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祖父母とお孫さんが
一緒にお申し込みを

すると、
6（〕歳以上の方お1人様あたり、

お孫さんお1人積分の旅行代金が5，000円罰
※直系親族であれば親等の制限はありません。※お孫きんの年齢に制限
はありません∴※証明書類等の提示は必要ありません。
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1873年創業以来、歴史と伝統を誇る名門船会社・ホーランドアメリカライン。

文字通り、オランダとアメリカを結ぶ定期航路会社を起源とし、今では全世界を15隻の船が日々航

海しています。船名も1隻を除きすべてオランダの地名で、定期海運会社の名残りを今に残して

います。リピーター率8～9割という高い満足度を誇るホーランドアメリカライン。

ぜひあなたもホーランドの魅力を存分に味わってみてはいかがでしょうか。
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プレミアム船とは

ウイウイにぎやかというよりは、静かで落ち

着いた船内なのが、プレミアム客船。
7泊以上のクルーズが多いため、快適に過

ごせるように、船内、キャビンも広くつくら

れているのが特徴です。また、乗客人数に

対するスタッフの数の割合が高く、サービス
の良さも魅力です。

ホーランド　アメリカ　ラインは、プレミアム

船になります。

カジュアル船とは

ファミリーもカップルも、気兼ねなく楽しめ

るのがカジュアル船。アミューズメント施設

やエンターテインメントが充実し、誰でもが

楽しめるよう趣向を凝らしています。キッズ
プールやロッククライミングなど、大人も子

どもも一緒に楽しめる施設も多くあります。

パブリックスペースは賑やかに明るく楽し

いインテリアであることが多いです。

コスタクルーズなどは、カジュアル船になり

ます。

船内では、興味をそそるアクティビティが多数あります。スパでゆったりとしたひとときを過ごすのも

よし、2層吹き抜けのラウンジで華やかなショーを見るもよし、普段なかなか体験できないピラティス

やヨガ、プロフェッショナルによる本格的レッスンなど、多種多様な活動が行われています。

オランダ式や、クルーの多いインド

ネシア式のアフタヌーンティーが

トップシェフによるデモンストレーションを劇場形式ですぐ間近に見ることができます。　　　　　　楽しめます0
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美味しい料理の数々と豊富なチョイス

食に定評のあるホーランドアメリカライン。コース式のメインダイニング、手早くカジュアルな雰囲気のリドレストラン、

ホットドッグなどの軽食といったように、毎日違った料理をお楽しみいただくこともできます。

●洗練されたローゼンタールの食器、

純白のテーブルクロス

●伝統的な料理やベジタリアン料理、

地域の特色のある料理をご用意

ご夕食は、ファースト（早めの時間）／

セカンド（遅めの時間）の2回交代制
となります。

バルコニー、スイートのお客様

ご予約時にご指定いただけます

（追加代金不要）。
＼内側、海側のお客様

別途3，000円（お1人様につき）

にてご指定を承ります。

奉行き届いたサービスとおもてなし

※有料レストラン（別途カバ＋チャージが必要）

6万トンのフォーレンダムはお客様に十分サービスが行き届く、程よいサイズの中型船です0また、ホーランドアメリカライン独自の訓練を受けた

クルー達によるサービスはきめ細かく、親しみがこもっています0ホーランドスタイルのおもてなしが、クルージングに華を添えます。

表紙写真◎H．SA。NAKAMU。A，SEB濃患苦諾言霊霊冨昌　＄



欝野澤済準群登矩欝薫璧

奉落ち着いた船内とアーほ空問
5つ星船ならではの、上質の木材やみずみずしい花々で包まれた空間は「我が家」と錯覚するほど。船内の美術品のコレクションやアンティーク

家具に囲まれて過ごす時間は贅沢の極みです。「昔の船旅」の良さを、今に実感できる空間ともなっています。

シアターやプール、ショッピングアーケード、フィットネスなどの

船内施設も充実しています。エンターテインメントやアクティ
ビティなど、船内での時間も十分にお楽しみください。

ご家族連れでご乗船のお客様のために、お子様

向けの施設も完備しています。

船内の至るところにカフェやバー

が点在し、リラックス空間を提

供しています。落ち着いた「大

人のひととき」を心地よく過ご

していただくための趣向が凝

らされています。

船内の様々なところに生花

や絵画が飾られているのも

大きな特徴です。
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非常にシンプルや所彿 

革高のおもてな揖塗鮎 
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奉ゲストキヤビン（客室）

海側キャビン以上はすべて、日本人にはうれしいバスタブが付いています。また、24時

間無料のルームサービスや、夜にはチョコレートのサービス、アメニティもイギリスの高級

スパブランド「エレミス」を採用するなど、細かい気配りにホッとします。

キャビン指定を承ります。
＼スイート（ピナクルスイートネプチューンスイート）のお客様は、キャビンの指定を追

加代金5，000円（お1人株につき）にて承ることができます。

内側・海側・バルコニーのお客様は、キャビンの指定はいたしかねますが、右舷肌

左舷側の指定を追加代金3，000円（大人お1人様につき）にて承ります。

バスタブ付きの船室
海側以上のキャビンは、すべての客室にバスタブが設置されています。

日本人にはうれしい、ホーランドのホスピタリティがここにも感じられます。

プレミアム客船「フォーレンダム」のおもてなし
＝二三二一二＝二号＝壬二三二二三二二二二二二三二三＝壬＝手二手＝壬＝三二三二三二＝こ

7．全室にバスローブをご用意

2．寝具はMariner－sDreamTM

j．イギリス高級スパ・スキンケアブランド、

エレミス社アメニティ

4優れたクッションの豪華E。r。－T。pのマッルスを採用

エ100％エジプト稀のタオル

丘24時間無料のルームサービス

7ご希望により、新鮮なフルーツをお届け

8．広いスペースのクローゼット

タ．海側以上の客室には全室バスタブ付き

こ糊rこシ瑚r已′肋r㌔■石r乙卯ク「乙′Er

※海側キャビン（HH、DD）は、一部視界が遮られます。

※写真はすべてイメ‾ジです。　富



※●は「フォーレンダム」号初寄港

うららかな春にゆっくりと楽しめる日本発着コースです。世界自然遺産

の城山日出峰など、自然が溢れる韓国のリゾート済州島に寄港した

あと、幕末の開国で和洋中の文化が溶け込んだ長崎の佐世保からは、

グラバー園や坂本竜馬ゆかりの亀山社中、ハウステンボスへも足を

延ばすことができます。

次 �害漕地　　　隋乳　　　　　　　　方桁日程　　　　　　　畠事 

1 � �3／31 （月） �出版E連用識主君≡　　　　　　　　－規範重言ま捕言語主王喜 

神戸より �� 

＝＝－「コオーレコ勤」乗船手続き 12：00神戸出港。 　【船内泊】⊂相計週 

2 �1 �4ハ （火） �12：00　横瀬入港。 ��午後、横浜濯大 さ山橋に集合 横浜 　16：00横浜出港。 ��横浜l■広tコ脚目玉佗甜 　16：00横瀬出港。 

【棋 �旨内泊】窃憫引圏 �【船内泊】00田 

3 �2 �4／2 （水） �宝　　　　経日ウループ　　【船内泊相田団 

4 �3 �4／3 �　　　14 ■詠満州忘　2。 �00満州島入港。 00済州島出港0　　【船内泊】砂防団 
休） 

5 �4 �4／4 （会） �佐世保　09 ※途中下船司能16 �331…冨】≡歪……：◎【船内泊】圧相計認 

6 �5 �4／5 （士） �崇　　　　鮎ウJリープ　　　瞳内泊】趣辟田 

7 �6 �4／6 （［‖ �横浜　08‥00慧慧諾完散。　　　囲。。 

■食事条件：神戸発・・・船18回（朝6回、昼6臥夕6回）／横浜発・・・船14回（朝5回、昼4回、夕5回） 

■添乗員：同行しませんが、船内では日本人スタッフがお世話いたします。 

■最少催行人員：1名様 

●ダイ二ンクの時間指定
ご夕食は2回交代制（ファースト、セカンド）となります。バルコニー．一・・スイートのお客様は、追加代金なしでお

食事の国を指定していただくことができます。内側・海側のお客様は、追加代金3，000円（大人お1人様
につき）にて、お食事の回の指定を承ります。

⑳キヤピンの指定
スイート（ネプチューンスイート、ピナクルスイート）のお客様は、キャビンの指定を追加代金5，000円（お1

人様につき）にて承ることができます。内側・海側りマルコニーのお客様は、キャビンの指定はいたしかねま
すが、右舷側・左舷側の指定を追加代金3，000円（大人お1人様につき）にて承ります。

■画癖済州島・佐世保（長崎）クルーズ共通旅行代金（大人お1人様／2名1室利用）

；※佐世保での途中下船も可能です（お1人様につき旅行代全の10，000円引き。3・4人目旅行代金、子供代金からの割引はありません）。

内側 ��訂…′㌻…′毛考、、三二′毛く′く婆、、‥臥 ���療現像l冨抒I話語l†謡をヨ臓 ���豪雪汐‾1t ��l 
海側 ������バルコニー ��スイート 

内側高層階 シャワー付 �海側瑚憫粧 　角窓付 �海側（丸窓） 丸窓付 � �側 窓付 F・F） �海憫≡リドうりコ 　角窓付 �－ �－ �川旧：－：リド知コ バルコニー付 �－■■′　　　ヽ � 
シャワー付 ����角 ���ノロ山フード 角窓付 �パルコ＿－ バルコニー付 ��才ノブユーココ■トト バルコニー付 �ピプウルスイート バルコニー付 

（NN・N・MM・M） �（L・K・J・l） �（HH・DD） �（H・G） �（F ��（EE・E・DA・D） �（C） �（BC・BB・B） �（AA・A） �（S） �（PS） 

通常代金 �79，800円 �92，000円 �104，000円 �112，000円 �120 �，000円 �128，000円 �134，000円 �157，000円 �178，000円 �340，000円 �640，000円 

（ココウル利用代金） �159，600円 �184，000円 �208，000円 �224，000円 �240 �，000円 �256，000円 �26さ，000円 �314，000円 �356，000円 �680，000円 �1，280，000円 

3・4人臼旅行代金 �－ �46，000円 �－ �－ �60 �，000円 �64，000円 �－ �78，500円 �約，000円 �170，000円 �320，000円 

子供代金（1－1鳩） �－ �30，000円 �－ �－ �30 �，000円 �30，000円 �－ �30，000円 �30，000円 �30，000円 �30，000円 

コネウライつつルー山 指定代金 （2鎚あたり／圭泊分） �－ �－ �10，000円 �－ �－ ��10，000円 �－ �－ �10，000円 �－ �－ 

■別途必要代金／【神戸発】港湾税：16，500円、船内チップ（事前徴収）：内側・海側7，590円、バルコニー・スイート7，920円、政府関連税：2，870円

【横浜発】港湾税：13，750円、船内チップ（事前徴収）：内側・海側6，330円、パルコ二叫スイート6，600円、政府関連税：2，870円
※3・4人目旅行代金は、大人2名と同室かつ3・4人部屋利用の場合に適用となります。また、3・4人目旅行代全には連続乗船割引の適用はありません。
※子供代金は、大人2名と同伴・同室で3・4人部屋利用の場合に適用となります。また、子供代金には連続乗船割引の適用はありません。
※佐世保での途中下船は、お1人様につき旅行代全より10，000円引きとなります。ただし、3・4人目旅行代金、子供代金からの割引はありません。

※コネクティングルーム（2部屋のつづき部屋）は、海側（HH・DD）では2名l萱利用同士の組み合わせ、海側ミッドシップ（EE・E・DA・D）、バルコニーミッドシップ（AA・A）では2名1室利用同士または2名1室と3名1室

の組み合わせのみ可能です。追加代金10，000円（2部屋につき全泊分）にて手配を承ります。
※バルコニー・スイートのお客様は、ご予約の際にご夕食の回（ファースト、セカンド）の指定を承ります（追加代金なし）。

※各寄港地では自由行動となります。別途、オプショナルツアー（別代金）もご用意しております。



ひと足先に春が訪れる街・ハウステンボスでは4／13までチューリップ祭が行われています。国内最多650品種のチューリップが皆さまをお迎えいたします。
※ハウステンボスへの入場は別途料金が必要となります。※チューリップは自然開花につき、開花時期は天候、その他の理由により前後する場合があります。

⊂二一・一し＿／ハウスナンボス貞義、＿し一一「⊃

ドームシアターi－4　　　　　　　　フラワーロード

360度パノラマ映像とサラウンド音響　　　　　風車と花畑がオランダの田園風景を演出

シックタクシー
鞍にぴったりの格調高いデザイン

ギヤマンミュージアム
世界最大級シャンテノアやガラス工芸品

固葛篭
臣

パレスハウステンボス宮廷庭園　　白い観覧車
フランスの造園家が手がけた気品あるバロック庭園　夜には美しいイルミネーションになります

ミステリアスエッシャー　　　　　　ホテルヨーロッパ
「だまし絵」で知られる鬼才の不思議な世界を体験優雅な雰囲気でくつろぐことができます〔昏

内側濁側：2つのクルーズの旅行代金の合算額から、10，000円の割引（シングル利用代金は20，000円の割引）

川レコ二一・スイート二2つのクルーズの旅行代金の合算額から、20，⑳¢¢円の割引（シングル利用代金は4⑳，⑳⑳⑳円の割引）

内側または海側とバルコニーまたはスイートを利用：2つのクルーズの旅行代金の合算額から、鴨⑳約円の割引（シングル利用代金は3⑬，⑬約円の割引）



〇号享二子高岩
落ち着いた船内で、南国気分と話題の富士山をたっぷりと楽しめるコー

スです。春の横浜を出港したあと、初夏の気配さえ感じられる石垣島へ。

屋台が並ぶ夜市で知られ

る台湾の港町・基隆をめぐり、

沖縄本島では世界文化遺

産・首里城やトロピカルな自

然を満喫することができます。

そして、雄大な世界文化遺

産・富士山を眺めながら清

水へと入港していきます。

清水からは夜の出港のため、

美保の桧原や夕日の富士

山をもゆっくりお楽しみいた

だけます。

＝　▲ ��害潜地　　　時刻　　　　　　　　万桁日程　　　　　　　畠事 

1 �4／6 （日） �午後、横瀬濯大さ山橋に集合 打＝・　　　「フォーレコ雪山」乗船事象売き 

16：00　横浜出港。　　　　　　　【船内泊】00団 

2 �4／7 （月） �崇　　　　　　繹目ウル‾プ　　　【船内泊相田田 

3 �4／8 （火） �経臼ウループ　　　　【船内泊日計田⑮ 

4 �4／9 （水） �石垣島　08 　17 �33喜≡≡歪…芸：◎【船内泊日計随感 

5 �仰0 �竜顔　？三 �00　妄隆入港。 
（木） ��00　茎隆出港。　　　　　　　【船内泊】堰相計囲 

6 �4／11 （金） �那覇　］… �33≡冨芸孟…≡：◎【船内泊】腿訪問 

7 �4／12 は） �日　　　　　　経日ウループ　　　【船内泊日田岱窃 

8 �4／13 （日） �本清水14 ※途中下船司胃巨22 �33芸召；歪……：◎【船内泊日計随窃 

9 �4／14 （月） �晰　08：00慧訟㌫散。　　　田。。 

■食事条件：横浜発…船23回（朝8回、昼7回、夕8回）
■添乗員：同行しませんが、船内では日本人スタッフがお世話いたします。

■最少催行人員：1名様

○タイ二ンクの時間指定
ご夕食は2回交代制（ファースト、セカンド）となります。パルコ二・一一・・スイートのお客様は、追加代金なしでお

食事の回を指定していただくことができます。内側・海側のお客様は、追加代金3，000円（大人お1人様
につき）にて、お食事の回の指定を承ります。
○キヤピンの指定
スイート（ネプチューンスイート、ピナクルスイート）のお客様は、キャビンの指定を追加代金5，000円（お1

人様につき）にて承ることができます。内側・海側りマルコニーのお客様は、キヤヒンの指定はいたしかねま
すが、右舷側・左舷側の指定を追加代金3，000円（大人お1人様につき）にて承ります。

船のスケジュールおよび寄港地での観光は安全面を最優先に考慮し、天候・海象、現地諸事情
等により船長判断で予告なしに変更される場合がございます。乗船中のすべての権限は船長が

持っております。なお、寄港地変更、抜港寄港時間の短純なとによる旅行代金（別途必要代金を

含む）の一切の払い戻しはございませんので、こ了承いただけますようお願い申し上げます。

※乗船日において12か月未満の乳児、下船日に妊娠第24週に入るお客様、また、乗船時において21

歳未満の方のみでのご乗船はできません。未成年者は、成人と同室での利用が必要となります。

■睡沖縄・台湾・清水（富士山）クルーズ旅行代金（大人お1人様／2名1室利用）l※清水での途中下船も可能です（同代金）‥

内側 ��r・・・・・一・萱華盲哀 �����土崩堤　に ���ニ駅滋養を1 
海側 �����パルコ二一 ���スイート 

内側 �内側高層階 �海側澗豚帆 �海側（丸悪） �海側 �海側≡州知プ �海側プロ山トド �パルコ＝ �付 B） �仙コ：一三旺知プ �言方ユーコスイート �ヒ ／ �プウルスイート 
シャワー付 �シャワー付 �角窓付 �丸窓付 �角窓付 �角窓付 �角窓付 �バルコニー ��バルコニー付 �バルコニー付 ��マルコニー付 

（NN・N・MM・M） �（L・K・J・り �（HH・DD） �（H・G） �（FF・F） �（EE・∈・DA・D） �（C） �（BC・BB・ ��（AA・A） �（S） ��（PS） 

通常代金 �119，000円 �132，000円 �145，000円 �154，000円 �164，000円 �174，000円 �184，000円 �218，00 �0円 �244，000円 �480，000円 �7 �80，000円 

（ココウル利用代金） �238，000円 �264，000円 �290，000円 �308，000円 �328，000円 �348，000円 �368，000円 �436，00 �0円 �488，000円 �960，000円 �1， �560，000円 

3・4人臼旅行代金 �－ �66，000円 �－ �－ �82，000円 �87，000円 �－ �109，00 �0円 �122，000円 �240，000円 �3 �90，000円 

子供代金【1－11歳） �－ �50，000円 �－ �－ �50，000円 �50，000円 �－ �50，00 �0円 �50，000円 �50，000円 � �50，000円 

コネウライコウル一山 指定代金 12部屋あたり／圭泊分） �－ �－ �10，000円 �－ �－ �10，000円 �－ � � �10，000円 �－ � �－ 

■別途必要代金／港湾税：22，000円、船内チップ（事前徴収）：内側・海側10，120円、バルコニー・スイート10，560円、政府関連税：3，950円

※3・4人日旅行代金は、大人2名と同室かつ3・4人部屋利用の場合に適用となります。また、3・4人日旅行代金には連続乗船割引の適用はありません。※子供代金は、大人2名と同伴・同室で3・4人部屋利用の場合に適

用となります。また、子供代金には連続乗船割引の適用はありません。※清水での途中下船の場合も、旅行代金に変更はありません。※コネクテインクルーム（2部屋のつづき部屋）は、海側（HH・DD）では2名1室利用同

士の組み合わせ、海側ミットシップ（EE・E・DA・D）、バルコニーミッドシップ（AA・A）では2名1室利用同士または2名1室と3名1室の組み合わせのみ可能です。追加代金10，000円（2苦芦屋につき全泊分）にて手配を承ります。
※ハルコ二一・スイートのお客様は、ご予約の際にご夕食の回（ファースト、セカンド）の指定を承ります（追加代金なし）。※各寄港地では自由行動となります。別途、オプショナルツアー（別代金）もご用意しております。

r連続乗船割引」、ございます。
3／31神戸発（Cruisel）・4／l横浜発（Cruise2）にて乗船し、4／14横浜着（Cruise3）まで、

連続して2つのクルーズに乗船される場合は、お得な「連続乗船割引」をご利用ください。



※気候、天候、その他の理由により掲載の写真とは眺望が異なる場合があります。

内側・潮陀つのクルーズの旅行代金の合算額から・10，000円の割引（シングル利用代金は20，000円の割引）
バルコニー・スイート‥2つのクルーズの旅行代金の合算額から、20，000円の割引（シングル利用代金は40，000円の割引）

内側または海側と川レコニーまたはスイートを利用‥2つのクルーズの旅行代金の合算額から・15，000円の割引（シングル利用代金は30，000円の割引）
※3．4人目旅行代金および子供代金は、連続乗船割引の適用はありません0※別途必要代金は、合算額からの割引はありません。※詳細はスタッフにお問い合わせください。

※写真はすべてイメージです。　汐



上質なクルーズ時問を演出する“洋上の美術館’’は、過ごしやすい6万トンクラス。船内の見取り図である「デッキプラン」を片手に、

日常から離れ、シアターやバーラウンジ、そして広々としたパブリックスペースをお楽しみください。



船の概要
、棒トン数：61，214トン

乗客定員：1，432名桜

乗組員：615名

全長：238m

就航：1999年

船籍：オランダ

客室の記号について

＊シャワーのみ
●バスタブ＆シャワー

▲下段ベッド×2、またはダブルベッド×1に変換（ソファーベッドなし）

03人部屋対応可能（下段ベッド×2、ソファーベッド×1）

口4人部屋対応可能（下段ベッド×2、ソファーベッド×1、上段ベッド×1）

A一部視界が遮られる

◇これらの客室には角窓の代わりに丸意あり

☆下段ベッド×2（ダブルベッド×1に変換不可）

×視界が遮られる

＋コネクティングルーム

もスイートS7034は車椅子に対応、バスタブ＆シャワー。

客室AA7088、AA7087、B6228、B6225、C6104、D3396、Em91、HH3431、

HH3430、D3429、G2702、L2700、K2555、K2554、G2500、FF1964、FF1955、

日1807、H1806、日1805、日1804は車椅子に対応、シャワーのみ。

デッキプラン及び客室
デッキプランは客室のカテゴリーで色

分けされています。貴客室は、カテゴ

リーを表すアルファベットとそのあと

に続く番号でご確認いただけます。

すべての客室に
・フラットパネルTV

・バスローブ

・ドライヤー

・工レミス社のアメニティー

・シャワー、トイレ

がございます。

ピナクルスイート

■p「‾　－　－　‾
：4名標まで利用可能。
ベッドルーム一夕プルベッド×1、特大

サイズのジャクジー付バスタブ＆シャ
ワー、リビングルーム、ダイニングルー

ム、着衣室、専用ベランダ、パントリー、
2人用ソファーベッド×1、三二八一、冷

蔵庫、ゲスト用トイレ、天井から床まで
の窓。

※ネプチューンラウンジの利用

が可能です。

ネプチューンスイート

凶S　　　　　　　　‾

：4名桜まで利用可能。

下段ベッド×2（ダブルベッド×1に変換

可能）、ジャクジー付バスタブ＆シャ
ワー、広いリビングエリア、着衣室、専
用ベランダ、2人用ソファーベッド×1、
三二八一、冷蔵庫、天井から床までの

窓。

※ネプチューンラウンジの利用
が可能です。

バルコニー

幽AUAA幽BUBBUB〔
：一部客室は3名様まで利用可能。

下段ベッド×2（ダブルベッド×1に変換

可能）、ソファーベッド×1、ジャクジー
付ノ（スタブ＆シャワー、リピンク　エリ

ア、専用ベランダ、三二八一、冷蔵庫、天

井から床までの窓。

海側

：一部視界が遮られる客室があります。

窓の外は、プロムナードデッキです。
2名様までの利用に限られます。

［コD　国DA匿∃E

［］EE［］F［コFF
：一部客室は3、4名様まで利用可能。

tG［＝H
：角窓でなく、丸窓付になります。船体構造

により、面積が狭くなる部屋がございます。

2名様までの利用に限られます。

□DD因HH
：視界が遮られます。窓の外は、
プロムナードデッキです。

2名様までの利用に限られます。

下段ベッド×2（ダブルベッド×1に変換

可能）、ソファーベッド×1、上段ベッド、

バスタブ、シャワー

内側

Ul UJ　錮K LJ　「

閻M□MM口N　□NN
▲一部客室は3、4名桜まで利用可能。

下段ベッド×2（ダブルベッド×1に変換

可能）、ソファーベッド×1、上段ベッド、
シャワー

※写真イラストはすべてイメージです0　郎



◎ 船の中は退屈ではないですか？ ⑳ 現金とクレジットカードのどちらが便利でしょうか？

クルーズはどアクティビティが豊富なところはありません。早朝のストレッチ体操に始まり、

ダンス教室、カルチャー教室、各種ゲーム、エアロビクスなど朝から夜までプログラムが

目白押しです。また、サウナにプール、本格的なカジノやディスコ、インターネットカフェ、バー

などの施設も充実しています。

◎ 客室の種類が沢山ありますが、どうやって選べばよいでしょうか？

内側、海側、ベランダ付き、スイート客室の4つに大別されています。どのキャビンに泊まっ

ていても船内設備の利用や食事、サービスに遣いはありません。違いは窓・バルコニー

の有無、バスタブの有無、キャビンの広さや視界の良さ、位置などによるものです。お客

様のご予算やお望みの船内ライフによりお選びください。

⑳ 客室で喫煙はできますか？

ご愛煙家のお客様には恐縮ですが、客室は全面的に禁煙となり、喫煙はバルコニーの

みで可能となります。

⑳ チップは必要ですか？

ほとんどの客船では、従業員にとってチップは貴重な収入源です。今回のクルーズでは

船内チップを出発前にお預力叫ル、船会社を通じてクルーに支払わせていただきます。

⑳ 船の中で財布は必要ですか？

船内でのお支払いは、すべてクルーズカード（乗船証）と署名で処理されます。最終日
に届けられる明細書に基づき、お客様が事前に登録されたクレジットカードで自動精算

されますので、常に財布を携帯する必要はありません。船内での通貨はUSドルとなります。

なお、各寄港地での通貨は日本ご出発前に両替をお済ませください。

クルーズの場合は、断然クレジットカードが便利です。ご利用いただけるクレジットカード

はビザ、マスター、アメリカン・エキスプレスです。船内でのお支払いはクルーズカード（乗

船証）にチャージされた後、クレジットカードで自動精算されます。現金でのお支払いをご

希望される方は、下船前夜の決められた時刻までにフロントデスクにてご精算ください。

⑳ 夕方以降の服装はどのようになりますか？

夕方（17時頃）からご就寝までの間は、ドレスコード（服装指定）があり、フォーマルまた

はスマートカジュアルの2つのドレスコードに分かれます。毎晩客室にお届けする船内新

聞で翌日のドレスコードをご案内いたします。

●スマートカジュアル

男性（スラックス、シャツ、セーター等）

女性（スカート、スラックス、セーター、ブラウス等）

※夕食時より、レストランやパブリックスペースでのTシャツ、水着、タンクトップ、ショーツ姿はお断りしております。

●フォーマル

男性（スーツとネクタイまたはタキシード）

女性（カクテルドレス、ガウンまたは和服）

⑳ お食事のシステムはどうなっていますか？

ご朝食、ご昼食は、ダイニングルーム、ビュッフェレストランなどのお好きな場所でお召し

上がりください。ご夕食のダイニングルームにつきましては、2回制となり、ファーストシー

テインク、セカンドシーテインクでお食事開始時間が指定されます。その他、ビュッフェや

ピナクルグノル（有料）など、お好きなレストランでもお召し上がりいただけます。

■二溺＿　二や

1．お申し込みの前に

（1）この旅行は、株式会社クルーズプラネット（以下「当社」という）が企画・

募集し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。

（2）募集型企画旅行契約の内容・条件は、本広告、旅行条件書、出発前にお

渡しする最終日程表及び当社募集型企画旅行契約約軌こよります。

2．お申し込み方法と契約の成立時期

（1）当社所定の「旅行申込書」に、下記の「申込金」を添えてお申し込みくださ

い。申込金は旅行代金をお支払いいただく際、その－郡として充当します。

（2）電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段によるお申し込みの場合

は、3日以内に当社所定の「旅行申込書」及び「申込金」をご提出ください。

こ提出のない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。

（3）旅行契約は当社がご予約の承諾をし、申込金を受理した矧こ成立します。

区　　分 �申込金（おひとり） 

全課 

3．旅行代金に含まれるもの

（1）旅行日程に明示した航空、船阻鉄道等利用交通胤渇の運賃（コースによって等級が異なります）。

（2）旅行日程に明示した宿泊の料金及び租サービス料（2人矧鼠2人ずつの宿泊を基準とします）。

（3）旅行日程に食事付きを明示したコースの食事料金風サービス料金（但し飲食物は含みません）。

（4）手荷物の運搬料金。おひとり様スーツケース1個の手荷物運搬料（おひ

とり様20kg以内が原則となっておりますが、方面及び航空会社によって異

なりますので、詳しくは係員にお尋ねください）。手荷物の運搬は当該運送機

関が行い、当社が運送機関に対する運送委託手続きを代行するものです。

（5）団体行動中の心付け（船上チップは除く）。

（6）広告等で「00付き」等と表示されているものの経費。その他、当社が旅

行代金に含むことを明示した代金　料金。
※上記の諸要用は、お客様のこ都合により一部こ利用されなくても」頁別として払い戻しはいたしません。

4．旅行代金に含まれないもの

3に記載されているもののほ別よ旅行代金に含まれ宗せん。その一郡を例示します。

●超過手荷物料金・個人的性質の諸費用。

●渡航手続関係諸費用。

●運送機関の課す付加運賃・料金（サーチャージ）。

●クルーズに伴う港湾税（ポートチャージ）、船内チップ。

●希望者のみが参加するオプショナルツアーの代金。

5．お客様の解除権（旅行のお取り消し）

（1）お客様は、「取消科」を支払うことにより、いつでも旅行契約を解除することが

できます。本広告に記載のコースは、日本出国時及び帰国時に船舶を利用する募

集型企画旅行に当たるため、船会社の取消料が適用となります。通常の海列旅行

の取消料とは異なりますので、ご注意ください。クルーズ旅行をお取り消しになる

場合、取消料をカバーする保険（クルーズ旅行取消費用担保特約付海外旅行傷

害保険）がありますので、クルーズ旅行のお申し込みと同時にこの保険をお申し

込みいただきますよう、お勧めいたします。詳しくは販売員にお尋ねください。

軸（おひとり） 

6．旅行条件の基準期日
この旅行条件は、平成25年10月28日現在の運賃料金を基準としております。

7．その他

旅券（パスポート）査証（ビザ）等　訪問国により、パスポートの有効期限に一定

の残存期間が必要となる場合や、ビザが必要となる場合があります。お問い合

わせください（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）。

⑳〉　怨忘蓋声門旅行会社告諾冨慧喜第1739号・乱くはホームページをご覧ください0
クルーズプラネット

C，uiニ品ne．株式会社ウJLJ－ズプラネット　http：Hwww．CrujsepIanet．C。．jp

旺辺　℡03・5360・8421
〒151－0051東京爵渋谷区千駄ヶ谷5－33－8サウスゲート新宿ビル9願　　総合旅行業務取扱管理者：千原康裕

Elヨ℡03・5524・1681
〒104－0061東京都中央区銀座4丁目1番先北数寄屋ビル1階　　　　　結合旅行業務取扱管理者：橋本みか

匡竪∃℡045・317・2080
〒220－0004神奈川県横浜市酉区北章1－6－1横浜ファーストビル11階　繹合旅行業務取扱管理者：嶋田亜希子

6■ヨ℡06・4798・8001
〒530－0001大阪府大阪市北区梅田1－8－17大阪第一生命ヒル6階　　　総合旅行業務取扱管理者：大野義恵

【ヨヨ℡052・569・2866※木曜定休
〒450－0002愛知県名古屋市中村区名駅4－10－25名訳IMAlビル1階　　鷹合旅行業務取扱管理者：新海雄基

竪琴塑℡092・73515511
〒810－0001福岡県福岡市中央区天神2－11－1福岡パルコ7願　　　　　総合旅行業務取扱管理者：山手裕子


	pamphlet001
	pamphlet002
	pamphlet003
	pamphlet004
	pamphlet005
	pamphlet006
	pamphlet007
	pamphlet008
	pamphlet009
	pamphlet010
	pamphlet011
	pamphlet012

