
2021年8月16日（月）▶ 8月19日（木）3泊4日

【横浜発着 3泊4日】

日程 入港 出港 寄港地

8月16日
（月）

- 17：00 横浜

8月17日
（火）

08：00 17：00 新宮

8月18日
（水）

- -
（駿河湾周遊）
熱海海上花火大会

船上観賞

8月19日
（木）

14：30 -
（伊豆諸島周遊）

横浜

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
(130,500)

183,000
(137,250)

196,000
(147,000)

211,000
(158,250)

265,000
(198,750)

365,000
(273,750)

380,000
(285,000)

555,000
(416,250)

585,000
(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
(102,500)

150,000
(108,000)

160,000
(116,000)

こども代金
62,000 66,000 72,000

◎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）

ﾌｧﾐﾘｰ2+1

■お食事：朝食3回･昼食3回･夕食3回 ■最少催行人員：150名様 ■ドレスコード：すべてカジュアル（花火観賞時は浴衣もお召しいただけます）
●宿泊はすべて船内泊となります。 ●添乗員は同行しませんが、船内ではスタッフがお世話いたします。 ●熱海海上花火大会は、新型コロナウイルスの感染状況、
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。 ●記載しているスケジュール・寄港地・航路・周遊は海象条件、新型コロナウイルスの感染状況、寄港地の
受入状況、その他の事由により変更になる場合もございます。●乗船受付は出港の約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。

■ オプショナルツアー（別代金・予定）
※詳細はオプショナルツアーガイドでご案内いたします。

・半日で巡る世界遺産！熊野那智大社と熊野古道・那智の滝
・世界遺産！熊野古道「伊勢路」を行く鬼ヶ城・花の窟神社
・神が御座す聖域 世界遺産熊野三山を巡る旅
・摩訶不思議！橋杭岩と本州最南端の自然満喫旅

横浜

新宮

熱海沖

ﾌｧﾐﾘｰ2+1 ステートルームF・G・Hを大人2名様と子供1名様で一室ご利用の場合、
子供代金はファミリー2+1の代金となります。

このパンフレットに掲載の写真はすべてイメージです。

ＯＰ

ＯＰ



全室海側の「洋上の我が家」

(1002)ノーブル

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

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。

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4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 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｡

ロイヤルスイート
A（1001 1002）B（1003 1004）

スイートA（1005～1018）B（1019 1020）

ステートルーム
E・F・G・H

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

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。

♦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。

定員 E：2名 F〜H：2〜3名
（15.3㎡ シャワー・トイレ付）
※Hは丸窓特別なサービスでおもてなし
E :9階 G :6階
F :8階 H :6・5階

ロイヤルスイート
スイート

（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

追加代金無しで
ご利用いただけます

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。

共通の
客室設備

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 ドレスコード
（夕方以降の服装規定）

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。

旅行契約の
解除日

21日前 20日前から
8日前まで

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(右記除く)

旅行開始後または
無連絡不参加

取消料 無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

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。）

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。

2021.4.1

サロン
クラス

サロン
クラス

サロン
クラス


