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横浜・神戸・那覇・石垣島・花蓮・
基隆（台北）・鹿児島・細島・清水
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MSウエステルダム
総トン数：82,348トン
全長：285m 幅：32.24m
乗客数：1,964人  乗組員数：812人
就航年：2004年

MSウエステルダム 船内案内図および客室

施設一覧

●カジノ ●図書館 ●ギャラリー ●スパ ●美容室 ●プール ●ジム ●サウナ
●ジャグジー ●屋外ジョギングトラック ●スペシャリティレストラン
●Club HAL（お子様プログラム） ●インターネット接続 ●ショッピングエリア
●多目的スポーツピッチ ●アメリカズテストキッチン（トップシェフによるセミナー）
●エクスプロレーションズカフェ（NYタイムズ提供スペシャルカフェ）
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Bコース

2020年 ウエステルダムで航く

横浜発着

日本人コーディネーター乗船

ウェステルダム( イメージ )郵船グループ 船旅のエキスパート

   

■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。

、国際観光旅客税、船内チップ。

管 知範

廣政有番

ウェステルダム( イメージ ) メインダイニング( イメージ ) デッキ( イメージ )イメージ

2020年3月28日（土）～4月11日（土）15日間

2020年4月11日（土）～4月25日（土）15日間

A春爛漫、九州・沖縄・台湾クルーズ

B美しい港町を巡る、春の日本一周クルーズ
旅行代金
（2名様1室ご利用）

¥218,000～¥898,000

旅行代金
（2名様1室ご利用）

（内側） （ネプチューンスイート）

¥228,000～¥938,000
（内側） （ネプチューンスイート）

69 1
69 1

T-19-011

阪

吉川健二   Eメールアドレス   wfs@ytk.co.jp齋藤愛弓

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。

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。

■ 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 ヵ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取得が不要です｡

■ 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

■お申し込み・ご参加の条件
●旅行開始時点で21歳未満の方は21歳以上の保護者の同伴が必要です｡
●生後12ヶ月未満の幼児､およびクルーズ終了時に妊娠24週目以降にな
る妊婦のお客様はご乗船いただけません。

■ 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201 年6月 日を基準としています。また､旅行代金は
201 年6月 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。

■ 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://ww-
w.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

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｡

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

旅行契約の解除期日 取消料
90～64日前まで
63～43日前まで
42～22日前まで

21日前以降

69,000円
代金の50％
代金の75％
代金の100%

取消料について注意!

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｡

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90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
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)･食事料
金(一部有料)｡
※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｡
1人1部屋追加代金､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､
港湾施設使用料､港の出入国税
■ 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｡※お客様の取消により1人1部屋と
なった場合､1人部屋追加代金が必要となります｡　

■ 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20%
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

旅行企画･実施
(一社)日本旅行業協会正会員

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引の責任者です。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｡

大　阪 ☎06-6251-5881〒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:  Eメールアドレス   cck@ytk.co.jp

神　戸 ☎078-251-6218〒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 ☎092-475-0011〒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:

東　京 ☎03-5213-9987〒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 ☎045-640-6560 〒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:    Eメールアドレス   ccy@ytk.co.jp

名古屋 ☎052-561-1354 〒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:    Eメールアドレス   ccn@ytk.co.jp

※上記各営業所の営業時間：月～金曜   0 9：3 0  ～ 1 8 : 0 0（土･日･祝日休業）

お問合せ･お申し込みは下記クルーズセンターまで

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

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)旅行条件(要約)

「HAL ウエステルダム」巻３ツ折パンフレット（2019年版）_表面　　　19/07/04七校



ホーランドアメリカの上質な魅力を

改装されたウエステルダム

ウエステルダムの客室紹介

8万トン級客船で快適な旅を

横浜発着クルーズで楽しむ

春 爛 漫 、九 州・沖 縄・台 湾 ク ル ー ズ
Aコース 2020年3月28日㈯～4月11日㈯　15日間

客船ウエステルダムは大改装し、
よりモダンに、より快適に生まれ変わりました。
行き届いたサービスと洗練された室内で素敵な船旅を。

History

145年の歴史と伝統を誇る
優雅な大人のクルーズライン

ホーランドアメリカラインは、オランダの海
運史とも大きな関わりがあり、145年の歴
史と伝統を誇ります。洋上の美術館といわ
れる素晴らしい芸術品の数々、温もりを感
じさせる上質なインテリアとサービスで、欧
米の旅行雑誌等で数多くの賞に輝いた世
界トップレベルのクルーズラインです。優雅
で品格のある大人の船旅をお届けします。

Royal Family

Explorations Cafe Billboard On Board

Gallery Bar The Retreat

オランダ王室の
ロイヤルファミリーが命名も

1873年にその前身であるネーデ
ルランドアメリカ汽船として創立、
数々の名船を航海させたホーラ
ンドアメリカライン。オランダ王室
とのゆかりも深く、近年の客船で
は2016年に 「コーニングスダム」 
をオランダ王室のマキシマ王妃が

命名。格調高いクルーズ会社として信頼される存在です。

Dining

ダイニングスタイルを選べる
多彩なワールドクラスの食事

ワールドクラスの料理人が監修した選べる
ダイニングスタイルで、世界の美食を味わ
えるホーランドアメリカライン。最高級レスト
ランの 「ピナクルグリル」（予約制・有料）、カ
ジュアルな本格イタリアン「カナレット」（予約
制・有料）、完璧にグリルされたブリオッシュ
バーガーなどが楽しめる 「ダイブ・イン」 な
ど、バラエティ豊かなグルメをどうぞ。

Music Walk

3つのジャンルが楽しめる
本格的音楽エンターテイメント

最新の音楽エンターテイメント 「Music 
Walk」 は、素晴らしい音楽家たちによる室
内管弦楽やピアノの生演奏をお届けする 

「リンカーンセンターステージ」、熱いファン
クミュージックやブルースまで魂のこもった
音楽をお届けする 「B.B.キングスブルース
クラブ」 など、３つのステージでバラエティ
に富んだライブ音楽を提供します。

ホーランドアメリカラインの中型客船
は、ロングクルーズを意識した長めの
クルーズを快適にお過ごしいただけ
る広めの客室が特徴です。高級なユ
ーロ・トップマットレスを使ったベッドや
肌触りのいいコットンリネンとソフトコッ
トンの羽毛布団、エジプト綿の大型タ
オルなど細部にもこだわっています。
居心地の良いプライベート空間として
だけでなく、機能にもこだわった客室
満足度を目指し設計されています。

※フォーマルは3回の予定です。
■発着地：横浜港
■添乗員：同行いたしません。
■最小催行人数：1名様
■食事：朝14、昼13、夕14
※天候、港湾などの事情により寄港地、日
時、ルート等は変更になる場合があります。
※3月30日神戸乗船も可能です。

高層階の船首にあり眺望が素晴らしい
エクスプラレーションズ・カフェは、改
装でより広く快適に。

人気の音楽プログラム「Music Walk」
も搭載。人気ナンバーの弾き語りなど
を楽しむビルボード・オン・ボード。

アートとお酒を楽しむギャラリー・バー
は、“洋上の美術館”のホーランドアメリ
カラインならではの新しい施設。

デッキで静寂なひとときを味わえるザ・
リトリートは、1日単位またはクルーズ
単位で予約できるプライベートエリア。

Atrium
船の中央のアトリウムもより
モダンに、ゆったりと寛げる
空間に。

●従来の日本発着クルーズよ
り一回り大きな8万トン級客
船で、船内施設がより充実。

●桜の季節に出港、季節の花
を楽しみながら日本を南下、
沖縄や台湾を訪れます。

●神戸はオーバーナイト（1泊
停泊）のため、近郊の京都
や奈良周辺もゆっくり観光
ができます。注目 の 鹿 児
島、細島にも寄港します。

●日本人コーディネーターが
乗船。船内新聞やメニュー
を日本語でご用意しますの
で安心です。
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■日程表 ■クルーズのポイント

美しい港町を巡る、春の日本一周クルーズ
Bコース 2020年4月11日㈯～4月25日㈯　15日間

※フォーマルは3回の予定です。
■発着地：横浜港
■添乗員：同行いたしません。
■最小催行人数：1名様
■食事：朝14、昼13、夕14
※天候、港湾などの事情により寄港地、日
時、ルート等は変更になる場合があります。
※4月13日大阪乗船も可能です。

●太平洋を南下、日本海側を
北上、日本を周遊するコー
スで日本各地の港の魅力が
味わえます。

●ヨーロッパのような美しい
街並みが魅力の極東ロシア
のウラジオストクに寄港しま
す。

●福 岡、金 沢、函 館では23
時出港なので、夜の観光や
グルメもゆっくりと楽しめま
す。

●日本人コーディネーターが
乗船。船内新聞やメニュー
を日本語でご用意しますの
で安心です。
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※【ポートチャージ】　2 名様 1 室利用時お 1 人様あたり：34,500 円　1 名様 1 室利用時お 1 人様あたり： 60,000 円 ( 内側･海側 )、69,000 円 ( 内側･海側以外 )
※【政府関連諸税】　25,000 円　※【国際観光旅客税】1,000 円　
※ポートチャージ、政府関連諸税につきましては、出発前に金額を確定して請求させていただきます。
※船内チップはお１人様あたりＵＳ＄203（シグネチャースイート以上はＵＳ＄224）が船内会計に自動的にチャージされます。
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■旅行代金　※2名様1室利用のお一人様代金
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※船内チップはお１人様あたりＵＳ＄203（シグネチャースイート以上はＵＳ＄224）が船内会計に自動的にチャージされます。
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ホーランドアメリカの上質な魅力を

改装されたウエステルダム

ウエステルダムの客室紹介

8万トン級客船で快適な旅を

横浜発着クルーズで楽しむ

春 爛 漫 、九 州・沖 縄・台 湾 ク ル ー ズ
Aコース 2020年3月28日㈯～4月11日㈯　15日間

客船ウエステルダムは大改装し、
よりモダンに、より快適に生まれ変わりました。
行き届いたサービスと洗練された室内で素敵な船旅を。

History

145年の歴史と伝統を誇る
優雅な大人のクルーズライン

ホーランドアメリカラインは、オランダの海
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で品格のある大人の船旅をお届けします。

Royal Family

Explorations Cafe Billboard On Board

Gallery Bar The Retreat

オランダ王室の
ロイヤルファミリーが命名も

1873年にその前身であるネーデ
ルランドアメリカ汽船として創立、
数々の名船を航海させたホーラ
ンドアメリカライン。オランダ王室
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※ポートチャージ、政府関連諸税につきましては、出発前に金額を確定して請求させていただきます。
※船内チップはお１人様あたりＵＳ＄203（シグネチャースイート以上はＵＳ＄224）が船内会計に自動的にチャージされます。
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※船内チップはお１人様あたりＵＳ＄203（シグネチャースイート以上はＵＳ＄224）が船内会計に自動的にチャージされます。

客室タイプ
■旅行代金　※2名様1室利用のお一人様代金

旅行代金
一人部屋追加代金

内側 海側 ベランダ シグネチャースイート ネプチューンスイート

218,000円
150,000円

268,000円
200,000円

328,000円
320,000円

458,000円
450,000円

898,000円
850,000円

宿泊・食事
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊



ホーランドアメリカの上質な魅力を

改装されたウエステルダム

ウエステルダムの客室紹介

8万トン級客船で快適な旅を

横浜発着クルーズで楽しむ

春 爛 漫 、九 州・沖 縄・台 湾 ク ル ー ズ
Aコース 2020年3月28日㈯～4月11日㈯　15日間

客船ウエステルダムは大改装し、
よりモダンに、より快適に生まれ変わりました。
行き届いたサービスと洗練された室内で素敵な船旅を。

History

145年の歴史と伝統を誇る
優雅な大人のクルーズライン

ホーランドアメリカラインは、オランダの海
運史とも大きな関わりがあり、145年の歴
史と伝統を誇ります。洋上の美術館といわ
れる素晴らしい芸術品の数々、温もりを感
じさせる上質なインテリアとサービスで、欧
米の旅行雑誌等で数多くの賞に輝いた世
界トップレベルのクルーズラインです。優雅
で品格のある大人の船旅をお届けします。

Royal Family

Explorations Cafe Billboard On Board

Gallery Bar The Retreat

オランダ王室の
ロイヤルファミリーが命名も

1873年にその前身であるネーデ
ルランドアメリカ汽船として創立、
数々の名船を航海させたホーラ
ンドアメリカライン。オランダ王室
とのゆかりも深く、近年の客船で
は2016年に 「コーニングスダム」 
をオランダ王室のマキシマ王妃が

命名。格調高いクルーズ会社として信頼される存在です。

Dining

ダイニングスタイルを選べる
多彩なワールドクラスの食事

ワールドクラスの料理人が監修した選べる
ダイニングスタイルで、世界の美食を味わ
えるホーランドアメリカライン。最高級レスト
ランの 「ピナクルグリル」（予約制・有料）、カ
ジュアルな本格イタリアン「カナレット」（予約
制・有料）、完璧にグリルされたブリオッシュ
バーガーなどが楽しめる 「ダイブ・イン」 な
ど、バラエティ豊かなグルメをどうぞ。

Music Walk

3つのジャンルが楽しめる
本格的音楽エンターテイメント

最新の音楽エンターテイメント 「Music 
Walk」 は、素晴らしい音楽家たちによる室
内管弦楽やピアノの生演奏をお届けする 

「リンカーンセンターステージ」、熱いファン
クミュージックやブルースまで魂のこもった
音楽をお届けする 「B.B.キングスブルース
クラブ」 など、３つのステージでバラエティ
に富んだライブ音楽を提供します。

ホーランドアメリカラインの中型客船
は、ロングクルーズを意識した長めの
クルーズを快適にお過ごしいただけ
る広めの客室が特徴です。高級なユ
ーロ・トップマットレスを使ったベッドや
肌触りのいいコットンリネンとソフトコッ
トンの羽毛布団、エジプト綿の大型タ
オルなど細部にもこだわっています。
居心地の良いプライベート空間として
だけでなく、機能にもこだわった客室
満足度を目指し設計されています。

※フォーマルは3回の予定です。
■発着地：横浜港
■添乗員：同行いたしません。
■最小催行人数：1名様
■食事：朝14、昼13、夕14
※天候、港湾などの事情により寄港地、日
時、ルート等は変更になる場合があります。
※3月30日神戸乗船も可能です。

高層階の船首にあり眺望が素晴らしい
エクスプラレーションズ・カフェは、改
装でより広く快適に。

人気の音楽プログラム「Music Walk」
も搭載。人気ナンバーの弾き語りなど
を楽しむビルボード・オン・ボード。

アートとお酒を楽しむギャラリー・バー
は、“洋上の美術館”のホーランドアメリ
カラインならではの新しい施設。

デッキで静寂なひとときを味わえるザ・
リトリートは、1日単位またはクルーズ
単位で予約できるプライベートエリア。

Atrium
船の中央のアトリウムもより
モダンに、ゆったりと寛げる
空間に。

●従来の日本発着クルーズよ
り一回り大きな8万トン級客
船で、船内施設がより充実。

●桜の季節に出港、季節の花
を楽しみながら日本を南下、
沖縄や台湾を訪れます。

●神戸はオーバーナイト（1泊
停泊）のため、近郊の京都
や奈良周辺もゆっくり観光
ができます。注目 の 鹿 児
島、細島にも寄港します。

●日本人コーディネーターが
乗船。船内新聞やメニュー
を日本語でご用意しますの
で安心です。

3月28日㈯
29日㈰
30日㈪
31日㈫

4月  1日㈬
2日㈭
3日㈮
4日㈯
5日㈰
6日㈪
7日㈫
8日㈬
9日㈭

10日㈮
11日㈯

横浜
終日航海
神戸
神戸
終日航海
那覇
石垣島
花蓮
基隆（台北）
終日航海
鹿児島
細島（宮崎）
終日航海
清水
横浜

日本

日本
日本

日本
日本
台湾
台湾

日本
日本

日本
日本

8:00

8:00
8:00
8:00
8:00

8:00
8:00

8:00
6:30

18:00

停泊
17:00

17:00
17:00
17:00
18:00

17:00
17:00

17:00

日付 寄港地 入港 出港入港

■日程表 ■クルーズのポイント

美しい港町を巡る、春の日本一周クルーズ
Bコース 2020年4月11日㈯～4月25日㈯　15日間

※フォーマルは3回の予定です。
■発着地：横浜港
■添乗員：同行いたしません。
■最小催行人数：1名様
■食事：朝14、昼13、夕14
※天候、港湾などの事情により寄港地、日
時、ルート等は変更になる場合があります。
※4月13日大阪乗船も可能です。

●太平洋を南下、日本海側を
北上、日本を周遊するコー
スで日本各地の港の魅力が
味わえます。

●ヨーロッパのような美しい
街並みが魅力の極東ロシア
のウラジオストクに寄港しま
す。

●福 岡、金 沢、函 館では23
時出港なので、夜の観光や
グルメもゆっくりと楽しめま
す。

●日本人コーディネーターが
乗船。船内新聞やメニュー
を日本語でご用意しますの
で安心です。

4月 11日㈯
12日㈰
13日㈪
14日㈫
15日㈬
16日㈭
17日㈮
18日㈯
19日㈰
20日㈪
21日㈫
22日㈬
23日㈭
24日㈮
25日㈯

横浜
清水
大阪
高知
福岡
終日航海
金沢
終日航海
ウラジオストク
終日航海
小樽
函館
青森
終日航海
横浜

日本
日本
日本
日本
日本

日本

ロシア

日本
日本
日本

日本

8:00
8:00
8:00

10:00  

8:00

6:00

8:00
8:00
8:00

6:30

20:00
14:00
20:00
17:00
23:00

23:00

20:00

17:00
23:00
17:00

日付 寄港地 入港 出港入港

■日程表 ■クルーズのポイント

ベランダ 海側

ネプチューンスイート シグネチャースイート

内側

●約48㎡
バスタブ・ベランダ付き

●約35㎡
バスタブ・ベランダ付き

●約20㎡
バスタブ・ベランダ付き

●約16㎡
バスタブ付き

●約14㎡

横浜

清水

金沢

小樽

函館

青森

大阪

高知

福岡

ウラジオストク

Aコース航路図 Bコース航路図宿泊・食事
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊

「HAL ウエステルダム」巻３ツ折パンフレット（2019年版）_裏面　　　19/07/04七校

お部屋の一例お部屋の一例

お部屋の一例お部屋の一例お部屋の一例

イメージ イメージ

イメージイメージ イメージ

イメージ

イメージイメージ

料理の例イメージ

イメージ

ユーロダム（イメージ）

コーニングスダム（イメージ）

※【ポートチャージ】　2 名様 1 室利用時お 1 人様あたり：34,500 円　1 名様 1 室利用時お 1 人様あたり： 60,000 円 ( 内側･海側 )、69,000 円 ( 内側･海側以外 )
※【政府関連諸税】　25,000 円　※【国際観光旅客税】1,000 円　
※ポートチャージ、政府関連諸税につきましては、出発前に金額を確定して請求させていただきます。
※船内チップはお１人様あたりＵＳ＄203（シグネチャースイート以上はＵＳ＄224）が船内会計に自動的にチャージされます。

客室タイプ
■旅行代金　※2名様1室利用のお一人様代金

旅行代金
一人部屋追加代金

内側 海側 ベランダ シグネチャースイート ネプチューンスイート

228,000円 278,000円
200,000円160,000円

348,000円
360,000円

488,000円
480,000円

938,000円
880,000円

※【ポートチャージ】　2 名様 1 室利用時お 1 人様あたり：34,500 円　1 名様 1 室利用時お 1 人様あたり： 60,000 円 ( 内側･海側 )、69,000 円 ( 内側･海側以外 )
※【政府関連諸税】　20,000 円　※【国際観光旅客税】1,000 円　
※ポートチャージ、政府関連諸税につきましては、出発前に金額を確定して請求させていただきます。
※船内チップはお１人様あたりＵＳ＄203（シグネチャースイート以上はＵＳ＄224）が船内会計に自動的にチャージされます。

客室タイプ
■旅行代金　※2名様1室利用のお一人様代金

旅行代金
一人部屋追加代金

内側 海側 ベランダ シグネチャースイート ネプチューンスイート

218,000円
150,000円

268,000円
200,000円

328,000円
320,000円

458,000円
450,000円

898,000円
850,000円

宿泊・食事
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊
船中泊



イメージ料理の一例イメージ 料理の一例イメージ イメージ

メインステージ

メインステージ

メインステージ

カジノ

ハドソン ハーフ
ムーン

メラ
ベッラ
ショップ

ビルボード
オンボード

B.B.キングス
ブルースクラブ

&
アメリカズ
テストキッチン

ギャラリー
バー

ゲスト
サービス

ツアー
サービス

アート
ギャラリー

エクス
プローラーズ
バー

ロウアー
ダイニング
ルーム

アッパー
ダイニング
ルーム

シービュー
プール

リドマーケットリドバー

リドプールハイドロプールグリーンハウス
スパサロン

フィットネス
センター

ブリッジ

ネプチューン
ラウンジ

クロウズ
ネスト

エクスプロ
レーションズ
カフェ

スライド式ドーム型屋根 ロフト

クラブ
ハル

クラブ
ハル

リドマーケットダイブイン
カナレット

アトリウム

ピナクルグリル

ピナクルバー

アトリウム

アトリウム

オーシャンバー フォト
ギャラリー

オーシャンバー
ストイフェ
サント

リンカーン
センターステージ

ホーランド
アメリカショップ

シービューバー

Aコース
横浜・神戸・那覇・石垣島・花蓮・
基隆（台北）・鹿児島・細島・清水

横浜・清水・大阪・高知・福岡・金沢・
ウラジオストク・小樽・函館・青森

SHIP DATA

MSウエステルダム
総トン数：82,348トン
全長：285m 幅：32.24m
乗客数：1,964人  乗組員数：812人
就航年：2004年

MSウエステルダム 船内案内図および客室

施設一覧

●カジノ ●図書館 ●ギャラリー ●スパ ●美容室 ●プール ●ジム ●サウナ
●ジャグジー ●屋外ジョギングトラック ●スペシャリティレストラン
●Club HAL（お子様プログラム） ●インターネット接続 ●ショッピングエリア
●多目的スポーツピッチ ●アメリカズテストキッチン（トップシェフによるセミナー）
●エクスプロレーションズカフェ（NYタイムズ提供スペシャルカフェ）

メインデッキ
客室 1001─1127

PS

ベランダスイート

ロウアー
プロムナードデッキ

プロムナードデッキ

アッパー
プロムナードデッキ
客室 4001─4185

ベランダデッキ
客室 5001─ 5191

アッパー
ベランダデッキ
客室 6001─ 6177

ロッテルダムデッキ
客室 7001─ 7151

ナビゲーションデッキ
客室 8001─ 8147

リドデッキ

オブザベーションデッキ
客室 10001─10026

SA

ピナクルスイート

ネプチューンスイート SB SC

SSシグネチャースイート SY SZ

VB

ベランダ付き客室

VC

VE

VH

VA

VD

VF

D

オーシャンビュー客室

DD

F

H HH

C

E

G

J

内側

K

M MM

I

L

N

Bコース

2020年 ウエステルダムで航く

横浜発着

日本人コーディネーター乗船

ウェステルダム( イメージ )郵船グループ 船旅のエキスパート

   

■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。

、国際観光旅客税、船内チップ。

管 知範

廣政有番

ウェステルダム( イメージ ) メインダイニング( イメージ ) デッキ( イメージ )イメージ

2020年3月28日（土）～4月11日（土）15日間

2020年4月11日（土）～4月25日（土）15日間

A春爛漫、九州・沖縄・台湾クルーズ

B美しい港町を巡る、春の日本一周クルーズ
旅行代金
（2名様1室ご利用）

¥218,000～¥898,000

旅行代金
（2名様1室ご利用）

（内側） （ネプチューンスイート）

¥228,000～¥938,000
（内側） （ネプチューンスイート）

69 1
69 1

T-19-011

阪

吉川健二   Eメールアドレス   wfs@ytk.co.jp齋藤愛弓

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。

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。

■ 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 ヵ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取得が不要です｡

■ 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

■お申し込み・ご参加の条件
●旅行開始時点で21歳未満の方は21歳以上の保護者の同伴が必要です｡
●生後12ヶ月未満の幼児､およびクルーズ終了時に妊娠24週目以降にな
る妊婦のお客様はご乗船いただけません。

■ 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201 年6月 日を基準としています。また､旅行代金は
201 年6月 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。

■ 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://ww-
w.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

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｡

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

旅行契約の解除期日 取消料
90～64日前まで
63～43日前まで
42～22日前まで

21日前以降

69,000円
代金の50％
代金の75％
代金の100%

取消料について注意!

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｡

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90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
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)･食事料
金(一部有料)｡
※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｡
1人1部屋追加代金､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､
港湾施設使用料､港の出入国税
■ 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｡※お客様の取消により1人1部屋と
なった場合､1人部屋追加代金が必要となります｡　

■ 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20%
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

旅行企画･実施
(一社)日本旅行業協会正会員

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引の責任者です。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｡

大　阪 ☎06-6251-5881〒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:  Eメールアドレス   cck@ytk.co.jp

神　戸 ☎078-251-6218〒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 ☎092-475-0011〒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:

東　京 ☎03-5213-9987〒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 ☎045-640-6560 〒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:    Eメールアドレス   ccy@ytk.co.jp

名古屋 ☎052-561-1354 〒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:    Eメールアドレス   ccn@ytk.co.jp

※上記各営業所の営業時間：月～金曜   0 9：3 0  ～ 1 8 : 0 0（土･日･祝日休業）

お問合せ･お申し込みは下記クルーズセンターまで

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

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)旅行条件(要約)
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SHIP DATA

MSウエステルダム
総トン数：82,348トン
全長：285m 幅：32.24m
乗客数：1,964人  乗組員数：812人
就航年：2004年

MSウエステルダム 船内案内図および客室

施設一覧

●カジノ ●図書館 ●ギャラリー ●スパ ●美容室 ●プール ●ジム ●サウナ
●ジャグジー ●屋外ジョギングトラック ●スペシャリティレストラン
●Club HAL（お子様プログラム） ●インターネット接続 ●ショッピングエリア
●多目的スポーツピッチ ●アメリカズテストキッチン（トップシェフによるセミナー）
●エクスプロレーションズカフェ（NYタイムズ提供スペシャルカフェ）
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2020年 ウエステルダムで航く

横浜発着

日本人コーディネーター乗船

ウェステルダム( イメージ )郵船グループ 船旅のエキスパート

   

■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。

、国際観光旅客税、船内チップ。

管 知範

廣政有番

ウェステルダム( イメージ ) メインダイニング( イメージ ) デッキ( イメージ )イメージ

2020年3月28日（土）～4月11日（土）15日間

2020年4月11日（土）～4月25日（土）15日間

A春爛漫、九州・沖縄・台湾クルーズ

B美しい港町を巡る、春の日本一周クルーズ
旅行代金
（2名様1室ご利用）

¥218,000～¥898,000

旅行代金
（2名様1室ご利用）

（内側） （ネプチューンスイート）

¥228,000～¥938,000
（内側） （ネプチューンスイート）

69 1
69 1

T-19-011

阪

吉川健二   Eメールアドレス   wfs@ytk.co.jp齋藤愛弓

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。

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。

■ 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 ヵ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取得が不要です｡

■ 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

■お申し込み・ご参加の条件
●旅行開始時点で21歳未満の方は21歳以上の保護者の同伴が必要です｡
●生後12ヶ月未満の幼児､およびクルーズ終了時に妊娠24週目以降にな
る妊婦のお客様はご乗船いただけません。

■ 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201 年6月 日を基準としています。また､旅行代金は
201 年6月 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。

■ 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://ww-
w.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

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｡

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

旅行契約の解除期日 取消料
90～64日前まで
63～43日前まで
42～22日前まで

21日前以降

69,000円
代金の50％
代金の75％
代金の100%

取消料について注意!

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｡

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90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
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)･食事料
金(一部有料)｡
※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｡
1人1部屋追加代金､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､
港湾施設使用料､港の出入国税
■ 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｡※お客様の取消により1人1部屋と
なった場合､1人部屋追加代金が必要となります｡　

■ 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20%
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

旅行企画･実施
(一社)日本旅行業協会正会員

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引の責任者です。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｡

大　阪 ☎06-6251-5881〒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:  Eメールアドレス   cck@ytk.co.jp

神　戸 ☎078-251-6218〒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 ☎092-475-0011〒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:

東　京 ☎03-5213-9987〒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 ☎045-640-6560 〒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:    Eメールアドレス   ccy@ytk.co.jp

名古屋 ☎052-561-1354 〒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:    Eメールアドレス   ccn@ytk.co.jp

※上記各営業所の営業時間：月～金曜   0 9：3 0  ～ 1 8 : 0 0（土･日･祝日休業）

お問合せ･お申し込みは下記クルーズセンターまで

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

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)旅行条件(要約)
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