
いつも新しい発見がある。

13万8千トンのボイジャー・オブ・ザ・シーズで航く

A楽園プーケット島とマレーシアクルーズ 7日間
燃油サーチャージ込み！ 218,000円［スタンダード内側／

大人2名1室利用］～ 295,000円［ジュニアスイート／
大人2名1室利用］

B楽園プーケット島とペナン島クルーズ 7日間
燃油サーチャージ込み！ 218,000円［スタンダード内側／

大人2名1室利用］～ 295,000円［ジュニアスイート／
大人2名1室利用］

日本人
コーディネーター
乗船

東京（成田または羽田）・ 
大阪（関空）・名古屋発着

2020年 5月▶6月

キャセイパシフィック航空ビジネスクラス利用

いつも新しい発見がある。
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ACTIVITY
海風を受けながら 
体を動かす 
心地良さを満喫
船上での波乗り体験や 
海上60mのロック 
クライミングはスリル満点。ウォータースライダー「パーフェクトストム」

メインダイニング

シアターショー
ブロードウェイスタイルの本格的
なショー劇場は三層吹き抜けの
1,350名を収容。ロイヤル・カリビ
アン シンガー、ダンサー、オーケ
ストラが毎晩　華麗なショーをお
届けします。

■出発日／2020年 日本人コーディネーター乗船
Ⓐ ₁ 5月10日㈰発 ₂ 5月17日㈰発 ₃ 5月31日㈰発 ₄ 6月 7日㈰発
Ⓑ ₅ 6月14日㈰発 ₆ 6月18日㈭発
日次 スケジュール
1 東京、大阪、名古屋発

シンガポール着
（シンガポール）

［09：00～11：00］発 H キャセイパシフィック航空ビジネスクラス
にて香港乗継シンガポールへ
［18：00～20：30］着後、日本語係員と共に専用車にてホテルへ
� 〈シンガポール泊〉rrx

2 シンガポール 出発まで自由行動
［午前］日本語係員と共に、専用車にて港へ

シンガポール
［昼頃］ ボイジャー・オブ・ザ・シーズに乗船 
［16：30］出港� 〈船中泊〉QWE

3 Aコース Bコース
ポートクラン／ 
クアラルンプール
（マレーシア）

［07：00］入港
B ：（例）クアラルン 
プール市内観光
［15：00］出港
 〈船中泊〉QWE

ペナン島
（マレーシア）

［14：30］入港
B ：（例）世界遺産  
ジョージタウン観光
［22：00］出港
 〈船中泊〉QWE

4 プーケット島
（タイ）

［10：00］入港　
B ：（例）象乗りと 
オールドタウン観光
［22：00］出港
 〈船中泊〉QWE

プーケット島
（タイ）

［09：00］入港　
B ：（例）象乗りと 
オールドタウン観光
［20：00］出港
 〈船中泊〉QWE

5 ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

6 シンガポール ［08：00］入港　朝食の後、下船

シンガポール発

日本語係員と共に専用車で市内へ。その後、出発まで自由行動
※大きなお荷物、スーツケース等は出発までお預かりいたします
再集合の後、マーライオン公園、マリーナベイ・サンズの 
光と水のショー「スペクトラ」鑑賞
（フライトの時間によってはご覧いただけない場合がございます）
その後、日本語係員と共に専用車にて空港へ
［18：00～25：30］発 H キャセイパシフィック航空ビジネスクラス
にて香港乗継帰国の途へ� 〈機中泊〉Qxr

7 東京、大阪、名古屋着 ［06：00～17：30］着。 着後、解散 rxx

1
“洋上のテーマパーク”のような船内を
約97億円を投じて2019年10月に大改装。
2本のレース型ウォータースライダーの新設、
生まれ変わったスパエリア、子供用施設を新設

2 日本人コーディネーターが乗船。船内新聞や
レストランメニューも日本語でご案内

3 船会社主催日本語ガイド付き寄港地観光をご用意

4
往復の航空機は
キャセイパシフィック航空ビジネスクラス利用
＊各空港のビジネスクラスラウンジもご利用可能

おすすめポイント

■旅行代金表／東京・大阪・名古屋（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-MKRC-□□□□□□ 

出発日

キャビンタイプ

Aコース Bコース

コースコード ₁ 5/10 ₂ 5/17
₄ 6/7 ₃ 5/31 コースコード ₅ 6/14 ₆ 6/18

スタンダード内側
約13.9㎡（シャワー付）

東京  X023TA 
大阪  X023OA 
名古屋  X023NA 

218,000円
［77,000円］

225,000円
［90,000円］

東京  X024TA 
大阪  X024OA 
名古屋  X024NA 

218,000円
［80,000円］

225,000円
［80,000円］

スタンダード海側
約14.8㎡（シャワー付）

東京  X023TB 
大阪  X023OB 
名古屋  X023NB 

228,000円
［87,000円］

235,000円
［93,000円］

東京  X024TB 
大阪  X024OB 
名古屋  X024NB 

228,000円
［87,000円］

235,000円
［90,000円］

デラックスバルコニー
約19.9㎡（バルコニー・シャワー付）

東京  X023TC 
大阪  X023OC 
名古屋  X023NC 

248,000円
［110,000円］

255,000円
［113,000円］

東京  X024TC 
大阪  X024OC 
名古屋  X024NC 

248,000円
［107,000円］

255,000円
［110,000円］

ジュニアスイート
約31.4㎡（バルコニー・バスタブ付）

東京  X023TD 
大阪  X023OD 
名古屋  X023ND 

288,000円
［137,000円］

295,000円
［150,000円］

東京  X024TD 
大阪  X024OD 
名古屋  X024ND 

288,000円
［137,000円］

295,000円
［140,000円］

港湾費用 11,500円
キャンセル料：ロイヤル・カリビアン（63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。

客室のご案内（下記は同型船のキャビンの一例です／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） ※全ての客室はツインベッドに変更可能。

ジュニアスイート
31.4㎡（バスタブ・バルコニー付）

デラックスバルコニー
19.9㎡（シャワー・バルコニー付）

スタンダード海側
14.8㎡（シャワー・窓付）

スタンダード内側
13.9㎡（シャワー付）

■旅行条件〈共通〉
■最少催行人員／各出発日 2名様
■添乗員／  同行しませんが 

シンガポールでは 
日本語係員、 
船内では日本人 
コーディネーターが乗船
してお世話いたします

■利用予定航空会社／ 
　  キャセイパシフィック航空 
（ビジネスクラス）
■  利用予定ホテル／
　  シンガポール： 
ヨーク、ジェンホテルタングリン、
グランドパークシティ、 
フラマ・リバーフロント、 
フラマ・シティセンター、 
コンコルド、グランドパシフィック、
ランデラ（スーペリアクラス） 
※ジェンホテルタングリンはシャワーのみ
■食事／   Q 5 回、W 4 回、E 4 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
表紙の「取消料」をご覧ください。

世界トップクラスのビジネスクラス
キャセイパシフィック航空は、格付け会社スカイトラック
ス社のエアライン・オブ・ザ・イヤーやベスト・オブ・ビ
ジネスクラスなど数々の受賞暦を誇る航空会社です。

12.1インチの大きなモニターを備え広めでゆったり寛げるシー
ト、本格的な中華やシェフ自慢の洋食などレストラン並みのお食
事も楽しめるビジネスクラスでは快適なたびが約束され、長時間
のフライトが短く感じられるほど
です。もちろん、フライト前に
はラウンジの利用も可能。香港
国際空港にあるラウンジで出発
前の時間をおくつろぎいただく
ことができるのもビジネスクラ
スの旅ならではの特徴です。

一度は
体験したい!

〈イメージ〉

■チップ
チップは旅行代金と一緒
にお支払いいただきます。
飲み物および美容関連の
施術には18%がサービ
ス料として加算されます。
■船内での通貨
船内通貨はUSドルです。
■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。

■バスタブ
スイート客室以外はシャ
ワーのみとなります。

動く洋上都市13万トンの超大型客船 VoYAger of The SeAS　
ボイジャー・オブ・ザ・シーズ

※  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。　※画像には改装前、改装後のイメージ画像が含まれます。

gourmeT
本格的なフルコースからカジュアルな 
ビュッフェまで無料で召し上がれます

スペシャリティレストラン 　5つのスペシャリティレストラン& 2つのカフェで
本格的料理の数々をご堪能いただけます（有料）。

ジョバンニズ・テーブル
ファミリー向けのイタリアン。大皿を 
シェアしながらにぎやかにどうぞ。

チョップス・グリル
落ち着いた雰囲気の中、ジューシーな 
ステーキやシーフードグリルを。

reLAX　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。

mAIN STreeT
全長 120m、4階吹き抜けの 

目抜き通りのロイヤル・ 
プロムナード
カフェやバー、 
ショップが 
並びます。

ソラリウムプール

バイタリティ・スパ

スタジオ B 
（アイススケートリンク）
世界中のトップスケーター達
が技を披露する華麗なステー
ジは必見。日中はアイススケー
トを楽しむこともできます。

フローライダー

SHIP DATA
総トン数：138,194トン 乗客定員：3,114名
乗組員数：1,200名 全長／全幅：310ｍ／48ｍ　　全高：15階建て

eNTerTAINmeNT

WoW!

基本のお食事  （無料）
フルコースメニューを楽しめるメインレストランは 
三層吹き抜けの豪華な雰囲気。気軽な 
ビュッフェレストランもご利用いただけます。

ロイヤル・プロムナードカフェ・プロムナード

ビュッフェレストラン

※船内チップ:4泊分として6,670円（グランドスイート以上の客室は8,050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。
※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,660円／子供1,600円）および羽田空港施設使用料（大人2,610円／子供1,300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2,970円／子供1,660円）および大阪（関空）空港施設使用料・保安サービス料（大人3,100円／子供1,710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。
※外国諸税（9,800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）として（🄰 7,380円 🄱 6,550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。

ビジネスクラス利用 燃油サーチャージ込

＊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）。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。

2019年10月大改装!!

シアター

ソラリウム

アイススケートリンク

ロイヤル・プロムナード

パーフェクトストム

メインダイニング

フローライダー ミニゴルフ
スポーツコート

アドベンチャー・オーシャン

ビュッフェレストラン

スペシャリティレストラン

プール・ジャグジー

展望ラウンジ

カジノ

バイタリティ・スパ

ロッククライミング



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

63日前まで 無料

62日前～33日前まで 11,500円
（シングル利用23,000円）

32日前～11日前まで ご旅行代金の25％
10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11
月15日を基準としています。また、旅行代金は、2019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
2019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　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

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-19-10-010

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。

Penang 
ペナン島〈マレーシア〉

食と世界遺産のカラフルシティ 
世界文化遺産のジョージタウンはイギリス植
民地時代の建物と、様々な文化が融合した
独特の街並みを今なお
残しています。インス
タ映えするブルーマン
ションや街中の壁画を
写真に収めてみては。

Port Klang
Kuala Lumpur 
ポートクラン／クアラルンプール〈マレーシア〉

マレーシアのプラナカン文化を体験 
「KL（ケーエル）」の愛称で親しまれる首都クア
ラルンプールはポートクランから車で1時間。
美味グルメが魅力でマ
レー、中国、インド料理
の他、Ｂ級グルメから
本格フレンチまで楽しめ
るのはＫＬならでは。

Singapore シンガポール〈シンガポール〉　行くたびに新しい発見に出会う、
進化し続けるシンガポール

一言では言い表せないほど、多様な文化と民族と価値観が混在する刺激的な国。 
洗練されたビル群が並ぶマリーナエリアの美しさや、中国とマレー文化がミックスされたプラナカン料理もおすすめです。

Phuket  プーケット島〈タイ〉
アンダマン海の真珠と称された 
世界中のツーリストが集まる 
リゾート地
いつも賑やかで昼も夜も楽しめるパトン・
ビーチでは、タイならではのエンターテイメ
ントやお買い物が楽しめます。プーケットタ
ウンと呼ばれる旧市街は、シノ＝ポルトガル
様式のタウンハウスで形成されたレトロな街
並みに歴史を感じられます。

H

H

シンガポール

ペナン島

ポートクラン／
クアラルンプール

プーケット島

●

●

●

●クルーズ旅行で新しい景色に出会う － Aコース
－ Bコース

寄港地観光 
ツアー 

※出航14日前（土日・祝日は前営業日）までにお申し込みくださ
い。ご予約後のお取消は全額の取消料を申し受けます。※乗船
後のお申し込みはできません。その場合は船会社主催の英語ツ
アーを船内でご予約ください。※日本語ガイド付きツアーは2019
年版となります。内容・料金等は変更となる場合があります。

ペナン島

①  ジョージタウン観光〈午後発・夕食付〉

ペラナカンマンション入場／セントジョージ教会／
観音寺／リトルインディア／ヒンズー寺院／カピタ
ンクリンモスク／アーキー通り／アルメニア通り／
市内レストランで夕食（海鮮料理）／ガーニードライ
ブを散策

所　要 約4時間
料金目安 8,200円

②  極楽寺とペナンヒル観光
〈午後発・夕食付〉

ビクトリア時計台／コーンウォーリス要塞
／旧市庁舎／極楽寺／ケーブルカーで
ペナンヒル頂上へ、頂上レストランで夕食
（マレー風鍋）／下山

所　要 約4時間
料金目安 9,900円

プーケット島
①プーケット島内観光〈昼食付〉
カシューナッツ工場／チャロン寺院／市内
レストランで昼食／プロンテープ岬

所　要 約5時間
料金目安 7,000円

②象乗りとオールドタウン観光〈昼食付〉
象乗り体験（約30分）／市内レストランで
昼食／その後カシューナッツ工場にご案内
／オールドタウンを散策

所　要 約5時間
料金目安 7,600円

ポートクラン
クアラルンプール観光〈午前発・昼食付〉
ブルーモスク／王宮／民芸品店にてショ
ッピング／市内レストランで昼食（飲茶
料理）

所　要 約6時間
料金目安 11,000円

日本語ガイド付き


