
ラグジュアリー・メガヨット シードリームⅡで航く

アドリア海と
コリントス運河通航クルーズ

 セレブの気分で大人のヨット遊び！

安心の
添乗員同行
海外フライ＆クルーズ2020年8月7日（金）～8月16日（日）／1０日間

998,000円～1,735,000円
（ヨットクラブステート2） （アドミラルスイート）

早期申込旅行代金
大人お一人様/2名1室利用
2020年3月19（木）まで

東京・大阪発

プールデッキ（イメージ）

コリントス運河（イメージ）

トップサイドレストラン（イメージ）ドゥブロブニク（イメージ）

ドリームベッド（イメージ）

プールバー（イメージ）



洋上のおもてなし集団

繊細なお料理

お気に入りの場所を
見つけてリラックス

豪華なダイニングサロン

メインサロン

シードリーム・ヨットクラブの最大の売り、それ
はクルーの極限まで磨き上げられたサービス。
きびきびと動き、よく気が利く。フレンドリーだけ
どスマート。それが一流のおもてなし。

シェフとお買い物

船のアウトサイドはヨットらしく実に様々な場所に絶好
のリラックススペースを設けています。お気に入りの
場所で時を忘れてお過ごしください。

112名のお客様のためなら寄港地のマルシェでとび
きり新鮮な食材を手に入れることが容易。時にはシェ
フ自らがお客様と一緒に食材探しに出かけます。今
夜のディナーが楽しみです。

ディナーの時のみ使用されるメインダイニングは、高級グランメゾ
ンを彷彿させる佇まい。新鮮な食材を使った贅を尽くしたフル
コースディナーをお召し上がりください。オフィシャルシャンパンは
有名航空会社も採用しているジャカールです。

このサイズの船だからこそ、いつしか新しい友人が生まれる。
そしてディナーの前にメインサロンでそんな気の合う仲間と食
前酒にオードブル。時には本格的なお寿司も出ます。

最高級シャトーブリアンから、アート作品のよう
なデザートまで、食べるのが惜しくなるほどの
目にも美味しいお料理をお楽しみください。
※お料理は一例です。
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これぞ、小型船の極み 
コリントス運河を通航する
シードリームⅡ
サロニコス湾とコリンティアコス湾を結ぶコリントス運河は
全長約6km、船は1時間かけてゆっくりすすみます。
運河の幅は約23m、幅14.3ｍの船は両脇わずか
4mの隙間を残し、アドリア海側の入口からタグボートに
曳かれ慎重に航行が始まります。削られた両脇は
79mもある断崖絶壁で、迫力ある風景が楽しめます。

豪華ヨットのオーナー気分で旅する、贅沢でプライベート感覚に溢れるヴァカンス。
112人のゲストに95人のクルーが、想い出に残る優雅な休日をバックアップします。
磨き上げられたクルーのホスピタリティ、新鮮な食材をふんだんに使った贅沢なディナーから
船尾のマリーナから楽しむマリンスポーツなど、自由度の高いアクティビティが人気の
船旅です。最高の洋上ヴァカンスをお楽しみください。

イメージ



燃油サーチャージはエミレーツ航空16,000円、カタール航空無料です。（2019年12
月1日現在）また、国内空港施設使用料/羽田2,710円、成田2,660円、関空3,100円、国際観光
旅客税1,000円、海外空港税：エミレーツ航空9,590円、カタール航空7,860円（いずれも2019年
12月1日現在）が別途必要となります。いずれもご出発前に確定して、請求させていただきます。

アンコール・ワット（イメージ）

トップオブザヨットバー

カジノ＆ピアノバー

洋上アクティビティー
船尾のマリーナではジェットス
キー、カヤックなどのマリンス
ポーツをお楽しみいただけます。
レセプションデスクにてお申込
みください。（無料）

アルフレスコスタイルの優雅なディナー
アドリア海の爽やかな風が流れるベストシーズンのディナー。シードリームII
では、これがヴァカンスの正しい過ごし方なのです。

ディナーの時のみ使用されるメインダイニングは、高級グランメゾ
ンを彷彿させる佇まい。新鮮な食材を使った贅を尽くしたフル
コースディナーをお召し上がりください。オフィシャルシャンパンは
有名航空会社も採用しているジャカールです。

このサイズの船だからこそ、いつしか新しい友人が生まれる。
そしてディナーの前にメインサロンでそんな気の合う仲間と食
前酒にオードブル。時には本格的なお寿司も出ます。

開放感たっぷりで、海が近くに感じられるデッキプール。

ドリームベッド
昼間は読書などレイジーな午後を過ごす
のにぴったり。夜、お好みとあらば上質なリ
ネンで覆い、完璧なドリームベッドをご用意
します。「これは映画の世界じゃないの？」そ
んな夢のようなシーンを現実にしてしまうの
がシードリーム・ヨットクラブです。

寄港地により、サイクリングをお楽
しみいただけます。

上質な大人のナイトライフのため
に作られたピアノバーとカジノは
仕切られることなくデッキ4後部に
配置されています。ピアノバーで
はお気に入りの曲をリクエストし
たり、カジノではブラックジャックに
チャレンジ！

スパ・フィットネスセンター
サイクリング

洋上で最も本格的なタイマッサージがいちばんのおすす
め。しっかりとした指圧で体のコリをほぐしてくれます。もう
一つの人気は歯のホワイトニング。その他多彩なマッサー
ジ、フェイシャル、ネイル、ヘアサロンなどを取り揃えています。

いかにもプライベートヨットらしい、完全にアウトドアのバー。
朝はアーリーバードのフレッシュジュースとコーヒー、ディ
ナーの後心地よい風に吹かれて最後の一杯を。あなた
がもっとも「今、プライベートヨットに乗っている」ことを実感
する場所です。
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ヨッティングという名の船旅
It

,
s Yachting, not Cruising

デッキ３船尾のプールはクルーズ船としては最も低い
位置にあり、海は手が届きそうなほどに近く、巨大ホ
テルのような大型船とはかけ離れた世界です。デッ
キチェアに寝そべれば、ウェイターがドリンクを尋ね、 
暑い日には霧状のウォーターを体に吹きつけてくれ、
あなたのサングラスをきれいに磨いてくれます。そし
てビーチまたはプールサイドで行われるシャンペン＆
キャビアスプラッシュはシードリームIIならではのイベ
ントです。

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となる場合がございます。
訪問場所について：◎入場観光　〇下車観光
（注１）羽田発の航空機利用の場合は8/8の未明出発となります。
（注2）名古屋駅から参加のお客様はエミレーツ航空が運行する無料シャトルバスをご利用いただくことがで
きます。名古屋駅～関空間は手配旅行契約となり特別補償規定による補償金等の適用はありません。

※観光について：イテア（デルフィ遺跡）、アテネ（コリントス運河、旧コリントス遺跡）観光は
日本語でご案内します。N船会社主催のショア・エクスカーション（英語/別料金）をご
用意しています。添乗員は原則としてご参加者の多いコースに同行します。

【シードリームII船内のご案内】
●ドレスコード：日中や上陸時は気温の変化や環境にあわせた活動的な服装、歩きやす
い靴をご用意ください。ご夕食からおやすみまでの間はエレガント・カジュアルでお過ごしく
ださい。男性は襟付きシャツ、長ズボン、女性はワンピース、スラックスなど。
●お食事、お飲物について：ご朝食、ご昼食はアルフレスコスタイル（屋外）のトップサイドレ
ストランでセミビュッフェスタイル、ご夕食はメインダイニングまたはトップサイドレストランに
てアラカルトでご用意します。アルコールを含むお飲み物はクルーズ代金に含まれていま
す（ヴィンテージ銘柄を除く）。
●チップについて：基本のチップはクルーズ代金に含まれています。特別なサービスを受け
られた場合はお客様の裁量におまかせいたします。
●船内通貨：米ドルとなります。クレジットカードもご利用いただけます。船内では日本円から
外貨への両替は行っておりません。必要な外貨は乗船前にご用意ください。

■ご旅行代金 大人お一人様・2名1室利用/羽田、成田、関空発着共通　
（　　　）は船室を1名1室利用のご旅行代金
★早期申込旅行代金設定：2020年3月19日（木）までのお申込みのお客様

998,000円
 （1,598,000円）

1,055,000円
 （1,629,000円）

1,098,000円
 （1,759,000円）

1,136,000円
 （1,796,000円）

1,151,000円
 （1,879,000円）

1,195,000円
 （1,915,000円）

1,735,000円
 （設定なし）

1,772,000円
 （設定なし）

1,651,000円
 （設定なし）

1,701,000円
 （設定なし）

430,000円
US$427（約46,970円）

お部屋タイプ

※航空機ビジネスクラス追加代金
（全区間/羽田・成田・関空発着共通）

ポートチャージ

旅行代金早期申込旅行代金

ヨットクラブステート2（デッキ2）
18.12㎡・丸窓・マルチジェットシャワー

ヨットクラブステート3（デッキ3）
18.12㎡・角窓・マルチジェットシャワー

ヨットクラブステート4（デッキ4）
18.12㎡・角窓・マルチジェットシャワー

コモドアスイート３（デッキ3）
36.24㎡・角窓・マルチジェットシャワー

アドミラルスイート（デッキ4）
34.8㎡・角窓・

マルチジェットシャワー・＆バスタブ

IまたはH（注1）東京のお客様 羽田または成田発Zドバイまたはドーハ
乗継ぎにてベニス（イタリア）へ。
I（注2）大阪・名古屋のお客様 関空発Zドバイまたはドーハ乗継ぎにて
ベニス（イタリア）へ。

EシードリームIIに乗船します。
［18：00］ベニス（イタリア）出港

Wフヴァール島（クロアチア）入港
Nアドリア海に浮かぶ世界屈指のリゾートアイランドで港には豪
華なクルーザーが処せましと並んでいます。旧市街の城壁を訪れた
り、パクレニ諸島ミニクルーズなどでお楽しみください。
Iフヴァール島（クロアチア）出港

Tドゥブロブニク（クロアチア）入港
城壁に囲まれたアドリア海を代表する要塞の街。ご希望の方を添乗
員が城壁内と全景が俯瞰できるスルジ山にご案内いたします（ケー
ブル料金などの入場料は各自でお支払ください）。城壁を歩くこともで
きます。 ※ドゥブロブニクに錨泊します。

Rドゥブロブニク（クロアチア）出港　コトルに向かいます。
Tコトル（モンテネグロ）入港
N湖のように深く入り組んだ入江がが美しいコトルは山脈に囲
まれ、とても静かな景勝地です。ロブチェン山（1,749m）へのドラ
イブなどご用意しています。
Eコトル（モンテネグロ）出港

Rイドラ島（ギリシャ）入港
人口2700人の小さな島。島内は緊急車両以外の車は乗り入れ禁
止でロバでのんびり散策や、ビーチで海水浴もおすすめ。
Eイドラ島（ギリシャ）出港

［07：00］アテネ（ギリシャ）入港
朝食後、シードリームIIを下船します。

U東京のお客様アテネ発Zドバイまたはドーハ乗継ぎにて成田へ。
　　（注2）大阪・名古屋のお客様 アテネ発Zドバイまたはドーハ乗継ぎにて
　　関空へ。

Oアドリア海クルージング
アドリア海の風景を船上よりお楽しみください。

Qイテア（ギリシャ）入港

Wイテア（ギリシャ）出港   Eコリントス運河通航（ギリシャ）
◆本クルーズのハイライト「コリントス運河」を通航します。船上か
ら断崖絶壁迫るスリリングな体験をお楽しみください。

スケジュール
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8/8（土）

2020年

8/12（水）

8/13（木）

8/14（金）

8/15（土）

8/16（日）

8/9（日）

8/10
（祝・月）

8/11（火）

機中泊L̶L̶F

船中泊FFD

船中泊ASD

船中泊ASD

船中泊ASD

船中泊ASD

船中泊ASD

船中泊ASD

E東京【成田】、大阪【関空】着
到着後、入国審査をお受けください。 お疲れ様でした。

機中泊ASF

FFL̶

※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。

390,000円

　 ＝航空機 A＝朝食 S＝昼食 D＝夕食 F＝機内食 
◎＝入場観光、○＝下車観光 N＝オプショナルツアー

8/7（金）

燃油サーチャージはエミレーツ航空16,000円、カタール航空無料です。（2019年12
月1日現在）また、国内空港施設使用料/羽田2,710円、成田2,660円、関空3,100円、国際観光
旅客税1,000円、海外空港税：エミレーツ航空9,590円、カタール航空7,860円（いずれも2019年
12月1日現在）が別途必要となります。いずれもご出発前に確定して、請求させていただきます。

コース表のマークの見方

ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
メ
ガ
ヨ
ッ
ト
ク
ル
ー
ズ

ドゥブロブニク城壁内には数多くのレストランがありますが、
中でも1886年創業の「プロト」は古くはエドワード8世も
訪れたことのある鮮度抜群のシーフードレストランです。

ドゥブロブニク近郊で養殖しているため、
1年中食べられる生牡蠣、手長エビのグリル、

トリュフのリゾットなど是非ともお召し上がりいただきたい
お料理の数々をご提供しています。

大変予約が取りにくいため、事前にご希望をお聞きします。
予算としては、コースでお一人13,000円程度。ワインなどの
お飲物は別となります。午後7時からのご夕食となります。

ご希望の方は販売店にお申し付けください。

Fish Restaurant “PROTO”
（フィッシュレストラン プロト）

■ご旅行条件 
東京（羽田または成田）と大阪（関空）発着の合計8名様
東京（羽田または成田）発着にて同行します。添乗員が搭乗しない日本
発着便をご利用のお客様とはドバイ、ドーハの空港内またはベニス、ア
テネの空港内にて合流/解散します。
エミレーツ航空、カタール航空のいずれか
朝食7回、昼食7回、夕食7回（機内食は含みません）

最少催行人員

添　 乗　 員

利用航空会社
食 事 回 数

時間帯の目安
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

Wベニス（イタリア）着 着後、空港よりタクシーボートにて○サンマルコ広
場へお送りし、自由行動のお時間（約1時間半）をお取りします。
その後、タクシーボートにてベニス港へお送りします。

シードリームIIで通航した○コリントス運河へ向かい、橋の上からの景
観をご覧いただきます。その後、◎旧コリントス遺跡を訪れ、アテネに
戻り、ご昼食と○プラカ地区での散策お時間をお取りしてアテネ空港
へお送りします。

郵船トラベルのお客様だけで、古代に世界の中心と考えられてい
た◎デルフィ遺跡を日本語ガイドがご案内します。

ドゥブロブニ
クでのご夕食

イメージ
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■“水の都”ベニスから始まるヨッティングという船旅

年々観光客が増加する世界に冠たるベ
ニス、今回のご旅行では人混みを避け、ベ
ニス空港よりタクシーボートを利用し、直
接サンマルコ広場に優雅に移動します。
自由行動のお時間をお取りし、ベニスの
雰囲気をお楽しみいただいた後、シードリ
ームⅡの待つ、サンバジリオ港へ向かいま
す。いよいよ、ヨッティングが始まります。

紀元前ギリシャ時代からの歴史があり、歴史的建造物も
多く残されている隠れ家のようなリゾートです。ボスニア
紛争の戦禍を免れ、近年、欧州のセレブが集うこの島は
海の美しさではピカ一。岸壁には彼らの豪華クルーザー
が並びますが、シードリームⅡも負けてはいません！名産
品ラベンダーのサシュ（匂い袋）はお土産に最適です。

世界遺産にも登録された要塞都市は「アドリア
海の真珠」と称賛されています。大型船は離れ
た新港に入りシャトルバス利用となりますが、シ
ードリームⅡは旧市街の旧港にテンダーボート
で直接入ることができる数少ないクルーズ船。
観光客の喧騒が消えた夜のドゥブロブニクで
ご希望のお客様を添乗員一押しのシーフード
レストランにご案内します（お食事代金は別料
金）。

アドリア海からコリントス運河を通り、エーゲ海へ…

■ヨーロッパのセレブが集まる クロアチアのリゾート、フヴァール島 ■憧れの中世都市、ドゥブロブニク  旧港に直接上陸が可能

■複雑な海岸線に佇む  中世都市、コトル

ベニス

フヴァール島
ドゥブロブニク
コトル

イテア
（デルフィ遺跡）

イドラ島

アテネ

コリントス運河
（旧コリントス遺跡）

エーゲ海

アドリア海

●

●
● ●

●

●★
●

世界
遺産

アドリア海のグルメ…………………………………………………
地中海屈指の美しい海を持つアドリア海は魚介類の宝庫。日本
でアカザエビと呼ばれる人気のスカンピ（手長エビ）は火を通して
も固くならずプリプリした歯ごたえを楽しめます。また、ドゥブロブニ
ク近郊には牡蠣の養殖場があり、1年中新鮮な牡蠣を食べるこ
とができます。日本の牡蠣と比べ癖がなく、レモンと塩で頂くのが
ベスト。トリュフも名産品。パスタやリゾットでその香りを楽しめま
すが、瓶入りも売られていて日本に持ち帰ることもできます。

※お料理は一例です。

スカンピ（イメージ）牡蠣（イメージ）

世界
遺産

■エーゲ海の  小さな楽園、イドラ島

■旅の終着地、アテネに到着。  旧コリントス遺跡観光とプラカ地区を散策。

■紀元前に世界の中心と言われた、  都市国家、デルフィ

アテネからは車で3時間ほどかか
りますが、イテアからならわずか20
分ほど、ギリシャの中でも最も古い遺跡の
一つです。ミケーネ時代（紀元前12世紀）より存在
し、全盛期は紀元前6世紀。アポロンの神託（お告
げ）が行われていた聖地で、ギリシャのみならず、世
界のヘソ（全世界の中心地）とも言われていました。
山麓に残る神殿跡には多くの都市国家が神託の
お礼として献上した宝物庫や奉納記念碑などが建
てられていて、古代の人々 がいかに神託を信じていた
かがわかります。名高い「御者の像」、「ナクソスのス
フィンクス像」は併設されている博物館で鑑賞する
ことができます。

世界
遺産

下船後、ローマ時代に建て
られた旧コリントス遺跡の
観光とアクロポリスの麓に
広がる、プラカ地区散策に
お連れします。迷路のような
街並みには歴史的な建築
物やカフェ、お土産物屋さ
んが並んでいます。

エーゲ海に浮かぶ人口2,700人ほ
どの小さな楽園、イドラ島。美しい海
に囲まれ、時間までがゆったりと流れ
ているようです。ヨーロッパでも人気
で、欧州各国から訪れる観光客も多
く、車の乗り入れができないので、ロ
バに乗っての観光も一興です。

サンマルコ広場（イメージ）

コトル（イメージ）

イドラ島（イメージ）

御者の像（イメージ）

ナクソスの
スフィンクス像
（イメージ）

フヴァール島（イメージ）

タクシーボート(イメージ)

アテネ／プラカ地区（イメージ）

旧コリントス遺跡（イメージ）

モンテネグロのコトル湾の複雑なリアス式海岸の最
奥に位置し、中世の薫りが色濃く残る港町です。三
方を険しい山々に囲まれ、その美しい自然景観と歴
史、文化の見地から世界遺産に認定されています。

世界
遺産

旧港（イメージ）

デルフィ遺跡（イメージ）



tresはスペイン語で数字の３のこと。
このツアーは３つのSでお客様に少人数で

満足度の高い旅をご提案します。

“小さくていい旅”
マークのツアーとは small

・少人数制
selected
・こだわりの日程sensation
・感動体験

112名のゲストだけにしか味わえない大人のヨット遊び。この小さな船に乗ることが旅の最大の目的、
あなたの自由気ままな旅をあたなのペースでお過ごしください。精鋭クルーがお手伝いします。
とびきりの美しさを誇るアドリア海が最もお似合いの航路、観光地直結の寄港地ではグルメも楽しめます。
長いバスに揺られることなく、上陸すればそこは観光地。集合時刻を気にすることなくお過ごしいただけます。
コリントス運河を通航できる数少ないクルーズ船で大型船では味わえないスリリングな時間をお過ごしください。
優雅な沖止めで寄港地の明かりを眺めながら楽しむアルフレスコのディナーは忘れられない思い出になるでしょう。

旅行企画・実施

発行日2019年10月2日K-19-013

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）

シードリームII
●マルチジェット
　シャワー 
●液晶TV 
●DVD・CD
　プレーヤー 
●ミニバー（冷蔵庫
　内ドリンク無料） 
●Wi-Fi（有料） 
●ヘアドライヤー ●100%コットンバスローブ&スリッパ 
●ブルガリ製アメニティ

●リビング ●マルチジェットシャワー 
●液晶TV、DVD・CDプレーヤー ●Wi-Fi（有料） 
●ミニバー（冷蔵庫内ドリンク無料） ●セーフティボックス 
●ヘアドライヤー ●100%コットンバスローブ&スリッパ 
●ブルガリ製アメニティ

●リビング ●ダイニング ●バスタブ ●マルチジェットシャワー 
●液晶TV ●DVD・CDプレーヤー ●Wi-Fi（有料） 
●ミニバー（冷蔵庫内ドリンク無料） ●セーフティボックス 
●ヘアドライヤー ●100%コットンバスローブ&スリッパ 
●ブルガリ製アメニティ

　ヨットクラブステートルーム 
【18.12㎡ デッキ2（丸窓） デッキ3・4（角窓） 】

　コモドアスイート 【36.24㎡ デッキ3（角窓）】

　アドミラルスイート 【34.8㎡ デッキ4】

パンダウ（イメージ）

■総トン数：4,300トン  ■船客定員：112名  
■クルー：95名  ■全長：105ｍ  ■全幅：14.3ｍ

デッキ6
デッキ5
デッキ4
デッキ3
デッキ2

デッキ2 デッキ3

デッキ4

デッキ5 デッキ6

＝アドミラルスイート
＝コモドアスイート
＝ヨットクラブステートルーム 

大人のヨット遊びの夢をかなえる究極の小型船。この船の前身はキュナード社が満を持して
最高級の建材で造船した「シーゴッテスⅡ」。重厚感漂う内装とクルーの笑顔が大人心をくすぐります。

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

■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25％以内
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、団体行動中のチップ、船内チップ。※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有料オプショナル
ツアーの料金、日本の空港の空港施設使用料、海外空港税、ポートチャージ、
運送機関が課す付加運賃・料金（燃油サーチャージ等）、国際観光旅客税、添
乗員同行費用。
■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12月1日を基準としています。また、旅行代金は
2019年12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。
■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。※お客様の取消により1人1部屋となった場
合、1人1室利用旅行代金との差額が必要となります。

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。
●当コースは、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。
■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日前までに確定し、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。それ以後に為替変動等による過不足
が生じましても追加徴収または返金はありません。また、燃油サーチャージ確
定までに燃油サーチャージが廃止になった場合、当社は請求いたしません。
■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。
■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://ww-
w.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.mo-
fa.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下
さい。

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。

120日～91日前まで
90日～46日前まで
45日～31日前まで
30日～当日まで

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2.5％
121日前（4/8）まで 無料

旅行代金の12.5％
旅行代金の25％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

お部屋の一例（イメージ）

お部屋の一例（イメージ）

お部屋の一例（イメージ）


