Go Toトラベル事業支援対象
1、この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。
2、旅行代金からGoToトラベル事業による給付金1泊あたり14,000円を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。
別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。
3、給付金の受領について：国からの給付金はお客様に対して支給されます。当社およびGoToトラベル事業局は、給付金
はお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」
をお支払いいただきます。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。
お客様は、当社およびGoToトラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。

福岡空港発/博多駅着 Ｘｍａｓハーバーライト横浜・神戸クルーズ【航空券・新幹線付】
2020年12月8日（火）～12月10日（木）3日間
【スケジュール】

月日

時間

1 12/8
（火）

09：00
10：20
11：55

福岡空港集合
福岡空港より空路羽田空港へ
羽田空港より各自にて横浜港へ

17：00

横浜港 出港
船内イベントなどお楽しみください
＜飛鳥Ⅱ・船中泊＞

■最少催行人員：8名様 ■食事回数：朝食2回、昼食1回、夕食2回
食事 ■添乗員：同行いたしません。12/8福岡空港では受付係員がご対応いたします。
（船内は飛鳥Ⅱのスタッフがご対応いたします。）
■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、日本郵船株主様優待券は、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・海象その他の事情により変更になる可
能性がございます。
※団体航空券（エコノミー）、団体新幹線切符（普通席）を利用の為、指定便と
夕
なり変更できません。座席の事前指定のご希望は承れません。

終日航海

朝

オプショナルツアー/専用車（別料金）

船内イベントやＸｍａｓディナー＆ショーなど
お楽しみください
＜飛鳥Ⅱ・船中泊＞

昼

①12/8羽田空港より横浜港まで 1台（4名乗り）35,000円（税込）
②12/10神戸港より新神戸駅まで 1台（4名乗り）10,000円（税込）

09：00

神戸港 入港
飛鳥Ⅱ下船後、各自にて新神戸駅へ

朝

15：00
17：30

新神戸駅より新幹線へ各自ご乗車
博多駅着

2 12/9
（水）

3 12/10
（木）

スケジュール

※下記区間の専用車手配承っております。ご希望の方はお申し出ください

夕

-

【旅行代金】(単位/円）
客室タイプ

Ｅバルコニー

Ｄバルコニー

Ｃスイート

大人（お一人様）

2名1室

1名1室

2名1室

1名1室

2名1室

1名1室

旅行代金①

186,000

234,150

189,500

238,700

267,500

412,700

旅行代金への給付額②

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

お支払い実額①-②

158,000

206,150

161,500

210,700

239,500

384,700

地域共通クーポン額

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

※飛鳥Ⅱ乗船前の前泊、下船後の後泊のホテル手配、博多駅以外の九州各地駅より新幹線の下車をご希望の場合はお問合せください。

イメージ

博多駅発着 Ｘｍａｓ神戸 週末ワンナイトクルーズ【新幹線付】
2020年12月12日（土）～12月13日（日）2日間
【スケジュール】
食事

月日

時間

スケジュール

1 12/12
（土）

10：00
12：30

博多駅より各自にて新幹線へ乗車
新神戸駅着後各自にて神戸港へ

17：00

神戸港 出港
船内イベントやＸｍａｓディナー＆ショー
などお楽しみください
＜飛鳥Ⅱ・船中泊＞

-

3 12/13
（日）

10：00

神戸港 入港
飛鳥Ⅱ下船後、各自にて新神戸駅へ

15：00
17：30

新神戸駅より新幹線へ各自ご乗車
博多駅着

夕

■最少催行人員：8名様 ■食事回数：朝食1回、夕食1回
■添乗員：同行いたしません。船内は飛鳥Ⅱのスタッフがご対応いたします。
■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、日本郵船株主様優待券は、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・海象その他の事情により変更になる可
能性がございます。
※団体新幹線切符（普通席）を利用の為、指定便となり変更できません。
座席の事前指定のご希望は承れません。

オプショナルツアー：専用車（別料金）
※下記区間の専用車手配承っております。
ご希望の方はお申し出ください

朝

新神戸駅＝神戸港 1台（4名乗り）
片道10,000円（税込）

-

イメージ

【旅行代金】（単位/円）
客室タイプ

Ｅバルコニー

Ｄバルコニー

Ｃスイート

大人（お一人様）

2名1室

1名1室

2名1室

1名1室

2名1室

1名1室

旅行代金①

113,000

139,400

115,500

142,650

158,500

238,600

旅行代金への給付額②

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

お支払い実額①-②

99,000

125,400

101,500

128,650

144,500

224,600

地域共通クーポン額

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

※飛鳥Ⅱ乗船前の前泊、下船後の後泊のホテル手配、博多駅以外の九州各地駅より新幹線の乗車、下車をご希望の場合はお問合せください。

イメージ
イメージ

CABIN PLANS

客室紹介

※客室内はバルコニーを含め全面禁煙です。喫煙されるお客様は、船内の喫煙スペースをご利用ください。

Dバルコニー（9デッキ）
Eバルコニー（8デッキ）

Cスイート

客室一例

客室一例

33.5㎡

ツインベッド
バスタブ付
バルコニー付

（面積にはバルコニーが含まれます）

22.9㎡

お申込時の注意事項とご案内

飛鳥Ⅱ（ｲﾒｰｼﾞ）

（面積にはバルコニーが含まれます）

グランドスパ露天風呂（イメージ）

アスカビジョン（イメージ）

ブックラウンジ e-Square（イー・スクエア）（イメージ）

Xmasプロダクションショー（イメージ）

※サービス内容および船内施設・客室の情報は2020年10月1日現在の状況のもので、今後変更・中止となる場合がございます。

■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。
●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。また、取消料発生後に客室タイプを変更され旅行代金が減額となっ
た場合は、差額代金に対し既定の取消料を申し受けます。
■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：客室S、Ａ（和洋室を含む）、Cの3人利用は当面の間でき
ません。Dトリプルの販売は当面の間、休止いたします。
■お申込みに際してのご案内
●2歳未満の乳幼児はご乗船条件としております事前PCR検査に必要な唾液検体採取
が困難なため、ご乗船いただけません。
●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、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

旅行条件（要約）

ツインベッド
バスタブ付
バルコニー付

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。
●「飛鳥Ⅱ新型コロナウイルス感染症対策プラン（運行会社：郵船クルーズ株式会社
発行）」の全文をご確認の上、お申込みください。
●感染症拡大防止の観点から、当面の間、次のパターンではご乗船頂けません。
〇2つ以上のクルーズを連続して乗船すること。
〇下船日から起算して14日以内に再度乗船すること。
●ご乗船の皆様に対し、唾液検体による事前PCR検査を実施します。検査結果が「高
リスク」もしくは「再検査」と判断されたお客様はご乗船いただけません。
●乗船前日より遡って14日前からの健康状態確認、乗船当日はマスク着用の上、「飛
鳥Ⅱ感染症に関する質問票」のご提出および検温へのご協力が必要です。ご乗船中
は客室内とお食事、ご入浴時を除き、マスク着用の徹底をお願いいたします。
●新型コロナウイルス感染症を発症した場合、慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿
病、心血管疾患などの基礎疾患がある方や透析を受けている方は重症化するリスク
が高いとされています。万一、症状が発生した場合、船上での適切な医療体制の確保
が非常に困難なため、ご乗船はご遠慮いただきますようお願いいたします。
●感染症が重症化しやすいとされている呼吸器疾患にあたり、船上での適切な医療
体制確保が非常に困難なため、酸素ボンベ・酸素濃縮器等の高級機疾患用衣料機器
をご利用の方はご乗船いただけません。
●上記以外の医療器具をお持ち込みされる場合はお申込時にお申し出ください。診断
書および承諾書を提出いただく場合があります。
●車いすをご使用されるお客様はお申込み時にお申し出ください。原則としてお客様
1名様に対して1名の介助いただけるご同伴者様（同室）の乗船をお願いいたします。

又、ご同伴者様は車いすご使用のお客様と共に行動していただきます。単独行動はご遠慮く
ださい。
●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。
●新型コロナウイルス感染症対策に万全を期する為、体質上（アレルギー）の理由で食べ物
に制限をお持ちの方への特別食の対応は当面の間、中止いたします。食材の情報について
はご乗船後に係員にお尋ねください。
●乗船前および下船後の状況把握のため、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の
インストールを強くお勧めいたします。
●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。
■「飛鳥Ⅱ新型コロナウイルス感染症対策プラン」はこちらから
ご覧いただけます（飛鳥クルーズホームページ）

※「飛鳥Ⅱ新型コロナウイルス感染症対策プラン」の内容は変更になる場合がございます。
ご乗船前に上記ホームページにて最新情報を必ずご確認ください。
■ 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。

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。

■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航空（エコノミークラス）、船舶、鉄道（普通席）等の運送機関の運賃・
料金、食事料金（税・サービス料金を含む）、航空会社規定の手荷物運搬料金、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。

■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。
旅行日程に明示した羽田空港から横浜港まで、神戸港から新神戸駅間の交通費、航空
会社の規定を超えた超過手荷物料金、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、日本国内における自宅から発着空港等集合、解散地
点までの交通や宿泊費等、希望者のみが参加するオプショナル・ツアーの料金。
■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、お申込みの店舗の営業時間内にお受
けします。

旅行開
始日前
日から
起算し
て

21日前まで

無料

20日前から8日前まで

旅行代金の20%

7日前から2日前まで

旅行代金の30%

旅行開始日の前日

旅行代金の40%

旅行開始日当日

旅行代金の50%

旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金の100%

■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・旅行代金の基準
この旅行条件は2020年10月1日を基準としています。また、旅行代金は2020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。
■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。

※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。

旅行企画・実施
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

お問い合わせ・お申込み

福岡営業所 ＴＥL：092-475-0011
〒812-0018 福岡市博多区住吉4-3-2博多エイトビル5階
総合旅行業務取扱管理者：呉田 博之 Ｅメール：wfs@ytk.co.jp

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。
ytk-2020010

