
神戸発着  熊野・駿河クルーズ  
2022年 8月27日●土  ▶ 8月31日●水   4泊5日

神戸発着  晩夏の土佐クルーズ  
2022年 8月31日●水  ▶ 9月2日●金   2泊3日

神戸発着  秋の西
さ い

海
か い

道
ど う

 悠々クルーズ  
2022年 9月2日●金  ▶ 9月9日●金   7泊8日

神戸 A-tripクルーズ～フランス気分～ 
2022年 9月9日●金  ▶ 9月11日●日   2泊3日

飛鳥クルーズご優待割引券
2枚利用キャンペーン

神戸セレクション
2022年 8月▶ 9月

写真撮影：中村武弘



旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位：円）

客室タイプ K：ステート F：ステート E：バルコニー
D：バルコニー

C：スイート A：アスカスイート W：和洋スイート  S：ロイヤルスイート
D3：ディートリプル

旅行代金 246,000 292,000 342,000 351,000 523,000 600,000 653,000 1,157,000 
ダブル乗船割引

適用後 221,400 262,800 307,800 315,900 470,700 540,000 587,700 1,041,300
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室F、E、Dは130％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

 スイート利用がお得！

清水

新宮
神戸

神戸

高知

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位：円）

客室タイプ K：ステート F：ステート E：バルコニー
D：バルコニー

C：スイート A：アスカスイート W：和洋スイート  S：ロイヤルスイート
D3：ディートリプル

旅行代金 128,000 151,000 176,000 181,000 267,000 305,000 332,000 584,000 
シニア割引

適用後 ─ 135,900 158,400 162,900 240,300 274,500 298,800 ─

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室F、E、Dは130％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

 スイート利用がお得！

月日 発着スケジュール 入港 出港

8/27 土 神戸 17：00

28 日 新宮 観光 10：30 17：00

29 月 清水 観光 11：00 17：00

30 火 クルージング ─ ─

31 水 神戸 9：00

■食事：朝 4 回、昼 3 回、夕4 回
観光  寄港地観光ツアー：別料金・定員制
W・Aスイート体験  スイート客室 W、A の旅行代金がお得。

※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

月日 発着スケジュール 入港 出港

8/31 水 神戸 17：00

9/1 木 高知 観光 10：00 17：00

2 金 神戸 9：00

■食事： 朝 2 回、昼 1 回、夕2 回
観光  寄港地観光ツアー：別料金・定員制
W・Aスイート体験  スイート客室 W、A の旅行代金がお得。

※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

■ 飛鳥Ⅱの新型コロナウイルス感染症対策について（一例）  ～新型コロナワクチン接種をお勧めしております～

「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）
https://www.asukacruise.co.jp/coronavirus_information/　※「飛鳥Ⅱ 新型コロナウイルス感染症対策プラン」の内容は随時更新されます。

　ご乗船前に左記ホームページにて最新情報を必ずご確認ください。

■ 乗船条件　 「飛鳥Ⅱ 新型コロナウイルス感染症対策プラン（随時更新／運航会社：郵船クルーズ株式会社発行）」の内容、並びに、お客様の個人情報を郵船クルーズ
株式会社およびお申し込み旅行会社・販売店へ提供することについてご同意いただくことがクルーズお申し込みをお受けする条件となります。

1�ご乗船前にワクチン接種を�
お勧めしております

飛鳥Ⅱご乗船に際し、新型コロナワクチン接
種を推奨しています。お申し込みの際に新
型コロナワクチン接種済みの旨を旅行会社
へお知らせください。ご乗船当日にワクチン
接種を確認できるものをお持ちください。
※ お申し込み時に2 回目のワクチン接種がお済みでない

場合は、ご乗船日の前日から起算して14日前までにワ
クチンを接種いただき、その旨を旅行会社へお知らせ
ください。

ワクチン未接種のお客様へ（お子様も含みます ※2歳未満の乳幼児を除く）必須
● ご乗船日の前日から起算して14日前までに2回以上のワクチン接種をされていな

いお客様は、ご乗船の3日前から前日までにご自身で民間または医療機関の検査
をお受けください。検査費用はお客様のご負担となります。

● この検査は運航会社指定の方法に限ります。「飛鳥Ⅱ 新型コロナウイルス感染症対
策プラン」を必ずご確認ください。

● ご乗船当日に、検査結果が陰性（低リスク）を確認できるものをご提示いただきます。

3日前～前日検査
「陰性（低リスク）」 判定 ▶ 当日PCR 検査

「陰性（低リスク）」 判定
ご自身で手配をお願いします 運航会社実施

2�ご乗船当日にPCR検査を実施します 必須
（客室タイプ等により午前中となる場合があります）

ご乗船当日、乗船受付前にPCR 検査を実施します。 
乗船直前の検査によりウイルスが船内に持ち込まれるリ
スクを軽減します。医師による確定診断ではございませ
んが、医療機関で行われているPCR 検査と同等程度の
精度となります。

当日PCR 検査
「陰性（低リスク）」 判定 ▶ 乗船受付 ▶ ご乗船！

検査費用はクルーズ代金に含まれます

8/28 新宮

観光   熊野古道・大門坂と 
速玉大社半日観光 ほか

シャトルバス（予定）

JR紀伊勝浦駅周辺

8/29 清水

観光   三保松原観光 ほか

ダブル
乗船

「7月9日発 神戸発着 中津・日向クルーズ」
（ 2022年総合パンフ夏号 新スケジュール

版／P.7）にご乗船いただくと本クルーズ
の旅行代金が10％割引になります。

シニア

10%
60歳以上のお客様は、旅行代金が10％割引
になるクルーズです。
※ 対象：下船日に満60歳以上（ 1962年9月2日まで

にお生まれの方）。ご本人様に限ります。
※客室K・Sを除く。

青岸渡寺と那智の滝（イメージ）青岸渡寺と那智の滝（イメージ）

9/1 高知

観光   高知市内半日観光、 
路面電車で巡る高知 ほか

シャトルバス（予定）

桂浜周辺
※ 桂浜周辺は一部改修 

工事が行われています。

桂浜の坂本龍馬像（イメージ）桂浜の坂本龍馬像（イメージ）

ASUKA SPECIAL
髙木凜々子 
（ヴァイオリン）

バルトーク国際コンクール
第二位をはじめ国内外のコ
ンクールで多数入賞。珠玉
の音色が紡ぎだす名曲の旋
律をお楽しみください。

ASUKA SPECIAL
MARIERIKA 

（ヴィオラ／ピアノ）
MARIEとERIKAによる姉妹デュオ。
人の声に近いヴィオラの音色を生か
した独自のサウンドで魅了します。

暁（和太鼓）
「進化する和太鼓」がコンセプトの男

女混合の和太鼓チーム。3度の日本一
と文部科学大臣賞を受賞した圧巻の
パフォーマンスをお届けします。

熊野と富士 憧れのふたつの世界遺産を訪れる

熊野・駿河クルーズ
2022年8月27日（土） ▶ 8月31日（水）  4泊5日　 ダブル乗船  W・Aスイート体験  

神戸
発着

コンパクトな日程で、クルーズライフと土佐観光を楽しむ

晩夏の土佐クルーズ
2022年8月31日（水） ▶ 9月2日（金）  2泊3日　 シニア10％  W・Aスイート体験  

神戸
発着



神戸

鹿児島

佐世保

八代

神戸

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位：円）

客室タイプ K：ステート F：ステート E：バルコニー
D：バルコニー

C：スイート A：アスカスイート W：和洋スイート  S：ロイヤルスイート
D3：ディートリプル

旅行代金 140,000 165,000 193,000 198,000 292,000 371,000 403,000 641,000 
ミドルエイジ割引

適用後 ─ 148,500 173,700 178,200 262,800 333,900 362,700 ─

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室F、E、Dは130％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位：円）

客室タイプ K：ステート F：ステート E：バルコニー
D：バルコニー

C：スイート A：アスカスイート W：和洋スイート  S：ロイヤルスイート
D3：ディートリプル

旅行代金 422,000 503,000 591,000 606,000 907,000 1,042,000 1,135,000 2,017,000 
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室F、E、Dは130％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

 スイート利用がお得！

月日 発着スケジュール 入港 出港

9/2 金 神戸 17：00

3 土 クルージング ─ ─

4 日
佐世保

N 18：40 （停泊）

5 月 観光 ─ 17：00

6 火 八代 観光 8：00 17：00

7 水 鹿児島 観光 10：00 17：00

8 木 クルージング ─ ─

9 金 神戸 9：00

■食事：朝 7 回、昼 6 回、夕7 回
観光  寄港地観光ツアー：別料金・定員制　　 N 1泊停泊します。
W・Aスイート体験  スイート客室 W、A の旅行代金がお得。

※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

−祝・佐世保市制120周年 −

9/4・5 佐世保 飛鳥Ⅱのお客様のための特別花火や 
特別マルシェを開催！
観光  九十九島遊覧 ほか

−祝・くまもんポート八代初入港 −

9/6 八代
観光  熊本城観光 ほか
シャトルバス（予定） 八代城跡公園周辺

月日 発着スケジュール 入港 出港

9/9 金 神戸 17：00

10 土
クルージング
★スペシャルステージ ─ ─

11 日 神戸 11：00

■食事：朝 2 回、昼 1 回、夕2 回
※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

ミドルエイジ

10%
40～50歳代のお客様は、旅行代金が10％割引に
なるクルーズです。

※ 対象：1962年9月10日～1982年9月11日生まれ。ご本人
様に限ります。※客室K・Sを除く。

ASUKA SPECIAL
ドミニク・シャニョン

（シンガー・ベース）
C.I.M パリ音楽院を首席で卒業。NHK
教育テレビ『フランス語会話』のレギュ
ラーを経て日本で音楽活動を開始。

阿部竜馬
（飛鳥Ⅱペストリーシェフ）

フランスでローラン･ル･ダニエルシェフ
に師事。2011年に帰国し、以来飛鳥Ⅱの
パティシエとして勤務。

※写真は全てイメージです。イベント内容は変更、中止となる場合がございます。

本誌掲載のクルーズにお申し込みいただくと、通常は1クルーズにつき1 枚限り 
ご利用可能な「飛鳥クルーズご優待割引券」が、1名様2枚までご利用いただけます。
※ご利用の際は、ご優待割引券原本をお申し込み旅行会社にご提出ください。

飛鳥クルーズご優待割引券
2枚利用キャンペーン

アスカクラブ
会員様

アスカクラブ
特別
割引10%

アスカクラブ会員様向けに旅行代金より10％割引
の特別代金が設定されたクルーズです。
※ ご予約の際にアスカクラブ会員である旨を旅行会社へ

お伝えいただき、割引券をご提出ください。
※客室K・Sを除く。

桜島（イメージ）桜島（イメージ）

洋上でフランス旅行気分
ご好評にお応えしてA-tripクルーズが神戸発
着で初登場します。「リドカフェ&リドガーデン」
では、朝食や昼食にフレンチビュッフェを実施。
ティータイムには、カラフルでかわいいマカロン
をはじめとしたフランスならではのスイーツも 
ご用意。船内はフランス一色に染まり、洗練さ
れたフランス文化を感じていただけます。

9/7 鹿児島

観光   仙巌園と 
鹿児島市内観光 ほか

シャトルバス（予定） 天文館周辺

神戸発着で初登場！洋上でフランスの美食と文化を満喫

神戸 A-trip クルーズ〜フランス気分〜
2022年9月9日（金） ▶ 9月11日（日）  2泊3日　 週末利用  ミドルエイジ10％  

神戸
発着

ASUKA SPECIAL

蒔絵の重要無形文化財
保持者

室瀬和美（漆芸家）
profile　漆芸家。漆芸の装飾技

法の一つ「蒔絵」の重要無形文化財保持者（人間
国宝）。創作、文化財の保存修復活動と並行し、漆
や蒔絵についての海外発信も積極的に行う。

船
上
×
対
談

飛鳥クルーズ
アンバサダー
小山薫堂 

（放送作家・脚本家）
profile　TV『世界遺産』『料理の鉄人』 映画

『おくりびと』等を手がけ、2025年の大阪・関西
万博では、テーマ事業プロデューサーを務める。

※乗船区間は未定です。

澤田知可子（歌手）
1991年「会いたい」が130万
枚の大ヒット。心に響く癒し
のメロディをお届けします。
※ 2022年5月22日より漢字を沢田

から澤田へ改名しました。

マリオネット 
（ポルトガルギター／マンドリン）

ポルトガルギターとマンドリンによ
るアコースティックユニットが奏で
るノスタルジックな音色をおたのし
みください。

熊野と富士 憧れのふたつの世界遺産を訪れる

熊野・駿河クルーズ
2022年8月27日（土） ▶ 8月31日（水）  4泊5日　 ダブル乗船  W・Aスイート体験  

神戸
発着

爽やかな季節の訪れを楽しむ、九州 3都市へ

秋の西
さ い

海
か い

道
ど う

 悠 ク々ルーズ
2022年9月2日（金） ▶ 9月9日（金）  7泊8日　 アスカクラブ特割10％  W・Aスイート体験

神戸
発着

コンパクトな日程で、クルーズライフと土佐観光を楽しむ

晩夏の土佐クルーズ
2022年8月31日（水） ▶ 9月2日（金）  2泊3日　 シニア10％  W・Aスイート体験  

神戸
発着



飛鳥Ⅱ お申し込み時のご案内　※サービス内容および船内施設・客室の情報は2022年6月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。 （運航会社：郵船クルーズ株式会社）

●「飛鳥Ⅱ 新型コロナウイルス感染症対策プラン（随時更新／運航会社：郵船クルーズ株式会社発行）」の内容、並
びに、お客様の個人情報を郵船クルーズ株式会社およびお申し込み旅行会社・販売店へ提供することについて
ご同意いただくことがクルーズお申し込みをお受けする条件となります。本対策プランの内容は変更になる場合
がございます。ご乗船前に飛鳥クルーズのホームぺージにて最新情報を必ずご確認ください。

●パンフレット記載の旅行代金は客室をお二人様でご利用の場合の、お一人様の代金です（原則として大人・子ども同額）。
●2歳未満の幼児の旅行代金は無料ですが、お申し込み時に同伴する旨をお申し出ください。なお、ベッドのご用

意はございません。食事のご用意はございますが、粉ミルク、離乳食、アレルギー対応食はございませんので事前
にご準備ください。

●客室をお一人様でご利用の場合は、割増代金が必要です。当該クルーズ掲載頁をご確認ください。お一人様で
ご利用いただける客室には限りがございます。相部屋は承っていません。

●客室K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3人目の旅行代金は、子ども代金設定の有無にかかわらず、客室Kの旅
行代金（大人お一人様）の50％となります（K3キッズ・7デッキのみ）。

●スイート客室・D3の3人利用（D3は3人利用が基本です）
◦客室Sはエキストラベッドを、客室W、A、C、D3は備え付けのソファベッドを使用することで3人利用が可能です
（ただし、1058、1059、1060、1061、1062、1063号室を除く）。
◦3人目の旅行代金は、客室タイプ（S、W、A、C、D3）にかかわらず当該クルーズの客室K相当の旅行代金となります。
●国内クルーズの旅行代金は、消費税等諸税を含んでいます。
●客室番号のご指定について
◦「神戸発着 熊野・駿河クルーズ」「神戸発着 秋の西海道 悠々クルーズ」では、フルクルーズ（全区間）にご予約の

場合にのみ、客室番号のご希望をお預かりいたします。客室番号は乗船券発券時に最終確定します。なお、ご希
望にそえない場合もございますので、あらかじめご了承ください。客室Kに関しては、7デッキ、8デッキ、右舷、左
舷、エレベーター付近（前方、中央、後方）の組み合わせでのお預かりとなります。ボートとボートの間など、眺望
に関するご希望や客室番号指定のリクエストはお受けできませんのでご了承ください。

◦上記以外のクルーズでは、客室S、W、Aを除き、客室番号のご希望は承れません。
●取消料発生期間内に客室のご利用人数が減少した場合、取消されたお客様には規定による取消料を、客室を

お一人様でご利用になられるお客様には規定による割増代金を追加で申し受けます。
●取消料発生期間内にお客様の申し出により旅行の契約内容（客室タイプ／コース／割引種別／対象者等を含みま

す）を変更される場合は、旅行契約を一旦解除した上で新たに旅行契約を締結していただきます。このとき、新契約
の代金が旧契約の代金よりも低額であれば、その差額に対し規定の取消料率を乗じた取消料を申し受けます。

●6ヶ月未満の乳幼児はご乗船いただけません。
●15歳未満の方は、保護者の同行（同室）が条件となります。幼児（6歳までの未就学児）のお子様は、お申し込み

時に運航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乗船いただけますが、お申し込み時に保護者の同意書の提出が必要です。
●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、発症した場合、船上での
適切な医療体制の確保が非常に困難なため、予めお客様ご自身で主治医にご相談をお願いいたします。主治医
よりクルーズ参加の了承を得た場合は、お申し込みの旅行会社へお知らせください。

●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・酸素濃縮器等の呼吸器疾患用医療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し込み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。

●妊娠中の方はお申し込み時またはお早目にお申し出ください。運航会社指定の診断書および承諾書を提出いただきます。
●車いすをご使用されるお客様はお申し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、前項のほか使用上の制限事項についての承諾書の提出が必要となります。なお、
電動カートはご使用になれません。

●体質上（アレルギー）の理由で食べ物に制限をお持ちのお客様は、お申し込みの都度、旅行会社にお申し出ください。
ご乗船後にメニューについてご相談させていただきますが、必ずしも全てのアレルゲンに対応できるとは限りません。

●各クルーズ乗客数が200名に満たない場合は運航を中止する場合がございます。
●天候や今後の感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事情によりスケジュールおよび船内サービス・イベン

ト、寄港地観光ツアー等が変更もしくは中止となる場合がございます。
●天候による運航中止やスケジュール変更をはじめとした運航会社の旅客運送約款内「運航の中止・変更等」の

規定による措置に伴う交通費や宿泊費、宅配便等の費用はお客様負担となります。
●船内施設はご利用人数を制限してご案内します。また、一部の施設は営業を中止する場合がございます。
●写真は全てイメージです。掲載の寄港地案内、写真は一部寄港地観光ツアー等でお楽しみいただけるものです。

一部改装前の写真や感染症対策前の写真が含まれます。実際とは異なる場合がございます。
●ゲストエンターテイナー等の撮影は原則としてご遠慮いただいております。
●テレビ・雑誌等の取材関係者が予告なく乗船する場合がございます。
●ご乗船に際して必要なデータの正確を期すため、過去の乗船時のデータと異なる申告について取扱旅行会社

へ照会させていただく場合があります。
●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。
●出発間際の運航中止やスケジュール変更について、申込書に記載の携帯電話へショートメッセージでご連絡す

る場合がございます。

■寄港地での過ごし方
◦郵船クルーズ（株）が企画・実施する寄港

地観光ツアーをご用意します。詳しい日
程および申込書は別途送付いたします。
◦お申し込み多数の場合は抽選となります。
◦最少催行人員に満たない場合は中止と

させていただきます。
◦代金は、すべて船上でお支払いください。
◦寄港地観光ツアーにご参加中の船上で

の諸サービス（食事・宿泊等）について、
クルーズ代金の払い戻しはございません。
◦車いすをご利用のお客様および歩行が

困難なお客様は、旅行の安全かつ円滑
な実施のためツアーへのご参加をお断
りすることもございますので、予めお申
し込みの旅行会社を通じ、郵船クルーズ

（株）までお問い合わせください。
◦港が市内中心地から離れている寄港地

では、港から市内中心地などへシャトル
バスを運行します。

※シャトルバスが運行しない場合でも相当
額の補償や他運送機関への振替はあり
ません。

※今後の感染状況により寄港地での外出
は運航会社が感染症対策を調査した企
画・実施のツアーに限らせていただく場
合があり、半日ツアーへの行程の変更、
シャトルバスの運行中止など、内容を変
更する場合があります。

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。
※救命ボートや救命いかだ、乗下船用タラップなど客船固有の設備のために、Kステートおよび一部客室では眺望がさまたげられます。

全客室 海側ツインベッド・バスタブ付 
※面積にはバルコニーが含まれます。

S  ロイヤルスイート
[ 4 室限定 ] 10 デッキ

W 和洋スイート
[ 2 室限定 ] 10 デッキ

A  アスカスイート
10 デッキ

C  スイート
10 デッキ

D E  バルコニー
D：9デッキ  E：8デッキ

D3  ディートリプル
[ 4 室限定 ] 7 デッキ後方

F K  ステート
F：7デッキ　K：7・8デッキ

88.2㎡  バルコニー付 45.8㎡  バルコニー付 45.8㎡  バルコニー付 33.5㎡ バルコニー付 22.9㎡  バルコニー付 22.9㎡  角窓（バルコニーなし） 18.4㎡  角窓（バルコニーなし）

プレミアダイニング
「ザ・ベール」

Ｓロイヤルスイート、W和洋スイート、Ａアスカスイートのお客様専用のプレミアダイニングです。
※感染症予防のため、オープンシーティングは中止し、2回制でご案内します。

インルーム
ダイニングサービス

Ｓロイヤルスイート、W和洋スイート、Ａアスカスイート、Ｃスイートのお客様は
朝・昼・夕食を客室へお届けするサービスがございます。（無料・乗船後予約制）

旅行条件　旅行条件につきましては下記による他、当社の旅行業約款によります。お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。
■募集型企画旅行契約
　この旅行は、下記記載の旅行会社（以下「当社」という）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を締結することに
なります。

　又、契約の内容・条件は、募集広告（パンフレット等）の各コースごとに記載されて
いる条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及
び当社の募集型企画旅行約款によります。

■旅行代金に含まれるもの
●旅行日程表に明示されたクルーズ代金（クルーズ期間中の船内における全食事を

含む。ただし寿司“海彦”は別料金）
●旅行日程表に明示された利用交通機関の運賃・料金、バス料金
●団体行動中のチップ

〔注〕上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの

（前項の他は旅行代金の中に含まれていません。その一部を例示します）
●超過手荷物料金（規定の重量、容積、個数を超える分について）
●アルコール等飲料の代金、クリーニング、電報･電話料、その他追加飲食等個人的性

質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
●傷害、疾病に関する治療費、渡航手続費用（旅券用印紙代、査証料、予防接種料金、

傷害･疾病保険料及び渡航手続取扱料金）
●ご自宅と発着港間の交通費･宿泊費
●お客様のご希望によりお1人部屋を利用される場合の追加代金
●希望者のみ参加される寄港地観光ツアーの旅行代金
■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金として旅行代金の20％を添えて

お申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部と
して繰り入れます。

●当社は、電話・郵便・FAX・インターネットその他の通信手段による募集型企画旅行
契約の予約申し込みを受けつけることがあります。この場合、電話などによる予約
申し込みの翌日から起算して当社が定める期間内に申込書と申込金を提出または
クレジットカード番号等を通知していただきます。この期間内に申込書と申込金を
提出されない場合、またはクレジットカード番号等の通知をされない場合、当社は
申し込みはなかったものとして取り扱います。

●募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成
立するものとします。

●残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行は21日目にあたる
日より前までにお支払いいただきます。

●詳しい旅行条件を説明した説明書面を用意していますので、事前に確認の上お申
し込みください。

■お申し込み条件
●20歳未満の方は保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者の同行（同室）

を条件とします。
●健康を害している方、車いすなどの器具をご利用になっている方や心身に障害の

ある方、認知症の方、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
のほか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。改めて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必
要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。

●前項のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じま
す。この際、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、または書面で
それらをお申し出いただくことがあります。

●当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、医師の診断
書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。

　また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契
約のお申し込みをお断りし、または旅行契約の解除をさせていただくことがあります。

　なお、お客様から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
要する費用は原則としてお客様のご負担とします。

■確定書面（最終日程表）
●確定された最終日程表は旅行開始日の前日（旅行開始日の前日から起算してさかの

ぼって7日目に当たる日以降に申し込みされた場合は旅行開始日）までに交付します。
■旅行契約内容の変更
●当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官

公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供等の当社が関与しえ
ない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。

■旅程保証
●当社は別途お渡しする契約書面に重要な変更が生じた場合は、規定の変更補償

金を支払います。ただし、次の場合は変更補償金は支払いません。天災地変、戦乱、
暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行
計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のた
め必要な措置。なお、変更補償金は旅行者1名に対し、1募集型企画旅行につき旅
行代金の15％を限度とします。また、変更補償金が千円未満であるときは、変更補
償金は支払いません。

■旅行代金の額の変更
●利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改訂により、旅行代金の額を変更するこ

とがあります。増額の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、15日
目にあたる日より前にお知らせします。

■取消料（お客様による旅行契約の解除）
●お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
●当社の責任とならないローン・渡航手続等の事由によるお取消の場合も、下記の

取消料をいただきます。
●ただし次の場合は取消料はいただきません。
　旅行内容の重要な変更、旅行代金の増額、旅行開始後お客様の責以外で旅行

サービスを受領できなくなったとき等。
●国内クルーズ

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

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％
旅行開始の当日（旅行開始後を除く） 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％

■当社による旅行契約の解除
●次の場合、当社は契約を解除することがあります。代金不払い、申し込み条件の不

適合、病気、団体行動への支障、天災地変、戦乱などの理由により旅行の円滑な実
施が不可能なとき等。

■お客様の交替
●左記取消料が発生する日以降旅行開始前迄にお申し出いただき、当社が承諾した

場合、お一人様につき1万円の手数料をお支払いいただくことにより、別の方へ交
替することができますが、1室ご利用のお客様全員が交替する場合は、キャンセル
扱いとなります。なお、旅行開始後の乗船者の途中交替はできません。

■当社の責任
●当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。

お荷物に関する賠償限度額はお一人様15万円（故意又は重過失がある場合を除く）。
■お客様の責任
●当社はお客様の故意または過失、法令もしくは、公序良俗に反する行為により当社

が損害を被ったときは、お客様から損害の賠償を申し受けます。
●お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企

画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
●お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容

と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者
又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

■特別補償
●当社は責任の有無にかかわらず、お客様が、当旅行参加中に、急激かつ偶然な外

来の事故により生命、身体、又は手荷物に被った一定の損害について補償金およ
び見舞金を支払います。

●国内クルーズ
死 亡 補 償 金 1,500万円
入 院 見 舞 金 2万円～20万円

通 院 見 舞 金 1万円～5万円
通院3日以上

携帯品損害補償金 お客様1名様につき3千円～15万円　※1※2

※1　補償対象品1個あたり10万円を限度とします。
※2　損害額がお客様1名様について1回の事故につき3千円を超えない場合は、当社は損害補

償金を支払いません。
■最少催行人員：各コース 200名様
■旅行条件・旅行代金の基準日：2022年6月1日
■個人情報の取扱い
●当社及び受託旅行業者（以下「販売店」といいます）は、旅行申し込みの際に提出さ

れた申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用
させていただくほか、渡航手続業務の遂行、お客様がお申し込みいただいた旅行に
おいて旅行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きに必要な
範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用など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
要な範囲内で利用し、また、それらの運送・宿泊機関等、手配代行者、保険会社、土
産品店等に対し電子的方法等で送付することにより提供します。

　このほか、当社および販売店の個人情報の取り扱いに関する方針については、店
舗、旅行条件書、ホームページ等でご確認ください。

　お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いた
だくものとします。

■添乗員
●添乗員は同行いたしません。船内では係員がお世話いたします。

※ダイジェスト版につき旅行条件等の詳細につきましては、旅行条件書をご覧ください。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの責任者です。このご旅行の契約に
関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。S1-241


