東京・大阪・名古屋発着
▲

2020年 6月 12月

プライド オブ アメリカ で 航く

日本語コーディネーター乗船

ビジネスクラス／海側バルコニー付キャビン利用

ハワイ4 島周遊クルーズ
10 日間

燃油
込み！

サーチャージ

618,000 円 〜 738,000 円
［海側バルコニー／大人2名1室利用］

［海側バルコニー／大人2名1室利用］

PRIDE OF AMERICA

いつも新しい発見がある。

いつも新しい発見がある。

最 高 のハワイを体 験する旅

13年連続でベスト・ハワイ・アイティネラリー賞を受賞
し続けているノルウェージャンクルーズライン。マウイ
島とカウアイ島での停泊を含め、7日間で4つの個性豊
かな島々を周遊し、寄港地の滞在時間は延べ約100時
間。他のクルーズラインに比べ、船上よりも寄港地滞
在が長いのが特長です。ノルウェージャンクルーズラ
インなら、お好きなときに、お好きなことを自由にお楽
しみいただけます。お食事の時間も決まっていないた
め、ご自身のペースでゆったりと寄港地の美しい自然
や史跡巡りを満喫できます。
ナパリコースト

KAUAI
ナウィリウィリ
H

H

ホノルル
カフルイ

OAHU

ラハイナ

ナウィリ
ウィリ

MAUI

（カウアイ島）
カウアイ島は、花と緑に包まれた
「ガーデン・
OP：オプショナルツアー（一例／別料金）
アイランド」
と呼ばれ、島の中央のワイメア渓
谷は
「リトル・グランド・キャニオン」
とも呼ばれています。 ワイメアキャニオン観光
所 要
料金目安
約 5 時間
約 US$ 75 〜
クルーズ中に、
「ジュラシックパーク」
「 南太平洋」などの映
画の舞台となり大自然の息吹を感じることができる
「ナパリ ワイルア川とシダの洞窟
所 要
料金目安
約 3.5 時間
約 US$ 89 〜
コースト」
を船上からご覧いただきます。

バニヤン・ツリー／ラハイナ

カフルイ

モクアイカウア教会

コナ

ヒロ
コナ

HAWAII

キラウエア火山

ヒロ

（マウイ島） マウイ島のハレアカラ火山は世界最大 （ハワイ島） ハワイ島の中ではヒロに次いで2番目 （ハワイ島） ハワイで唯一の世界遺産に指定され
の火口丘を有する休火山。直径11km
に大きなコナ。観光客が多く集まるエ
ているキラウエア火山は、ハワイに伝
もある巨大クレーターが大迫力！
リアで、グルメやショッピングが充実しています。
わる数々の神話に出てくる火の女神ペレの住む場
また、マウイ島随一の観光エリアのラハイナはハ
島にはハワイ島出身のカメハメハ大王にまつわる
所と言われています。活発かつ安全な火山と言わ
ワイ王朝時代の首都。歴史ある建造物とハワイら
史跡が多数残っています。ハワイ州で最古の教会
れており、立ち上る煙、吹き出す溶岩の様子から
しい豊かな緑が美しい街です。
や博物館のフリヘエ宮殿など見どころも多いです。
は、壮大な地球の息吹を感じることができます。
OP：オプショナルツアー（一例／別料金）

ラハイナへのシャトルバス
所 要

約 6.5 時間

料金目安

歴史の街コナ
約 US$ 59 〜

ハレアカラ噴火口
所 要

約 4 時間

OP：オプショナルツアー（一例／別料金）
所 要

約 3.5 時間

OP：オプショナルツアー（一例／別料金）

海岸線探索 & 植物園
料金目安

約 US$ 99 〜

所 要

約 2.5 時間

料金目安

約 US$ 75 〜

料金目安

約 US$ 125 〜

火山国立公園
料金目安

約 US$ 125 〜

所 要

約 4.5 時間

出発日／2020 年（土曜日発）

6月27日
9月26日
11月21日
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7月 4日
10月10日
12月 5日

日次（曜）

1

㈯

日付変更線通過

［07：00 〜10：15］
着後、日本語ガイドと共に専用車にて港へ
［午後］プライド オブ アメリカ乗船
出港
［19：00］

4
5

日本語コーディネーター乗船。
船内新聞、レストランメニューも日本語対応

6

船内は堅苦しいドレスコード無し。
お好きな服装でお寛ぎください

7

2

［08：00］入港 B：（例）ハレアカラ火山観光
QWE
〈船中泊〉
翌日までカフルイ停泊となります

3

㈪

カフルイ
（マウイ島）

B：（例）ラハイナへのシャトルバス
［18：00］
出港

4

㈫

ヒロ
（ハワイ島）

［08：00］入港
出港
［18：00］

B：（例）キラウエア火山を訪ねて
QWE
〈船中泊〉

5

㈬

コナ
（ハワイ島）

［07：00］入港
出港
［17：30］

B：（例）コナの街を訪ねて
QWE
〈船中泊〉

6

㈭

ナウィリウィリ
（カウアイ島）

［08：00］入港 B：（例）ワイメア渓谷観光
QWE
翌日までナウィリウィリ停泊となります 〈船中泊〉

7

㈮

ナウィリウィリ
（カウアイ島）

B：（例）シダの洞窟観光
［14：00］
出港
クルーズのハイライト
QWE
「ナパリコースト・シーニック」
クルーズ 〈船中泊〉

8

㈯

ホノルル

［07：00］入港

ホノルル市内

9

㈰

ホノルル発

出発日
キャビンタイプ・コースコード

海側バルコニー

シャワー・バルコニー付

約16～21㎡

90013A

㈪

東京（成田・羽田）着 ［13：00 〜16：30］着後、解散
（大阪・名古屋） 成田または羽田より空路 H 大阪・名古屋へ

xxx

※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申請は有料となります。

Cabin ／ 客 室

海側バルコニー
■

約16.5㎡
バルコニー・シャワー付

刻々と変化するドラマチックな
景色を専用バルコニーから
お楽しみください。

］
内はお1人様利用追加代金）ツアーコード：CE-MKNG-□□□□□□

往復ビジネスクラス利用

燃油サーチャージ込

①6/27
②7/4

③8/15

④9/19

⑤9/26 ⑥10/10
⑦10/31 ⑨11/21
⑪12/19

⑧11/7
⑩12/5

678,000円

738,000円

718,000円

618,000円

628,000円

［390,000円］

［350,000円］

［340,000円］

［340,000円］

［320,000円］

39,200円
10,000円

大阪・名古屋発着追加代金
旅行代金に含まれないもの
● 合衆国税…………14,840 円
（海側バルコニー）
● ハワイ州税……… 16,990 円
／変更となる場合がございます
● 国内空港税…成田／大人 2,660 円、子供 1,600 円
羽田／大人 2,610 円、子供 1,300 円
● 国際観光旅客税……1,000 円
● 海外空港税…………2 歳以上共通 7,200 円

Qxx
〈ホノルル泊〉

（チェックインは15：00を予定）


［午前］混乗車にて空港へ
［10：20 〜13：00］
空路 H ビジネスクラス直行便にて帰国の途へ

xxR
〈機中泊〉

■

入港諸費用

旅行代金と一緒にお支払いください

朝食の後、下船

下船後、専用車にてホノルルへ
その後、ホテルへ

クルーズ中3回分の有料レストランの
お食事を無料でお楽しみいただける
「ジャパン・ダイニング・パッケージ」
適用クルーズ（各種条件有）

■旅行代金表／東京発着（2名１室利用／大人お一人様、［

QWE
〈船中泊〉

日付変更線通過

10

◦フォーマルな服装不要
◦夕食ダイニングでは時間とテーブル指定無し

xWE
〈船中泊〉

カフルイ
（マウイ島）

ハワイ4島を効率よくめぐるクルーズ
船内は食事も楽しみ方も自由な
「フリースタイルクルージング」

8

9月19日
11月 7日

㈰

航空機は往復ビジネスクラス直行便利用
客室は開放的で人気の
海側バルコニー付キャビンをご用意

4

スケジュール

ホノルル

1
2
3

7
11

8月15日
10月31日
12月19日

（大阪・名古屋） 空路 H 成田または羽田へ
東京（成田・羽田）発 ［18：00 〜21：40］
空路 H ビジネスクラス直行便にてホノルルへ
ホノルル着

おすすめポイント

3

現地にてお支払いください
● 船内チップ
15＋4.275（州税）USドル
7泊がお客様の船内精算に
加算されます

■最少催行人員／ 2名様
■添乗員／同行しませんが、船内では日本語コーディネーター、ホノルルでは日本語係員がお世話いたします
■利用航空会社／ 日本航空、全日空、デルタ航空、ユナイテッド航空、ハワイアン航空、コリアンエアー
（ビジネスクラス限定）
ワイキキビーチマリオット、
アロヒラニ・リゾート、
■利用予定ホテル／ホノルル ：ハイアット・リージェンシー、
ヒルトン・ハワイアンビレッジ、プリンセス カイウラニ（タワー）
（デラックスクラス／部屋指定無）
■食事／ Q 7回・W 7回・E 7回（機内食は除く）

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
「取消料」
をご覧ください。

「自由に楽しむ」
フリースタイルクルージング
「フリースタイルクルージング」をコンセプトに、ドレスコード・お食事の時間や
テーブルの指定はありません。
ナイトライフをお楽しみいただけるバーやラウンジ、アクティブに過ごすには最適で
多彩なプールやフィットネス施設が備えられています。またメインショーとしてダン
スパフォーマンス、プロダクションショーや、歌やダンスもお楽しみいただけます。

SHIP DATA
建造／改装： 2005年／2016年、
2020年5月（予定）
船
籍： アメリカ合衆国
総 ト ン 数： 80,439トン
全長／全幅： 281m／37m
乗客定員数： 2,186名

Ship facilities／ 船 内 施 設
レストラン〈無料／一部〉

■ ダイニング15種類／バー&ラウンジ 9 種類
■ プール3面／子供用プール1面
■ スパ&フィットネスセンター

乗船日に日本語コーディネーターによる
「船内説明会」
を開催 !! クルーズ中の
細かい質問にも丁寧にお応えします !

リバティ・レストラン

スカイライン レストラン

イースト ミーツ ウエスト

キャデラック・ダイナー

植民地時代の歴史や、大統領など NY 風インテリアが印象的なメイン 寿司、刺身
（アラカルト）
、鉄板焼、 レトロな 1950 年 代 風 のお店で、
の要人を描いた絵画、彫刻などが ダイニングでは、バラエティに豊 しゃぶしゃぶなども味わえる、ア キャデラック仕立ての座席が印象
飾られたメインダイニング。
んだお食事が楽しめます。
ジアンフュージョンレストラン。
的な 24 時間営業のレストラン。

＊日本語コーディネーターは体調不良などの理由で
乗船しない場合もございます。

船上生活について

レストラン〈有料／一部〉

クルーズ代金に含まれるもの
● キャビンでの宿泊
● 無料レストランでの食事
● 食事時の飲み水、コーヒー、紅茶、アイスティと朝食時の
ジュースなど
● 船内のエンターティメント、映画、ショー、イベント、
アクティビティ（一部有料）
● プール、ジャグジー、ジムなど施設使用料（一部有料）
● 卓球、
チェス、バスケット、テニス、ゴルフなどの施設利用料

ラ クチーナ

ドレスコード
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。

ジェファーソンズ ビストロ

隠れ家風のイタリアンレストラン 本格フレンチレストラン。 美しい
では本場の味を堪能できます。
調度品がお食事を優雅に演出。

無料レストラン
₁ リバティ・レストラン
（メインダイニング）
₂ スカイライン レストラン
（メインダイニング／アメリカ伝統料理）
₃ キャデラック・ダイナー（24時間営業の軽食）
₄ アロハ・カフェ（ビュッフェや軽食）
₅ イースト・ミーツ・ウエスト
（アジア料理）

船内通貨
米ドルが採用されております。また船内支払い時には現金
の ほ か、VISA、MASTER、AMEX、DINERS、JCB がご 利 用
いただけます。
船内新聞〈日本語新聞〉
毎日お配りする船内新聞「フリースタイルデイリー」には当日
／翌日のエンターテイメントやイベント、アクティビティをはじ
め、レストランや各施設の営業時間などクルーズに欠かせない
情報が書かれています。船内新聞を眺めながら、思いのまま
にクルーズライフをお楽しみください。

キャグニーズ ステーキハウス

鉄板焼

世界中で愛されるアンガスビーフ認 料理人が料理する鉄板焼きは目で
定のステーキをお楽しみください。 もお楽しみいただけます。

有料レストラン（金額は2019年10月現在）
₁ ラ・クチーナ〈アラカルト〉
（イタリアン料理）
₂ キャグニーズステーキハウス〈アラカルト〉
（ステーキハウス）
₃ ジェファーソンズ・ビストロ〈アラカルト〉
（フランス料理）
₄ モデルノシュラスカリア〈$39〉
（南米シュラスコ料理）
₅ 鉄板焼〈$39〉
（和風鉄板焼き）
₆ 寿司バー 〈アラカルト〉
（寿司）

※有料レストランは20%のサービスチャージが必要です。
（ジャパン・ダイニング・パッケージ／サービスチャージ20%が必要）
。
※クルーズ中3回分の有料レストランのお食事を無料でお楽しみいただけます

その他の船内施設〈一例〉

チップ
レストランのウエイター、
お部屋の掃除に対するサービスチャー
ジ（チップ）は大人１日 15 米ドル（スイート以上は 18 米ドル）
が自動的にお客様の船内精算に加算されます。また、レストラ
ンやバーでのドリンク、スペシャリティレストランでのお食事、
スパでは、チップが自動的に船内精算に加算されます。
電源電圧
（ 2 股・3 股）
となります。
キャビン内の電圧は 110 Vと220 V

マンダラ スパ

飲料水
船内の水は、安全な飲料水です。ミネラルウォーターは各レスト
ランやバー、ラウンジでお買い求めいただくことができます。

数々の受賞歴を誇る「マンダラス
パ」では、様々なトリートメントで
心身ともに癒されるひとときをお
過ごしください。

ハリウッド シアター

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
観光庁長官登録第55
県名古屋市中村区名駅南2丁目14番18号、
号。
以下
「当社」
といいます。
）
が旅行企画・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
※食事代金および税・
（二人部屋にお2 人様宿泊を基準とします）
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）

※掲載写真は全てイメージです。

●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。

旅行開始日の
前日から
起算して
さかのぼって

取消日
70日前まで

69日前〜 50日前まで
49日前〜 29日前まで
28日前〜 15日前まで
14日前〜当日まで

旅行開始後の解除又は無連絡不参加

取消料
無料
65,000円
（シングル利用の場合130,000円）
ご旅行代金の25％
ご旅行代金の37.5％
ご旅行代金の50％
ご旅行代金の100％

プール（デッキ）

ニューバリー ストリート ショップ

きらびやかな内装が目をひくシア 全ての年代の方にお楽しいただけ ファッション、日用品からノルウェ
ターでは、ポリネシアンショーをは る 3 種類のプールをご用意。
ージャンのオリジナルグッズも人
じめ華やかなパフォーマンスやイ
気のショップ。
ベントが楽しめます。

お申し込み・お問い合わせは
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

●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は 2019 年 10
月31日を基準としています。
また、旅行代金は、2019年10月31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10月31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
（現地空
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。
港税及び燃油サーチャージの合算額は2019年 10月31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。

〒141-0031 東京都品川区西五反田836 TK五反田ビル3階
T-19-10-009

