2014 年 アジアグランドクルーズ
A コース 横浜発着

2014 年

1 月 30 日㊍横浜発 ▶ 3 月 6 日㊍横浜着 35 泊 36日
B コース 神戸発着

2014 年

1 月 31 日㊎神戸発 ▶ 3 月 5 日㊌神戸着 33 泊 34日

クルーズ

特典

3つの寄港地でツアーご招待
3つの港へ飛鳥Ⅱが初寄港
ハロン湾／ヤンゴン／シンガポール

ヤンゴン／ペナン／コタキナバル

2014 A SI A GR A ND CRU ISE

※天候など、その他の事情により航路が変更になる場合がございます。

飛鳥Ⅱで航く、
新しい

アジア
大航海

〜

神戸

香港

ハロン湾

初

基隆
View Point・香港
人類の創造した奇跡の夜景
をお楽しみください。

寄港

ヤンゴン

ダナン

マニラ
View Point・サイゴン川
メコンデルタを蛇行する
サイゴン川を航行します。

ホーチミン
初

寄港

コタキナバル
ムアラ

ペナン

8カ国11の港へ 〜

横浜

初

寄港

シンガポール

色とりどりの民族衣装、スパイスの香りと人々の活気にあふれる市場、世にも珍しい動植物、洗練されたリゾート、
高層ビルの林立する大都会……。 ひとくちにアジアといっても、その表情は実に多彩です。
アジアグランドクルーズで、そんな国々をぐるりと周遊。港ごとに今まで知らなかった魅力を発見できるはずです。

2014年アジアグランドクルーズ

20146030

A 2014 年 1 月 30 日㊍横浜発 ▶ 3 月 6 日㊍横浜着 35 泊 36日 B 2014 年 1 月 31 日㊎神戸発 ▶ 3 月 5 日㊌神戸着 33 泊 34日
月日
（曜日）

1／ 30 木
1／ 31 金

2／ 4 火
2／ 6 木
2／ 10 月
2／ 11 火
2／ 13 木

2／ 16 日

2／ 17 月
2／ 20 木
2／ 21 金
2／ 22

土

2／ 24 月
2／ 25 火
2／ 27 木
3／ 1 土

3／ 2 日
3／ 5 水
3／ 6 木

横浜
神戸
香港
ハロン湾 ★
ダナン

国名

コース

日本

A

日本
中国
ベトナム
ベトナム

ホ−チミン

ベトナム

シンガポール

シンガポール

ヤンゴン

ミャンマー

ペナン

初

初

N

OP

N

マレーシア

シンガポール

シンガポール

OP
招 OP
OP
OP

N

招

OP
招 OP

ムアラ（バンダルスリブガワン） ブルネイ
マレーシア
コタキナバル 初
フィリピン
マニラ
基隆

台湾

神戸
横浜

日本

ハロン湾、ヤンゴン、シンガポールの3寄港地では、
招待ツアーを実施いたします（無料）
。

B

2.6 ベトナム

ハロン湾ボート遊覧

充 実の招 待ツアー

2／ 8 土

寄港地

世界遺産の絶景が広がるハロン湾
を、小型ボートでのんびり遊覧します。
※車椅子のお客様はご参加いただけません。

2.17 ミャンマー

ヤンゴン市内観光
壮麗なパゴダ（仏塔）など、
ミャンマー
最大の都市ヤンゴンの見どころを巡
ります。

OP
OP
OP
OP
OP

N

2.21 シンガポール

シンガポールナイトサファリ
夜行性動物の自然に近い姿を見ら
れる広大な動物園へご案内します。
イメージ

日本

食事：Aコース／朝35回、昼36回、夕35回 Bコース／朝33回、昼32回、夕33回

オプショナルツアー 各寄港地の半日または1日観光ツアーです。 N オーバーナイトステイ 1泊停泊します。 招 招待ツアー
初寄港 飛鳥Ⅱが初めて寄港する港です。
★2月6日ハロン湾では、招待ツアー、オプショナルツアーにご参加の方以外は外出できません。 ※2月11日ホーチミンは朝の出港を予定しています。観光は10日のみとなります。 ※2月16日ヤンゴンは夕刻の入港を予定しています。観光は17日のみとなります。
※2月21日シンガポールは給水のため、夜入港し22日朝に出港となり短時間の停泊となります。 ※3月1日基隆は夕刻の入港を予定しています。
OP

客室 D、E、F は
シングル料金がお得！
客 室 タイプ

早期全額支払割引
旅行代金
通常旅行代金

2014 年 アジアグランドクルーズ
旅行代金〈大人お一人様〉
K：ステート

1,260,000
B 1,200,000
A 1,290,000
B 1,220,000
A

F：ステート

1,480,000
1,400,000
1,510,000
1,430,000

●2013 年 8 月31日
（土）
までに全額お支払いいただく場合、早期全額支払割引旅行代金にてご利用いただけます。 （単位：円）

E：バルコニー

1,870,000
1,760,000
1,910,000
1,800,000

D：バルコニー／D3：ディートリプル

1,980,000
1,870,000
2,020,000
1,910,000

C：スイート

3,255,000
3,070,000
3,320,000
3,130,000

A：アスカスイート

4,375,000
4,125,000
4,460,000
4,210,000

S：ロイヤルスイート

7,700,000
7,250,000
7,850,000
7,400,000

●客室をお 2 人でご利用の場合のお1 人あたりの代金です。●客室をお1 人でご利用の場合、客室 D、E、Fをご利用のお客様は上記代金の125%、客室 C、Kをご利用のお客様は上記代金の150%、客室 Aをご利用のお客様は上記代金の180%、客室 Sをご利用のお客様は上記代金の
200%となります。ただし、お1 人様でご利用いただける客室には限りがございますのであらかじめご了承ください。● 1月30日横浜〜 3月5日神戸、1月31日神戸〜 3月6日横浜をご乗船希望の場合、Bコース代金に1 泊分の追加料金をいただきます。詳しくはお問い合わせください。
●お申込時にお申込金として旅行代金の10％を、残金は 2013 年 11月30日に（土）までにお支払いください。● 2013 年 12 月1日（日）以降にお申込の場合は、お早めに全額をお支払いください。●クルーズ下船日に有効期間が 6カ月以上残っている旅券（パスポート）が必要です。
ミャンマーでは査証（ビザ）の取得が必要です。● 1月31日、3月5日神戸港では出入国管理上、上陸できません。
写真提供：中村庸夫、朝比奈裕太、篠本秀人

E N T E RTA I N M E N T
& PROGR A M

感性を刺激する、特別エンターテイメント

一流のゲストを迎えてお届けする特別プログラム。充実の洋上ライフをさらに引き立てます。

感動の歌声、情熱のジャズナイト
● 1／30

脳を活性化するレクチャー
● 2／13 シンガポール 〜 2／21 シンガポール

横浜 〜 2／8 ダナン

〈 講演 〉

〈 ジャズ 〉

伊藤君子

Photo : Katsumi Suzuki

Kenichiro Mogi

香川県小豆島生まれ。数々の受賞歴に
輝く日本を代表するジャズ・シンガー。
1989年にはソニーから発売されたアル
バムがアメリカの「ラジオ＆レコード誌」
で16位にチャートインするという日本人
初の快挙を成し遂げる。1997年には
小曽根真とのデュオでスイス・モントル
ーの
「モントルー・ジャズ・フェスティバル」
に出演、昨年は、パリ、
ローマ、セネガル
で演奏ツアーを行う。

世界を魅了する気高き美声
● 2／25 コタキナバル

〜 3／6 横浜

〈 ソプラノ 〉

サイ・イエングアン
Sai Yanguang

1984年、国連地球環境キャンペーン
ソング“愛する小鳥よ”で中国音楽協会
『緑葉賞』受賞。1989年、日中合作オ
ペラ「魔笛」に夜の女王役で出演。そ
の後も世界の様々な都市で数多くのオ
ペラ、リサイタルに出演。圧倒的な存
在感と歌唱力は国際的な高い評価を
得ている。世界第一級の実力を備える
アジアが誇るディーバとして活躍中。

CRU ISE
LIFE

茂木健一郎

Kimiko Itoh

脳科学者。
「クオリア」をキーワードに脳と
心の関係を探る。ソニーコンピュータサイ
エンス研究所上級研究員。慶應義塾大学
大学院客員教授。早稲田大学、
東京大学、
大阪大学などでも講義を受け持つ。人間
の脳の持つ仮想する力の意味を探った
『脳
と仮想』
（新潮社）で小林秀雄賞、旅を中
心とした随筆集
『今、
ここから全ての場所へ』
（筑摩書房）で桑原武夫学芸賞を受賞。

イタリアンの名手
落合シェフの特別料理
● 2／27 マニラ ─ 3／5

SPECI A L
CUISINE

神戸

絶大な人気を誇り続ける銀座のイタリアン「ラ・ベットラ」
。
予約が困難なレストランとしても有名な同店のオーナーシェフ
落合務氏によるイタリア料理の数々をご賞味ください。

落合 務

Tsutomu Ochiai

イタリアで修業を積んだ後、イタリア料理店 ｢グラナータ｣
の総料理長に就任。1997 年独立し銀座に「ラ・ベットラ」
をオープン。2005 年「イタリア連帯の星」勲章、カヴァリ
エーレ章を授与される。日本イタリア料理協会会長。

アジアグランドクルーズならではの船上の魅力

イメージ

船長主催のパーティー

節分イベント

飛鳥Ⅱ誕生パーティー

デッキディナー

プールサイドでは、
多彩なイベントも
開催いたします。

船長主催の歓迎パーティーです。カクテル 2月3日の節分では、豆まきなど、楽しいイベ 2月26日は飛鳥Ⅱの就航記念日です。 潮風を感じるプールサイドで、ビュッフェ
とともに華麗なショーをご堪能ください。 ントを企画しています。ぜひご参加ください。 盛大にバースデーをお祝いしましょう。 形式のディナーをお楽しみください。
横浜 ─ ホーチミン

全区間

その他、手芸や
ダンス、
写真など
さまざまなカル
チャースクール
を開催します。

※イベント内容、ゲストエンターテイナーは、天候その他の事情により変更となる場合があります。

そのほかにも魅力は満載、クルーズの楽しみは尽きません。

プロダクションショー

アスカ アヴェダ サロン＆スパ（有料） フルコースディナー

カジノゲーム
（有料）

グランドスパ

寿司「海彦」
（有料）

香港の夜景と飛鳥Ⅱ

メコン川支流（ベトナム）

買い物、グルメ etc.
エネルギッシュな魅力が
詰まっています

にぎわいに満ち、
フランスの面影が残る
ベトナム最大の都市

香港

2／4

百万ドルの夜景

おしゃれな雑貨の宝庫

優雅なアフタヌーンティー、
ブランド
ショッピング、グルメなどのお楽しみ
が満載。出港時には百万ドルと謳
われる夜景を海から堪能できます。
オプショナルツアー

ホーチミン

2／10・11

フランス統治時代の建物が
点在する、ベトナム最大の商
業都市。かつてサイゴンと呼
ばれていました。近年はかわ
いい手工芸品が人気です。

プレミアコース 香港の美食 など

※プレミアコース：人数を限定することでワンランク上のサービスを提供する、
ちょっと贅沢なツアーです。

オプショナルツアー

人民委員会庁舎（ホーチミン）

水上人形劇とディナーの夕べ など

ネイザンロード（香港）

世界遺産

波静かな海と
奇岩が織りなす
世界遺産の絶景
2／6

ハロン湾

ベトナム屈指の奇勝

石灰岩の大地が太古の昔から沈降を繰り返
し、海になったところ。大小 1600
の島々が海から突き出した風景は
「海の桂林」とも呼ばれています。
オプショナルツアー

ハロン湾遊覧と洞窟 など

ハロン湾

最新スポット盛りだくさん
進化を続ける都市国家
2 ／13
2 ／21・22

シンガポール

近未来的建築＆多民族都市の魅力

観光、
ショッピング、
グルメなどの魅力がギュッと凝
縮。マリーナ・ベイ・サンズなどのレジ
ャー施設も続々とオープンしています。
※招待ツアーは2月21日に実施いたします。
オプショナルツアー
オプショナルツアー

（2/13）
マリーナ地区新名所巡りとリバークルーズ など
グルメプラン・シンガポール など（ 2/21）

マリーナ・ベイ・サンズ（シンガポール）
ミーソン遺跡

世界遺産

シェダゴンパゴダ（ヤンゴン）

世界
遺産

かつて王国があった地
ビーチや遺跡など
見どころ豊富
2／8

● ハロン湾（ハロン湾から）
マカオ歴史地区（香港から）
● ミーソン聖域（ダナンから）
古都ホイアン（ダナンから）
● フエの歴史建造物群（ダナンからランドツアーにて）
● アンコールワット
（ダナンからランドツアーにて）
● ペナン世界遺産地区ジョージタウン
（ペナンから）
● キナバル自然公園（コタキナバルから）
オプショナルツアーや
● フィリピンのバロック様式教会群
（マニラから） ランドツアーで訪れる
●

ダナン

●

遺跡観光の拠点

ベトナム中部地方最
大の都市。15 世紀ま
で繁栄したチャンパ王
世界遺産 古都ホイアン
国があった地で、世界
遺産ミーソン遺跡への観光拠点でもあります。
オプショナルツアー

悠久の歴史と文化、
一度は訪れたい、
アジアの世界遺産へ

※出発地は変更となる場合があります。

シクロでホイアン車窓観光 など

世界遺産

アンコールワット
（カンボジア）

予定です（有料）
。

台北（台湾）

交易で栄えた歴史を
今に伝える
ペナン

2／20

南国の港町

18 世紀 後半、イギリス
統治下の自由貿易港とし
て栄えたジョージタウン
には、コロニアル調やマ
レーなど様々な様式の
建物が混在しています。
オプショナルツアー

世界遺産ジョージタウン半日観光 など
サイゴン大教会（ホーチミン）

プラナカン・マンション（ペナン）

観音寺（ペナン）

自然美と人工美が調和する
世界有数の豊かな国
2／24

ムアラ

郊外には豊かな自然が

豊富な天然資源に恵まれたブルネイ。ムアラは、
豪奢なモスクが建ち並ぶ首都バンダルスリ
ブガワンの外港として発展した港湾都
市です。税金も教育費も高速道路
もすべて無料、
「世界でも有数の
裕福な国」
としても知られています。
オプショナルツアー

バンダルスリブガワン半日観光 など
スルターン・オマール・アリ・サイフディーン・モスク（ムアラ）

美しい山並みと珍しい動植物
熱帯の楽園
2／25

コタキナバル

世界遺産キナバル公園に代表される豊かな自然に
恵まれた、ボルネオ島の玄関口。
グルメやショッピング
も充実のリゾート都市でもあります。
北ボルネオ鉄道乗車体験 など

キナバル公園（コタキナバル）

ミャンマーの
政治、文化の中心
緑豊かな庭園都市
2／16・17

ヤンゴン

敬虔な仏教徒の街

ミャンマー最大の都市。碁盤の目のような街並
はイギリス植民地時代の名残。ランドツアー（有
料）では、パゴダ（仏塔）が点在する
バガンを訪れます。
※招待ツアーは2月17日に実施いたします。

激動の歴史が
刻まれたフィリピンの首都
2／27

多彩なエコツアー

オプショナルツアー

サンチャゴ要塞
（マニラ）

世界遺産

マニラ

エネルギッシュな魅力

16 世紀のスペイン統治時
代以来、
フィリピンの政治・
文 化の中心として発 展。
市内には歴史的建造物が
点在、マニラ湾に沈む夕日
の美しさでも知られます。
オプショナルツアー

メトロマニラ

世界遺産マニラ歴史地区半日観光 など

観光地へのアクセスも良好
台湾北部の港湾都市
3／1・2

基隆

大規模な夜市が人気

台湾北部の海の玄関。奇
岩が点在する海岸線の風
景や屋台が軒を連ねる夜
市が有名。台北や昔なが
らの街並が残る九份へも
足を伸ばせます。
オプショナルツアー

じっくり故宮博物院と中正紀念堂 など
九份

Cabin Plan キャビンプラン
S ロイヤルスイート

お好みに合わせてお選びいただけるよう、さまざまなタイプのお部屋をご用意しています。

A アスカスイート

D E バルコニー

F K ステートルーム
バルコニー付
2
22.9m

バルコニー付
2
45.8m

C スイート

D3 ディートリプル
バルコニー付
2
33.5m

角窓
（バルコニーなし）
2
18.4m

角窓
（バルコニーなし）
2
22.9m

バルコニー付 88.2m

2

※K ステートは、眺望がさまたげられます（例）

※ 面積にはバルコニーが含まれます。

お申し込み時の注意事項とご案内
●旅行代金は、2人用客室をお2人でご利用の場合の、大人お1人の代金（正規代金）です。
●客室をお 1 人でご利用の場合（お 1 人でご利用いただける客室には限りがございます）には、
S200％、A180％、C・K150%、D・E・F125％の割増代金となります。
●未就学（ 6 歳以下）のお子様は、ご乗船いただけません。子供（ 6 歳以上 12 歳以下、小学
生まで）も正規代金となります。
●スイートルーム及び Dトリプルルームの 3 人利用
◦客室 Sはエキストラベッドを、客室 A、C、D3は備え付けのソファーベッドを使用することで3 人利
用が可能です（但し、1058、1059、1060、1061、1062、1063 号室を除く）
。
◦ 3人目の代金は、客室タイプ（S、A、C、D3）にかかわらず当該クルーズのKステート相当の代金とな
ります。
◦3人の中に大人2名以上含まれる場合は、1・2人目は当該客室の正規代金となります。
●客室番号のご希望について：AコースまたはBコースにご予約の場合にのみ、客室番号のご
希望をお預かりいたします。お申し込みの旅行会社および販売店へお申し出ください。ただし、
客室番号の最終決定は乗船券発券時に確定いたします。ご希望にそえない場合もございます
のであらかじめご了承ください。
なお、Kステートのキャビンに関しましては、右舷・左舷・7デッキ・8デッキ・エレベーター付近（前
方・中央・後方）の組み合わせでのお預かりとなります。キャビン番号指定や眺望に関するご希
望（ボートとボートの間など）はお受けできませんのでご了承ください。

旅行条件（要約）

オプショナルツアーについて

・オプショナルツアーは郵船クルーズ ㈱ が企画・
実施します。
・詳しい日程および申込書は別途送付いたします。
・お申し込み多数の場合は抽選となります。
・代金は、すべて船上でお支払いください。
・オプショナルツアーにご参加中の船上での諸サー
ビス（食事・宿泊等）について、クルーズ代金の
払い戻しはございませんのでご了承ください。
・乗船港でのオプショナルツアーにはご参加になれ   
ません。
・下船港でオプショナルツアー参加ご希望の際には
お問い合わせください。
・車椅子をご利用のお客様および歩行が困難な
お客様は、旅行の安全かつ円滑な実施のため
ツアーへのご参加をお断りすることもございます
ので、あらかじめお申し込みの旅行会社を通じ、
郵船クルーズ ㈱までお問い合わせください。

旅行条件につきましては下記による他、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

この旅行は下記掲載の旅行会社
（以下「当社」
という）
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最終日程表と称する確定書面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。

■旅行代金に含まれるもの

●旅行日程表に明示されたクルーズ代金
（クルーズ期間中の船内における全食事
を含む。但し、寿司
“海彦”
は別料金）
。
●旅行日程表に明示された利用交通機関の運賃・料金、
バス料金。
〔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に含まれていません。
その一部を例示します）
●アルコール等飲料の代金、
クリーニング、電報・電話料、
その他追加飲食等
個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
●傷害、疾病に関する治療費、渡航手続費用
（旅券用印紙代、査証料、予防接
種料金、傷害・疾病保険料及び渡航手続取扱料金）
。
●ご自宅と発着港間の交通費、宿泊費。
●お客様のご希望によりお１人部屋を利用される場合の割増料金。
●希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金。

■お申し込み条件

●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。
●a.慢性疾患、認知症、定期的に医師の診療を受けている方 b.妊娠中の方
c.食物アレルギーをお持ちの方 d．
身体に障がいをお持ちの方及び車椅子を
使用している方はその旨お申し出ください。
ａ、bに該当する方は健康診断書の提出をお願いいたします。cに該当する方は
所定のアンケートの提出をお願いいたします。
また、
ａ、
ｂ、
ｃ、dに該当する方は、
当社の判断で参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行、承諾書の提出を
条件とさせていただく場合があります。認知症の方、車椅子を使用される方は同
伴者の同行が必要です。
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
置に要する費用はお客様の負担とします。
●アジアグランドクルーズでは、
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。健康アンケートの内容によっては、健康診断書の提出をお願いいた
します。

■旅行代金の額の変更

●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日目にあたる日より前にお知らせします。

■お客様の責任

●乗船者の途中交替はできません。区間乗船をご希望の場合は、区間料金でお預かりさせてい
ただきます（詳細はお問い合わせください）
。
● 15 歳以上 20 歳未満の方は、単独でもご参加できますが、保護者の同意書が必要です。
● 15 歳未満の方は、保護者の同行（同室）が条件となります。
●妊娠中の方はお申し出ください。乗船時又は、乗船中に妊娠 6ヶ月（ 20 週）以後となるご婦
人はご乗船いただけません。
●妊娠中のお客様は乗船前に当社指定の診断書および承諾書が必要となります。
●妊娠中のお客様、電動車椅子をご利用のお客様にはご乗船前に当社指定の承諾書が必要と
なります。電動カートの船内使用はできません。
●健康上および体質上の理由で食べ物に制限をお持ちのお客様は乗船前にお申出いただき、
当社指定のお伺い書の提出をお願いいたします。
●記載されたスケジュールは、天候・その他の事情により変更される場合もございます。
●通船を使っての上陸地では、安全確保のため、車椅子でのテンダーボート、地元ボートへのご
乗船はできませんので、あらかじめご了承ください。
●医療器具をお持ち込みされる場合はお申し込み旅行会社へ予めお申し出ください。
●パンフレット中の写真は全てイメージです。掲載の寄港地案内、写真は一部オプショナルツアー
でお楽しみいただけるものです。

●当社はお客様の故意または過失、法令もしくは、公序良俗に反する行為により
当社が損害を被ったときは、
お客様から損害の賠償を申し受けます。
●お客様は、当社から提供される情報を活用し、
お客様の権利・義務その他募集
型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
●お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載

内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手
配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

■旅程保証

●当社は別途お渡しする契約書面に重要な変更が生じた場合は、規定の変更補
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の提供、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募集型企画旅行につき旅行代金の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。

■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。

■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い

●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、
申込金として旅行代金の10％を添
えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその
一部として繰り入れます。
●当社は、電話･郵便･FAX等による募集型企画旅行契約の予約申し込みを受け
つけることがあります。
この場合、電話等による予約申し込みの翌日から起算し
て当社が定める期間内に申込書と申込金を提出していただきます。
この期間内
に申込書と申込金を提出されない場合、当社は申し込みはなかったものとして取
り扱います。
●詳しい旅行条件を説明した説明書面を用意していますので、事前に確認の上お
申し込みください。

■旅行契約の成立時期

●募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、
申込金を受理したときに
成立するものとします。

■添乗員 ●添乗員は同行いたしませんが船内係員がお世話いたします。
■最少催行人員  ●2名様
■旅行条件・旅行代金の基準
2013年2月1日を基準としています。

■取消料
（お客様による旅行契約の解除）
●海外長期クルーズ
（クルーズ期間31日以上）
取

消
日
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 90日前から61日前まで
60日前から31日前まで
起算してさかのぼって
30日前から21日前まで
20日前から3日前まで
旅行開始日の前前日、前日、当日
（出港後を除く）
旅行開始後又は無連絡不参加

取

消 料
無 料
旅行代金の5％
旅行代金の10％
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％

■特別補償

当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわら
ず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、
お客様が募集型企画旅
行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、
その身体、生命又は手荷物上に
被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を
支払います。
【海外クルーズの場合】
死 亡 補 償 金
入 院 見 舞 金
通 院 見 舞 金
携帯品損害補償金

2,500万円
4〜40万円
2〜10万円
（通院3日以上）
お客様1名につき〜15万円

（但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。）

■個人情報の取扱いについて

当社及び受託旅行業者
（以下「販売店」
といいます）
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、
お客様との間の連絡のために利
用させていただくほか、
お客様が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各スケジュール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
囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社及び販売店では、将来、
よりよい旅行商品の開発のためのマー
ケット分析や、当社及び販売店の旅行商品のご案内をお客様にお届けするた
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。

■旅券・査証について

日本国籍以外の方は、
自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所に
お問い合わせください。
●旅券
（パスポート）
：当パンフレットで掲載している旅行にはクルーズの下船港で
の下船日に、有効期間が6ヵ月以上残っている旅券が必要です。
●査証
（ビザ）
：当パンフレットで掲載している旅行の内、
ミャンマーでは査証
（ビザ）
が
必要です。
●訪問国によっては妊娠中の方に対して査証
（ビザ）
が必要になる場合がございま
す。妊娠中の方はお申込時にお申し出ください。
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。
これら手続きの代行については、販売店が渡航
手続料金をいただいてお受けいたします。

■海外危険情報及び渡航先の衛生状況について

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。

FAXサービス：0570-023300

外務省海外安全ホームページ http://www.pubanzen.mofa.go.jp/
渡航先の衛生状況については、下記ホームページにてご確認ください。
厚生労働省検疫感染情報ホームページ http://www.forth.go.jp/

※ダイジェスト版につき旅行条件等の詳細につきましては、旅行条件書をご覧ください。

浅野光子
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