2022年7月22日（金）〜7月26日（火）4泊5日
日程

寄港地

相

7/22
（金）

清

7/23
（土）

新

7/24
（日）

7/25
（火）

食事

馬 17：00出港 JR仙台駅より無料シャトルバスにて相馬港へ
又は相馬港集合(無料駐車場完備)
（乗船前にJR仙台駅又は相馬港周辺にてPCR検査実施）

にっぽん丸（泊）

水 13:00入港 船上より富士山を眺めながら入港
清水周辺の観光をオプショナルツアーや自由散策等で
22:00出港
お楽しみください。

にっぽん丸（泊）

熊野三山等）の観光を
9:00入港 世界自然遺産熊野周辺（熊野古道、
17:00出港 オプショナルツアーや自由散策等でお楽しみください。

宮

伊豆諸島青ヶ島周辺周遊
船上からの眺望や船内イベントをお楽しみください。

にっぽん丸（泊）

にっぽん丸（泊）

下船。
馬 10:00入港 相馬港へ入港、
解散又は無料シャトルバスにてJR仙台駅へ。

相

7/26
食事/

スケジュール

青ヶ島周遊

（月）

募集人員360名（最少催行人員160名）

（夕食）はカジュアル4回
朝4回、 昼3回、 夜4回 ドレスコード

※感染症の拡大防止、気象・海象、その他の事情（出港地・寄港地の受け入れ状況等）により、運航スケジュール、イベントを変更または中止する場合があります。

ご旅行代金［相馬港発着］
（大人お一人様・クルーズ代・仙台-相馬往復バス代・PCR検査代・消費税込み）
ステートルーム

デラックスルーム

スイートルーム

‑ ‑ ‑ ‑ ‑
‑
‑
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

客室タイプ スタンダードステート コンフォートステート スーペリアツイン デラックスシングル デラックスベランダ デラックスツイン ジュニアスイート オーシャンビュースイート

3名1室利用

184,600円 201,900円 219,200円

2名1室利用

213,000円 233,000円 253,000円

‑

1名1室利用

ご旅行代金について

ビスタスイート

グランドスイート

605,700円

437,000円 401,000円 557,000円 565,000円 649,000円 917,000円

349,500円 379,500円 501,000円

■子供代金：２歳以上小学生以下は上記大人代金の75％、中学生以上は大人代金となります。お子様の1名１室利用はお受けできません。
■スーペリアコンセプトルーム3名様1室利用お一人様413,000円、
4名様1室利用お一人様313,000円、5〜6名様1室利用お一人様240,000円

相馬港では旅行期間中無料で駐車場
JR仙台駅 相馬港往復無料シャトルバス運行（事前予約制） をご用意致します。
にっぽん丸新型コロナウイルス感染症への取り組み（申込み条件）書面をお渡しいたしますので、
事前にご確認の上、
お申し込みください。
旅行条件〈要約〉 詳しい旅行条件を記載した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
１．旅行のお申込み
a.所定のお申込み書に必要事項をご記入の上、
お申込み金1名様当り下記金額
を添えてお申込みください。募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承
諾し、申込金を受理した時点で成立するものといたします。
旅行代金（お一人様）
お申込金

15万円以下
20,000円

15万円以上〜30万円未満
30,000円

30万円以上
50,000円

b.お電話によるお申込みの場合は、お申し込みの翌日から7日以内に上記aの
申込み手続きをお願いいたします。
この場合にも、申込金を受理した時点で
募集型企画旅行契約が成立したものとします。
２．旅行代金のお支払い
お申込金を除いた残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、旅
行開始日の1ヶ月前までにお支払いいただきます。
３．旅行代金に含まれるもの
a.旅行日程に明示した船舶の運賃。
b.旅行日程に明示した船内宿泊、食事、船内のイベント参加費（一部材料費を除
く）。
交通費。

４．旅行代金に含まれないもの（前項の他は旅行代金に含まれていません。その
一部を例示します。
）
a.傷害疾病に関わる医療費及び諸費用、
並びに携行品保険。
b.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
人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
c.船内での有料サービス。
d.寄港地での希望者のみ参加されるオプショナルツアーの費用。
e.出発地まで、
及び解散地からの交通費、
その他個人的費用。
５．取消料
お申込み後、お客様の都合で取消しをされる場合、下記表の取消料を申し受けます。
取
旅行開始日の前日より
さかのぼった旅行代金
に対しての取消料

消

日

取

消

料

60日前〜41日前

旅行代金の

10％

40日前〜31日前

旅行代金の

20％

30日前〜21日前

旅行代金の

30％

20日前〜8日前

旅行代金の

50％

7日前〜前日

旅行代金の

80％

当日

旅行代金の

100％

６．
添乗員同行の有無
添乗員が同行します。
７．
その他
a.参加者の人数が、明示した最少催行人員に達しない場合は旅行を中止しま
す。
この場合は旅行開始日の前日から起算し、
さかのぼって13日目に当たる
日より前までにお客様にその旨を通達いたします。
b.運送機関の運賃・料金の増額に伴い、旅行代金を増額する場合は、旅行開始
日の前日から起算し、
さかのぼって15日目に当たる日より前までに、お客様
にその旨をご通知いたします。
c.天災地変、戦乱、運送機関等の争議行為等、その他当社の管理できない事由
が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため、止むを得ない時は
旅行を中止、
または旅行の変更をすることがあります。
d.旅行条件・旅行代金は、
2022年3月1日を基準としております。
e.その他の事項については当社の旅行条件書によります。
８．
最少催行人員 ： 160名

●個人情報の取り扱いについて
当社と当社の受託旅行取扱会社（以下販売店）
は、
旅行申込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、
お客様にお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関に
ついては各スケジュール表に記載されています。
）の提供するサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
当社及び販売店は、
よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析およびアンケートのお願いや、
当社または販売店の旅行
商品のご案内及び特典サービスのご提供をお客様にお届けするために、
お客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。

●お問い合わせ・お申し込みは下記まで

郵船グループ

旅行企画・実施
〜クルーズのエキスパート〜

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 ミレーネ神保町ビル7階

一般社団法人日本旅行業協会
（JATA）
正会員

ホームページアドレス https://www.ytk.jp

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターへ

東京

☎03（5213）9987

〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 ミレーネ神保町ビル7階
総合旅行業務取扱管理者：福田 麻由子 E-mail:cctweb@ytk.co.jp

左記営業所の営業時間：
月〜金曜 9：30〜18：00
（土・日・祝祭日 休業）
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取引に関する責任者で
す。
この旅行契約に関しご不明な点があれば、
ご
遠慮なく左記の取扱管理者にお尋ねください。

日立ポートサービス
クルーズデスク

〒319-1222
茨城県日立市久慈町1-3-10 日立埠頭㈱ 本社1階
茨城県知事登録旅行業2-628号 日立埠頭株式会社
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又は相馬港集合(無料駐車場完備)
（乗船前にJR仙台駅又は相馬港周辺にてPCR検査実施）

にっぽん丸（泊）

水 13:00入港 船上より富士山を眺めながら入港
清水周辺の観光をオプショナルツアーや自由散策等で
22:00出港
お楽しみください。

にっぽん丸（泊）

熊野三山等）の観光を
9:00入港 世界自然遺産熊野周辺（熊野古道、
17:00出港 オプショナルツアーや自由散策等でお楽しみください。

宮

伊豆諸島青ヶ島周辺周遊
船上からの眺望や船内イベントをお楽しみください。
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相

7/26
食事/

スケジュール

青ヶ島周遊

（月）

募集人員360名（最少催行人員160名）

（夕食）はカジュアル4回
朝4回、 昼3回、 夜4回 ドレスコード

※感染症の拡大防止、気象・海象、その他の事情（出港地・寄港地の受け入れ状況等）により、運航スケジュール、イベントを変更または中止する場合があります。
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（大人お一人様・クルーズ代・仙台-相馬往復バス代・PCR検査代・消費税込み）
ステートルーム

デラックスルーム
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‑
‑
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
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‑

1名1室利用
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437,000円 401,000円 557,000円 565,000円 649,000円 917,000円

349,500円 379,500円 501,000円

■子供代金：２歳以上小学生以下は上記大人代金の75％、中学生以上は大人代金となります。お子様の1名１室利用はお受けできません。
■スーペリアコンセプトルーム3名様1室利用お一人様413,000円、
4名様1室利用お一人様313,000円、5〜6名様1室利用お一人様240,000円

相馬港では旅行期間中無料で駐車場
JR仙台駅 相馬港往復無料シャトルバス運行（事前予約制） をご用意致します。
にっぽん丸新型コロナウイルス感染症への取り組み（申込み条件）書面をお渡しいたしますので、
事前にご確認の上、
お申し込みください。
旅行条件〈要約〉 詳しい旅行条件を記載した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
１．旅行のお申込み
a.所定のお申込み書に必要事項をご記入の上、
お申込み金1名様当り下記金額
を添えてお申込みください。募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承
諾し、申込金を受理した時点で成立するものといたします。
旅行代金（お一人様）
お申込金

15万円以下
20,000円

15万円以上〜30万円未満
30,000円

30万円以上
50,000円

b.お電話によるお申込みの場合は、お申し込みの翌日から7日以内に上記aの
申込み手続きをお願いいたします。
この場合にも、申込金を受理した時点で
募集型企画旅行契約が成立したものとします。
２．旅行代金のお支払い
お申込金を除いた残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、旅
行開始日の1ヶ月前までにお支払いいただきます。
３．旅行代金に含まれるもの
a.旅行日程に明示した船舶の運賃。
b.旅行日程に明示した船内宿泊、食事、船内のイベント参加費（一部材料費を除
く）。
交通費。

４．旅行代金に含まれないもの（前項の他は旅行代金に含まれていません。その
一部を例示します。
）
a.傷害疾病に関わる医療費及び諸費用、
並びに携行品保険。
b.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
人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
c.船内での有料サービス。
d.寄港地での希望者のみ参加されるオプショナルツアーの費用。
e.出発地まで、
及び解散地からの交通費、
その他個人的費用。
５．取消料
お申込み後、お客様の都合で取消しをされる場合、下記表の取消料を申し受けます。
取
旅行開始日の前日より
さかのぼった旅行代金
に対しての取消料

消

日

取

消

料

60日前〜41日前

旅行代金の

10％

40日前〜31日前

旅行代金の

20％

30日前〜21日前

旅行代金の

30％

20日前〜8日前

旅行代金の

50％

7日前〜前日

旅行代金の

80％

当日

旅行代金の

100％

６．
添乗員同行の有無
添乗員が同行します。
７．
その他
a.参加者の人数が、明示した最少催行人員に達しない場合は旅行を中止しま
す。
この場合は旅行開始日の前日から起算し、
さかのぼって13日目に当たる
日より前までにお客様にその旨を通達いたします。
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が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため、止むを得ない時は
旅行を中止、
または旅行の変更をすることがあります。
d.旅行条件・旅行代金は、
2022年3月1日を基準としております。
e.その他の事項については当社の旅行条件書によります。
８．
最少催行人員 ： 160名
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当社または販売店の旅行
商品のご案内及び特典サービスのご提供をお客様にお届けするために、
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（夕食）はカジュアル4回
朝4回、 昼3回、 夜4回 ドレスコード

※感染症の拡大防止、気象・海象、その他の事情（出港地・寄港地の受け入れ状況等）により、運航スケジュール、イベントを変更または中止する場合があります。

ご旅行代金［相馬港発着］
（大人お一人様・クルーズ代・仙台-相馬往復バス代・PCR検査代・消費税込み）
ステートルーム

デラックスルーム

スイートルーム

‑ ‑ ‑ ‑ ‑
‑
‑
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

客室タイプ スタンダードステート コンフォートステート スーペリアツイン デラックスシングル デラックスベランダ デラックスツイン ジュニアスイート オーシャンビュースイート

3名1室利用

184,600円 201,900円 219,200円

2名1室利用

213,000円 233,000円 253,000円

‑

1名1室利用

ご旅行代金について

ビスタスイート

グランドスイート

605,700円

437,000円 401,000円 557,000円 565,000円 649,000円 917,000円

349,500円 379,500円 501,000円

■子供代金：２歳以上小学生以下は上記大人代金の75％、中学生以上は大人代金となります。お子様の1名１室利用はお受けできません。
■スーペリアコンセプトルーム3名様1室利用お一人様413,000円、
4名様1室利用お一人様313,000円、5〜6名様1室利用お一人様240,000円

相馬港では旅行期間中無料で駐車場
JR仙台駅 相馬港往復無料シャトルバス運行（事前予約制） をご用意致します。
にっぽん丸新型コロナウイルス感染症への取り組み（申込み条件）書面をお渡しいたしますので、
事前にご確認の上、
お申し込みください。
旅行条件〈要約〉 詳しい旅行条件を記載した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
１．旅行のお申込み
a.所定のお申込み書に必要事項をご記入の上、
お申込み金1名様当り下記金額
を添えてお申込みください。募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承
諾し、申込金を受理した時点で成立するものといたします。
旅行代金（お一人様）
お申込金

15万円以下
20,000円

15万円以上〜30万円未満
30,000円

30万円以上
50,000円

b.お電話によるお申込みの場合は、お申し込みの翌日から7日以内に上記aの
申込み手続きをお願いいたします。
この場合にも、申込金を受理した時点で
募集型企画旅行契約が成立したものとします。
２．旅行代金のお支払い
お申込金を除いた残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、旅
行開始日の1ヶ月前までにお支払いいただきます。
３．旅行代金に含まれるもの
a.旅行日程に明示した船舶の運賃。
b.旅行日程に明示した船内宿泊、食事、船内のイベント参加費（一部材料費を除
く）。
交通費。

４．旅行代金に含まれないもの（前項の他は旅行代金に含まれていません。その
一部を例示します。
）
a.傷害疾病に関わる医療費及び諸費用、
並びに携行品保険。
b.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
人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
c.船内での有料サービス。
d.寄港地での希望者のみ参加されるオプショナルツアーの費用。
e.出発地まで、
及び解散地からの交通費、
その他個人的費用。
５．取消料
お申込み後、お客様の都合で取消しをされる場合、下記表の取消料を申し受けます。
取
旅行開始日の前日より
さかのぼった旅行代金
に対しての取消料

消

日

取

消

料

60日前〜41日前

旅行代金の

10％

40日前〜31日前

旅行代金の

20％

30日前〜21日前

旅行代金の

30％

20日前〜8日前

旅行代金の

50％

7日前〜前日

旅行代金の

80％

当日

旅行代金の

100％

６．
添乗員同行の有無
添乗員が同行します。
７．
その他
a.参加者の人数が、明示した最少催行人員に達しない場合は旅行を中止しま
す。
この場合は旅行開始日の前日から起算し、
さかのぼって13日目に当たる
日より前までにお客様にその旨を通達いたします。
b.運送機関の運賃・料金の増額に伴い、旅行代金を増額する場合は、旅行開始
日の前日から起算し、
さかのぼって15日目に当たる日より前までに、お客様
にその旨をご通知いたします。
c.天災地変、戦乱、運送機関等の争議行為等、その他当社の管理できない事由
が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため、止むを得ない時は
旅行を中止、
または旅行の変更をすることがあります。
d.旅行条件・旅行代金は、
2022年3月1日を基準としております。
e.その他の事項については当社の旅行条件書によります。
８．
最少催行人員 ： 160名

●個人情報の取り扱いについて
当社と当社の受託旅行取扱会社（以下販売店）
は、
旅行申込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、
お客様にお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関に
ついては各スケジュール表に記載されています。
）の提供するサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
当社及び販売店は、
よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析およびアンケートのお願いや、
当社または販売店の旅行
商品のご案内及び特典サービスのご提供をお客様にお届けするために、
お客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。

●お問い合わせ・お申し込みは下記まで

郵船グループ

旅行企画・実施
〜クルーズのエキスパート〜

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 ミレーネ神保町ビル7階

一般社団法人日本旅行業協会
（JATA）
正会員

ホームページアドレス https://www.ytk.jp

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターへ

東京

☎03（5213）9987

〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 ミレーネ神保町ビル7階
総合旅行業務取扱管理者：福田 麻由子 E-mail:cctweb@ytk.co.jp

左記営業所の営業時間：
月〜金曜 9：30〜18：00
（土・日・祝祭日 休業）
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取引に関する責任者で
す。
この旅行契約に関しご不明な点があれば、
ご
遠慮なく左記の取扱管理者にお尋ねください。

日立ポートサービス
クルーズデスク

〒319-1222
茨城県日立市久慈町1-3-10 日立埠頭㈱ 本社1階
茨城県知事登録旅行業2-628号 日立埠頭株式会社

2022年7月22日（金）〜7月26日（火）4泊5日
日程

寄港地

相

7/22
（金）

清

7/23
（土）

新

7/24
（日）

7/25
（火）

食事

馬 17：00出港 JR仙台駅より無料シャトルバスにて相馬港へ
又は相馬港集合(無料駐車場完備)
（乗船前にJR仙台駅又は相馬港周辺にてPCR検査実施）

にっぽん丸（泊）

水 13:00入港 船上より富士山を眺めながら入港
清水周辺の観光をオプショナルツアーや自由散策等で
22:00出港
お楽しみください。

にっぽん丸（泊）

熊野三山等）の観光を
9:00入港 世界自然遺産熊野周辺（熊野古道、
17:00出港 オプショナルツアーや自由散策等でお楽しみください。

宮

伊豆諸島青ヶ島周辺周遊
船上からの眺望や船内イベントをお楽しみください。

にっぽん丸（泊）

にっぽん丸（泊）

下船。
馬 10:00入港 相馬港へ入港、
解散又は無料シャトルバスにてJR仙台駅へ。

相

7/26
食事/

スケジュール

青ヶ島周遊

（月）

募集人員360名（最少催行人員160名）

（夕食）はカジュアル4回
朝4回、 昼3回、 夜4回 ドレスコード

※感染症の拡大防止、気象・海象、その他の事情（出港地・寄港地の受け入れ状況等）により、運航スケジュール、イベントを変更または中止する場合があります。

ご旅行代金［相馬港発着］
（大人お一人様・クルーズ代・仙台-相馬往復バス代・PCR検査代・消費税込み）
ステートルーム

デラックスルーム

スイートルーム

‑ ‑ ‑ ‑ ‑
‑
‑
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

客室タイプ スタンダードステート コンフォートステート スーペリアツイン デラックスシングル デラックスベランダ デラックスツイン ジュニアスイート オーシャンビュースイート

3名1室利用

184,600円 201,900円 219,200円

2名1室利用

213,000円 233,000円 253,000円

‑

1名1室利用

ご旅行代金について

ビスタスイート

グランドスイート

605,700円

437,000円 401,000円 557,000円 565,000円 649,000円 917,000円

349,500円 379,500円 501,000円

■子供代金：２歳以上小学生以下は上記大人代金の75％、中学生以上は大人代金となります。お子様の1名１室利用はお受けできません。
■スーペリアコンセプトルーム3名様1室利用お一人様413,000円、
4名様1室利用お一人様313,000円、5〜6名様1室利用お一人様240,000円

相馬港では旅行期間中無料で駐車場
JR仙台駅 相馬港往復無料シャトルバス運行（事前予約制） をご用意致します。
にっぽん丸新型コロナウイルス感染症への取り組み（申込み条件）書面をお渡しいたしますので、
事前にご確認の上、
お申し込みください。
旅行条件〈要約〉 詳しい旅行条件を記載した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
１．旅行のお申込み
a.所定のお申込み書に必要事項をご記入の上、
お申込み金1名様当り下記金額
を添えてお申込みください。募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承
諾し、申込金を受理した時点で成立するものといたします。
旅行代金（お一人様）
お申込金

15万円以下
20,000円

15万円以上〜30万円未満
30,000円

30万円以上
50,000円

b.お電話によるお申込みの場合は、お申し込みの翌日から7日以内に上記aの
申込み手続きをお願いいたします。
この場合にも、申込金を受理した時点で
募集型企画旅行契約が成立したものとします。
２．旅行代金のお支払い
お申込金を除いた残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、旅
行開始日の1ヶ月前までにお支払いいただきます。
３．旅行代金に含まれるもの
a.旅行日程に明示した船舶の運賃。
b.旅行日程に明示した船内宿泊、食事、船内のイベント参加費（一部材料費を除
く）。
交通費。

４．旅行代金に含まれないもの（前項の他は旅行代金に含まれていません。その
一部を例示します。
）
a.傷害疾病に関わる医療費及び諸費用、
並びに携行品保険。
b.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
人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
c.船内での有料サービス。
d.寄港地での希望者のみ参加されるオプショナルツアーの費用。
e.出発地まで、
及び解散地からの交通費、
その他個人的費用。
５．取消料
お申込み後、お客様の都合で取消しをされる場合、下記表の取消料を申し受けます。
取
旅行開始日の前日より
さかのぼった旅行代金
に対しての取消料

消

日

取

消

料

60日前〜41日前

旅行代金の

10％

40日前〜31日前

旅行代金の

20％

30日前〜21日前

旅行代金の

30％

20日前〜8日前

旅行代金の

50％

7日前〜前日

旅行代金の

80％

当日

旅行代金の

100％

６．
添乗員同行の有無
添乗員が同行します。
７．
その他
a.参加者の人数が、明示した最少催行人員に達しない場合は旅行を中止しま
す。
この場合は旅行開始日の前日から起算し、
さかのぼって13日目に当たる
日より前までにお客様にその旨を通達いたします。
b.運送機関の運賃・料金の増額に伴い、旅行代金を増額する場合は、旅行開始
日の前日から起算し、
さかのぼって15日目に当たる日より前までに、お客様
にその旨をご通知いたします。
c.天災地変、戦乱、運送機関等の争議行為等、その他当社の管理できない事由
が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため、止むを得ない時は
旅行を中止、
または旅行の変更をすることがあります。
d.旅行条件・旅行代金は、
2022年3月1日を基準としております。
e.その他の事項については当社の旅行条件書によります。
８．
最少催行人員 ： 160名

●個人情報の取り扱いについて
当社と当社の受託旅行取扱会社（以下販売店）
は、
旅行申込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、
お客様にお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関に
ついては各スケジュール表に記載されています。
）の提供するサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
当社及び販売店は、
よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析およびアンケートのお願いや、
当社または販売店の旅行
商品のご案内及び特典サービスのご提供をお客様にお届けするために、
お客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。

●お問い合わせ・お申し込みは下記まで

郵船グループ

旅行企画・実施
〜クルーズのエキスパート〜

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 ミレーネ神保町ビル7階

一般社団法人日本旅行業協会
（JATA）
正会員

ホームページアドレス https://www.ytk.jp

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターへ

東京

☎03（5213）9987

〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 ミレーネ神保町ビル7階
総合旅行業務取扱管理者：福田 麻由子 E-mail:cctweb@ytk.co.jp

左記営業所の営業時間：
月〜金曜 9：30〜18：00
（土・日・祝祭日 休業）
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取引に関する責任者で
す。
この旅行契約に関しご不明な点があれば、
ご
遠慮なく左記の取扱管理者にお尋ねください。

日立ポートサービス
クルーズデスク

〒319-1222
茨城県日立市久慈町1-3-10 日立埠頭㈱ 本社1階
茨城県知事登録旅行業2-628号 日立埠頭株式会社

