
びいなすクルーズ
2022年 総合パンフレット 春号



日本各地から厳選された食材の数々
びいなすマルシェの今回のテーマは
「フルーツ香るスイーツオンウェーブ」

スイーツ オン ウェーブ
Sweets on Wave

赤い宝石ストロベリーなど季節の果実をふんだんに
使った「フルーツ香るスイーツオンウェーブ」はメイン
ダイニングで開催されます。珈琲や紅茶とともに海
を眺めながらのゆったりとした至福のひとときをお楽
しみください。
※スイーツオンウェーブは各クルーズ中に1回の開催となります。

※掲載の写真はすべてイメージです。
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ラ・ジェルミナシオン プランタン ～春の芽生え～
ディシプル・ド・オーギュスト・エスコフィエ*のグランシェフお薦めの海の幸・山の幸を使いエスコ
フィエの正統派クラシックのフランス料理を現代風にアレンジします。桜鯛や春野菜、苺などの
春の息吹を感じる優しい食材の旨みをお楽しみください。
＊現代フランス料理の礎を築いたとされるオーギュスト・エスコフィエの精神を引き継いだ「ディシプル（正当な弟子）」を

意味し、フランス料理最高峰の称号の一つです。
※フランス料理フルコースの夕食はクルーズ中に1回となります。

日本の客船が織り成す繊細な「和」の食を
びいなすの日本料理は、四季折々の旬の食材を全国各地から仕入れ調理しています。
日本の客船ならではの上品な味わいと繊細な盛り付けで仕上げた洋上の日本料理を
ご堪能ください。

洋上のパティスリー
パティシエ（ケーキ職人）やブーランジェ（パン職人）が洋上
の工房で心を込めて美味しくキュートなスイーツやパンを焼
き上げます。

笑顔の珈琲を目指して
びいなすの「笑顔あふれる客船」
とUCCの珈琲鑑定士がコラボ
レーション。クルーによる試飲会
を経てオリジナル珈琲の提供を
予定しています。

料理長

料理長

※掲載の写真はすべてイメージです。

※掲載の写真はすべてイメージです。

※掲載の写真はすべてイメージです。

その時期その土地の食を求めて
びいなすマルシェに集まる食材は、元サロン・
シェフの料理人が陸の仕入れ担当として、
日本各地を回り、生産者の熱い想いを肌で
感じ、その食材を味見して仕入れています。
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※掲載の写真はすべてイメージです。

乗船するすべての人の健康と安全を守ります
新型コロナウイルス感染症に関する対策

a． 
日本国内で承認された新型コロナウイルス
ワクチン接種を完了していないお客様（2回
以上接種しかつ直近の接種日から15日以上
経過していることが必要。また、乗船当日に
ワクチン接種完了を確認できるものが必要）
但し、ワクチン未接種でも当社指定の条件を
満たした場合を除きます。

b． 乗船前日より遡って14日以内に c．（＊2） 
乗船前の事前
PCR検査にて、
検査結果が「高
リスク」もしくは

「再検査」と判
定されたお客
様

d.　
乗船当日に
左記b-（1）
の症状が認
められるお
客様

e.
乗 船 日 当 日
のPCR検査
にて、検査結
果が「高リス
ク」と判定さ
れたお客様

（1）
発熱（37．5℃以上）、咳、呼吸困難、全
身倦怠感、咽頭痛、関節・筋肉痛、下
痢、嗅覚・味覚 の異常など、健康状態
に何らかの異常の症状を有したこと
があるお客様（新型コロナウイルスワ
クチンの接種後の症状も含みます。）

（2）
新型コロナウイ
ルス感 染 症 感
染者もしくは有
症 者 および そ
の方と濃厚接触
したお客様

（3）
海 外 の
渡 航 歴
が あ る
お客様
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ワクチン接種完了を確認できる書類（予防接種済証、接種証明書、接種記録書など）を乗船当日にご提示いただくことがご乗船の条件となります（コピー可）。

※運航会社の定めるワクチン接種定義 ：  日本国内で承認された新型コロナウイルスワクチンを2回以上接種し
  かつ直近の接種日から15日以上経過していること。

●ワクチン
　未接種の方は

●事前PCR検査

●当日PCR検査　乗船当日の受付前に実施いたします。検査キットをお渡しします。

マスクを着用のうえ受付会場へお越しください。受付会場では、体温測定・PCR検査、健康質問票の
ご提出、新型コロナウイルスワクチン接種完了を確認できる書類のご提示、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など、乗船当日のスクリーニングをいたします。
当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。詳細は最終日程表にてご案内いたします。

新型コロナウイルスワクチンの接種をお願いいたします。

船に持ち込ませないための乗船条件を強化します。

乗船日の3日前～乗船前日に採取した検体でお客様ご自身にてPCR検査を受検いただき、乗船当日に低リスク
（陰性）を確認できる書類をご提示いただくことが乗船の条件となります。検査費用はお客様のご負担となります。
検査結果が確認できる書類は、原本以外にコピー、メール・WEB回答画面を印刷したものでも可能です。PCR検査
には等温核酸増幅法（LAMP法、SmartAmp法、NEAR法等）を含みます。抗原検査、抗体検査は無効です。
当社が指定するクルーズおよび感染状況により、乗船前に唾液検体採取によるPCR検査（郵送）を実施する場合が
あります。結果が「低リスク」であることがご乗船条件となります。事前PCR検査費用はクルーズ代金に含まれます。

下記いずれかに該当するお客様は、ご同行者（＊1）も含め、ご乗船いただけません。

乗船当日も受付会場でPCR検査とスクリーニングを実施します。

船外から船内への換気で
常に密閉の回避を
しています。

多数が集まる
船内施設やイベントの
密集を避けます。

乗組員も
感染症対策を
徹底します。 寄港地にて上陸中も

感染予防対策を図ります。

お客様へも密接を避けるなど
防止策をお願いします。

マスクの着用、1日2回の体温測定、
定期的なPCR検査、感染症対策に
関する教育・訓練を行います。

●自由行動
上陸中もマスクを着用ください。また、寄港地（自由行動中）での飲食は自粛いただき
ますようお願いいたします。感染状況により、自由行動を制限する場合がございます。

●フィジカルディスタンス
船内ではマスク着用、咳エチケット、フィジカル
ディスタンスを。
●体調管理
体調がすぐれない場
合は速やかに船医の
診察を受けていただ
きます。

●マルチ空調
客室・施設の空調は各々独立しており、絶えず
船外より新鮮な空気を取り入れ、直接船外に排気
しています。

●レストラン
レストランでは感染予防のため座席数を減らし
十分な距離を確保します。
●施設＆イベント
収容人数の制限、イベント内容の変更や一部
中止とする場合がございます。

船内での新型コロナウイルス
感染予防対策

「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（日本クルーズ
客船㈱発行）の本文は、ホー
ムページの新型感染症対策
サイトでご確認ください。
ホームページアドレス
https://www.venus-cruise.co.jp/info/infection.php

（＊1）ご同行者様とは、住居を共にしている方、
ご家族の方、船内で同室の方となります。

（＊2）事前PCR検査を実施する場合。

ご乗船をお断りする場合は、ご同行者様も含め、クルーズ旅行代金全額をご返金いたします。但し、乗船までの交通費や宿泊費、宅配
便等の費用はお客様ご自身のご負担となります。乗船日の受付時にご乗船をお断りする場合も、病院や自宅等への交通費はお客様
ご自身のご負担となります。行政当局の指示により公共交通機関はご利用いただけないため、高額になる場合があります。

今後の状況により検査方法の変更または取り止める場合がございます。当日PCR検査費用はクルーズ代金に含まれます。

乗船前

乗船当日

乗船中

寄港中

●オプショナルツアー・組込ツアー
バスの乗車人数を制限して催行します。食事付きのコースでは
感染対策を行っている施設を選定します。

八つの策で
「船に持ち込ませない・広げさせない」の

安全を守ります。

安全八策
クルーズお申し込み時に、「ぱしふぃっく びいなす 新型コロナウイルス感染症に対する対策（運航会社：日本クルーズ客船株式会社発行）」の
内容、並びに、お客様の個人情報を日本クルーズ客船株式会社およびお申し込み旅行会社・販売店、検査会社へ提供することについてご同意
いただくことがクルーズお申し込みをお受けする条件となります。なお、諸条件が変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

■ 乗船条件
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※掲載の写真はすべてイメージです。

※このパンフレットに掲載の写真は全てイメージで実際に訪れる時期の写真とは限りません。また、オプショナルツアー・組込ツアーや自由行動で訪問できる場所も含まれております。
※■o　  マークがついている写真の観光地は、オプショナルツアー・組込ツアーで訪れることができます。
※パンフレット掲載の観光地写真には、その場所にオプショナルツアー等で訪れられる寄港地名を併記しています。
※写真撮影 ： 篠本秀人、中村風詩人、Port Studio

Cruise Schedule
3月19日（土）～3月21日（月・祝） 神戸発着 びいなす瀬戸内八景クルーズ 5–6

3月22日（火）～3月26日（土） 神戸発着 春うらら 屋久島・佐世保と瀬戸内海クルーズ 9

3月28日（月）～4月1日（金） 横浜発着 春爛漫 黒潮海道クルーズ ～新宮・高知・日高～ 7–8

4月2日（土）～4月4日（月） 横浜発着 なばなの里 花まつり＆イルミネーションクルーズ 10

4月6日（水）～4月11日（月） 東京発着 ～ボニンブルーの海へ～ 世界自然遺産 小笠原オーシャンクルーズ 11

4月13日（水）～4月17日（日） 神戸発着 亜熱帯の島 奄美大島と洋上のアルプス 屋久島クルーズ 13

4月20日（水）～4月24日（日） 大阪発着 天
あまいろ

色の絶景 ネモフィラ観賞と伊豆諸島周遊クルーズ 12

4月26日（火）～4月28日（木） 横浜発着 The秘島クルーズ ～鳥島・孀
ソウフガン

婦岩・伊豆諸島周遊～ 15

4月29日（金・祝）～5月4日（水・祝） 横浜発着 GW世界遺産二島めぐり 奄美大島・屋久島クルーズ 14

5月6日（金）～5月8日（日） 神戸発着 GW四国 足摺岬・四万十川遊覧と瀬戸内海クルーズ 16

■r

■s

ゴールデンウイーク

■r
ゴールデンウイーク

■s

2022年3月～5月 スケジュール 国内クルーズ

●「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
以上接種しかつ直近の接種日から15日以上経過していることが必要）

●ご乗船日の15日前までに2回目以降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。

●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、当社が指定する
クルーズ及び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。

●宿泊は特記のない限りすべて船中泊となります。　
●記載されているクルーズは、特記のない限り最少催行人員150名様です。　
●添乗員は同行いたしませんが、船内では船のスタッフがご案内いたします。

●記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベント・花火などの船外イベント・オプショ
ナルツアー・組込ツアーは、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。

●ゲストエンターテイナー、イベント内容は、予告なく変更、中止となる場合がございます。
●当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。詳細は最終日程表にてご案内いたします。
●子供代金：2歳以上小学生以下のお客様の旅行代金は大人代金の75％となります。なお、

お子様のみでの客室のご利用はできません。各客室には定員があり、定員を超えてご利用
いただくことはできません。　

●相部屋の設定はございません。　
●ステートJは当面の間、販売を休止いたします。
●当面の間、乗客数をソーシャルディスタンス確保のため、制限したうえでお申込みを受付

します。
●客室番号について：使用する客室番号を指定することはできません。
●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。感染状況により、自由行動を制限する場合がございます。

●国内クルーズの旅行代金には消費税が含まれております。
●1室ご利用人数の変更があった場合には、変更後の1室ご利用人数に応じた旅行代金をい

ただきます。取消料発生日以降に減員があった場合、規定の取消料を併せていただきます。
●取消料発生日以降にお客様のお申し出により旅行契約の内容（客室タイプ、コース、割引種

別等）を変更される場合、旅行契約を一旦解除した上、新たに旅行契約を締結していただ
きます。その際、新契約の旅行代金が旧契約の代金よりも低額の場合、その差額に対して
所定の取消料をいただきます。

●シングル利用:お一人様でご利用いただける客室には、限りがございます。
●一部の寄港地につきましては通船での上陸となり、気象・海象などの条件により、上陸でき

ない場合がございます。海象条件によりましては通船に乗り移る際、足元が不安定になり危
険が伴う場合がございますので、車椅子での上陸はお断りさせていただきます。また、お体
の不自由な方も寄港地への上陸をお断りさせていただく場合がございます。なお、通船の
ご利用は、オプショナルツアーにお申し込みのお客様を優先的にさせていただきます。

●クルーズ行程中の組込ツアー及び連絡バスについては、車椅子をご利用になられるお客様
及び歩行が困難なお客様は、旅行の安全かつ円滑な実施のため、ご参加・ご利用いただけ
ない場合がございます。詳しくはお申し込みの旅行会社を通じ、日本クルーズ客船（株）まで
お問い合わせください。

●オプショナルツアー・組込ツアー・オーバーランド
ツアーにご参加中の船内での諸サービス（食事・
宿泊・イベント参加費用など）について、旅行代金
の払い戻しはございません。

●詳しい旅行条件などは、裏表紙をご参照ください。
●ご希望のお客様にはお子様メニューもご用意
　2歳以上小学生以下のお子様には、昼食・夕食に

限りお子様用メニューをご用意できますので、ご予
約時にお申し出ください。

お申し込みの前に下記の「〈全クルーズ共通〉 お申し込み時の注意事項とご案内」及び裏表紙の「旅行条件」をご確認ください。

お子様用メニューイメージ

〈全クルーズ共通〉　お申し込み時の注意事項とご案内

びいなす倶楽部新規入会キャンペーン
船上で「びいなす倶楽部」に新規でご入会いただくと、次回
よりご利用いただける通常のびいなすクルーズご優待券
に加え5,000円の特別優待券を進呈いたします。
どうぞこの機会に「びいなす倶楽部」にご入会ください。
＊びいなす倶楽部へのご入会はクルーズにご乗船いただき、船上で入会
手続きをすることで会員資格が得られます。びいなす倶楽部のご案内
はパンフレットの22ページをご覧ください。

◆新規入会キャンペーン対象コース：本パンフレットに記載の全コース
　（3月19日出発～5月6日出発まで）
◆特別優待券のご利用条件
　①2泊以上のクルーズ
　②2022年12月25日ご出発までのクルーズに有効
＊チャータークルーズではご利用いただけません。
＊その他、ご利用条件は特別優待券ご郵送時にご案内いたします。
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横浜

屋久島

奄美大島

世界自 然遺産

屋久島
めぐり

■oオプショナルツアー（予定・別代金）
●屋久島一周と白谷雲水峡ハイキング　
●紀元杉とヤクスギランド 屋久島1日観光

屋久島
紀元杉（屋久島） ■o

白谷雲水峡（屋久島） ■o

永田いなか浜（屋久島） ■o

日程 入港 出港 寄港地

4 /29金・祝 17:00 横浜
30 土 終日クルージング

5 / 1 日 07:30 17:30 屋久島 ■o
2 月 07:30 17:30 奄美大島（名瀬） ■o
3 火・祝 終日クルージング

4 水・祝 17:30 横浜
■ お食事／朝食5回・昼食5回・夕食5回

（2ページ「～春の芽生え～」ディナー
を含む）

■ドレスコード／すべてカジュアル
■ 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。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

高田正人＆小山由梨子  「洋上の風に乗って」
オペラ、カンツォーネ、
映画音楽、ミュージカ
ルなど、皆さまがよく
ご存じの名曲を二人の
オペラ歌手がお届けし
ます。数々の名場面を
お楽しみください。

その他のイベント
⃝健康体操 ひきたようこ

（日本体育大学卒、介護予防運動指導員）
ストレッチやリズム体操などを行います。メインショーでは
「コブリナサーカス」として登場。楽しいパフォーマンスを
ご期待ください。

客室タイプ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイートB スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 304,000 321,000 342,000 370,000 463,000 637,000 664,000 1,033,000 1,088,000
1名様１室利用 391,000 413,000 441,000 583,000 732,000 1,011,000 1,054,000 1,6440,00 1,732,000
3名様1室利用 247,000 260,000 277,000

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

西部林道（屋久島） ■o

ＧＷ 世界遺産二島めぐり 奄美大島・屋久島クルーズ 
2022年4月29日（金・祝） ▶ 5月4日（水・祝）【5泊6日】

横浜
発着  r

ゴールデンウィーク

1993年に独自の生態系と自然景観の自然価値が認められ、日本で
初めて世界自然遺産に登録。本格的なトレッキングから散策まで体力
に合わせて自然を楽しむことができる楽園です。

※野生動物の為、ご覧いただけない
場合もございます。
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The秘島クルーズ�～鳥島・孀ソウフガン婦岩・伊豆諸島周遊～�
2022年4月26日（火） ▶ 4月28日（木） 【2泊3日】

横浜
発着

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

黒沢年雄  
思い出を貴方に…

黒沢年雄ショー
一生忘れられない楽しい旅の
思い出の1ページになる事で
しょう。
心よりお待ちしております。

青ヶ島
 ©TCVB

南に針路を取り天然記念物でアホウドリの生息地「鳥島」や絶海にそびえる高さ
約100m（海底からはなんと約2,500m）の岩柱「孀婦岩」を目指します。

孀婦岩

鳥島

伊豆大島
新島
式根島
神津島

ベヨネース列岩
須美寿島

青ヶ島

横浜

孀婦岩
鳥島

世界的にも珍しい二重式のカルデラ火山「青ヶ島」沖もクルージングします。

日程 入港 出港 寄港地

4 /26火 17:00 横浜

27水
終日クルージング

青ヶ島〜ベヨネース列岩〜
須美寿島〜鳥島〜孀婦岩

28木 16:30
伊豆諸島周遊（神津島〜式根島〜新

島〜伊豆大島）
横浜

■ お食事／朝食2回・昼食2回・夕食2回（2ページ「～春の芽生え～」ディナーを含む）　
■ドレスコード／すべてカジュアル
■ 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。

客室タイプ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイートB スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 108,000 114,000 120,000 130,000 166,000 228,000 238,000 380,000 400,000
1名様１室利用 138,000 146,000 153,000 202,000 260,000 359,000 375,000 602,000 634,000
3名様1室利用 89,000 94,000 98,000

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）
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神戸

宿毛

三原瀬戸

瀬戸大橋

瀬戸内海クルージング

oオプショナルツアー（予定・別代金）
●四万十川遊覧と足摺岬1日観光　宿 毛

四万十川（宿毛）　　■o

足摺岬（宿毛）　　 ■o

日程 入港 出港 寄港地

5 / 6 金 17:00 神戸
7 土 07:30 18:30 宿毛 ■o
8 日 16:00 瀬戸内海クルージング

神戸
■ お食事／朝食2回・昼食2回・夕食2回（2ページ「～春の芽生え～」ディナーを含む）　
■ドレスコード／すべてカジュアル
■ 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。

客室タイプ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイートB スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 128,000 134,000 143,000 153,000 189,000 257,000 267,000 413,000 434,000
1名様１室利用 161,000 169,000 180,000 233,000 291,000 400,000 416,000 649,000 683,000
3名様1室利用 107,000 112,000 119,000

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

写真提供 ： 幡多広域観光協議会

ＧＷ�四国�足摺岬・四万十川遊覧と瀬戸内海クルーズ�
2022年5月6日（金） ▶ 5月8日（日）【2泊3日】

神戸
発着 � s

ゴールデンウィーク

瀬戸内海クルージング
多島海・瀬戸内海の景観や瀬戸大橋の通過をお楽しみください。

瀬戸大橋

●🅐日本最後の清流 四万十川遊覧
●🅑四国最南端 足摺岬観光

日本最後の清流といわれる「四万十川」の遊覧か、四国最南端にある景
勝地「足摺岬」を訪れる2つの半日観光をご用意いたしました。
どちらか1つのツアーに追加代金なしでご参加いただけます。お申込方法等、詳しくは
クルーズ出発前にお渡しするオプショナルツアーガイドにてご案内します。

5／7  選べる組込ツアー付（追加代金不要）

5・6ページ「びいなす瀬戸内八景クルーズ」の16を巡ります。
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全客室共通設備
● テレビ　● 冷蔵庫　● クローゼット　● ドレッサー　● 金庫　● タオル　● ドライヤー　● ウォシュレット型トイレ
※客室の面積にはバルコニーを含みます。　※各客室階には、無料でご利用いただけるセルフランドリーがございます。
※お客様の健康に配慮し、全客室及び、パブリックスペースは禁煙とさせていただいております。 
※救命ボート、乗下船用タラップなど客船固有の設備のために、一部眺望が妨げられる客室がございます。

車椅子対応ルーム

機能的にまとめられたお部屋。
各階により E・F・G・H・J と分
かれています。F・G・H・J は、
ソファーベッドの使用により
3名様までご利用いただける客
室もございます。
＊ステート J は当面の間、販売を休止い
たします。

（3名1室利用時 一例）

■定員：E 2名、F～J 2～3名
　　　（15.3m2、シャワー・トイレ付）
□E／9階12室、F／8階34室、
　G／6階82室、H／5・6階48室（丸窓）、
　J／5階14室（丸窓）

◆メインダイニングルームのお食事時間
が2回制の場合、ご希望の回数を指
定いただけます。

クローゼット

ベッド

バスルーム

ベッド

クローゼット

シャワー
ルーム

ステートルーム
（ E ・ F ・ G ・ H ・ J ）

ゆったりと開放感のある設計で、
室内のカラーコーディネイトが
美しく調和しています。

デラックスルーム

■定員：2名
□9階・20室（23.5m2、バス・トイレ付）

※車椅子対応ルームも2室ご用意しております。

※ブルーレイプレーヤー付

G uest room
客 室 のご 案 内

ベッド

クローゼット

シャワー
ルーム

17 ※掲載の写真はすべてイメージです。 客室イラスト：青山大介



ロイヤルスイート
（ A ・ B ）

スイート
（ A ・ B ）

（Room1002）モダン（Room1001）アルカイック

■ A（Room1002）モダン■ A（Room1001）アルカイック

■ B（Room1004）ノーブル■ B（Room1003）エレガント

クローゼット

バルコニー

クローゼット

ベッド

ベッド

バスルーム

バスルーム

バルコニー

バルコニー

クローゼット

ベッド

バスルーム

「アルカイック」「モダン」「エレガント」「ノーブル」と
部屋ごとにインテリア・コンセプトを設定し、ゆとりと
寛ぎを堪能することができます。

※客室の面積にはバルコニーを含みます。　※各客室階には、無料でご利用いただけるセルフランドリーがございます。
※お客様の健康に配慮し、全客室及び、パブリックスペースは禁煙とさせていただいております。 （スモーキングコーナーをご利用ください。）
※救命ボート、乗下船用タラップなど客船固有の設備のために、一部眺望が妨げられる客室がございます。

■定員：2名　□10階・各2室（65m2、展望バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー、インターネット閲覧専用ノートパソコン付

（Room1004）ノーブル（Room1003）エレガント

海側に大きな窓を配し、リビングと
ベッドルームに分かれたセパレート
タイプのゆとりのあるお部屋。
■定員：2名
□10階・A／14室、B／2室
　（35m2、バス・トイレ・バルコニー付）

※スイートBは、救命ボートによりバルコニーの
　眺望が妨げられます。

※ロイヤルスイートBは、救命ボートによりバルコニーの眺望が妨げられます。

※ブルーレイプレーヤー付

全客室共通設備
● テレビ　● 冷蔵庫　● クローゼット　● ドレッサー　● 金庫　● タオル　● ドライヤー　● ウォシュレット型トイレ

G uest room
客 室 のご 案 内

18※掲載の写真はすべてイメージです。客室イラスト：青山大介



専属のシェフによる特別メニューをお楽しみください。
お食事中のお飲み物はフリードリンクサービスとなります。
（一部銘柄を除く）

※グラン・シエクルは未就学児童の方はご利用いただけません。
※感染症対策の為、お客様の人数によっては食事時間が交代制になる場合が
ございます。

パリ発の自然派
スキンケアブランド

サロンクラス専用ダイニング

グラン・シエクル

ロイヤルスイートのお客様には、
下記のサービスがご利用いただけます。

サロンクラスのお客様への特別なおもてなし

アメニティは「オムニサンス」

ご乗船時の
ウェルカム
ドリンク

クリーニング
サービス

※ワンナイトクルーズ
　は除く

客室での
インターネット
閲覧サービス

２人掛けテーブルで
ゆったりとお食事を
お楽しみいただけます。

オプショナルツアーの
優先予約

シャンプー、コンディショナー、シャワージェル、
ボディローション、グリーンソープをご用意。

フランス・ブルターニュ地方の海洋深層水を
はじめ厳選された自然の原材料を使用。お肌
にやさしく五感に訴える癒しの香りで、スパの
「心地よさ」を味わえるアイテムです。

女性にはコスメセットをご用意

さらに

ロイヤルスイート、スイートのお客様限定

ツアーのお申し込み締切日までお受けします。

客室に
ウェルカムスイーツご用意 専用バスローブをご用意

客室で映画鑑賞

客室のブルーレイプレーヤーで映画をご覧いた
だけます。

ルームサービス

サンドイッチやおにぎり等の軽食・ソフトドリンクを
お届けします。

ミニバーセット

ウイスキーや各リキュールをご用意しています。
冷蔵庫内にはお飲み物もご用意しています。

● クレンジングミルク（メイク落とし）
● クレンジングジェル（洗顔料）
● スキンローション　● フェイスクリーム

フルコースイメージ

※感染症対策その他諸事情により、サービス内容が変更になる場合がございます。

ご乗船
時

サロンクラスのすべての客室に
シーリーベッドを
ご用意しています。

19 ※掲載の写真はすべてイメージです。



 トップラウンジ（ゲームコーナー）

サンデッキ

プール

プールサイドデッキ

展望浴室（女性）スチームサウナ

スチームサウナ

展望浴室（男性）

ジャグジー

オブザベーション
ラウンジ

びいなすサロン

プール
サイドバー

ジムナジウム

メインホール ランドリー ステートF

ボートデッキ ランドリー
メインダイニング

ルーム オープンバーショップ
プロムナード

メインラウンジピアノサロン

車椅子をご使用の
方のためのトイレ

ダイニングサロン

ランドリー

ステートHステートG
シアター

パソコンルーム
ライティングルーム

レセプション
ルーム

コンファレンスルーム（B）

スモーキング
コーナーツアーデスク

ランドリー
フロント

TELステートJ
（販売休止中）

ステートH
美容室診療室

カードルーム カラオケ
ルーム

コンファレンス
ルーム（A）

茶室
デラックスステートE

ランドリー

ランドリー

スポーツ
デッキバー スイートA

ロイヤルスイートAランドリースモーキングコーナー
（10階客室専用）

ロイヤル
スイートB

ランドリースイートB

※救命ボート、乗下船用タラップなど、客船固有の設備のために、一部眺望が妨げられる客室がございます。
※プールは、クルーズの内容や地域・天候・気温によってご利用いただけない場合もございます。

当面の間、感染症対策の為、使用する客室番号は指定
いただけません。

客室番号について
スイートB

ロイヤルスイートA

ロイヤルスイートB

スイートA 車椅子をご利用の方のための客室
（デラックスルーム）
エレベーターEV

ステートルームJ

ステートルームH

ステートルームG

デラックスルーム

ステートルームE

ステートルームF

D E C K  P L A N
デッキプラン

11F 12F

8F

6F

4F

10F

9F

7F

5F

営業を中止する施設 12F「ゲームコーナー」 11F「びいなすサロン」 9F 「カラオケルーム」「カードルーム」「茶室」 6F 「パソコンルーム」

20※掲載の写真はすべてイメージです。



オプショナルツアー・組込ツアー

E

E

様々なジャンルの
ゲストによるショーを
お楽しみください。
皆様の心を
温かく包みます。

希望にあわせて観光プランを選べます。

見所を効率よく便利に観光

港周辺をのんびり気ままにご自分のペースで観光

びいなすハウスバンド
S
セント
t.トロペス&シャーロット

ntertainment
奏 で る

xcursion
巡 る

旅行企画・実施／日本クルーズ客船（株）

※詳細はクルーズ出発前にお渡しするクルーズのオプショナルツアーガイドにてご案内いたします。  ※現地事情により実施しない寄港地もございます。

寄港地の魅力を手軽に楽しみたい方におすすめです。バスで主な
観光名所を周遊したり、ご当地グルメの堪能、四季折々の各地の
魅力に触れることができる様々なプランをご用意しています。

ご自分のペースでゆったりと観光したい
という方や、長時間歩くのが難しいとい
う方におすすめのタクシーを利用した観
光プランです。
※貸切タクシープランは、お客様と（株）キャブ

ステーションとの直接契約となります。

寄港日でもお部屋はもち
ろんの事、船内で自由にお
くつろぎいただけます。

下記はクルーズや寄港地によっては実
施されない場合もございます。

●オプショナルツアーの予約、変更、取消や寄港地
の 情報提供など観光に関するご相談を承ります。

●ツアーデスクは寄港日の営業はございません。
●自由行動されるお客様向けに国内の寄港地

によっては、 寄港日当日に地元の方による観
光案内デスクを岸壁に 設置します。

■o  オプショナルツアー・組込ツアーについてご案内とご注意
●ツアーの詳細は、クルーズ出発前にお渡しするオプショナルツアー

ガイドにてご案内いたします。
●クルーズにお申し込みのお客様には、ご乗船日の約1ヵ月前にオプ

ショナルツアー申込書を送付いたします。ご希望のコース及び
必要事項を申込書にご記入の上、日本クルーズ客船（株）に申し
込み期日までにご返送ください（申込金は不要です）。

●各コースには、定員があり原則として先着順で承ります。
●オプショナルツアーの代金は船内でお支払いいただきます。
●オーバーランドツアー（宿泊付ツアー）は事前のお支払い又は、

船内でのお支払いとなります。 詳細は別途ご案内いたします。

■オプショナルツアー・
　組込ツアーの変更・中止

記載のオプショナルツアーは、諸事情
により変更または中止となる場合が
ございます。

■オプショナルツアー取消料
日本クルーズ客船（株）の旅行条件に
よります。

ツアーディレクター

貸切タクシープラン
 （別代金・国内のみ） あえて

外出せずに…

▶ 寄港地での送迎バスプラン
寄港地によっては近くの観光地等へ有料送迎バスを運行します。自由行動で散策やお買物をされたい方におすすめなプランです。

船内ツアーデスク

■b 送迎バス（■o）

oオプショナルツアー（別代金が必要の観光ツアー）

 組込ツアー（ツアー代金が不要の観光ツアー）
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カジュアル

※掲載の写真はすべてイメージです。

■ カジュアル

びいなす倶楽部とは、びいなすクルーズをご愛顧くださるリピーターズクラブです。びいなす倶楽部とは、びいなすクルーズをご愛顧くださるリピーターズクラブです。

I N F O R M AT I O N

©川上真理子

● ご利用いただけるクレジットカード

※各クルーズのドレスコードはこの冊子のコースページに記載しています。

夕方以降
その日ごとに設定されたドレスコードにあわせて
お洒落をお楽しみください。

日中～夕方まで
自由な服装でお過ごしいただけます（ただし、パジャマ
や浴衣（寝間着）などはご遠慮ください）。

襟付のシャツにスラックスなど［ 男性 ］
ブラウスとスカート、スラックスなどの快適な服装［ 女性 ］

※Tシャツ、ジャージ、極端なダメージのあるジーンズ、
　サンダル履きはご遠慮ください。

お洒落にきめて洋上
ライフを愉しく過ごす。

I 船内での服装について
華やかな雰囲気の中、普段できないお洒落ができる
のもクルーズならではの楽しみです。お客様お一人
お一人がお洒落を楽しんでいただくことはもちろ
ん、皆様がそろって快適にお過ごしいただくための
マナーとして、インフォーマル、カジュアルなどのド
レスコード（服装規定）を設定しております。夕方以
降は常にドレスコードをお守りください。

ぱしふぃっく びいなす
公式フェイスブック・インスタグラムぜひご覧ください！

＠pacificvenus.jcl ＠venus_cruise

魅力的な情報をお届けいたします。

「びいなす倶楽部」のご案内
（入会金・年会費 無料）

会員の方には素敵な特典をご用意

■ 乗船クルーズに応じた優待券の進呈。
■ 会員誌「ふれんどしっぷ」と最新クルーズ情報をお届けします。

～びいなす倶楽部に入会するには～
このパンフレットに記載のクルーズは、すべてびいなす倶楽部特典の対象となります。

ご 案 内

ホテルマネージャー

心行くまで海の休日を
お楽しみください。

クルーズ
コーディネーター

船内生活・クルーズのご相談は
7階クルーズデスクへ。
皆様の旅をお手伝いいたします。

ぱしふぃっく びいなすのクルーズにご乗船いただき、船上にて入会手続きをすることで会員資格が得られます。
会員割引を適用するには、割引対象のクルーズの前に会員になる必要がございます。

ドレスコード適用時間帯の目安

クルーズ旅を楽しむために、便利・安心・安全をサポートします。

I 船内の診療室
船内には医師（船医）と看護師が乗船し
ているので安心です。乗船中の急病や体
調がすぐれない場合はフロントにご連絡
ください。（有料：自費診療）

I 船内新聞
船内新聞を毎日発行し、翌日分を毎夜お
部屋にお届けします。船内新聞にはクルー
ズスケジュール、お食事、船内イベント、
寄港地のご案内などクルーズを楽しむた
めの情報が満載です。スケジュールづくり
やお寛ぎの時間にお役立てください。

クルーズの魅力は、目覚めれば次の寄港
地という身体にやさしい旅行です。乗下
船時に宅配便（有料）をご利用いただく
と大きな荷物を持たずに乗船でき、旅行
中の荷物の移動もほとんどなく、身軽に
観光できます。

※宅配便は原則2泊3日以上のクルーズでご利用い
ただけます（有料）。

I 船内で必要な費用について I 大きな荷物の移動もラクラクで身軽な旅を
アルコール飲料などのお飲み物代、
ショップでのお買い物代、オプショナル
ツアー代、クリーニング代、通信費、一部
のカルチャー教室の教材費などの個人
的諸費用は別途お支払いが必要ですが、
下船前に船内にて一括して現金または
クレジットカードでご精算いただけます。

●  ダイナース
●  JCB

●  VISA
●  DC

●  NICOS
●  UC

●  MASTER
●  AMEX

●  MUFG

※デビットカード、プリペイドカード、海外専用カードはご利用になれません。

※診療室での受診は、社会保険や国民健康保険の
　適用にはなりません。
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お申し込みの方法と契約の成立
（1）申込書に所定の事項を記入し、1名あたり下記の申込金のお支払いが

必要になります。申込金は旅行代金又は取消料もしくは違約料のそれぞ
れ一部として取扱います。なお、申込書にお客様のローマ字氏名を記入
する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりに

　  ご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、お客様の
     交替の場合に準じて同様の手数料をいただきます。　

（2）電話等の通信手段にてご予約の場合、予約の時点では契約は成立していません。
当社が予約の承諾をする旨を通知した日から起算して3日以内に、前項に定める
金額の申込金と申込書を提出していただきます。なお、お客様から当該期間内に
申込金の提出がなされないときには当社は予約がなかったものとして取扱います。

（3）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。

（4）募集型企画旅行の参加に際し特別な配慮を必要とするお客様は、契約の
申し込み時に申し出てください。この時当社は可能な範囲でこれに応じます。
お申し込み条件

（1）20歳未満の方は保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者
の同行を条件とします。

（2）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
害のある方、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。

（3）前号のお申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲内でこれ
に応じます。これに際してお客様の状況および必要とされる措置につい
てお伺いし、又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。

（4）当社は旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師によ
る「お客様の健康情報」（所定書式）の提出、コースの一部について内容を変更す
ることを条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配
することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約の解除
をさせていただくことがあります。なお、お客様から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原則としてお客様の負担とします。

（5）長期クルーズ（クルーズ期間31日間以上）および当社が指定するクルーズでは、
すべてのお客様に健康アンケートの提出をお願いいたします。その内容によって
は医師による「お客様の健康情報」（所定書式）の提出をお願いいたします。

（6）2歳未満のお子様はご乗船できません。
（7）他の旅行者に迷惑を及ぼしまたは団体旅行の円滑な実施を妨げる恐

れがあると認められるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
（8）お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたときは、

お申し込みをお断りする場合があります。
旅行代金の支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって国内クルーズ
の場合は21日目に当たる日より前に、海外クルーズは、60日目に当たる
日以降、31日目に当たる日より前に（ピーク時の海外クルーズは41日目
に当たる日より前に）お支払いいただきます。
旅行代金に含まれるもの

（1）旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃・料金（この運賃・料金
には、運送機関に課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に
対応する為、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に
一律に課せられるものに限ります｡以下同様）を含みません）。

（2）旅行日程に含まれる送迎バス等の運賃・料金
（3）旅行日程に明示した宿泊・食事・船内イベント参加費用（一部を除く）
（4）手荷物の運搬料金（各交通機関の規定に基づく）
〔注〕上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払い戻し
はいたしません。
旅行代金に含まれないもの
前項の他は旅行代金の中に含まれません。その一部を例示します。

（1）船内での有料サービス、飲料代、クリーニング代、電報・電話料等個人的
性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料

（2）疾病、傷害に関する治療費およびそれに伴う諸費用
（3）乗船港までおよび下船港からの交通費、宅配便代、その他個人的

費用
（4）希望者のみ参加する各寄港地でのオプショナルツアーの旅行代金
（5）渡航手続き諸費用（旅券印紙代、査証代、予防接種料金、渡航手続

取扱料金等）
（6）任意の旅行保険料並びに携帯品保険料
（7）客室タイプ変更による追加代金
（8）国際観光旅客税・日本国外の出入国税等及びこれに類する諸税
（9）運送機関の課す付加運賃・料金

旅券・査証について（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先の
領事館、入国管理事務所にお問い合わせください）
お客様がお申し込みになられた旅行において、旅券（パスポート）の有
効残存期間や査証（ビザ）を必要とする場合があります。具体的な必要
国は本パンフレットに記載されていますので、ご確認ください｡
＊現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査
証取得はお客様の責任で行ってください。これらの手続等の代行に
ついては、取扱店（当社）が渡航手続代行料金をいただいてお受けし
ます｡

旅行契約内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中
止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供等の当
社が関与しえない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。

（2）当社の責任とならない各種ローンの取り扱いおよびその他渡航手続き
上の事由に基づき、お取り消しになる場合も上記の取消料をお支払い
いただきます。
当社による旅行契約の解除
参加者数が明示した最少催行人員に達しなかった時は、旅行を中止し
ます。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって国内旅
行にあっては13日目に当たる日より前に、海外旅行にあっては23日目（ピ
ーク時に旅行を開始するものについては33日目）に当たる日より前に、
旅行を中止する旨をお客様に通知いたします。
旅程管理
添乗員は同行いたしませんが、船内では係員が、現地では現地係員が
お世話いたします。
当社の責任
当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠
償いたします（お荷物に関する賠償限度額はお1人様15万円、当社に
故意又は重大な過失がある場合を除きます）。

8

11

12

13

14

16

2

3

4

5

6

7

旅行契約の解除日 取消料
〈国内クルーズ〉

21日前まで
20日前から8日前まで旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって
7日前から2日前まで

旅行開始日の前日
旅行開始日の当日（下記除く）
旅行開始後または無連絡不参加

無  料
旅行代金の 20％
旅行代金の 30％
旅行代金の 40％
旅行代金の 50％
旅行代金の100％

旅行契約の解除日 取消料
〈海外クルーズ（長期クルーズを除く）〉

ピーク時の旅行である場合、41日前まで
40日前から31日前まで〃旅行開始日の

前日から起算して
さかのぼって

31日前まで
30日前から3日前まで

旅行開始日の前々日から当日まで（下記除く）
旅行開始後または無連絡不参加

無  料
旅行代金の 10％

無  料
旅行代金の 20％
旅行代金の 50％
旅行代金の100％

（注）ピーク時とは、12月20日～1月7日、4月27日～5月6日、7月20日～8月31日の
　　期間をいいます。

旅行契約の解除日
〈海外長期クルーズ（クルーズ期間31日間以上）〉

121日前まで
120日前から91日前まで旅行開始日の

前日から起算して
さかのぼって

90日前から61日前まで
60日前から31日前まで
30日前から21日前まで
20日前から3日前まで

無  料
取消料

旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の

旅行開始日の前々日から当日まで（下記除く） 旅行代金の
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の

  5％
 10％
 20％
 30％
 40％
 50％
100％

変更補償金の支払いが必要となる変更

契約書面に記載した旅行開始日または旅行
終了日の変更
契約の書面に記載した入場する観光地また
は観光施設（レストランを含みます）、その他
旅行目的地の変更
契約書面に記載した運送機関の等級または
設備のより低い料金のものへの変更（変更
後の等級および設備の料金の合計額が契
約書面に記載した等級および設備のそれを
下回った場合に限ります）
契約書面に記載した運送機関の種類または
会社名の変更
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地た
る空港または旅行終了地たる空港の異なる
便への変更
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間
における直行便の乗継便または経由便への
変更
契約書面に記載した宿泊機関の種類または
名称の変更
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、
設備または景観その他客室の条件変更
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツア
ータイトル中に記載があった事項の変更

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.5

3.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

5.0

一件あたりの率（％）
旅行開始前 旅行開始後

注1）「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までに旅行
者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更について旅
行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2）第4号または第7号、第8号に掲げる変更が1乗車船または1泊の中
で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1変更として取
り扱います。

注3）第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までを適用せず第
9号によります。
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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。

取消料（お客様による旅行契約の解除）
（1）お客様はいつでも次に定める取消料を払って旅行契約を解除すること

ができます。ただし、契約解除のお申し出は、営業時間内にお受けします。

旅程保証
当社は右表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、右表に記載
する変更補償金を支払います。ただし、次の場合は変更補償金は支払いま
せん。天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行
サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービス提供、旅行
参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。なお、変更補償金
は旅行者1名に対し、1旅行契約につき旅行代金の15％を限度とします。
また、変更補償金が千円未満であるときは、変更補償金は支払いません。

お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被った時は、そのお客様
に損害の賠償を申し入れます。
旅行条件の基準期日
このパンフレットに記載された旅行サービス内容および旅行条件は、
2021年12月1日現在を基準として算定しております。
確定書面（最終日程表）
確定された最終日程表は旅行開始日の前日（旅行開始日の前日から起
算してさかのぼって7日前に当たる日以降に申し込みされた場合には出
発当日）までにお送りします。なお期日前であってもお問い合せいただけ
れば手配状況についてご説明いたします。
その他

（1）当社はいかなる場合も旅行の再実施は行いません。
（2）お客様が個人的な案内・買物等を係員、現地係員等に依頼された場合の

それに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様
の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要し
た諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。

（3）その他の事項に関しては、当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約
の部）によります。
個人情報の取り扱いについて

（1）当社は、旅行申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、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様が
お申し込みいただ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パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に
記載した日までにお送りする確定書面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（以下「手配
等」といいます。）に必要な範囲内、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・
宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、あらかじめ電子的方法等で
送付することによって提供いたします。お申し込みいただく際には、これら
の個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の
商品やサービスの御案内、当社の商品やキャンペーンの御案内のため
に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

（2）当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡
先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病
があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場
合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を
当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
＊また、当社では（1）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（2）アン
ケートのお願い。（3）特典サービスの提供。（4）統計資料の作成｡（5）当社の旅
行商品のご案内。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります｡
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渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫所「海外で健康に過
ごすために」ホームページ：http://www.forth.go.jp/でご確認ください。

より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故、盗難などに備えて、
お客様ご自身で旅行保険に必ずご加入されることをおすすめいたします。

海外危険情報について
海外クルーズの場合、渡航先（国または地域）によっては「外務省海
外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合が
あります。お申し込みの際に販売店にご確認ください。海外渡航関連
情報は、外務省海外安全相談センターなどでもご確認いただけます。
外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/

募集型企画旅行契約
この旅行は、当社が企画、募集し実施する募集型企画旅行で、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。又契約の内容・条件はこの書面による他、パンフレット、
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。旅行業約款に定めのない
事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

1

旅行代金の額の変更
（1）当社は利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改訂により、旅行代

金の額を変更することがあります。増額の場合は、旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼって、15日目に当たる日より前にお知らせします。

（2）運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、
旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更
になった時は、旅行代金の額を変更することがあります。取り消しによって利用
人数が変更となった時は、取り消したお客様より所定の取消料をいただきます。
お客様の交替
お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡
することができます。この場合当社所定の用紙に所定の事項を記入の
上、当社に提出していただきます。その際1名様につき10,000円の手数
料をいただきます。取消料が10,000円を下回る場合、取消料をもって
交替の費用とさせていただきます。なお、1室ご利用のお客様全員が交替
される場合は取消扱いとなり、所定の取消料をいただきます。

9

10

特別補償
当社は責任の有無にかかわらず、お客様が、当旅行参加中に、急激か
つ偶然な外来の事故により生命、身体、または手荷物に被った一定の
損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海
外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数
により海外旅行4万円～40万円、国内旅行2万円～20万円、通院見
舞金として通院日数により海外旅行2万円～10万円、国内旅行1万円～
5万円、携行品にかかる損害補償金（15万円を限度、ただし一個又は
一対についての補償限度は10万円）を支払います。
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旅行代金の総額 15万円未満 30万円以上15万円以上30万円未満
20,000円以上 50,000円以上30,000円以上

海外クルーズは旅行代金の20％
申込金

運航会社：日本クルーズ客船株式会社

ホームページ：www.cruiseplanet.co.jp（クルーズ情報満載）
観光庁長官登録旅行業第1739号　日本旅行業協会正会員

旅行企画 ・ 実施

総合旅行業務取扱管理者とは､お客様の旅
行を取扱う営業所での取引きの責任者です。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、ご遠慮なく左記総
合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

JATA正会員

よい国よい旅よいマナー

●お問い合わせ・お申込みは

□有楽町本店

総合旅行業務取扱管理者  小川 誠
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館ビル6階
Tel.03（6865）9600 

□名古屋支店

総合旅行業務取扱管理者  福田 大雅
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目7-12 サカエ東栄ビル7階
Tel.052（687）6877 

□大阪本店

総合旅行業務取扱管理者  大野 義恵
〒530‐0001 大阪府大阪市北区梅田1-8-17 大阪第一生命ビル12階
Tel.06（4798）8001 

旅行代金の
総額
お申込金

5万円未満 5万円以上
15万円未満

15万円以上
30万円未満

全額 30,000円以上 60,000円以上

30万円以上

旅行代金の20%




