
２０２０年３月２１日（土）～３月２４日（火)４日間

郵船トラベル × YUI PRIMA

ご旅行代金（大人一人様）
２名様１室利用

298,000 円～398,000 円

川奈：メインダイニング(イメージ)

３４名様
限定募集

ゆいプリマ ～優雅なバス旅に華を添える空間～

- 温暖な気候に恵まれた景勝の地、伊豆・川奈クラシックホテル-

雄大な自然の中に溶け込むように建つ川奈ホテルは、1936年の開業以来、多くのお客さまをお迎えしてきました。先人より受け継がれてきたこだわりの伝統料

理と、今なお世界中のゴルファーを魅了し続ける川奈ホテルゴルフコースも魅力。自然の中にある川奈ホテルは季節によりさまざまな表情を見せます。
クラシックホテルならではの安らぎに満ちた時間をお過ごしください。

ラグジュアリーバス「ゆいプリマ」で、伊豆・箱根へ。そして改装後の飛鳥Ⅱに乗船。

飛鳥Ⅱ 春うらら横浜・神戸クルーズと
伊豆・川奈クラシックホテル 4日間

川奈クラシックホテル外観(ｲﾒｰｼﾞ）

ノブマツヒサ氏(イメージ)

神姫バスグループが「いまだかつてないバス旅」をコンセプトに、
居心地がよく、乗っているだけでワクワクする、長旅でも疲れな
いバスとして作った「ゆいプリマ」を使用します。車内のデザイ
ンは「ななつ星in九州」のデザインも手掛ける水戸岡鋭治氏です。

- 箱根・強羅にある、ITOH DINING by NOBU－

世界の‛ノブ‘こと、ノブマツヒサ氏とシェフ伊藤啓輔のコラボによってオープンした鉄板焼のお店。
庭園のような外観にモダンな内装をしていて、ゆったりとした優雅な時間を過ごせます。上質なお肉
を使用したランチコースをお楽しみください。※当日、ノブマツヒサ氏はおりません。

ITOH DINING by NOBU(イメージ)

川奈●

飛鳥Ⅱ

ゆいプリマ

ランチメニューの一例

車内（ｲﾒｰｼﾞ） 車内（ｲﾒｰｼﾞ）



■最少催行人員 ： 10名様（※各出発地・1台あたり）
■添乗員：三ノ宮駅及び新大阪駅から飛鳥Ⅱ乗船まで同行。

（※船内は飛鳥Ⅱのスタッフがご対応します。）
■利用バス会社 ： 神姫観光バス
■食事回数 ： 朝食3回、昼食3回、夕食3回
■子供代金（2歳以上12歳以下）： 大人代金と同額になります。

※特別企画の為、日本郵船株主優待券はご利用いただけません。
※アスカクラブ優待券、郵船トラベルリピーター割引は、
ご利用いただけます。

※スケジュール・寄港地・航路は気象・海象などの条件により
変更になる可能性がございます。

※『ゆいプリマ』は、自由席とさせていただきます。

■募集型企画旅行契約
この旅行は郵船トラベル株式会社（以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行であり、
この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。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行
条件書（全文）、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。
■旅行のお申込みと契約の成立時期

●当社にて、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、申込金20％以内を添え
てお申し込み頂きます。申込金は旅行代金をお支払い頂くときに、その一部として取り扱い
ます。また、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。

●当社は、電話、郵便、ファクシミリ及び電子メールその他の通信手段による旅行契約の
予約申し込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておら
ず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と
申込金の支払いをして頂きます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされ
ない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。

●旅行契約は、電話によるお申込の場合には、申込金を当社が受領したときに、また、郵
便、ファクシミリ又は電子メール等でお申し込みの場合には、申込金のお支払い後、当社
がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに成立致します。また、電話、郵便、フ
ァクシミリ、電子メールその他の通信手段でお申し込みの場合であっても、クレジットカード
決済による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する
場合には、当社がその通知を発したときに成立し、当社が電子メール等の電子承諾通知に
よる方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとしま
す。
■旅行代金のお支払い
旅行代金（又は申込金を差し引いた残金）は、旅行開始日の前日から起算して遡って21日
目に当たる日より前にお支払い頂きます。
■旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した船舶の運賃・料金、専用バスの料金、観光料金（資料館入場料、バス
料金含む）、食事料金（税・サービス料金を含む）、添乗員同行費用、団体行動中のチップ
※お客様のご都合により、旅行代金に含まれるものを一部利用されなくても払い戻しは致
しません。

■当社の責任

お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合には、当社は責任を
負いません。

(ｱ)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行
の中止(ｲ)運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害(ｳ)運送・宿泊機関等
のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の
中止(ｴ)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって
生じる旅行日程の変更、旅行の中止(ｵ)自由行動中の事故(ｶ)食中毒(ｷ)盗難(ｸ)運
送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅
行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

旅行条件（要約） 詳しい旅行条件を説明した書類をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえ、お申し込み下さい。

観光庁長官登録旅行業第1267号（JATA正会員）
〒101-8422  東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル

※1 取消料の基準となる旅行代金とは、旅行代金に追加代金を加算し割引代金を減
じた合計金額です。

※2 お客様の取消により1人１部屋となった場合、１人部屋利用旅行代金との差額が
必要となります。

■ 日程表 ■ご旅行代金（大人一人様）

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り
扱う営業所での責任者です。この旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠
慮なく左記の総合旅行業務取扱管理者にご質問くだ
さい。

旅行企画・実施

〒651-0085 神戸市中央区八幡通4-2-18 昭和住宅・福本ﾋﾞﾙ5階
総合旅行業務取扱管理者：谷 維人 Ｅメール：ccu@ytk.co.jp

〒541-0053 大阪市中央区本町3-2-6 本町ドリームビル7階
総合旅行業務取扱管理者：廣政 有香 Ｅメール：cck@ytk.co.jp

お申込時の注意事項とご案内

■旅行代金のご案内

●旅行代金は、消費税など諸税を含んでおります。

●2歳未満の幼児は無料ですが、食事とベッドのご用意はございません。ご旅行申込時に
同伴する旨をお申し出ください。

●ご予約変更による変更後の適用代金

取消料発生後に客室のご利用人数が減少した場合、取り消しされたお客様には既定の取
消料を、客室をお一人でご利用になられるお客様には１人部屋利用旅行代金との差額が
必要となります。

■客室番号のご希望について：客室番号のご希望は承っておりません。

■客室の3人利用時のご案内

●Kステートの一部では、3人目が未就学児（6歳以下）の場合に限り、備え付けのソファをキ
ッズベッドとして使用することで3人利用が可能です。この場合の代金はお問い合わせくださ
い。

●Dトリプル客室は備え付けのソファベッドを利用することで3人利用が可能です。3人目の
代金はお問い合わせください。

■お申込みに際してのご案内

●6か月未満の乳児はご参加頂けません。

●15才未満の方は、保護者の同行（同室）が条件となります。未就学児（6歳以下）の
お子様は、ご旅行前に船会社指定の承諾書の提出が必要となります。

●15歳以上20歳未満の方は単独でもご参加いただけますが、保護者の同意書が必要
です。

●妊娠中の方は事前にお申し出ください。ご旅行前に船会社指定の診断書および承
諾書を提出頂きます。

●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がいの
ある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のあ
る方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方その他特別の配慮
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ちにお申し出くださ
い。）。当社は可能な範囲でこれに応じます。尚、お客様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お客様の負担となります。

●電動車いすをご使用の場合、前項のほか使用の制限事項についての承諾書が必要となり
ます。なお、電動カートはご使用になれません。

●健康上および体質上の理由で食べ物に制限をお持ちのお客様は、ご旅行前にお申し出頂
き、船会社指定のお伺い書の提出をお願いいたします。

●医療器具をお持ち込みされる場合は当社へ予めお申し出ください。

●テレビ・雑誌等の取材のため、報道関係者が予告なく乗船する場合がございます。

■旅行代金に含まれないもの

※旅行代金に含まれないものを以下に例示します。

個人的性質の諸費用 （クリーニング代、電話料等）、傷害・疾病に関する医療費、自宅
から各出発地・神戸港からご自宅までの交通費や宿泊費等
■取消料

お客様は下記に記載した取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約を解除す
ることが出来ます。但し、契約解除のお申し出は、お申込みの郵船トラベルクルーズセン
ター営業時間内にお受けします。

■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2019年10月1日を基準としています。また、旅行代金は2019年10月1日現在
の有効なものとして公示されている運賃・規則を基準として算出しています。

■ 国内旅行保険への加入のすすめ
ご旅行中に病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、
事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これら
の治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の
国内旅行保険に加入することをお勧めします。国内旅行保険についてはお申し込みの旅行
取扱店にお問い合わせください。

お問い合わせ・お申込み

旅行代金の20%20日前から8日前まで

旅行開
始日前
日から
起算し
て 旅行代金の30%7日前から2日前まで

旅行代金の40%旅行開始日の前日

旅行代金の100%旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金の50%旅行開始日当日

無料21日前まで （2月28日）

■個人情報の取扱い

当社は、旅行申し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
連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申し込み頂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該パンフレット記載の日程表及び最終日程表に記
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に
必要な範囲内、又は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､保険会社、土産物店等に対し､お客様の氏名､生年月日、住所等
を､予め電磁的方法等で送付することによって提供します。このほか、当社は、①当社及び当
社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感
想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成、にお客
様の個人情報を利用させて頂くことがあります。

Ｋ－１９－０１７

月 日 時 間 スケジュール 食事

1

2020年 7:30 新大阪駅発、京都駅を経由しラグジュアリーバス「ゆいプリマ」にて

3/21 8:00 三ノ宮駅発、ラグジュアリーバス「ゆいプリマ」にて

（土） （1号車：新大阪駅発/2号車：三ノ宮駅発） ※2台口にて -

12：20頃 葛城北の丸（昼食)にて、会席料理をお楽しみください。 昼

17：00頃 伊豆・川奈クラシックホテルに到着。ご夕食はホテル内にて。 夕

＜川奈クラシックホテル泊＞

2

朝 川奈クラシックホテル出発し、箱根関所資料館を見学。 朝

3/22 11:30 ITOH DINING by NOBU（昼食）にて、コース料理をお楽しみください。 昼

（日） 15：30頃 横浜港到着。乗船受付。 夕

17:00 飛鳥Ⅱ出港。 ＜船内泊＞

3

朝

3/23 終日航海日：船内イベントをお楽しみください。 昼

（月） ＜船内泊＞ 夕

4

朝

3/24 9:00 神戸港入港。下船後解散。 -

（火） -

客室タイプ 2名様1室利用 1名様1室利用

Ｃ：スイート 398,000円 546,000円

Ｄ：バルコニー 340,000円 400,000円

Ｅ：バルコニー 330,000円 389,000円

Ｆ：ステート 312,000円 362,000円

Ｋ：ステート 298,000円 343,500円

上記各営業所の営業時間：月～金 9：30～18：00（土日祝休業）


