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〈全クルーズ共通〉　お申し込み時の注意事項とご案内
●「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。
●ご乗船のお客様には、弊社指定機関の事前PCR検査をお受けいただきます。検査費用はクルーズ代金に

含まれています。
●乗船受付時に健康質問票のご提出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事前PCR検査に必要な唾液検体採取困難なため、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。
●宿泊はすべて船内泊となります。　●最少催行人員：各150名様　
●添乗員は同行いたしませんが、船内では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。
●乗船受付は出港時間の約2時間前から開始予定です。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（ファミリー2+1適用時は除く）。

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。

洋上の楽園にようこそ！
自然と隣り合わせだからこそ出会える魅力が数多くあります。
心地よく流れる、ゆったりとした時間。
ようこそ、ふれんどしっぷ「ぱしふぃっく びいなす」へ。

乗下船時・レストランでの検温　 レストランでは座席数を減らします。
感染症対策（一例）
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FRIENDLY &  EXCITI NG 

びいなすWay宣言
私たちは「ぱしふぃっく びいなす」ならではの

楽しさ溢れる空間やきめ細やかなサービスをお客様に提供する中で
「びいなすWay」という文化を作り上げます。

船 長船 長

松井 克哉仲田 敬一

S H I P
D A T A

1998年4月
26,594トン
620名

就航
総トン数
乗客数

Ｉ
Ｉ
Ｉ
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183.4m
25.0m

 客室数
全長
幅 

Ｉ
Ｉ
Ｉ

6.5m喫水Ｉ

お客様と乗組員の
安全の為に

クルーズとクルーズの日程の間に1晩以上停泊し、船内の消毒・
清掃を徹底して行い、お客様をお迎えします。
また、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。

ウイルスを船内に持ち込ませないために「乗船条件」を設けて
います。
事前にご自宅で「PCR検査」の実施を乗船条件とさせていた
だきます。
乗船当日には皆様が安心して乗船できるように「体温測定」を
実施します。

船内各所でこまめに塩素系溶剤による消毒を行います。
常に新鮮な外気を取り入れ空調し船外に排気します。
船内施設やイベントの一部中止や人数制限を行います。

感染予防のため、座席数を減らし間隔をあけたうえ、パーテー
ションの設置やテーブルを指定する場合があります。
また、乗船人数により2回食制となる場合があります。

マスク着用・手洗い・うがい・体温測定など、お客様にもご協力を
お願いいたします。
乗船中に体調がすぐれない場合は船医の診察を受けてください。

寄港地でも船内と同様に、感染予防に努めます。
当面の間オプショナルツアーで利用するバスの乗車人数を
制限し催行します。

乗船14日前からの体温測定や、乗船時の「新型コロナウイルス
検査」を経て乗船します。
感染症対策の教育・訓練を行い、万全の体制でお客様をお迎え
いたします。

感染者および濃厚接触者を船内で隔離し、クルーズは中止し
速やかに下船港に向かいます。
すべてのお客様は自室で待機していただき、船内でクラスターが
発生しない環境をつくります。
船長以下、全乗組員と陸上の社員が一丸となって対応いたします。

ホームページアドレス
https://www.venus-cruise.co.jp/info/infection.php

船内での新型コロナウイルス
感染予防の取り組みについて

（一社）日本外航客船協会策定の「外航クルーズ船事業
者の新型コロナウイルス感染予防対策
ガイドライン」を遵守して運航いたします。
詳しい取り組みについては

「びいなすクルーズホームページ」に
掲載しております。

消毒・清掃 定員について

乗船前には

船内での対応は

レストランでは

お客様へのお願い

寄港地では

乗組員には

感染が確認された場合は

写真提供： 竜串水中観光、函館七飯ゴンドラ、秋田県にかほ市、宮崎県、   
いわて観光キャンペーン推進協議会、東日本大震災津波伝承館、三陸鉄道、世羅高原農場、
館山市、宮城県観光課、篠本秀人、Port Studio

※このパンフレットに掲載の写真はすべてイメージで、オプショナル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の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で訪れることができます。

旅行日程表のマーク説明　　o オプショナルツアー

●旅行企画・実施：日本クルーズ客船（株）　●募集定員各20名様
●別代金（消費税込）で代金はすべて船上でのお支払いとなります。
●各ツアーの詳細・代金・最少催行人員・お申し込み方法につきましては、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。
●掲載のツアーは、このパンフレットでのお申し込みを受け付けておりません。
●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

共通のご案内

ステートルームF・G・Hを大人2名様と子供1名様で1室ご利用の場合、
子供代金はファミリー2+1の代金となります。

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クラブです。
ご入会には一度ぱしふぃっく びいなすのクルーズにご乗船いただく必要があり
ます。客室並びに船内クルーズデスク、フロントに申込書をご用意しております。

掲載のクルーズはびいなす倶楽部特典の対象となるクルーズです。

びいなす倶楽部会員の方はご旅行代金が10％割引となります。
※びいなす倶楽部については、下記をご覧ください。
お手持ちのびいなす倶楽部優待券記載の金額を
2倍に増額して旅行代金より割引いたします。
※期限が有効な優待券に限ります。
※優待券に記載されているご本人様のみ有効です。
※泊数記念割引券は、本キャンペーンの対象外と
　なります。

〈びいなす倶楽部会員向け割引〉

2倍キャンペーンお手持ち優待券

びいなすクルーズ お得なキャンペーン
各クルーズにマークが掲載されているクルーズに限ります。
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奏でる船  ぱしふぃっく びいなす

G ourmet   ｜  味わう
ぱしふぃっく びいなすのお食事は「地産地消」をテーマにしています。その旅に、その目的地に合わせた、新鮮な
食材や美味しい料理を楽しんでいただきたい。びいなすクルーズでは食のプロフェッショナルが、お客様に満足して
いただける味を求めて日本中を飛び回っています。

お客様の旅の思い出に
華を添えることができる、
特別な料理づくりをモッ
トーにしています。

味はもちろん、見
た目も細部にわた
りこだわったお料
理で、おもてなし
いたします。

料理長

料理長

朝食の洋食は
セットメニューで。

オムレツ・パン・ドリンク等は
スタッフが取り分け。

メインホール・メインラウンジは席の間隔をあけてお座りいただきます。

景色を楽しみながら
ティータイムを。

ティータイムも飲み物や軽食を
テイクアウトできますので客室でも

お召し上がりいただだけます。

変わらない美味しさにより
安心と安全を添えて
お食事・ティータイムなど
ビュッフェを取り止め、
スタッフが取り分けてご提供
します。

感染症対策
（一例）

ntertainment   ｜  奏でる 毎夜変わるエンターテイメント、
ゲストによるショーをお楽しみください。
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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 116,000 122,000 130,000 140,000 176,000 243,000 253,000 380,000 400,000
1名様１室利用 148,000 156,000 166,000 218,000 276,000 383,000 399,000 602,000 634,000
3名様1室利用 95,000 100,000 106,000

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

日程 入港 出港 寄港地

7 /30金 17:00 京都舞鶴
31土 08:00 18:00 佐渡島（小木） ■o

8 / 1 日 14:00 京都舞鶴
●お食事／朝食2回・昼食2回・夕食2回　●ドレスコード／すべてカジュアル

夏の佐渡島クルーズ京都舞鶴
発着

s
2021年7月30日（金） ▶ 8月1日（日） 2泊3日

佐渡島（小木）

京都舞鶴
重要伝統的建造物群保存地区 
宿根木 ■o

トキの森公園 ■o 佐渡金山 北沢浮遊選鉱場跡 ■o

送迎バス運行 o ●●空港〜●●港間送迎バス運行 o 神戸・大阪・京都〜舞鶴港間

oオプショナルツアー（予定・別代金・一例）
●千石船と船大工の里・宿根木散策
●日本最大の金銀山「佐渡金山」とたらい舟体験

佐渡島

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 116,000 122,000 130,000 140,000 176,000 243,000 253,000 380,000 400,000
1名様１室利用 148,000 156,000 166,000 218,000 276,000 383,000 399,000 602,000 634,000
3名様1室利用 95,000 100,000 106,000

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

日程 入港 出港 寄港地

7 /12月 11:30 大阪
瀬戸内海クルージング

13火 08:00 18:00 宮崎 ■o
14水 14:00 大阪

●お食事／朝食2回・昼食3回・夕食2回　●ドレスコード／すべてカジュアル

夏の宮崎クルーズ～クラシックの夕べ～大阪
発着

2021年7月12日（月） ▶ 7月14日（水） 2泊3日

大阪

宮崎

瀬戸内海クルージング

名勝・天然記念物 高千穂峡 ■o

西都原古墳群とひまわり畑 ■o
※花の開花時期・状況は気象条件等により異なります。

oオプショナルツアー（予定・別代金・一例）
●みやざきパワースポットめぐり
●南国 宮崎を感じる！フォトジェニック旅

宮 崎

日本センチュリー
交響楽団 
室内オーケストラによる
名曲の夕べ　 ※写真の楽団の編成・楽器の種類等は船内公演時と異なります。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）
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青森

敦賀

秋田

名古屋

徳島
下関

瀬戸内海クルージング

竿燈・ねぶた東北二大祭りクルーズ敦賀
発着

竿燈・ねぶた
観覧席付

2021年8月2日（月） ▶ 8月6日（金） 4泊5日

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 208,000 218,000 232,000 248,000 308,000 421,000 438,000 643,000 677,000
1名様１室利用 262,000 274,000 293,000 380,000 476,000 657,000 683,000 1,014,000 1,068,000
3名様1室利用 172,000 180,000 191,000

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 241,000 253,000 265,000 285,000 357,000 481,000 501,000 785,000 825,000
1名様１室利用 303,000 319,000 334,000 435,000 551,000 749,000 781,000 1,235,000 1,299,000
3名様1室利用 200,000 210,000 219,000

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

日程 入港 出港 寄港地

8 /12木 11:30 名古屋
13金 15:00 21:30 下関

関門海峡花火船上観賞

14土 16:00 23:30
瀬戸内海クルージング
徳島
阿波おどり観覧

15日 14:00 名古屋
●お食事／朝食3回・昼食4回・夕食3回
●ドレスコード／カジュアル（祭り・花火観覧日は浴衣もお召しいただけます）。
※ 8／13・8／14のご夕食は花火観賞・阿波おどり観覧の関係で早めのご提供
となります。

※花火大会・阿波おどりは、新型コロナウィルスの感染状況、天候その他の事
情により実施されない場合もございます。

※ 8／14の阿波おどり会場ではひな段式の長イスの観覧席をご用意していま
す。徳島港から会場付近までは送迎バスで移動し、その後約800m徒歩で
会場へ移動します（歩く距離は、観覧席の場所によって長くなる場合もござ
います）。

　貸切バス会社名（下記のいずれかのバスに乗車いただきます）。
　徳島バス・徳島バス南部、マリーナ観光、阿波交通、阿波観光バス

日程 入港 出港 寄港地

8 / 2 月 17:00 敦賀
3 火 14:00 22:30 秋田

竿燈まつり観覧

4 水 09:00 22:30 青森
ねぶた祭観覧

5 木 終日クルージング

6 金 09:00 敦賀
●お食事／朝食4回・昼食3回・夕食4回
●ドレスコード／カジュアル（祭り観覧日は浴衣もお召しいただけます）。
※ 8／3・8／4のご夕食はお祭り観覧の関係で早めのご提供となります。
※竿燈まつり、ねぶた祭は新型コロナウィルスの感染状況、天候その他の事
情により実施されない場合もございます。

※秋田の竿燈まつり会場ではひな段式の長イスの観覧席をご用意していま
す。秋田港から会場付近までは送迎バスで移動し平坦約700m徒歩で会
場へ移動となります。

　秋田：貸切バス会社名（下記のいずれかのバスに乗車いただきます）。
羽後交通、秋田中央交通、工藤興業、能代観光バス、秋田観光バス、仙建
興業、秋田トランスポート、秋北バス、第一観光バス、ロイヤル交通、南北
バス

※青森のねぶた祭会場ではパイプイスの観覧席をご用意しています。青森港
から会場間は平坦約800m徒歩での移動となります。歩く距離は、観覧席
の場所によって長くなる場合もございます。

■o

阿波おどりと関門海峡花火クルーズ名古屋
発着

2021年8月12日（木） ▶ 8月15日（日） 3泊4日

関門海峡花火

竿燈まつり

ねぶた祭

阿波おどり（蜂須賀連）

oオプショナルツアー（予定・別代金・一例）
●十和田湖と奥入瀬渓流ミニウォーク青 森

送迎バス運行 o送迎バス運行 o 神戸・大阪・京都・名古屋・敦賀駅～敦賀港間

s

阿波おどり
観覧席付
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熊野大花火と南紀クルーズ横浜
発着

2021年8月16日（月） ▶ 8月19日（木） 3泊4日

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 186,000 196,000 208,000 224,000 284,000 392,000 408,000 626,000 659,000
1名様１室利用 238,000 251,000 266,000 350,000 446,000 619,000 644,000 993,000 1,046,000
3名様1室利用 152,000 160,000 170,000

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

日程 入港 出港 寄港地

8 /20金 11:00 横浜
21土 07:30 17:30 日高（御坊） ■o

22日 08:30 14:00
清水

（夕刻熱海沖錨泊）
熱海海上花火大会船上観賞

23月 09:00 横浜
●お食事／朝食3回・昼食3回・夕食3回
●ドレスコード／カジュアル（花火観覧日は浴衣もお召しいただけます）。
※ 8／22のご夕食は花火観賞の関係で早めのご提供となります。
※熱海海上花火大会は、新型コロナウィルスの感染状況、天候その他の事情
により実施されない場合もございます。

■o

日程 入港 出港 寄港地

8 /16月 17:00 横浜
17火 （夕刻熊野沖錨泊）

熊野大花火大会船上観賞
18水 08:00 17:00 新宮 ■o
19木 14:30 横浜

●お食事／
　朝食3回・昼食3回・夕食3回
●ドレスコード／カジュアル（花火観覧
日は浴衣もお召しいただけます）。
※8／17のご夕食は花火観賞の関係
で早めのご提供となります。

※熊野大花火大会は、新型コロナ
ウィルスの感染状況、天候その他
の事情により実施されない場合も
ございます。

熱海花火 紀州・駿河クルーズ横浜
発着

2021年8月20日（金） ▶ 8月23日（月） 3泊4日

横浜

新宮

熊野沖

熱海沖 横浜
清水

日高（御坊）

熊野大花火大会

久能山東照宮（清水） ■o

熊野速玉大社 ■o

熱海海上花火大会

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 174,000 183,000 196,000 211,000 265,000 365,000 380,000 555,000 585,000
（130,500） （137,250） （147,000） （158,250） （198,750） （273,750） （285,000） （416,250） （438,750）

1名様１室利用 222,000 234,000 251,000 329,000 415,000 575,000 599,000 903,000 951,000
3名様1室利用 143,000 150,000 160,000

（102,500） （108,000） （116,000）
 子供代金 （62,000） （66,000） （72,000） 大人2名様子供1名様で3名様1室利用時のみ適用

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 　（　）は子供代金（2歳以上小学生以下） ステートルームF・G・Hを大人2名様と子供1名様で1室ご利用の場合、
子供代金はファミリー2+1の代金となります。

oオプショナルツアー（予定・別代金・一例）
●神が御座す聖域 世界遺産 熊野三山を巡る旅新 宮

oオプショナルツアー（予定・別代金・一例）
●動物たちとの出会いがいっぱい！アドベンチャーワールドの旅
●世界遺産 三保松原と東海道広重美術館

日 高
清 水

遺産

世界
文化

s

高野山 奥之院（日高） ■o

遺産

世界
文化
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唾液検体による事前PCR検査を実施いたします（必須）
ご乗船に先立ち、ご自宅で行う唾液検体採取による新型コロナ
ウイルスの事前PCR検査を実施いたします。
当検査実施により船内における感染症予防を図ります。ご乗船に
際しては、この事前PCR検査が必須となります。詳細はご乗船の
お客様にご案内いたします。お客様のご理解をお願いいたします。
事前検査の結果「高リスク」もしくは「再検査」と判定されたお客様
はご乗船いただけません。

※検査費用はクルーズ代金に含まれています。
※事前検査キットを検査会社よりご自宅にご送付いたします。
※検査結果は「高リスク」「低リスク」「再検査」にて表示
されます。それぞれ医師による確定診断ではございません
が、医療機関で行われているPCR検査と同等程度の
精度となります。
※クルーズのお申し込み時に事前PCR検査の実施及び
お客様の個人情報を日本クルーズ客船（株）、お申し
込み旅行会社及び検査会社へ提供することにご同意
いただくことがクルーズのお申し込み条件となります。

重要なご案内

マスク着用について 乗船受付時からマスクを必ず着用ください。また、ご乗船中は客室内とお食事、ご入浴時を除き、マスクを必ず着用ください。

■お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りください。
●お申し込みの方法と契約の成立
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。旅行契約は申込金を受領したときに成立するものとします。電話
等にてご予約の場合、当社が予約を承諾する旨を通知した日から起算して3日以内に手続きをお願い致します。

●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21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
　旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃･料金及び宿泊･食事･船内イベント参加費用（一部材料費を除く）
［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致しません。
●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。
飲料代･通信費等個人的諸費用及びそれに伴う税･サービス料、疾病･傷害に関する治療費、乗船港まで及び下船港
からの交通費、宅配便代、その他個人的費用、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、
お客様のご希望によりお一人部屋を利用される場合の追加料金、任意の旅行保険料並びに携帯品保険料、客室タイプ
変更による追加代金
●参加人数の変更
　1室のご利用人員が変更になった時は、変更後の1室ご利用人数に応じた代金をいただきます。
●取消料等
　お申し込み後、お客様のご都合で取消をされる場合、下記の取消料を申し受けます。
（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）

●旅行条件の基準期日:旅行条件･旅行代金は2021年2月1日現在を基準としております。

●その他
･参加者数が明示した最少催行人員に達しなかった時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13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致します。
･添乗員は同行致しませんが、船内では係員がお世話致します。
･お客様は当社が承諾した場合、1万円の手数料をお支払いいただくことにより、別のお客様に交替することができます。
･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。
●最少催行人員　各150名様
●個人情報について
（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で、それら運送・宿泊機関等、
保険会社に対し、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｡

お申し込みのご案内 （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。）

旅行契約の
解除日 21日前まで

取消料 無料

20日前から
8日前まで
20％

7日前から
2日前まで
30％

旅行開始日の
前日
40％

旅行開始日の
当日（右記除く）

50％

旅行開始後または
無連絡不参加
100％

2021.3

旅行代金の総額
お申込金

15万円未満 15万円以上30万円未満 30万円以上
20,000円以上 30,000円以上 50,000円以上

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

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%

●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
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-10-25 名駅IMAIビル1階
Tel.052（569）2866 

□コールセンター 総合旅行業務取扱管理者  北野 博文
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-10-5 澤田麹町ビル4階
Tel.03（6685）8020

□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 

□横浜支店 総合旅行業務取扱管理者  飯田 悦弘
〒220-6002 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA2階
Tel.045（224）8050 

■お食事時のお飲み物
　（一部銘柄は除く） 
■ルームサービス（アルコール飲料を

除くお飲み物・軽食） 
■お部屋のミニバーセット 
■冷蔵庫内のお飲み物 
■映画ソフト（DVD）の貸出 
■ロイヤルスイートの
　ランドリークリーニングサービス 
■ロイヤルスイートのインターネット

閲覧サービス

（1003）エレガント

ダイニングサロン
〈グラン・シエクル〉

定員2名（35㎡ 10階、バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー付
※スイートBは、救命ボートによりベランダの眺望が妨げられます。

スイート A（1005～1018） B（1019 1020）

ステートルーム
E・F・G・H
定員 E：2名 F〜H：2〜3名

（15.3㎡ シャワー・トイレ付）
※Hは丸窓

ロイヤルスイート
スイート 特別なサービスでおもてなし

♦専用ダイニングで専属シェフによる特別な
メニューときめ細やかなサービスでおもてな
し。二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。
※ダイニングサロン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。

♦乗船日にはお部屋にウェルカムスイーツを
お届けします。

 E :9階 
 F :8階

  G :6階 
 H :6・5階 

共通の
客室設備

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。
※客室を含む船内はすべて禁煙です（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。

サロン
クラス

デラックス
ルーム
定員2名

（23.5㎡ 9階、
バス・トイレ付）
※ブルーレイ
　プレーヤー付

追加代金無しで
ご利用いただけます

定員2名（65㎡ 10階、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

ロイヤルスイート 
A（1001 1002） B（1003 1004）

サロン
クラス サロン

クラス

デラックスルームご利用の方は、メインダイニングルームのお食事が
2回制の場合、ご希望の回数を指定いただけます。

全室海側の「洋上の我が家」

ドレスコード
（夕方以降の服装規定）

インフォーマル
〈男性〉�スーツ、ジャケットにネクタイ着用
〈女性〉�ワンピースや�ブラウスとスカート

の組み合わせなど
カジュアル
〈男性〉��襟付きのシャツにスラックスなど
〈女性〉�ブラウスとスカート、スラックス��

などの快適な服装
※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。
※日中は自由な服装でお過ごしください。




