
世界で最も美しい航路“沿岸急行船”に乗船！

ノルウェー沿岸を行く！ 
フィヨルドの絶景と
オーロラ観賞の船旅

デッキに出れば、眼前に繰り広げられる
ダイナミックな大自然の景観と光の競演！

船でいこうよ

北欧

2020年3月16日（月）～3月26日（木）11日間（船中5泊・ホテル4泊）

クルーズセンター

安心の添乗員同行
郵船トラベルオリジナルツアー

トロムソ沿岸急行船（イメージ）

旅行代金
大人お一人様
2名1室利用 668,000円～698,000円

（海側キャビン） （海側スーペリアキャビン）



「世界で最も美しい航路」と呼ばれる沿岸急行船に5泊する、このクルーズの魅力は世界に類を見ないスケールのフィヨルドと雄大な
大自然が満喫できる事、寄港地の街や村にも見所が多いことです。また、北極圏では、秋から春にかけて“オーロラ”が年間100回も出現する
オーロラベルトにあたり観賞のチャンスに恵まれています。一晩に2、3回出現することもあります。海上から見上げますので、視界をさえぎる
物が何もなく心ゆくまでオーロラ観賞が楽しめます。出現まで快適な船内でおくつろぎいただけるので、寒い屋外で待つ必要はありません。
また、航路屈指の絶景ポイント（セロイスンデ海峡、ラフテスンデ海峡、セブンシスターズ、トルグハッテン）を日中～夕方に航行するため、
素晴らしい景観をたっぷり堪能して頂けます。写真撮影にご興味のある方にも是非お薦めします。ひと味違う船旅をお楽しみください。

NORWEGIAN COA S TAL VOYAG E
W成田発Zスカンジナビア航空にてコペンハーゲン乗り換えオスロへ。
U着後、徒歩で空港敷地内のホテルへ。

Qご朝食後、徒歩で空港へ。
オスロ発Zスカンジナビア航空にてキルケネスへ。
着後、キルケネス観光（○ロシア国境事務所、◎雪と氷で造られたスノーホテル）
Wホテルにチェックイン。　◆ホテル内レストランにて、「キングクラブ」のご夕食。
夜、ホテル付近からオーロラ観賞が期待できます！

Q朝食後、専用車にて港へ。  コングハラルド号に乗船！
Wキルケネス出港。いよいよ5泊6日の船旅の始まりです。（フィヨルドなど自然
の絶景やオーロラ観賞をお楽しみください）
ノルウェー最東端の町、ヴァドソーに寄港。 ※停泊中は下船でき散策可能です。
夜、船内からオーロラ観賞が期待できます！

Q世界最北端の町、ハンメルフェストに寄港。 
●ご希望の方は船会社主催のオプショナルツアーをお楽しみください。
I北極圏最大の街でオーロラ研究所があることで知られるトロムソに寄港。
夜、船内からオーロラ観賞が期待できます！ 
Wフッティルーテンの生誕地、ストークマルクネスに寄港。
当航路のハイライト、 海中アルプスと称えられるラフテスンデ海峡を通過。20km
にわたり両岸を切り立った岩壁が回廊のように続きます。
Uロフォーテン諸島の中心地、タラ漁の基地としても有名なスヴォルヴァーに寄港。
夜、船内からオーロラ観賞が期待できます！

Q中世の面影を残す大学の町、トロンハイムに寄港。
W漁業の盛んな港町、クリスチャンスンに寄港。
●ご希望の方は船会社主催のオプショナルツアーをお楽しみください。

Wベルゲン着。 コングハラルド号下船。
専用車にて、ベルゲン観光（◎フロイエン山ケーブルカー、○世界遺産ブリッゲン地区など）
観光後、ホテルへチェックイン。

Q朝食後、専用車にてベルゲン空港へ。 
Wベルゲン発Z空路、コペンハーゲンへ。  
着後、専用車にてホテルへ。チェックイン。

Qコペンハーゲン市内観光（○ストロイエ、○アマリエンボー宮殿、○ニューハウン地
区など）　観光後、専用車にて空港へ。
Wコペンハーゲン発Zスカンジナビア航空にて空路、帰国の途へ。

T北極圏（北緯66度33分）を通過します。（北極圏脱出儀式を行います。）
W7つの頂きが連なるセブンシスターズ近くを航行。
小さな港町、ブロイネイスンに寄港。 ※停泊中は下船でき散策可能です。
U奇岩トルグハッテン近くを航行。

■食事回数：朝9回、昼8回、夕8回（機内食は除く）　■最少催行人員：10名
■添乗員：成田空港出発時から、成田空港到着時まで同行いたします。
■利用予定航空会社：スカンジナビア航空〈確約〉
■利用予定ホテル：〈オスロ〉ラディソン・ブル・エアポートホテル・オスロ 〈キルケネス〉トーン・ホテル・キルケネス
　〈ベルゲン〉ラディソン・ブル・ロイヤル  〈コペンハーゲン〉スカンディック・コペンハーゲン
※各ホテル、バスタブがなく、シャワーのみのお部屋となる場合がございます。※キルケネスはシャワーのみ。
※オーロラ観賞に適した時期、場所を選んでツアーを設定しておりますが、オーロラは自然現象のため必ずしも
観賞できるとは限りません。ご覧いただけない場合でも返金はございませんので予めご了承ください。

●建造年／1993年　●改装年／2016年　●総トン数／11,204トン　
●乗客定員／590名　●全長／121.8 m　●全幅／19.2 m　●デッキ数／7　
●ベッド数／509　●航海速力／15ノット

コングハラルド号（MS KONG HARALD）

コーススケジュール（◎は入場観光、○は下車観光）
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■ご旅行代金（2名1室・エコノミークラス利用・大人お1人様）※お一人参加は承れません。

ご利用キャビン

海側

旅行代金 ビジネスクラス
追加代金

668,000円
698,000円

ノルウェー沿岸を行く！ 
フィヨルドの絶景とオーロラ観賞の船旅
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キルケネス泊ASD

船中泊ASD
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船中泊ASD

船中泊ASD

船中泊ASD

ベルゲン泊ASD

コペンハーゲン泊AL̶D

機内泊ASF

船でいこうよ

北欧

キルケネスから始まるフィヨルドクルーズ。（3日目）
ノルウェー語で“教会の岬”の意味を持つ街。ロシアとの国境までたった7kmの場
所にあり、1950～70年代に鉄鉱石の発掘で発展し、巨大なタラバガニが獲れる街
としても有名です。

北極圏内にある文化都市、トロムソ。（4日目）

キルケネスでは「キングクラブ」の夕食を
お召し上がりいただきます。
※キングクラブは、天候等の状況により入荷し
ない場合もございます。ご提供できない場合に
は、他のお料理をご用意させていただきます。

燃油サーチャージが別途必要となります。（目安23,830円：2019年7月10日現在）また、成田空港施設利
用料（2,090円）および旅客保安サービス料（520円）、国際観光旅客税1,000円、海外空港諸税（約7,000円）が必要となります。

〈コース表のマークの見方〉　   ＝航空機  A＝朝食　S＝昼食　D＝夕食　F＝機内食

大阪、名古屋、福岡、札幌に限り、上記金額で国内線を手配します。成田発のフライトを羽田経由でご参加いただく
場合の羽田-成田間の移動費用や前泊、後泊される場合の宿泊料はお客様負担となります。

大阪・名古屋………………………10,000円
福岡・札幌…………………………15,000円国内線追加代金（片道あたり）

480,000円

キルケネス（イメージ）

※気象・海象その他の状況により記載航路、スケジュールが変更になる場合がございます。

早朝

04：00 24：0006：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜未明

00：00

時間帯の目安

海側スーペリア
※プレミアムエコノミークラスご希望の場合は、お問い合わせください。
※ビジネスクラスについては裏面「ご案内とご注意」の「航空機について」をご覧ください。

（　　  　　  ）成田～
コペンハーゲン間のみ

キングクラブ/3～4人前（イメージ）

北極圏内に位置するノルウェー北部地方の中心都市、トロムソ。「北のパリ」とも呼
ばれ、文化の中心地にもなっています。トロムソ大学があり、学生が多く、街にはバー
やレストランが数多く見られます。もちろんオーロラハンティングに訪れる観光客も
多く、オーロラの出現する北緯65度から70度のオーロラ帯の圏内に属します。深夜
には、美しく印象的な「トロムスダーレン教会」でのミッドナイトコンサートをお楽しみ
いただける船会社主催のオプショナルツアーも人気です。
トロムソ（イメージ）



「世界で最も美しい航路」と呼ばれる沿岸急行船に5泊する、このクルーズの魅力は世界に類を見ないスケールのフィヨルドと雄大な
大自然が満喫できる事、寄港地の街や村にも見所が多いことです。また、北極圏では、秋から春にかけて“オーロラ”が年間100回も出現する
オーロラベルトにあたり観賞のチャンスに恵まれています。一晩に2、3回出現することもあります。海上から見上げますので、視界をさえぎる
物が何もなく心ゆくまでオーロラ観賞が楽しめます。出現まで快適な船内でおくつろぎいただけるので、寒い屋外で待つ必要はありません。
また、航路屈指の絶景ポイント（セロイスンデ海峡、ラフテスンデ海峡、セブンシスターズ、トルグハッテン）を日中～夕方に航行するため、
素晴らしい景観をたっぷり堪能して頂けます。写真撮影にご興味のある方にも是非お薦めします。ひと味違う船旅をお楽しみください。

天空に舞うオーロラを船上から満喫。
秋から冬の期間に出現するオーロラは、一晩に2、3回姿を見せることも
あります。早ければ20時～22時頃から出現し始め、ノルウェーの場合、
北米に比べて気候が温暖なのと、出現時間が早いのがポイントです！

「世界で最も美しい航路」と
人気が高いフィヨルドクルーズ。
このクルーズの魅力は世界に類を見ないスケールのフィ
ヨルドと雄大な大自然が満喫できる事、寄港地の街や村
にも見所が多いことです。船は採光用にデザインされた
窓が多く、明るい雰囲気です。屋外ジャグジーやインターネ
ットの設備も整っています。（有料）

オーロラ出現まで船内でゆったりと
くつろぎながら待てるので快適です。

NORWEGIAN COA S TAL VOYAG E

世界遺産の港町、ベルゲン。（8日目）
7つの山に囲まれた港町ベルゲン。カラフルな木造建築が並び、ハンザ都市の面影が漂うブリッゲン地
区は世界遺産にも指定されています。

世界
遺産

キルケネス

ヴァドソー
ハンメルフェスト

トロムソ

ストークマルクネス
スヴォルヴァー

ブロイネイスン

クリスチャンスン

●

●

ベルゲン

オスロ

ノルウェー

デンマーク

北極圏
北極圏

●

●
●

●
北緯66度33分

●

●

絶景！ラフテスンデ海峡。（5日目）
島々をつなぐ橋の間を抜けながら
船は進み、橋の上を歩く地元の人
達に思いっきり手を振ると、手を振
り返してくれます。船は20㎞に渡っ
て急峻な山々が両岸に続くラフテ
スンデ海峡へ。1,000m級の山が
海面から顔を出す『海のアルプス』
は今までとは明らかに違う光景で、
まるで神話の世界に入り込んだよう
な気分になります。現実の世界にい
るのかおとぎの国にいるのか、分か
らなくなってしまうような経験です。

ラフテスンデ海峡（イメージ）

オーロラ（イメージ）

ベルゲン（イメージ）

北欧のシーフード（イメージ）

オーロラ（イメージ）

オーロラ（イメージ）

イメージ

オーロラ（イメージ）

朝食の一例（イメージ）

ジャクジー（イメージ）

船からオーロラ観賞ができますので、オーロラ出現まで無
駄な時間を過ごすこともなく、船内でゆったりできます。ご自
身のペースでオーロラを観賞！

●

●

●

トロンハイム●

コペンハーゲン



発行日2019年8月6日K-19-009

●低層階　
●ベッドが２つ
　（１つはソファベッド）
●シャワー＆トイレ

■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。
■旅行のお申し込みと契約の成立時期
●当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて、当社所定の
旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、申込金として旅行代金の30％以上
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
の一部として取扱います。また、旅行契約は、当社ら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。
●当社らは、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け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、当社ら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、当社らは
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、申込金を当社らが受領したと
きに、また、郵便、ファクシミリ又は電子メール等でお申込みの場合には、申込
金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出した時に
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
社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当
社らがその通知を発したときに成立し、当社らが電子メール等の電子承諾通

知による方法により通知する場合は、そ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120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）、船舶の運送機関の運賃・料金・
宿泊料金（税・サービス料金を含む）、送迎バス等の料金、観光料金（バス料金
・ガイド料金・入場料を含む）、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、添乗員同行費用、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。
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、渡航手続関係諸費用（旅券印紙
代、査証料、予防接種料金等）、日本国内における自宅から発着空港等集合・
解散地までの交通費や宿泊費等、希望者のみが参加するオプショナルツアー
の料金、日本の空港の空港施設使用料等、海外の空港・港の空港税・出入国税
・港湾施設使用料、運送機関が課す付加運賃・料金（燃油サーチャージなど）、
国際観光旅客税。
■取消料
お客様は右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できます。但し、契約解除のお申し出は、お申込みの旅行
取扱店の営業時間内にお受けします。
※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となります。※お一人参加を受付いたしておりませんの
で、お客様の取消により、1人1部屋となった場合には、ご旅行に参加いただ
けなくなります。

■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2019年7月10日を基準としています。また、旅行代金は
2019年7月10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。

旅行条件（要約） 旅行条件は、下記によるほか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。

ご案内とご注意
■渡航手続きについて
旅行に必要な旅券（パスポート）、査証（ビザ）、再入国許可及び各種証明書の
取得については、お客様自身で行っていただきます。これらの手続き代行に
ついては、販売店が渡航手続き料金をいただいてお受けいたします。日本国
籍でないお客様は、ご自身で自国・渡航先国の大使館、入国管理事務所へお
問い合わせ下さい。
●旅券（パスポート）について：当パンフレットに掲載している旅行には、日本
帰国時点で有効期間が６カ月以上残っている旅券が必要です。
●本ご旅行では、日本国籍の方は査証の取得は不要です。
■航空機について
●ビジネスクラスおよびプレミアムエコノミークラスご利用のお客様は基本コ
ースのご予約と同時にお申し出ください。座席のご希望も併せて予約時にお申
し出ください。お申し込み後の手配のため、ご希望に添えない場合があります。
●特に記載のない限り、日本発着の国際線区間（成田→コペンハーゲン間往
復）のみの適用となり、それ以外の区間はエコノミークラスとなります。また、
往復の空港でのチェックイン受付、現地での旅行サービス内容はエコノミーク
ラスのお客様と同一となります。
●当パンフレットに掲載しているビジネスクラスは、当社が特別に設定したも
ので、お客様のご希望はお受けできません。また、各航空会社が独自に行うビ
ジネスクラスのお客様向けの付帯サービスは適用されない場合があります。
●札幌・名古屋・大阪・福岡のお客様は、旅行代金表に記載された追加代金をお
支払いし、成田空港への国内線をご利用頂くことにより、成田空港発着ツアー
にご参加頂けます。
●利用空港によっては国内の空港施設使用料等が別途必要となります。成田
空港発着ツアーで羽田便となった場合、羽田⇔成田空港間の交通機関はお客
様自身の手配・ご負担となります。航空機以外の交通機関の費用、宿泊を伴う
場合の宿泊代は、お客様のご負担となります。
●国内線出発空港における搭乗手続きはお客様自身で行って頂きます。
●国内線追加代金の手配完了後は、当該国内線区間も基本コースと併せて
募集型企画旅行の範囲として取り扱います。

■ホテルのお部屋について
●2人様で1室利用の方へ：シングルベッドが2台の「ツインベッドルーム」、
或いはキング又はクイーンサイズの大型ベッド1台の「ダブルルーム」のどち
らかをご利用いただきます。
■国際観光旅客税について
観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源
を確保するために、「国際観光旅客税」が創設されました。「国際観光旅客税」
は、船舶又は航空会社が、チケット代金に上乗せする等の方法で、2019年1
月7日以降に日本から出国するお客様から徴収（出国１回につき1,000円）
するものです。
■空港税等について
旅行代金には、空港税等は含まれていません。空港税等のうち、航空券発券
時に徴収することを義務付けられているものは、旅行代金と併せて旅行取扱
店にお支払いください。航空機の乗降地、経由地及び為替レートによって合
計金額が異なることがあります。国際線発着利用空港まで日本国内線を利用
した場合、日本国内の空港税等が別途必要になります。お支払い頂く合計金
額は、ご出発の120日前に確定し、ご請求させて頂きます。それ以降の為替
変動による追加徴収、返金は致しません。
■燃油サーチャージについて
旅行代金には燃油サーチャージは含まれておりません。旅行出発日の120日
前までに確定し、ご請求させて頂きます。それ以降に為替変動等による過不
足が生じましても追加徴収又は返金はありません。また、燃油サーチャージ
の確定までに燃油サーチャージが廃止となった場合、当社は請求を取りやめ
ます。
■海外危険情報及び衛生状況について
●渡航先（国又は地域）によっては、「外務省海外危険情報」等により国・地域
の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申込みの際に海
外危険情報に関する書面をお渡し致します。また、「外務省安全ホームページ
（http://www.anzen.mofa.go.jp/」でも確認できます。旅行日程・滞在先・
連絡先等を登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等

を受け取れる外務省海外旅行登録システム「たびレジ」（http://www.
ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/）への登録をお勧めします。また、テロ・誘拐
対策に関する「海外旅行のテロ・誘拐対策」（http://www.anzen.mofa.
go.jp/pamph/pdf/counter-terrorism.pdf）をご確認ください。
●渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ
（http://www.forth.go.jp/）でご確認ください。
■個人情報の取り扱いについて
当社らは、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、パスポート番号等を､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、当社らは、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。
■お客様の健康情報について
本ご旅行では参加者全員に健康アンケートの提出をお願いしています。また、
医師による診断書の提出をお願いする場合がありますのでご協力ください。
■海外旅行保険への加入について
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海外旅行保険に加入することをお勧めします。
海外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。

取消料について注意！
フライ＆
クルーズ
旅行

フライ＆
クルーズ
旅行

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、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。

お部屋の一例（TVは付いておりません）

お部屋の一例

創業100周年を祝して建造された11,000トンの中型シップ。
2016年にリノベーションされ、モダンなスカンジナビア・インテリアに
生まれ変わりました。船には屋外ジャグジー、サウナ、フィットネスがついて
います。朝・昼はビュッフェ、夜はコース料理をお楽しみいただけます。

●中層階　
●ダブルベッド１つ
●シャワー＆トイレ　
●TV、湯沸しポット付

海側スーペリア（8～11㎡）

海側（8～13㎡）

旅行開始後または無連絡不参加

旅行契約の解除期日 取消料
旅行代金の50％
旅行代金の100％

2019年11月15日～旅行当日まで

MS KONG HARALD Cabin Plan

旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第1267号
〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8階
ホームページアドレス http://www.ytk.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取り引きの責任者です。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。

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

（一社）日本旅行業協会正会員
　　

クルーズセンター
〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8階
総合旅行業務取扱管理者：生田隆雄 Eメールアドレス cct@ytk.co.jp
〒231-0002 横浜市中区海岸通3-9 横浜郵船ビル3階
総合旅行業務取扱管理者：菅 知範 Eメールアドレス ccy@ytk.co.jp
〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-47-1 名古屋国際センタービル18階
総合旅行業務取扱管理者：齋藤愛弓 Eメールアドレス ccn@ytk.co.jp

東 京☎03-5213-9987
横 浜☎045-640-6560
名古屋☎052-561-1354

〒541-0053 大阪市中央区本町3-2-6 本町ドリームビル7階
総合旅行業務取扱管理者：廣政有香 Eメールアドレス cck@ytk.co.jp
〒651-0085 神戸市中央区八幡通4-2-18 昭和住宅・福本ビル5階
総合旅行業務取扱管理者：谷維人 Eメールアドレス ccu@ytk.co.jp
〒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：吉川健二 Eメールアドレス wfs@ytk.co.jp

大 阪☎06-6251-5881
神 戸☎078-251-6218
福 岡☎092-475-0011

郵船グループ

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターまで

※上記各営業所の営業時間：月～金曜09：30～18：00（土・日・祝日休業）

※キャビンによっては、救命ボート
　などで眺望が楽しめない場合が
　ございます。

※キャビンによっては、
　救命ボートなどで
　眺望が楽しめない
　場合がございます。


