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ノルウェージャン・スピリットで航く

2020年 5月 1日（金）～5月9日（土）  ゴールデンウィーク

　　宮古島・石垣島と台湾
南国クルーズ 9日間 

横浜発着

■旅行代金表（お1人様／2名1室利用／大人・子供同額）

カテゴリー 定員 ホテルコード 旅行代金
1・2名1室利用 3・4名1室利用

内側（部屋指定なし） 2～4名 IB IY 129,800円
海側窓付
（部屋指定なし） 2～4名 OA OZ 179,800円
海側バルコニー
（部屋指定なし） 2～3名 BC BX 219,800円

別途必要代金（お1人様あたり）
港湾税
（ポートチャージ） US$ 280 船内チップ（船上精算）

内側～海側バルコニー
US$ 120 

（1泊US$ 15×8泊）

政府関連諸税 US$ 118.70
3・4人目代金
（1室を3名または4名でご利用され
た場合の3・4人目の方の旅行代金。

80,000円

129,800円～219,800円
  ［内側（部屋指定なし）／お1人様2名1室］ ［海側バルコニー（部屋指定なし）／お1人様2名1室］

パブリックス
ペース

キッズプール

■   食事／朝食 8 回、昼食 7 回、夕食 8 回
■   添乗員／同行しません。

出発保証コース
■旅行日程

日次 月日 旅行日程 食事
朝 昼 夕

1 2020年

5/1（金）
横浜
22：00出港

－ － ○

2 5/2（土） 終日クルーズ ○ ○ ○

3 5/3（日・祝） 終日クルーズ ○ ○ ○

4 5/4（月・祝） 基隆／台北（台湾） B
08：00入港／18：00出港

○ ○ ○

5 5/5（火・祝） 石垣島 B 
07：00入港／21：00出港

○ ○ ○

6 5/6（水・祝） 宮古島 B
07：00入港／21：00出港

○ ○ ○

7 5/7（木） 終日クルーズ ○ ○ ○

8 5/8（金） 終日クルーズ ○ ○ ○

9 5/9（土） 横浜
06：30入港

○ － －

※寄港地・上陸地は天候などの理由により、変更または抜港となる場合があります。
※B 船会社主催のオプショナルツアー（日本語ガイド／別料金／内容・料金未定）。

海側窓付客室 海側バルコニー客室内側客室

安心・便利！　船会社特典のご紹介
内側 Wi-Fi 1キャビンにつき250分利用無料

海側窓付～ 
海側バルコニー

Wi-Fi 1キャビンにつき250分利用無料＋
有料スペシャリティレストランでのご夕食3回付（3・4人目は別途購入）

※特典は予告なく変更となる場合がございます。詳細は船内でご確認ください。

SHIP DATA
■ 総トン数：75,904トン
■ 全長：268m
■ 全幅：38m
■ 航海速力：24ノット

■ 乗客定員： 2,018人（1室2名利用時）
■ 船籍：バハマ
■ 就航年：1998年（2017年改装）
 （ 2020年1月改装予定）

●上記旅行代金は、1室を2名で利用した場合のお1人様あたりの代金です。
●1室を1名で利用する場合は上記旅行代金の200％となります。また、別途必要代金の港湾税も200％と
なります。
●1室に3名以上となる場合、ソファベッドまたはプルマンベッド（壁に収納式の2段ベッド）をご利用いただき
ます。3名以上で利用できる客室数には限りがあります。

●別途必要代金の金額は予告なく変更になることがあります。
●港湾税（ポートチャージ）、政府関連諸税はご旅行代金お支払い時の弊社換算レートにて日本円でお支払い
いただきます。

※写真はすべてイメージです。改装後は内装やレイアウトが変更になる可能性があります。

LOOKSにて右記コース番号と航空、
下記ホテルコードを右記の順番で入力

コース番号
-

航空
-
ホテルコード

1 F U 1 9 Z Z Z



●旅行企画・実施

旅行に行くときは旅行先情報をネットで登録!

 検 索 　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
たびレジで現地での連絡先などを登録しておくと

●旅行期間中、緊急事態発生など安全に関する情報をメールなどの方法により提供いたします。
●また、海外で大規模な事故や災害などが発生した場合、必要な支援がスムーズに受けられます。

http://www.ｊｔｂ.co.jp/cruise/
JTBクルーズ

QRコードでも
アクセス可能です。

お申し込み・お問い合わせ

東京都品川区上大崎2－24－9
アイケイビル3階 〒141-0021

営業時間：10：00～18：00　
休業日：年末年始・祝日・振替休日
※土・日曜日はお電話及び説明会の開催のみの営業となります。
※平日のご来店の際はご予約制とさせていただいております。
総合旅行業務取扱管理者  狩野 純子

または 03-5719-1314
0120-713-355

外国船デスク

JTBクルーズ 本店（株）JTB
観光庁長官登録旅行業第64号　
日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11  〒140-8602

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者
です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、御遠慮なく記載の
総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。
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ご案内とご注意　ご旅行をさらに快適に楽しんでいただくためにお申し込みいただく前に必ずお読みください。
■このパンフレット記載の旅行は㈱JTBが企画・実施します。
■お申し込みについて
●旅券の取得、または取得済みの旅券が今回の旅行に有効かどうかの
ご確認は、お客様ご自身でお願いいたします。
●当パンフレット内の渡航の案内は、日本国籍の方を対象とします。日本
国籍ではないお客様は、旅行お申込み販売店にお問い合わせください。
■記載内容について
●このパンフレットの記載内容は2020年5月出発まで有効です。なお、
スケジュール及びその他の料金、設定日、記載内容が変更となる場
合がありますので、お申し込みの際は必ずJTB販売店またはJTB提
携販売店でご確認ください。
■旅行代金について
●コースの旅行代金は2人で1部屋をご利用いただく場合の1人分の
代金です。
■スケジュールについて
　スケジュール内容については、出発の2週間～7日前（遅くとも前日ま
で）にお渡しする「最終旅行日程表」（旅のしおり）にてご確認ください。
■ご参加の条件について
　身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、特別な手配を必要とされ
る方は事前に医師と相談の上、お申し込みいただき、必ずその旨をお申し
出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。なお、お客様のお申し出
に基き、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
負担となります。場合により、健康診断書等の提出をお願いする他、ご参加
をお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とする事がございます。
その際、お申し出の時期により通常の取消料がかかる場合があります。
■乗船拒否
1）乗船の拒否および途中下船
　船専属医より、乗客の身体的状況、精神的状態、または乗客の行動から判断
し、クルーズの継続が不可能と判断された場合、また、乗船中の他の乗客お
よび乗務員に危険、被害をもたらすと判断された場合、あるいはノルウェー
ジャン クルーズラインが要求する健康状態の告知義務を怠った場合、キャ
プテンの権限で乗客は何時でも乗船を拒否されたり、または乗船中のク
ルーズを途中で中止し下船していただく場合があります。上記の理由によ
る下船、またはお客様が自発的に途中下船された際は、いかなる場合もか
かる費用はすべてお客様の負担となります｡また、これらの理由による途
中下船に際しては一切の払い戻しは致しません。また、ノルウェージャン ク
ルーズラインはお客様への乗船券販売をお断りする権利を有します。

2）妊婦
　クルーズ終了までに妊娠第24週目に入る妊婦の方の乗船、申し込み
は受けられません。また24週目未満の方は英文診断書が必要です。

3）幼児・子供
　日本発着クルーズは6カ月未満の乳児の乗船申し込みは受けられま

せん。また、6カ月～17歳までの幼児・子供の乗船人数を制限してい
ます。予約時にご確認ください。

4）未成年者
　親権者の方の同意書提出が必要な場合があります。また18歳未満
の方が乗船される場合は、18歳以上の方と同室に宿泊していただく
必要があります。ご夫婦であれば18歳未満であっても同室に宿泊い
ただけます。チェックインの際、結婚証明書をご提示ください。

5）身体障がい者
　身体障がい者、精神障がい者または特別治療を要する方の予約に関
しては、事前に書面にてご通知ください。この通知義務を怠ったとき
は乗船を拒否される場合がございます。車椅子をご利用の方は、必
ずご自身の車椅子をお持ちください。また、必ず付き添いの方の同
乗が必要です。車椅子専用の客室数には限りがございますので、お
早めにお申し込みください。寄港地によっては、車椅子での乗下船が
難しい場合もあり、船長の判断で乗下船をお断りする場合があります
（車椅子をご利用の場合は質問書の提出が必要です）。

6）ペット
　ペットの乗船は原則的に禁止されています。
■乗船
　主要港では通常、正午から出港の1時間前までに乗船手続きをいたし
ます。正確な時間は、乗船券と一緒に送られる案内状でご案内いたし
ます。指定された時刻前には乗船できませんのでご注意ください。
■下船
　目的地に到着した後、約2時間は船内または港内ターミナルでお
待ちいただきます。これは現地の政府機関により、乗客の下船前に
スーツケースを降ろすことが義務付けられていることと、入国審査
や税関手続きなどに時間がかかるためです。
■客室番号について
　船側の都合により、予告なく客室番号が変更となる場合もございま
す。また客室番号の指定はできません。

【2名様で1部屋をご利用の場合】
●原則としてツインベッドをご用意いたしますが、ダブルベッドとなる
場合があります。

【3､4名で1部屋をご利用の場合】
●3、4名1室で利用の場合、2名定員の部屋に簡易ベッド（エキストラ
ベッドやプルマンベッド）を入れる、もしくは可動式のベッドのため大
変手狭となります。また3、4名用の部屋がない客室カテゴリーもご
ざいます（客室数に限りがあるためリクエスト手配となります）。

【お1人部屋（シングルルーム）をご希望のお客様へ】
●1人部屋の設定がありませんので、2人用のお部屋をお1人でお使い
いただきます（客室数に限りがあるためリクエスト手配となります）。

【人数変更・お部屋割りについて】

●変更の場合は、お申し出の時期により、再度予約が必要となりますの
でご注意ください。
●お部屋割りに関しましては、できるだけ平等を期しておりますが、異なる
デッキを同グレード、同一料金としている場合、同じツアーのお客様に同一
デッキのお部屋をご用意できない場合があります。また、お部屋割りの変
更はできません。また、同行者の方とお部屋が離れる場合もございます。

【キャビンの設備・備品】
●キャビンのお部屋には歯ブラシ、髭剃り、パジャマの用意がされてい
ませんのでお持ちになることをお勧めします。
●日本の電化製品がそのまま使用できます。
■お食事
●旅行代金には、日程表に明示した食事の料金・税が含まれます。ただし、お
客様がご注文された飲物や追加料理は、お客様のお支払いとなります。
●メインダイニングでの夕食はフリーシーティング）となります。
●その他、ビュッフェレストランやルームサービスもございますので、お好
みでご利用ください（ご利用にならない場合の払い戻しはありません）。
■船内のお支払い
●船内通貨はUSドルです。船内はクルーズカードによるキャシュレス・
システムとなっています。
●乗船日にお客様のクレジットカード（VISA、マスター、アメリカン・エキス
プレス、JCB、ダイナースクラブのご利用可能）を登録することにより、サ
インひとつでお買い物、各種サービスを受けることができます。クレジッ
トカードをお持ちでない方はUSドルのデポジットが必要となります。
■喫煙
●ダイニングルーム、シアター、客室内（バルコニー含む）などは禁煙です。喫
煙は指定された場所にてお願いします（場所は変更される場合もあります）。
■添乗員
　同行いたしません。
■寄港地観光ツアーについてB
　Bマークのついた日本国内での寄港地観光ツアー（ショアエクス
カーション）はノルウェージャン クルーズラインが企画・実施するも
のです。お申し込みは、お客様より直接「ショアエクスカーションお申
し込みデスク」にお申し込みいただきます。詳しくは、ノルウェージャ
ン クルーズライン ホームページ https://www.ncl.com/jp/ja/ を
ご覧ください。寄港地観光ツアーのお申し込み方法等については、
都合により変更される場合もございます。
■お荷物の取り扱い
　荷物の安全確保には最善の努力を払いますが、全てのお手荷物は持ち主
の責任において管理をお願いしております。ハンドバッグ、鍵の掛からない
バッグ、われものなどの壊れやすい物、医薬品、旅行書類、貴重品などは、
お手荷物として常時お手元に置かれることをお勧めします。現金、宝飾品、
カメラ、双眼鏡、書類、その他の貴重品などを船内で紛失された場合、一切

の責任を負いかねます。これらの貴重品は、客室内のセーフティーボック
スをご利用になり、お客様ご自身で管理をお願いいたします。
■パンフレット掲載の写真について
●パンフレット掲載の写真は、皆様にその場所のイメージをつかんで
いただくために載せております。ツアーにご参加いただいても必ず
しも同じ角度、同じ高度からの風景をご覧いただけるとは限りません
ので予めご了承ください。
■海外危険情報
●渡航先（国内は地域）によっては、外務省の海外危険事情等、安全関係の情報
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。
●現地の治安および病気など海外の安全に関する情報は、次のような
方法でもご確認いただけます。
外務省海外安全ホームページ：https://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省ホームページ：http://www.mofa.go.jp/mofaj/

■入港諸税について
●渡航先の国 （々または地域）によっては、その国の法律などにより渡
航者個人に対して入港税等（出入国税、税関審査料、ポートチャー
ジ、政府関連諸税など）の支払いが義務付けられています。
■個人情報の取扱いについて
⑴当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載され
た個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただく
ほか、お客様がお申込みいただいた旅行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きに必要な範囲内、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、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のた
めに必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程
表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、お
申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名に係る個
人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたしま
す。
⑵当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客
様の旅行中の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、お客様に疾病等があった場合で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、連
絡先の方の個人情報を当社及び販売店に提供することについて連
絡先の方の同意を得るものとします。
⑶その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個
人情報の取扱い」をご参照ください。なお、当社の個人情報に関する
お問い合わせ窓口は次の部署となります。
　株式会社JTB お客様相談室　〒140-8602 東京都品川区東品川2-3-11 

https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp

●募集型企画旅行契約
　この旅行は、㈱JTB（以下｢当社」といいます）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
（以下「旅行契約」といいます）を締結することになります。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。
●お申し込み方法と契約の成立時期
　当社所定の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、旅行代金お支払の際、差し引かせていただきます。電話、郵
便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約
の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書の提出と
申込金の支払をしていただきます。旅行契約は、当社が予約の承諾を
し申込金を受領したときに成立します。氏名変更はできません。パス
ポート記載のローマ字のスペルを確認の上、ご連絡ください。
●申込金

区　分 申込金（おひとり）
旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで
旅行代金が10万円以上15万円未満 20,000円以上旅行代金まで

　当社はこの商品で利用する船室の手配に際して、船室代金の全額を
船会社に支払います。このため、お申込金の金額が旅行代金の20％
を超えています。
●旅行代金のお支払い
　旅行代金は、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって21日にあ
たる日より前に（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日ま
でに）お支払ください。

●取消料（お客様による旅行契約の解除）
　◆内側～海側バルコニー

取　　消　　日 取　消　料

旅行開始日
の前日から
起算して

70日以上前 無　料
69～50日前 旅行代金の  20％
49～29日前 旅行代金の  50％
28～15日前 旅行代金の  75％
14日前以降 旅行代金の100％

　※クルーズ開始後および無連絡不参加含む。
●旅行代金に含まれるもの
　船舶運賃、キャビン使用料、食事代（一部有料）、船内でのエンターテ
インメント、テンダーボート代など。
●旅行代金に含まれないもの
　船内チップ（船内の個人会計にてお支払いいただきます）、自宅から発
着港間の交通費、お荷物宅配料金、船内のアルコール類、レギュラー
メニュー以外のドリンク類、インターネット、クリーニング、電話代、
マッサージ、美容院等の個人的な費用、各寄港地での観光（オプショナ
ルツアー）や食事など。なお、租税・手数料および港湾費用はご旅行代
金とあわせ別途ご請求します。

※燃油サーチャージは2019年9月1日現在無料ですが、今後の原油価
格の動向によりチャージされる場合があります。
●お申し込み条件
 ・ ご旅行終了日から有効期間が6ヶ月以上残っている旅券（パスポー
ト）をご用意ください。

 ・ 6ヶ月未満の乳児、および妊娠第24週目以降のお客様はご乗船いた
だけません。

 ・ お身体の不自由な方、妊娠中の方、特別治療を要する方、車椅子を
ご利用の方は予約時にお申し出の上、英文の診断書をご用意くださ
い。なお、車椅子対応客室をご希望の方は、客室数が限られています
のでお早めにお申し込みください。また車椅子をご利用の方は付き
添いの方のご乗船が必要です。

 ・ お客様が当社らに対して、暴力的または不当な要求行為や取引に関
して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加
をお断りする場合があります。

 ・ お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を棄
損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断り
する場合があります。
●旅行条件・旅行代金の基準日
　2019年9月1日を基準としています。旅行代金は2019年9月1日現
在有効なものとして公示されている運賃・規則または、2019年9月1
日現在申請中の適用規則を基準として算出しています。
●お客様の解除権
※お客様は、表で定める取消料をお支払いいただくことにより、いつで
も旅行契約を解除することが出来ます。なお、表でいう「旅行契約の
解除期日」とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日・営業時間内に
解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
※旅行契約成立後に“お部屋（キャビン）”を変更される場合も取消料
の対象となります。
※当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消し
の場合も取消料をいただきます。
※所定の期日までに渡航に必要な書類が用意できず、出発できない場
合でも、取消料をいただきます。

●その他
　旅行代金は2人部屋を2名でご利用いただいた場合のお一人様分を
表示しています。
●当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
●海外旅行保険への加入について
　ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかること
があります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回
収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご
自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海
外旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合せください。

旅行条件（要約） 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うえお申し込みください。

より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難など
に備えて海外旅行傷害保険に必ずご加入されることをおすすめします。
当社は、一般社団法人日本旅行業協会のボンド保証会員になっ
ております。当社との旅行契約を締結したお客様が、同協会から
弁済を受けることになった場合、まず法定の弁済業務保証金制
度により弁済を受け、不足する場合はボンド補償制度により一
定の限度額（当社が預託している保証金等の額）に達するまで
弁済を受けることができます。

海外クルーズ保険のおすすめ
クルーズ旅行は、通常の旅行よりも取消料の発生日が早くなって
いるケースや料率が高くなっているケースがあります。お客様や
ご同行者の病気や怪我などでやむを得ずクルーズ旅行をお取消
しになる場合に取消料をカバーする保険がありますので、クルー
ズ旅行にお申し込みと一緒にこの保険をお申し込みいただきます
ようにお勧めいたします。詳しくは、販売員までお尋ねください。

JTBクルーズ
公式Facebook
クルーズの魅力を
発信中！

フォーマル不要!!
でも参加OK
クルーズ旅行で気になるドレスコード
もこの船では心配ご無用。フォーマ
ルナイトの設定はありません。ディナー
タイムも「クルーズカジュアル」または
「スマートカジュアル」でOK。もちろ
ん、思い切り着飾ってパーティーへ
繰り出すのも、クルーズならではの楽
しみです。
自由に思い思いのお洒落をお楽しみ
ください。

クルーズカジュアル スマートカジュアル
ビュッフェなどにはクルーズカジュアルでお越
しください。一部のスペシャリティレストラン
も日中はクルーズカジュアルでかまいません。

男性 カーキパンツ、ジーンズ、
ショートパンツにカジュアル
なシャツなどを組み合わせ。

女性 サマードレスやカジュアルな
ワンピース。スカート、パンツ、
カプリパンツ、ショートパン
ツ、ジーンズにトップスのコー
ディネート。

メインダイニングや一部のスペ
シャリティレストランのディナー
タイムでは、スマートカジュアル
でお洒落に。

男性 ジーンズまたはスラッ
クスに襟付のシャツ。
つま先の出ない靴。

女性 パンツ、ジーンズ、ス
カートにトップスの
コーディネート。また
はワンピース。

※ メインダイニングや一部のスペシャリティレストランのディナータイムでは、ビーチサンダル、野球
帽、サンバイザー、穴や裂け目のある極端に色あせしたジーンズ、ジーンズを腰より下に下げて
の着用、男性のタンクトップはご遠慮ください。

※12歳以下のお子様は、すべてのレストランでショートパンツを着用できます。
Dress code


