-001

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。

完璧な一日が始まる！
乗船客だけが楽しめるプライベートアイランドへ

カリブ海
Caribbean Cruises


