
安心の添乗員同行 郵船トラベルオリジナルツアー

2020年7月発 海外フライ＆クルーズ成田・中部・関空発

スターレジェンド Star Legend

アイスランド一周クルーズ
神々しい大自然の息吹を感じて

2020年7月23日（木・祝）～8月3日（月）12日間

998,000円～1,128,000円
（スターポートホールスイート） （バルコニースイート）

オリンピックイヤーのため、
特にご予約お急ぎください

パフィン（イメージ）

スターレジェンド・改装前（イメージ）

グルンダルフィヨルド（イメージ）

ゲイシール間
欠泉（イメー

ジ）

アクレイリ（イメージ）

（イメージ）

早期申込旅行代金 大人お１人様／2 名 1 室利用
2020年2月28日（金）まで



地球の息吹を感じる
癒しの旅へ
今、自然を愛する世界中の
人々がもっとも訪れたい場所、
アイスランド。ふつふつと湧き
上がる熱気を感じるネシャベト
リルの大地、地球の息吹を感
じる驚異の場所、ゴールデン
サークルの間欠泉…そしてラ
グジュアリーなクルーズ船で
アイスランドをぐるりと一周し、
数々のフィヨルド、小島にある
滝や火口湖を訪れ、パフィン
を探す、癒しの旅に出かけま
せんか

ゴールデンサークル
2・3日目

★

Gull foss Water fal l
グトルフォスの滝

アイスランド語で「黄金の滝」を意味する「グ
トルフォスの滝」。太陽の光で滝が黄金に
輝くように見えることからこの名がつけられま
した。最大幅 70メートル、1段が15～30メー
トルの高さの階段状の層を水が豪快に流れ
落ちます。

Geysir
ゲイシール /間欠泉

水が地熱で高温状態になり底
部が沸騰し、その水蒸圧が水
圧に勝ち、熱湯がまるで突然
噴火するかのように噴き上げま
す。5 ～ 10 分 間 隔 で 平 均
30mもの高さまで噴き上げてい
て迫力満点。大自然の営みに
感動を覚えずにはいられません。

Heimaey　 Is land
ヘイマエイ島

1973年の大噴火で島民の住める場所の多くは溶
岩流と灰によって失われ、故に北のポンペイと呼ば
れています。美しく、荒涼としたエフェットル溶岩原
のウォーキングや大西洋ツノメドリ（パフィン）最大
の営巣地を訪れるツアー、ゴムボートで洞窟探検を
するツアーなどのオプショナルツアーをご用意してい
ます。

Thingvel l i r  National Park 
シンクベトリル国立公園

西暦 930 年に世界で初めて民主議会が開かれた世界に
誇る史跡で地球の割れ目といわれる「ギャウ」が観察でき
る場所。この一帯は大西洋中央海嶺の地上露出部分で、
通常地溝帯は海面下１～ 2km にあるため見ることはできま
せんが、世界で 2 か所のみ ( アイスランドとアフリカ ) 海嶺
が観察できる貴重な場所です。

北米プレートとユーラシアプレートによる境目、大

地の裂け目など壮大な自然が織りなす世界遺産の

シンクベトリル国立公園から18kmという場所に

あるホテル。大自然を一望できるバーが魅力的。

北欧的なデザインコンシャスな内装と見た目も美し

いお料理、大自然の中のスパが自慢です。

イオン ラグジュアリー
アドベンチャーホテル（ネシャベトリル）

2013 年に日本で公開された映画
「LIFE！」の撮影地としてその雄
大さと美しさから一躍有名になった
場所。アイスランド東部のフィヨル
ドの奥にある村は 19 世紀より交
易がおこなわれ、当時の建造物も
残っています。

Hengifoss　Water fal l
ヘンギフォスの滝

アイスランド語で「吊るしの滝」を意味し、高さ
120m。アイスランドでは 3 番目の高さを誇る滝で、
荒 し々い岸壁の上から流れ落ちる姿は豪快です。セ
イジスフィヨルドでのオプショナルツアーで訪れること
ができます。

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

北極ギツネ（イメージ）

ギャウ（イメージ）

パフィン（イメージ）

■ アイスランドの気候と服装
レイキャビクの７月の最高気温は18.9℃、最低
気温は5.7℃。メキシコ暖流の恩恵を受け、夏は
涼しくさわやか、冬でも最低気温がマイナス１℃
程度で「アイスランド人は夏も冬も同じ格好をし
ている」と言われるほど。今回のご旅行では日本
の冬の服装を想定していただければ十分です。
上陸の際は防寒用ジャンバー（防水が望ましい）、
底の厚い運動靴またはトレッキングシューズ、防
寒用の帽子、手袋、マフラー、リュックをご用意く
ださい。もちろん、温泉用の水着もお忘れなく。

■ アイスランドと白夜
アイスランドは北極圏には属していないため、
完全な白夜（沈まない太陽）とはなりませんが、
2020年7月24日のレイキャビクの日の出は
午前4時7分、日の入りは午後10時
58分。短い夜をお楽しみください。

ヘイマエイ島
4日目

★

セイジスフィヨルド
6日目 ★



Lake Myvatn ミーヴァトン湖

人口約 17,000人の北部最大の都市。16世紀より交易で栄
え、1800年代の建造物も街に残っています。郊外は、壮大
なスケールを誇る「神々の滝」ゴーザフォス、火山が形成した
驚異の風景が広がるミーヴァトン湖周辺など見所満載でオプショ
ナルツアーで訪れることができます。 

アクレイリから東へ 90km、アイスランド北東部にある
アイスランドで4 番目に大きな湖。2000 年以上前、
火山の噴火活動により形成され、小さな島や岩礁が
あり、周辺は地熱地帯の自然温泉や疑似クレーター
プセウド、火口湖クラプラなどがあり、火星にいるよ
うな不思議な風景が広がっています。

Goðafoss Water fal l
ゴーザフォスの滝

アイスランドで最も壮観な滝の 1 つです。ア
イスランドの北中央部のミーヴァトン地区、
スプレィンギサンドゥル高地道路の始まる場
所に位置し、スキャゥルファンダフリョゥト川
の水が、30m 以上の幅で高さ12m の位
置から流れ落ちています。

美しいグルンダルフィヨルドは、山脈と海の間に位置しています。 近くの道路は部分的に暖かい溶岩場を横切るので、
雪が常にそこに残ることはありません。この地域の主な見どころは、豪快な氷河、溶岩場、滝、洞窟、カルデラ、玄
武岩の崖に囲まれたスナイフェルヨークトル国立公園です。

イサフィヨルドには古い歴史を持つ小さな町
で 1743 年に建てられた、現存する最古の
アイスランド居住群があります。ヴィグル島
には非常に多くのアシカが生息し、パフィン、
ハジロウミバト、キョクアジサシなどの海鳥を
餌にして生息しています。またイサフィヨルド
を囲むトロールの腰掛と呼ばれる山中の半
月形の窪みは自然の驚異を体験できる絶好
の場所です。夏は灰色、冬には白くなる北
極キツネはスーザヴィック村の研究センター
で見ることができます。

アイスランドの総人口 34 万人の 40% が住
む首都。街のシンボルは目立つハットグリムス
教会。高さ70mまでエレベーターで昇るここ
とができ、街を一望できます ( お時間がお取り
できる場合展望します。エレベーターは別料
金です)。白いホウジハウスは政府の迎賓館。
レイキャビクはモスクワとニューヨークの中間
地点にあるため、ゴルバチョフ、レーガン会
談の場所として選ばれました。（イメージ）

北極ギツネ（イメージ）

ハットグリムス教会（イメージ）

キルキュフェットル山（イメージ）

地熱地帯（イメージ）

ホウジハウス（イメージ）

（イメージ）

ゴーザフォスの滝（イメージ）

ミーヴァトン湖（イメージ／空撮）

Blue Lagoon
ブルーラグーン

アイスランドを訪れたら、是非体験したい
ことの一つがブルーラグーンでの入浴。
入浴可能な範囲だけでも東京ドーム約
半分の広さです。地熱を利用した世界
最大の露天風呂で、乳白色のお湯には
ミネラル成分がたっぷり。美容効果も期
待できます。

アクレイリ
7日目

★

イサフィヨルド
8日目

★

グルンダルフィヨルド
9日目★

レイキャビク
10日目

★グリンダヴィーク
10日目

★

（イメージ）



グトルフォスの滝

ヘイマエイ島

シンクベトリル国立公園

セイジスフィヨルド

レイキャビク

アクレイリ

ケプラヴィーク
空港

ブルーラグーン

グルンダルフィヨルド

イサフィヨルド

ゲイシール間欠泉

■ご旅行条件
最 少 催 行 人 数 東京（成田）、名古屋（中部）、大阪（関空）発着の計 9名様

添 乗 員 成田発着で同行します。添乗員が搭乗しない航空機利用のお
客様とはヘルシンキ空港で合流 / 解散となります。

利用予定ホテル 

ヘルシンキ：ヒルトン ヘルシンキ エアポートホテル
ネシャベトリル：
イオン ラグジュアリー アドベンチャーホテル（シャワーのみ）
グリンダヴィークまたはレイキャビク：
ノーザンライトイン（シャワーのみ）、グランドホテルのいずれか
＊各ホテルのお部屋はスタンダードルーム

利 用 航 空 会 社
フィンランド航空
＊エコノミークラスの座席指定は有料となります。3月25日以後に詳細をお知らします。
＊ヘルシンキ-ケプラヴィーク間のエコノミークラスのお食事は有料となります。

食 事 回 数 朝食9回、昼食9回、夕食9回（機内食は含みません） 

時 間 帯 の 目 安
未明 早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

00:00 04:00 06:00 08:00 12:00 16:00 18:00 23:00 24:00

■スターレジェンド船内のご案内
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てアウトドアに適した服装などをご用
意ください。ご夕食からおやすみまでの間はカジュアル・エレガント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：朝食、昼食はベランダレストランでビュッフェをご用意します。夕食
はアンフォラレストランでアラカルトのコース料理をご用意します。オープンシーティングですの
で営業時間中はいつでもお越しください。また、ディナー時は予約が必要なキャンドルグリル、
フュージョンスペイン料理のクアドロ 44 もございます ( 予約料は不要）。
アルコールなどのお飲物は有料となります。
チップについて：お一人 1 泊あたり13.5 米ドルがガイドラインとなっています。本クルーズで
は 94.5 米ドルを出発前に日本円に換算して請求させていただきます。船内で特別なサービス
を受けられた場合はお客様の裁量におまかせしております。
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
貨への両替など一切行っておりません。必要な外貨は乗船前にご用意ください。

※観光について：クルーズ中の各寄港地にて船会社主催の OP オプショナルツアー(英語)をご用
意しています。添乗員は原則としてお申込みの多いコースに同行します。

リニューアル間もないスターレジェンド、
欧米では1年前の予約が常識。
そしてオリンピックイヤーのご旅行です。
ウィンドスターは2016年に初めてアイスランド一周航路を実施、年々人気が高まり満船
続出。また世界的なアイスランド人気のため、夏場のホテルやガイドも不足がち。さら
にはオリンピック開催時のため、日本発着便は混雑が予想されます。取消料発生は
120日前の3月25日（水）です。お早目のご予約をお勧めします。

ご予約は
お早目に。

Lake Myvatn ミーヴァトン湖

月日 発着時刻 スケジュール

1
2020年
7/23
木・祝

午前

午後

東京発のお客様【成田】　
名古屋発のお客様【中部】
大阪発のお客様【関空】
フィンランド航空にて空路ヘルシンキへ
着後、徒歩にてヘルシンキ空港ホテルへ。
� ＜ヘルシンキ空港ホテル泊＞�機 機 ー

2  24
 金・祝

早朝
朝

午前

夕刻

徒歩にて空港へ
フィンランド航空にて空路ケプラヴィークへ
着後、ゴールデンサークル観光（昼食付き）。
〇ゲイシール（間欠泉）、〇グトルフォスの滝を訪れます。
観光後、イオン�ラグジュアリーアドベンチャーホテルにチェックイン。
屋外のスパ（水着着用）と北欧料理の夕食をお楽しみください。
� ＜ネシャベトリル泊＞�ー 昼 夕

3 25 土

午前

午後

ホテルにて朝食後、世界遺産〇シンクベトリル国立公園の地
球の割れ目ギャウを観光します。観光後、レイキャビクへ。
スターレジェンド乗船。昼食は船内でウェルカムビュッ
フェをお楽しみ下さい。

入港　　出港
17:00 レイキャビク港出港� ＜船内泊＞�朝 昼 夕

4 26 日

10:00　17:00 ヘイマエイ島（アイスランド）
OP 1973年の大噴火のため北のポンペイと言われている
島。ヘイマエイ島到着前に1963年に海に出現した世界遺
産、スルツェイ島の沖合を航行します。
� ＜船内泊＞�朝 昼 夕

5 27 月
18:00

夕刻までクルーズ
セイジスフィヨルド入港� ＜船内泊＞�朝 昼 夕

6 28 火

13:30

セイジスフィヨルド（アイスランド）
OP 島の東部に位置し、17kmのフィヨルド河口にはカ
ラフルな家が立ち並ぶ人口700人ほどの美しい町があり
ます。45種以上の鳥類が生息するスカラネス自然保護
区を訪れるツアーやヘンギフォスの滝を訪れるハイキ
ングツアーが人気。
セイジスフィヨルド出港� ＜船内泊＞�朝 昼 夕

7 29 水

9:00　19:00 アクレイリ（アイスランド）
OP 北部アイスランド最大の都市で北極圏に近く、夏
は白夜ゾーン。日没後も明るい日が一か月ほど続きま
す。郊外のミーヴァトン湖やゴーザフォスの滝など、
火山活動が作り上げた景観をオプショナルツアーで鑑
賞することができます。
� ＜船内泊＞�朝 昼 夕

8 30 木

12:00　20:30 イサフィヨルド（アイスランド）
OP "氷の峡湾"を意味する人口2800人の街。北極キツネ
センターを訪れるツアー、野鳥の楽園ヴィグル島を
ボートで訪れるツアー、カヤックツアーなどをご用意
しています。
� ＜船内泊＞�朝 昼 夕

9 31 金

9:00　18:00 グルンダルフィヨルド（アイスランド）
OP スナイフェルスネス半島の北にある漁業の町。標
高436mのキルキュフェットル山がこの町のシンボルで
す。黒い溶岩トレイルをハイキングするツアーや、ス
ナイフェルスネス半島の絶景を海から見るボートツ
アーなどをお楽しみいただくことができます。
� ＜船内泊＞�朝 昼 夕

10 8/1 土

   7:00
午前

レイキャビク入港
船内にて朝食後、下船となります。

午後

夕刻

レイキャビク市内観光へ
1986年にレーガン・ゴルバチョフ会談が開催された〇ホウ
ジ・ハウス、街のシンボル〇ハットグリムス教会、野鳥の
楽園〇チョルトニン湖、世界最古の民主主義会の伝統を
受け継ぐ〇国会議事堂と〇市庁舎を訪れます。
◎ブルーラグーンへ。昼食の後、温泉体験(水着着用)を
していただきます。
ホテルへお送りします。ホテルにて夕食。
�＜グリンダヴィークまたはレイキャビク泊＞�朝 昼 夕

11 2 日

朝
午前
午後

ホテルにて朝食後、ケプラヴィーク空港へお送りします。
フィンランド航空にて空路ヘルシンキへ
着後、乗り換えとなります。フィンランド航空にて空
路帰国の途へ
東京着のお客様【成田】へ　
名古屋着のお客様【中部】へ
大阪着のお客様【関空】へ� ＜機内泊＞�朝 - 機

12 3 月 午前 各地到着後、入国・通関手続き
解散。お疲れ様でした。� 機 - -

訪問場所について：〇下車観光　◎入場観光

■ご旅行代金　
2名1室利用の大人お一人様／成田、中部、関空発着共通

（　　）内はホテル、船室を1名1室利用代金

スイートカテゴリー 早期申込旅行代金 旅行代金

スターポートホールスイート（SP）
丸窓　シャワー　26㎡　デッキ3

998,000円
（1,416,000円）

1,024,000円
（1,451,000円）

オーシャンビュースイート（S1）
角窓　バスタブまたはシャワー　
26㎡　デッキ4

1,071,000円
（1,494,000円）

1,097,000円
（1,529,000円）

オーシャンビュースイート（S2）
角窓　バスタブまたはシャワー　
26㎡　デッキ5

1,105,000円
（1,556,000円）

1,131,000円
（1,591,000円）

バルコニースイート（BS）
フレンチバルコニー　バスタブ
またはシャワー　26㎡　デッキ5

1,128,000円
（1,597,000円）

1,154,000円
（1,632,000円）

ビジネスクラス追加代金
（日本発着便のみ） 520,000円
※航空燃油サーチャージ30,580円、国内空港施設使用料・成田2,660円、中部2,970円、関西
3,100円、海外空港税4,730円、国際観光旅客税1,000円／いずれも2019年10月1日現在、
が別途必要となります。出発前に金額を確定して請求させていただきます。
※ポートチャージ(ツイン利用US$590/約64,600円、シングル利用US$967/約105,900
円)、船内チップ（US$94.5/約10,400円)/いずれも2019年10月1日現在、は出発前に金額を
確定して請求させていただきます。
※船室はバスタブがなく、シャワーのみのお部屋もございます。バスタブのあるお部屋からお取り
いたしますが、限りがございますので、バスタブ付きのお部屋をご希望の場合はお早目の予約を
お願いいたします。

早期申込旅行代金設定　2020年2月28日(金)まで

Route Map



Cuadro44

Amphora Restaurant

ウインドスタークルーズが誇る、3 隻の全室スイートルームのスタークラス客船は
2.5億ドル（約275億円）をかけ、大改装し、チョップ・アンド・ストレッチ工法により、
船体に中央に約 25.5メートルの新セクションが埋め込まれます。

プールとホット・タブ

ウィンドスター一番の自慢は
明るく親切なクルーたち

ベランダ
レストラン

その他の
お楽しみ

ミシュラン最年少で認められたアンソニー・サッソ氏によるクルーズ
業界初のモダン・スパニッシュレストランが新生スタークラスにオー
プンします。バスクから北カンタブリア海、カタルーニャ、バレンシア、
地中海の東部まで、スペインの沿岸地域すべてのモダン料理を追及し
ます。タパスやイベリコ豚の生ハムを是非ご賞味下さい（お席料は無
料ですが予約が必要です）。

改装により少し高くなった屋外の
デッキ区域に、プールとホット・タ
ブ（水着着用の温水ジャグジー）が
設置されます。アイスランドの雄大
な景色を眺めながらホット・タブを
お楽しみください。

スタークラス客船に一
歩入れば、高級感あふ
れる落ち着いた雰囲気
に圧倒されますが、ク
ルーはツンと気取った
マインドではありませ
ん。少し時間が経つと
お客様一人一人をお名
前で呼びかけ、親しみ
溢れる笑顔に癒されま
す。アイスランドでの
最高のリラックスタイ
ムをお手伝いします。

今回の改装でベランダレ
ストランは拡張され、オー
シャンビューの席数が大
幅に増えます。目にも美
味しいお料理が並ぶ、朝
食、昼食をお楽しみくだ
さい。

ウィンドスター 1 番人気の
イベントはスタッフとお客
様が一体となるデッキバー
ベキューパーティ、船上とは
思えないほどの山海の幸が
並びます。また、今回の改
装ではリビングスタイルの
バーベキューサービスが加
わる予定です。乞うご期待！

新装スターレジェンドが 2020年7月にデビューします

RENEWAL POINT

RENEWAL POINT

スターレジェンドでとっておきの美味しい体験を！

スターレジェンドで快適なクルーズライフを！

アンフォラレストラン

料理界のアカデミー賞、ジェームズビアード賞を受賞した多くの
シェフによる煌めきのメニューをアンフォラレストランでお楽し
みいただけます。毎夜日替わりのメニューはメインだけでも 6 種
類、夜が待ち遠しいメインダイニングです。

クアドロ 44

全室スイートの客室に新たなコンセプト
最小のお部屋が 26㎡という快適な空間が自慢のスタークラス客船。
ベッドが窓側に設置されたスタースイートが新たに登場。バスルーム
もリノベーションします。

（イメージ）※お料理は一例です。

（イメージ）※お料理は一例です。

イベリコ豚の生ハ
ム（イメージ）

※お料理は一例で
す。

アンソニー・サッソ

スターバルコニースイート（イメージ）※お部屋は一例です

（イメージ）セイジスフィヨルドでのクルー

Veranda
  Restaurant

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）



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。

東京203-5213-9987 〒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

横浜2045-640-6560 〒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

名古屋2052-561-1354 〒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

大阪206-6251-5881 〒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

神戸2078-251-6218 〒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

福岡2092-475-0011 〒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

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターまで

旅 行 企 画 ・ 実 施

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

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.co.jp

発行2019年10月1日　K-19-012

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。

■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、添乗員同行費用。※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、船内チッ
プ、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。
■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10月1日を基準としています。また、旅行代金は2019年
10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。

取消料について
取　消　日 取消料

旅行開始の日の
前日から起算して
さかのぼって

121日目に当たる日まで 無料
120日（3/25）～91日前まで 旅行代金の7.5％
90日～61日前まで 旅行代金の17.5％
60日～31日前まで 旅行代金の25％
30日～当日まで 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％

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。また、ビジネスクラスの手配は日本発
着の国際線区間のみが適用になります。

■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。

■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。
■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://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。

2020年7月、新装スターレジェンドが就航します。従来の
乗客1.6人に対してクルー1名という高品質なサービスはそ
のままに、客室の改装やビュッフェレストランのアップグレー
ド、業界初のスパニッシュ・レストラン新設などさらに魅力あ
ふれる客船となるウィンドスタークルーズにご期待下さい。

Star Legendスターレジェンド
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STAR CLASS SHIPS  

Deck 6 OW
Deck 5 CS
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Deck 4 S1
Deck 4 S
Deck 3 SP

CLASSIC SUITE

DELUXE SUITE

BALCONY SUITE

 Information contained herein is accurate at the time of publication and subject to change without notice. 2.25.19
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舷窓

＜2020年7月改装後のシップデータ＞
乗 客 数：312 人 デッキ数：8

乗 組 員 数：188〜190人 全 長：159ｍ

全 幅：19ｍ 巡航速度：15ノット

総 ト ン 数：12,995トン 船 籍：バハマ

tresはスペイン語で数字の3 のこと。
このツアーは三つのSでお客様に少人数で

満足度の高い旅をご提案します

客室数わずか 45 室のイオン ラグジュアリー アドベンチャーホテルを確保。大自然を一望できる立地にある、
一度は泊まってみたいホテルをご用意しました。

selected
こだわりの施設選び

レイキャビクの寄港だけなら他船でも訪れることができますが、アイスランドをぐるりと一周する航路は大変
貴重。毎日の寄港が感動の連続です。

sensation
感動体験

アイスランドのフィヨルドは小型船でのクルーズがぴったり。繊細な寄港地での乗下船もらくらく、かつて見
たことのない風景に出会えるアイスランドの感動の旅、少人数で丁寧にご案内します。

small
少人数制

         マークのツアーとは
小さくていい旅

その他の
お楽しみ

新装スターレジェンドが 2020年7月にデビューします

アイスランド一周クルーズ
スターレジェンドでとっておきの美味しい体験を！

スターポートホールスイート（SP）�
丸窓　26㎡　デッキ３

オーシャンビュースイート（S1）�
角窓　26㎡　デッキ4
オーシャンビュースイート（S2）�
角窓　26㎡　デッキ5
�バルコニースイート（BS）�
フレンチバルコニー　26㎡　デッキ5DECK3

※改装中の為、デッキプラン等が変更となる場合があります。

DECK4 DECK5 DECK6 DECK7 DECK8


