
■【7月コース】鳥羽へは通船による上陸予定です｡天候によっては上陸できない場合もございます｡なお､車椅子での上陸は安全上お断りさせていただきます｡
■記載しているスケジュール･寄港地･航路･船内イベントは､気象･海象条件､新型コロナウイルスの感染状況､寄港地の受入れ状況､その他の事由により変更･中止となる場合もございます｡
■当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております｡大阪港は天保山客船ターミナルに到着予定です｡詳細は最終日程表にてご案内いたします｡

8/24
(水) 新宮

･世界遺産! 熊野古道｢伊勢路｣を行く鬼ヶ城･花の窟神社

･摩訶不思議! 橋杭岩と本州最南端の自然満喫旅

ぱしふぃっく びいなす

気ままにワンウェイクルーズ と

日航ホテルに泊まる大阪自由旅
7月コース 寄港地: 鳥羽
2022年7月13日(水)▶7月16日(土)  4日間

月日 時間 スケジュール 食事

1
7/13
(水)

11:30~13:30
(予定)

17:00

横浜港大さん橋客船ターミナルへ各自でご集合｡
乗船前PCR検査受検｡
検査結果判明後､｢ぱしふぃっくびいなす｣ご乗船｡
横浜出港 <ぱしふぃっくびいなす･船内泊>

×
×
夕

2
7/14
(木)

8:00

17:00

鳥羽入港
オプショナルツアー(別料金)にご参加いただけます｡

鳥羽出港 <ぱしふぃっくびいなす･船内泊>

朝
昼
夕

3
7/15
(金)

9:00 大阪入港｡下船後､各自にてホテルヘ｡
(※大阪港からホテルへの交通費は各自負担となります｡)

到着後すぐにお部屋にチェックインが可能です｡
自由行動:大阪の街をお楽しみください｡

<ホテル日航大阪泊>

朝
×
×

4
7/16
(土)

11:00 ホテルにて朝食｡午前11時までにチェックアウト｡
東海道新幹線のぞみ号にて新横浜･品川･東京へ
(お好きな時間の新幹線にお乗りいただけます｡
※ホテルから新大阪駅への交通費は各自負担となります｡)

到着後､解散｡

朝
×
×

クルーズ代金＋18,000円でホテル1泊と新幹線がセット!!
【ホテルはアーリーチェックインが可能!!】

大阪の中心･御堂筋に面し､地下鉄心
斎橋駅直結という交通至便さが魅力
のホテル｡アメリカ村･道頓堀などの
観光やショッピングゾーンにも徒歩
圏内｡梅田･難波･京セラドームなど､
主要エリアへのアクセス抜群です｡

･チェックイン:お好きな時間に!
チェックアウト: ～11:00

･朝食付き
･全客室無料LAN(wi-fi)利用可能客室(イメージ)

海を眺めながら冷たいドリンクでひと息｡パティシエ特製のハンドメイドス
イーツの数々もお楽しみください｡プールサイドではかき氷やアイスクリー
ムなどのフリーメニュー(無料)をお楽しみいただけます｡
※天候や海象状況によりプール営業がない場合がございます｡

横浜港発▶新横浜駅･品川駅･東京駅着

8月コース 寄港地: 新宮
2022年8月23日(火)▶8月26日(金) 4日間

月日 時間 スケジュール 食事

1
8/23
(火)

11:30~13:30
(予定)

17:00

横浜港大さん橋客船ターミナルへ各自でご集合｡
乗船前PCR検査受検｡
検査結果判明後､｢ぱしふぃっくびいなす｣ご乗船｡
横浜出港 <ぱしふぃっくびいなす･船内泊>

×
×
夕

2
8/24
(水)

8:00

17:30

新宮入港
オプショナルツアー(別料金)にご参加いただけます｡

新宮出港 <ぱしふぃっくびいなす･船内泊>

朝
昼
夕

3
8/25
(木)

9:00 大阪入港｡下船後､各自にてホテルヘ｡
(※大阪港からホテルへの交通費は各自負担となります｡)

到着後すぐにお部屋にチェックインが可能です｡
自由行動:大阪の街をお楽しみください｡

<ホテル日航大阪泊>

朝
×
×

4
8/26
(金)

11:00 ホテルにて朝食｡午前11時までにチェックアウト｡
東海道新幹線のぞみ号にて新横浜･品川･東京へ
(お好きな時間の新幹線にお乗りいただけます｡
※ホテルから新大阪駅への交通費は各自負担となります｡)

到着後､解散｡

朝
×
×

■ オプショナルツアー (一例･予定･別料金)

7/14
(水) 鳥羽

･伊勢神宮･内宮参拝とおはらい町･おかげ横丁散策

･伊勢志摩絶景ドライブ! パールロードと英虞湾遊覧

郵船トラベルオリジナル

レール&クルーズ

心斎橋駅直結!!

アーリーチェックイン代金込み!!
下船後､すぐにお部屋にチェックインが可能です

ステートルーム(イメージ) 海を眺めながら乾杯(イメージ) スイーツ(イメージ)

一生の思い出
夏クルーズ

【8/23発のみ】キッズイベント開催!!

バルーンアート･紙芝居･キッズ映画上映など

道頓堀(イメージ) プールデッキ 撮影:武田賢士郎(イメージ)大阪城(イメージ)



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｡

旅行企画･実施

お申込み時の注意事項とご案内

■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､申込金としてお一人様あたり
下記金額を添えてお申し込みください｡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､ホテル代、JR運賃(普通車指定席)。
※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
船会社主催の各寄港地でのオプショナルツアーの旅行代金､JRの規定を超えた超過手荷物料
金､個人的性質の諸費用(郵送代､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
ら集合･解散地点までの交通費や宿泊費等及び大阪港とホテル間とホテルと新大阪駅間の交通
費｡
■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｡

※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｡
■旅程管理業務について
この旅行では約款に定める旅程管理業務は行いません｡お客様に旅行サービスの提供を受ける
ために必要なクーポン類をお渡しいたしますので､旅行サービスの提供を受けるための手続及
び代替手配が必要となった場合のその代替手配はお客様ご自身で行っていただきます｡
■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2022年4月1日を基準としています｡また､旅行代金は2022年4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｡

旅行代金
(お一人様)

10万円未満 15万円未満 15万円以上

申込金 20,000円 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｡
■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｡
■お申込みに際してのご案内
●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才以下)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18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。
●｢ぱしふぃっく びいなす 新型コロナウイルス感染症に関する対策(運航会社:日本クルーズ客
船(株)発行)｣の全文をご確認いただき､ご了承の上､お申し込みください｡
●ご乗船に際し､日本国内で承認された新型コロナワクチン接種をお済ませください｡(2回以上
接種し､かつ2回目の接種日から14日以上経過していることが必要)
●ご乗船日の14日前までに2回目のワクチン接種を完了していないお客様は､乗船日の3日前～
乗船前日にお客様ご自身にて民間または医療機関のPCR検査を受検ください｡(検査費用はお客

様ご負担となります)
●ご乗船のお客様には､乗船当日のPCR検査をお受けいただきます｡また､感染状況によっては
乗船前に事前のPCR検査(郵送)を実施する場合があります｡2つの検査費用はクルーズ代金に含
まれています｡
●乗船当日､受付前に｢健康質問票｣の回収及び｢体温測定｣を実施いたします｡及び､ワクチン接
種完了を確認できる書類またはワクチン未接種の方が受検いただくPCR検査の結果が確認でき
る書類のご提示をお願いいたします｡
●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､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､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が必要とする方は､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
た場合も直ぐにお申し出ください｡)あらた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｡船内では同伴者のご同行をお願いいたしま
す｡なお､安全上､ご乗船いただける車椅子の方の人数には限りがございます｡また､車椅子はお
客様ご自身でご用意ください｡
●糖尿病､心不全､呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方､免疫抑
制剤や抗がん剤等を用いている方は新型コロナウイルス感染症を発症した場合､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､船上では適切な医療体制の確保が困難
なため､事前にかかりつけ医にご相談いただき､クルーズ乗船に支障がないことをご確認のう
え､お申込みください｡
●重症化するリスクが高いとされる呼吸器疾患にあたり､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｡
●2歳未満の乳幼児は､ご乗船条件としておりますPCR検査に必要な検体採取が困難なため､ご
乗船いただけません｡
●アレルギー対応の食事を希望される方は事前にお申し出ください｡所定のアレルギー調査票
のご提出が必要です｡内容によりご希望に添えない場合がございます｡

●妊婦の方は､お申し込み時に必ずお申し出ください｡所定の承諾書､診断書の提出が必要です｡
クルーズによりましてはご乗船をお断りする場合がございます｡詳しくはお問い合わせくださ
い｡
●乗船前及び下船後の状況把握のため､厚生労働省 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｡
●事前PCR検査を実施しないクルーズにおいては､遠方からのクルーズご参加のお客様などワ
クチン接種済のお客様でもご乗船当日のPCR検査の不安を軽減するためにオプション(有料)で
約10日前のPCR検査をお受けいたします｡詳しくは最終日程表にてご案内いたします｡
●感染症予防対策として､上陸時(自由行動中)の飲食は自粛いただきますようお願いいたしま
す｡
●乗船当日のPCR検査
全てのクルーズの乗船受付前にPCR検査を実施し､結果が｢低リスク｣であることがご乗船条件
となります｡PCR検査費用はご旅行代金に含まれます｡
｢高リスク｣と判定された方はご乗船いただけません｡また医療機関の受診をお願いいたします｡
ご自宅･医療機関までは行政当局の指示により公共交通手段は利用できません｡必要な移動手段
は可能な限り紹介に努めます｡その際の費用はすべてお客様負担となります｡なお､乗船不可能
と判明した時点で募集型企画旅行契約を解除し､新大阪駅から各帰着地までのJR乗車券代･特
急券代を差引いた旅行代金を返金いたします｡
●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｡
●アレルギー対応の食事を希望される方は事前にお申し出ください｡所定のアレルギー調査票
の提出が必要です｡

■｢ぱしふぃっくびいなす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｡
(日本クルーズ客船ホームページ) https://www.venus-cruise.co.jp/info/infection.php
※｢ぱしふぃっくびいなす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｡

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｡

上記各営業所の営業時間: 月～金曜10:00～17:00(土･日･祝祭日休業）
YTK-2022007

■ご旅行代金(大人お一人様)各コース共通 ■ホテル日航大阪 1泊延泊代金(朝食付き/大人･子供同額)

客室タイプ ステートH ステートG ステートF

ホテル1泊では足りない方へ､延泊
プランもご用意いたしました｡

7月コース 8月コース

2名様1室利用 127,000 133,000 139,000 2名様1室利用 16,000 10,000

1名様1室利用 167,000 175,000 183,000 1名様1室利用 21,000 12,000

3名様1室利用 111,000 116,000 121,000 3名様1室利用 13,000 9,000

旅行代金には､ぱしふぃっくびいなすの乗船代と新大阪駅から新横浜駅･品川駅･東京駅までの片道新幹線代(普通車)が含まれます｡
(新横浜駅着･品川駅着･東京駅着とも同額です｡)
■最少催行人員:2名様｡ただしクルーズの乗客が150名に満たない場合は催行中止となります｡
■食事回数:朝3回､昼1回､夕2回 ■添乗員:同行しません｡船内では船のスタッフがお世話いたします｡
■子供代金(2歳以上小学生以下):子供代金は大人代金から35,000円引きとなります｡※中学生以上は大人代金です｡

(単位/円･消費税込み)

ホテルの延泊はいかがですか?

https://www.venus-cruise.co.jp/info/infection.php

