2023 年 4 月 27 日（木）〜 5 月 5 日（祝）

あなたに感動の船旅を

株式会社クルーズバケーション

®

2023 年４月 27 日（木）〜５月５日（祝）添乗員同行

急な発熱、ケガで入院、集合場所までの交通機関が運休・・・
突然の出来事で旅行に行けなくなっても安心！

キャンセル保険付ツアー！

最新客船ディズニー・ウィッシュ号で行く

バハマ３泊クルーズとウォルト・ディズニー・ワールド・


リゾート９日間
２名１室お一人様

旅行代金

（カテゴリ11/スタンダード内側）

円〜

（カテゴリ5/デラックスベランダ）

円

燃油サーチャージ 94,000円（2022年12月～１月発券予定額）※今後原油価格により増減致します。
燃油サーチャージ・船内チップ・港湾税・空港税等諸税が別途必要です。詳しくは裏面をご覧ください。

ディズニーのプライベート ・ アイランド 「キャスタウェイ ・ ケイ」

Ships’ Registry : The Bahamas

午後２時からのパークホッパー・アワーで４つのテーマパークへ自由にアクセスできる３Day パークホッパーチケット付

シンデレラ城（マジックキングダム・パーク）

スペースシップ・アース（エプコット）

キリマンジャロ・サファリ
（ディズニー・アニマルキングダム）

トワイライトゾーン・タワー・オブ・テラー
（ディズニー・ハリウッド・スタジオ）

As to Disney artwork, logos and propeｒties : © 2022 Disney

®

旅行代金

2023年

2名１室お一人様

日程

旅行代金には日本から乗船地までの往復航空運賃、ホテル宿泊代金、送迎車、クルーズ代金が含まれます。船の
客室（キャビン）により価格が異なりますので、ご希望の客室（キャビン）タイプをお選びください。尚、燃油
サーチャージ、海外空港税、港湾税、船内チップ等追加代金がございます。下記追加費用をご確認願います。
※

4/27

4/28

（金）

約24.9㎡（２〜４人用）ダブルベッド、ソファー付、全室ともバスタブ、シャワー、テレビ、ヘアドライヤー、
冷蔵庫等がございます。1名１室利用の追加代金（259,000円）

カテゴリ8B ～C ／デラックス海側

4/29

614,000 円

（祝）

4/30

（日）

約19.9㎡（２〜４人用）ダブルベッド、ソファー付、全室ともバスタブ、大型の丸窓、トイレ、テレビ、
ヘアドライヤー、冷蔵庫等がございます。1名１室利用の追加代金（243,000円）

カテゴリ11A ～C ／スタンダード内側

584,000 円

約17.1㎡（２〜４人用）ダブルベッド、ソファー付、全室ともバスタブ、シャワー、ユニット式トイレ、
テレビ、ヘアドライヤー、冷蔵庫等がございます。1名１室利用の追加代金（217,000円）

同室の３人目以降の方の旅行代金

ディズニ―直営ホテルのご案内

※ ホテルは大人の方含め、添い寝となります。

●
●
●
●

463,000 円
子供（ ３歳以上）・・・・ 456,000 円
子供（ ２歳）・・・・・・ 381,000 円
幼児（ ２歳未満）・・・・ 172,000 円

バリュークラスホテル

大人（１２歳以上）・・・

※ 幼児は航空座席を利用しない場合です。航空座席を
利用する場合は子供料金となります。

5/1

〜

羽田空港出発
（米国内経由オーランドへ）

朝

朝食後・ホテル発

機

日付変更線通過

到着後、専用車にてホテルへ移動します。【ディズニー直営ホテル泊】機
ディズニー・クルーズラインバス（混乗車）にてポート・カナベラルへ

17：00 〜

夢と魔法のクルーズへ出発！

ディズニー・ウィッシュ号へ乗船。船内で遅めの昼食。

09：30

ナッソー
（バハマ諸島）
入港

17：15

ナッソー出港

到着後、自由行動。

市内散策などお楽しみください。

【船中泊】朝 昼 夕

08：30

ディズニー・キャスタウェイ・ケイ入港 到着後、自由行動。

16：45

ディズニー・キャスタウェイ・ケイ出港

07：30 〜

キャラクターも上陸します！

【船中泊】朝 昼 夕

ポート・カナベラル入港

※バス(混乗車）にてウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートへ
３デー・パークホッパーチケットでパークへ！

【ディズニー直営ホテル泊】朝
残り２日間終日ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート滞在！

〜

引き続きパークをお楽しみください！

5/3(祝)

【ディズニー直営ホテル泊】

早朝

バス（専用車）にてホテル出発 オーランド空港へ。

午後

羽田空港着

夜

地方空港発着の方は国内線お乗り換え

大阪・名古屋・福岡・千歳等地方空港着・解散。お疲れ様でした。 機

キャンセル保険

【引受保険会社】
ＡＷＰチケットガード少額短期保険株式会社

● 旅行の前日に転倒で骨折して入院。旅行をキャンセルすることに・・・
● 新型コロナウイルスに感染していたことが判明。旅行をキャンセルすることに・・・
● 新型コロナウイルスの感染者と接触。国または自治体から自宅待機と検査が告げられ、旅行を断念・・・

船内チップ

43.5USD

今後の原油価格により変動します。）

お一人様 1,000 円（２歳未満は無料）
● 国際観光旅客税 ………………………………………

2. ご家族の入院・通院

● 旅行当日に子供がインフルエンザで発熱し通院。旅行をキャンセルすることに・・・

3. 集合場所への交通機関遅延・運休

● 国内空港使用料 ………………………………………
大人 2,950 円 小人 1,470 円

10,120 円（2022年11月20日現在）
● 海外空港税 ……………………………………………

● 国内線追加代金 ………………………………………
大阪・名古屋 30,000 円 福岡・札幌他 40,000 円
（往復）
国内線ご利用の場合、片道あたり国内空港使用料 370 円（大人）180 円（子供）が別途加算されます。

※追加費用は原油価格・消費税増税・為替変動によって金額が異なります。金額はご出発90日前迄に確定し、ご案内申し上げます。

■ お申込み前にご確認ください。（ご旅行条件・ご注意事項）

〇 １８歳以上の方で新型コロナワクチン未接種の方は米国へのご入国制限対象となり、ご旅行にご参加いただけません。また、ブース
ター接種（３回〜の追加接種）を受けていない方はご帰国日前日に米国にてPCR検査を受けていただき、陰性証明書（別途費用が掛かり
ます。）をご取得いただく必要がございます。対象となる方はお申込み前に旅行会社へお申し出ください。
〇 ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの各パークは事前入場予約が必要です。お申込み後、ご予約に必要な
ホテル＆パークチケットの予約番号が決まり次第、お客様へご案内申し上げますので、事前入場予約のお手続きを
お済ませ下さい。事前入場予約のお手続き方法及び、パークの空き状況は右側のQRコードをご参照願います。➡

● 悪天候で国内線の飛行機が運休してしまい、旅行に行くことができなくなってしまった・・・

キャンセル料が保険金として 戻ってきます！

対象条件など詳しく記載した書面をお申込み前にお送り致します。必ず事前にご確認のうえ、旅行へお申込みください。
株式会社クルーズバケーションはＡＷＰチケットガード少額短期保険株式会社の保険代理店です。

■ 取消料について

フライ＆クルーズ約款

無料

89日前〜45日前まで

旅行代金の5%

旅行開始日から
44日前〜30日前まで
起算して
さかのぼって
29日前〜15日前まで

旅行代金の12.5%
旅行代金の18.75%

14日前〜出発時刻まで

旅行代金の25%

旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金の100%

時間帯の目安
早朝

04:00

06:00

朝

交通事情などにより多少変更となる場合がございます。

09:00

午前

12:00

旅行保険加入のおすすめ

午後

16:00

第一種 第２０１０号 日本旅行業協会（JATA）会員

株式会社クルーズバケーション

〒108-0022

東京都港区海岸3-18-21 ブライトイースト芝浦１階

03-6453-6681

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、当面の間、事務所の営業は土・日・祝日を除く
平日 10:30-16:30 に限定しています。時間外のお問合せは下記E-Mailをご利用ください。

dis@cruisevacation.jp

ホームページ： https://dis-cruise.com
総合旅行業務取扱管理者：西口正人

旅行代金のお支払いには各種クレジットカードが
ご利用いただけます。

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。この旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

〈本誌掲載の写真はすべてイメージです〉

夕刻

18:00

夜

23:00

深夜

04:00

ジェイアイ傷害火災保険株式会社

海外募集型企画旅行契約約款特別補償規定により、当社はお客様がご旅行中に
こうむられた損害については一定の範囲で補償させて頂きますが、旅行中の傷害・
疾病死亡等については補償致しません。安心してご旅行頂くためにお客様ご自身
及び携行品等に必ず保険をかけられますようお勧め致します。

お 問 い 合 わ せ ・ お 申 込 み は （ご予約時に旅行条件書をお渡ししますので、ご確認のうえ、お申込みください。）
受託販売

206TR130340-634

90日前まで

●お食事：朝食３回、昼食３回、夕食３回 ●最少催行人員：20名様 ●添乗員：東京出発時から東京帰着時まで同行します。（添乗員は５/４に現地を出発しますが、延泊ご希望の方は現
地最終日に日本語係員がオーランド空港まで送迎します。） ●お申込金：お申込み時にお申込金としてお一人様につきご旅行代金の20％をお預かり致します。残金はご出発２か月前まで
にお預かり致します。旅行のお申込みは所定のお申込書にご記入のうえ、お申込みください。申込金は旅行代金または、取消料もしくは、違約料の一部として充当します。 ●この旅行は
株式会社クルーズバケーション（以下当社）が企画・募集し実施する企画旅行です。 ●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。 募集型企
画旅行は当社が契約の締結を承諾し、申込書をいただいた時に成立します。 ●利用ホテル：（ウォルト・ディズニー・ワールド）ディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート、ディズニ
ー・オールスター・リゾート（ムービー・ミュージック・スポーツのいずれか）、ディズニー・アート・オブ・アニメーション・リゾート ※ 追加代金で他のディズニー直営ホテルへ変更
することも可能です。ご希望の方はお問合せ願います。※ ホテルはダブルベッドが２台です。3人目〜同室の方は大人・お子様に関わらず添い寝となります。●利用予定航空会社：デル
タ航空・アメリカン航空のいずれか ●旅行代金に含まれるもの ①クルーズ代金 ②日程表にある食事代 ③ホテル宿泊費 ④航空運賃 ⑤ディズニーワールド入場券 ⑥日程表にある陸上移
動費用 ●旅行代金に含まれないもの ①クリーニング・電報・電話代金 ②追加飲食等個人的性質の諸費用及び、それに伴うチップ ③ご自宅から集合・解散場所までの交通費や、宿泊費用
④船内でのチップ ⑤政府関連諸税 ⑥料金表追加費用の各項目 ●旅行条件基準日：2022年11月20日 ●米国への入国には「ESTA（電子渡航認証システム）」への登録が必要です。登録
はお客様ご自身で行うことが可能です。https://esta.cbp.dhs.gov/ ●ご出発時に妊娠24週目以降、乳児で生後6か月未満の方はご参加いただけません。また、21歳未満のお客様のみで客室
を利用することはアメリカ各州法律および、ホテルの規定で禁止されています。 ●パスポートの有効期限はご旅行終了時点から６カ月以上有効のものが必要です。

E-Mail：

機

安心キャンセルサポート とは？
旅行

■ 旅行代金の他、次の追加費用が別途掛かります。

電話

【機中泊】

米国内経由・空路帰国の途へ

1. 本人の入院・通院

旅行企画・実施 ：観光庁長官登録旅行業

【船中泊】 昼 夕

※延泊ご希望の場合、添乗員は５月４日に現地を出発しますが、最終日の空港送迎は現地日本語係員がお世話致します。

延泊プラン

● 航空燃油サーチャージ ……………お一人様 94,000 円（2022年12月〜

夕食 夕

10：00 〜

（祝）

上記以外のホテルへのグレードアップをご希望の方はお問合せください。

● 政府関連諸税＆船内チップ ……………………………
港湾税等諸税 101.39USD /

昼食 昼

大阪・名古屋・福岡・千歳等地方空港発・羽田空港経由

オーランド
（アメリカ）
着

5/2(火)

5/5

朝食 朝

スケジュール

夜

（月）

ご旅行代金に含まれているホテルです。

ディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート
ディズニー・オールスター・ムービー・リゾート
ディズニー・オールスター・ミュージック・リゾート
ディズニー・オールスター・スポーツ・リゾート
ディズニー・アート・オブ・アニメーション・リゾート
のいずれか

午後〜夕刻

（木）

639,000 円

【お食事アイコン】
食事無し
機内食 機

時間
午前

本ツアーは安心キャンセルサポート（キャンセル保険）の保険代がツアー代金に含まれています。弊社ホームページで
ご案内しているキャンセル保険に改めてご加入頂く必要はございません。

カテゴリ5A ～C ／デラックスベランダ

※天候等の理由により、寄港順序や寄港時間が
変更になる場合がございます。

