
東京都民クルーズ 通常代金より10%割引
東京都では､幅広く都民の皆様にクルーズを楽しんでいただき､東京港をより身近に感じていただくために､通常代金よりも低廉な価格を設定した
｢東京都民クルーズ｣を実施しています｡今回は､郵船トラベル㈱から｢東京発着 小笠原と硫黄島周遊クルーズ｣をご案内します｡この機会にクルーズ
を体験してみませんか? 応募方法やコース詳細は裏面をご覧ください｡

都民クルーズ代金 (大人お1人様あたり)

288,000円～432,000円

(スーペリアツイン／2名1室利用) (スーペリアツイン／1名1室利用)

東京港発着 2023年2月9日(木) ～ 2月14日(火)【5泊6日】

■旅行日程 ドレスコード：カジュアル5回

日程 入港 出港 寄港地

1 2/  9(木) 19:00 東京(東京国際クルーズターミナル)

2 2/10(金) - - (終日航海)

3 2/11(土) 8:00 16:00 父島

4 2/12(日) - - (硫黄島周遊)

5 2/13(月) - - (終日航海)

6 2/14(火) 8:30 東京(東京国際クルーズターミナル)

■お食事／朝食5回･昼食4回･夕食5回 ■最少催行人員／160 名様
■父島では通船により上陸の予定です｡天候によっては上陸できない場合もありますの
で､ご了承ください｡通船による乗下船は30分～60分を要します｡
■感染症の拡大防止､気象･海象､最少催行人員未達､その他の事情(発着地や寄港地の受
入状況等)により､運航スケジュール､イベントを変更又は中止する場合があります｡
■集合時間は15:00～16:00頃を予定しております｡最終的な集合時間は､確定書面(ク
ルーズのしおり)でご案内いたします｡
※小笠原クルーズ乗船には原則として新型コロナウイルスのワクチン2回以上接種が必
要となります｡お子様や持病などを理由にワクチン接種ができない方は､乗船3日前から
前日の日付のPCR検査陰性証明が必要となります｡

■旅行代金 (大人お1人様あたり)
(乗船料､食事代､船内イベント参加費､乗船当日PCR検査費､サービス料､消費税込み)

客室タイプ スーペリアツイン

人数 2名1室 1名1室

通常代金 320,000円 480,000円

都民クルーズ代金 288,000円 432,000円

※1室3名利用の場合はソファーベッドを使用します｡3人目の旅行代金は上記2名1室代
金の60%(172,800円)です｡※子供料金:２才以上小学生以下は大人代金の75％､中学生
は大人代金です｡※都民クルーズ代金は､他の割引との併用はできません｡お部屋や食事
回数の指定も承れません｡※都民クルーズの旅行代金支払いにクレジットカードはご利
用いただけません｡

通常代金の
10%割引

クルーズのポイント

◆ 2011年6月24日に世界自然遺産に正式登録された東京都
にある亜熱帯の楽園｢小笠原諸島｣にご案内します｡

◆ 船旅ならではの目的地は離島です｡自然や文化､そこに根
付いた生活の工夫など､たくさんの発見が待っています｡
手つかずの自然が創り出す絶景をお楽しみください｡

◆ 4日目は太平洋に浮かぶ火山島｢硫黄島｣近辺を周遊しま
す｡より楽しんでいただけるように｢オリジナル双眼鏡｣
をご乗船の皆様にプレゼントいたします｡

◆ 美食の船と評されるにっぽん丸､旬の食材で最高の絶品
をご用意｡船上のおいしいを是非ご堪能ください｡

◆ 事前及び乗船当日のPCR検査を2回実施いたします｡船
旅を安心して楽しんでいただくために感染症防止対策を
強化しております｡

■オプショナルツアー(一例･別料金)

11日
小笠原戦跡ガイドツアー ★★★

ウェザーステーション展望台と宮之浜 早まわり ★

※星の数で健脚レベルを表します｡

■にっぽん丸 シップデータ
●総トン数：22,472トン
●全幅：24.0m
●船客定員：449名

●全長：166.6m
●喫水：6.6m
●客室数：199室

※本クルーズは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため､
最大350名までの定員で実施いたします｡

エンターテイナー
Cuarteto el Puerto con

KaZZma
【タンゴバンド】



お申し込み方法 ※必要事項明記の上､電子メールまたはハガキにてご応募ください｡

■応募方法：次の宛先に<申込希望者全員の郵便番号･住所･氏名(フリガナ)･生年月日･電話番号･利用人数>を明記し電子メール又はハガキでお送りください｡
★電子メールの場合

件名を「東京都民クルーズ(にっぽん丸)応募」と明記し､上記内容を記載のうえ､cctweb@ytk.co.jp（郵船トラベル株式会社）へ
★ハガキの場合

〒101-8422 千代田区神田神保町2-2 ミレーネ神保町ビル7 階
郵船トラベル株式会社東京都民クルーズ(にっぽん丸)係へ

■応募期限：2022年12月20日(火)まで｡(当日消印有効｡先着順ではありません｡)
■応募対象：東京都在住または在勤の方
■応募室数：スーペリアツイン15 室 応募多数の場合は抽選となります｡

※応募結果は､応募した方全員に2022年12月23日(金)までにご連絡いたします｡応募期限後10 日間経過しても通知が届かない場合は､
郵船トラベル株式会社クルーズセンター東京までお問い合わせください。

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､事前にご確認の上､お申し込みください｡

お問い合わせ先

お申込み時の注意事項とご案内 上記｢にっぽん丸の新型コロナウイルス感染症に関する対応｣を必ずご一読の上､お申込みください｡

1.旅行のお申込み
a.所定の申込書に必要事項をご記入の上､申込金としてお一人様あた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｡

b.お電話によるお申込みの場合は､お申込みの翌日から3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
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2ヶ月前の
月末までにお支払いいただきます｡なお､ご予約いただいた時点で旅行開始日まで2ヶ月を切る
場合には、旅行代金の全額を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､バス等の運賃｡b.旅行日程に明示した食事､船内のイベント参加費
(一部材料費を除く)｡c.旅行日程に明示した観光の代金｡
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､旅行保険並びに携行品保険｡b.アルコール等飲料の代
金､クリーニング､電報･電話料､その他追加飲食など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､および解散地からの交通費､その他個人的費用｡f.船室のクラス･人数変更
による追加代金｡g.燃油サーチャージは2022年11月1日現在無料ですが､今後の原油価格の動向
により､旅行代金とは別にお客様にご負担いただく場合があります｡

5.取消料(取消日は旅行出発日の前日から起算します｡)
旅行契約締結後､お客様のご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｡

6.添乗員同行の有無
添乗員は同行しませんが､船内では船のスタッフがお世話します｡
7.最少催行人員:160名
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｡
8.その他
a.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､お客様にその旨を通達いたします｡
b.天災地変､戦乱､運送機関等の争議行為等､その他当社の関与しえ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｡
c.旅行条件･旅行代金は､2022年11月1日を基準としております｡

d.その他の事項については当社の旅行条件書によります｡

■国内旅行保険への加入のすすめ
ご旅行中にけがをした場合､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｡ご希望のお客様には､保険加入手続のご便宜をおはかりします｡

旅行代金(お一人様) 15万円未満 15万円以上

申込金 30,000円 旅行代金の20%

旅行契約の解除期日 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%

旅行開始当日 旅行代金の 50%

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%

〈旅行代金について〉
■旅行代金(大人お一人様):パンフレットに表示される旅行代金は､1室を2名様でご利用いただ
く際のお一人様あたりの旅行代金です｡

＊3人目にあたる旅行代金の対象は､3名様のうち旅行代金が最も安価となるお客様となりま

す｡(例)スーペリアツインで子供が含まれる場合は3人目の対象は子供となり､2名様1室大人お
一人様旅行代金の60％×75％となります｡
■参加人数の変更:客室のご利用人数に変更があった場合は､変更後の１室ご利用人数に応じた
旅行代金をいただきます｡ご利用人数の変更により､大人1名様で1室利用となる場合は一旦ご
予約を解除し､シングル利用での再予約となります｡解除の時点でシングル利用が満室の際は
キャンセル待ちとさせていただく場合があります｡
<その他>
■妊娠中の方は乗船いただくことができませんので､判明した時点で無償で解約とさせていた
だきます。
■6歳までの未就学児の方は､事前に当社指定の承諾書の提出が必要となります｡
■15歳未満の方のみでの客室の占有は安全上の理由でお引き受けできません｡
■お申込みの時期によっては､客室タイプによりキャンセル待ちとなる場合がありますので、
あらかじめご了承ください｡

■通船を使っての上陸地は､車いすでは通船(テンダーボート･地元ボート)に乗船できません。
通船の乗船経路には階段があります｡階段の昇降ができない方は､安全上の理由により乗船をお
断りする場合があります｡
■船内施設・客室およびサービス内容は変更となる場合があります。■シングル利用代金(大人お一人様):客室をお一人様でご利用の場合は割増代金が必

要です｡

■1室3名利用代金:スーペリアツイン3人目の旅行代金は2名1室代金に60%を乗じた
金額となります。

■子供代金(2歳以上小学生以下／旅行開始日基準):子供代金は大人代金の75％とな
ります。※中学生以上は大人代金です。

<特別な配慮を必要とする方のお申込みについて>
特別な配慮･措置が必要な可能性があるお客様は､お申込み時に必ずお知らせください(船会
社指定の承諾書･健康アンケート等の提出が必要となります)｡

<特別食をご希望の方について>
夕食時に特別食をご希望の方は､所定のお伺い書の提出をお願いします｡
※船内でのお食事を安全にお召し上がりいただくために､｢食物アレルギー対応ポリシー｣を
定めております｡
※食物アレルギー特別食を安全に提供するため､嗜好(好き嫌い)には対応しておりません｡

営業時間:月～金曜 10:00～17:00(土日･祝日休業) 総合旅行取扱管理者:福田麻由子

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､ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい｡

■個人情報の取り扱いについて
個人情報の利用目的: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､お客様との間の連絡のために利用させて頂くほか､お客様がお申込いただいた旅
行に於いて運送･宿泊機関等(主要な運送･宿泊機関等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
要な範囲内で利用させていただきます｡このほか､当社及び販売店では､①当社及び当社と提
携する企業の商品やサービス､キャンペーンのご案内とその手続き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いただくことがあります｡
個人データの第三者への提供:当社は､お申込いただいた旅行の手配のために､運送･宿泊機
関等及び手配代行者に対し､お客様の氏名､性別､年齢､住所､電話番号､パスポート番号､婚姻
の有無､旅行中の緊急連絡先､及び生年月日等の個人情報を予め郵便､電子的方法等で送付す
ることによって提供いたします｡
緊急連絡先:当社は､旅行中に傷病があった場合に備え､お客様の旅行中の国内連絡先の方の
個人情報をお伺いしています｡この個人情報は､お客様に傷病があった場合で国内連絡先の
方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます｡お客様は､国内連絡
先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとしま
す｡
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■客室紹介 スーペリアツイン
4階 14㎡／バリアフリー(車いす対応):27㎡
2階 14～18㎡ 3階 14㎡

※2階の一部客室は若干広さが異なります｡ ※船体構造により眺望が一部妨げられる部屋があります｡

※写真は3階のイメージです｡2階と4階には一部仕様の異なる客室がございます｡

● ベッド×2台 (サイズ194cm×91cm)
● シャワー
● シャワー付きトイレ
● テレビ
● DVDプレーヤー
● セーフティーボックス
● 湯沸かし用電磁サーバー
● 冷蔵庫
● 空気清浄器

2022年改装!! スーペリアツインの新サービス

･お部屋にスパークリングワイン(ハーフボト
ル)をご用意｡乗船後､まずは旅の始まりを告げ
る一杯をどうぞ｡
･アメニティにタルゴのボディーミルクを追加｡

大切な方に､感謝と感動を送る
アニバーサリーセレモニー
2泊以上のクルーズでは､お誕生日･結婚記念日･銀婚式･
金婚式などの記念日をお迎えのお客様にささやかなお
祝いをさせていただきます｡ご乗船前にお申込みの旅行
会社までお知らせください｡

クルーズご乗船期間中であれば…
お誕生日･結婚記念日･新婚旅行

記念日の前後3ヶ月以内であれば…
定年退職記念･結婚式･銀婚式･金婚式･ダイヤモンド
婚式･プラチナ婚式

お誕生日以降3ヶ月以内であれば…
賀寿のお祝い※古希以上の方が対象です。

※スケジュールの関係で記念日当日にお祝いができない場合がございますので､あらかじ
めご了承ください｡また､記念日が下船日にあたる場合は前日などにお祝いをさせていた
だきます｡※対象のセレモニー､対象期間についてはお問い合わせください｡

JATA正会員


