通常代⾦の

添乗員
同⾏!!

関空発
〜神⼾港着

5％割引

※早期申込割引との併用可!

セレブリティ・ミレニアムで航く︕
セレブリティ・ミレニアム

台北・沖縄・上海・⻑崎・神⼾ 9日間

2017年4月11日（⽕）出発〜4月19日（水）到着

1名様より
受付

セレブリティ・ミレニアム

早割申込割引
2017年1/17(火)
までの申込み
画像提供:神⼾市みなと総局

客室タイプ

≪スタンダード内側≫窓なし・シャワー付（客室15.7㎡）

ご旅⾏代⾦230,000 円 － 早期申込割引5,000円

一人部屋追加

230,000円

170,000円

＝ 225,000円 から【5％】引きで ⇒

213,750円︕︕

260,000円

≪スタンダード海側≫窓あり・シャワー付（客室15.7㎡）

ご旅⾏代⾦260,000 円 － 早期申込割引5,000円

通常旅⾏代⾦

＝ 255,000円 から【5％】引きで ⇒

190,000円

242,250円︕︕

310,000円

≪海側バルコニー≫バルコニー・シャワー付（客室15.7㎡+ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ3.5㎡）

ご旅⾏代⾦310,000 円 － 早期申込割引10,000円 ＝ 300,000円 から【5％】引きで

240,000円

⇒ 285,000円︕︕

■関⻄空港施設使⽤料（3,040円)及び寄港料（目安:37,100円）,政府関連諸税（目安:15,550円）,船内チップ（目安:20,100
円）が別途必要です。■旅⾏代⾦には燃油サーチャージが含まれております。燃油サーチャージは新設・変更・廃⽌されること
がありますが、それによる旅⾏代⾦の変更はいたしません。
日付

スケジュール

入港

出港

食事

13︓00

船/船/船

4/11(火)

午前、関⻄空港発✈空路台北へ。
到着後、『セレブリティ・ミレニアム』乗船。

＜船中泊＞

4/12(水)

沖縄へ向けて出航。

＜船中泊＞

-

4/13(木)

那覇。 終⽇、⾃由⾏動

＜船中泊＞

10︓00

19︓00

船/船/船

4/14(⾦)

終⽇航海 ★クルージングをお楽しみください。

＜船中泊＞

-

-

船/船/船

4/15(土)

上海（宝山）【OP】をお楽しみください。

＜船中泊＞

06︓00

22︓00

船/船/船

4/16(⽇)

終⽇航海 ★クルージングをお楽しみください。

＜船中泊＞

-

-

船/船/船

4/17(月)

⻑崎。終⽇、⾃由⾏動

＜船中泊＞

7︓00

18︓00

船/船/船

4/18(火)

終⽇航海 ★クルージングをお楽しみください。

＜船中泊＞

-

-

船/船/船

4/19(水)

神⼾（ポートターミナル）・ 解散

- /✈/船

7︓00

船/ - / -

■最少催⾏⼈員/10名 ■添乗員/関⻄空港より同⾏いたします。 ■食事/朝食8回、昼食7回、夕食8回※機内食除く
■利⽤航空会社/キャセイパシフィック航空又はチャイナエアライン ■⼦供料⾦（2〜11才）/大⼈と同額
■【オプショナルツアー】12,000円※最少催⾏⼈員10名
上海終日観光（約7時間/昼食付）︓豫園・豫園商場・新天地・南京東路&外灘・⽟仏寺・中国茶試飲体験

≪お申込み方法≫

◆募集室数︓スタンダード内側 4室、スタンダード海側 3室、海側バルコニー 3室
◆締切日︓2017年1月17⽇（火）
◆申込み方法︓「電話」または「メール」で、下記必要事項をご連絡ください。
参加を希望される方全員の①住所（〒） ②氏名（ﾌﾘｶﾞﾅとﾊﾟｽﾎﾟｰﾄのﾛｰﾏ字表記） ③⽣年月⽇ ④電話番号
⑤希望客室タイプ（第1希望･第2希望） ⑥市⺠クルーズを知ったきっかけ
◎「メール」でのお申し込みは、件名を『市⺠クルーズ♯セレブリティ・ミレニアム』とし、本文に必要事項を
ご記入の上、osaka_cruise@nta.co.jp までお送りください。

先着順!

セレブリティクルーズは、さまざまなイベントや独⾃のサービスで
世界中のクルーズファンを魅了しています。
『ベスト・プレミアムクルーズライン』をはじめ、食事やスパ、客
室など各部門で名誉ある賞を獲得。そのサービスを高く評価されて
います。
ｲﾒｰｼﾞ

ｲﾒｰｼﾞ

ｲﾒｰｼﾞ

メインダイニング

客室:ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ海側（⼀例）

客室:海側ﾊﾞﾙｺﾆｰ（⼀例）

【シップデータ】
*総トン数︓91,000トン
*乗客定員︓2158人
*乗組員数︓999人

*極上の美食
*究極のリラックス
*珠玉の楽しみ
*最上のホスピタリティ
*寛ぎのプライベートルーム

ｲﾒｰｼﾞ

*全⻑︓294m
*全幅︓32m
*喫水︓7.9ｍ

*巡航速度︓24.0ノット
*就航年︓2000年7月
*改装年︓2016年4月

ご案内とご注意
プール
■お申込みについて
●お申し込みの際はご希望の出発日、客室カテゴリー、客室ごとのお名前、年齢、生
年月日、パスポート番号・有効期限、国籍、住所、連絡先をお知らせ下さい。
●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。クルーズ終了時にパスポートの残存期間が６か月
以上必要となります。
●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、旅行お申し込み販売店にお問い合わせください。
■旅行代金について
コース旅行代金は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。
■乗船拒否
1)乗船の拒否及び途中下船
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、あるいは船会社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
は乗船集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、船会社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）妊娠
妊娠７ヶ月以降のお客様はご乗船いただけません。
3)幼児・子供
６ヵ月未満の乳児の乗船申し込みは受けられません。
4)未成年
クルーズの乗船者が18歳に満たない場合、１８歳以上の大人の同乗が必要となります。
ご両親以外の方と同行の１８歳未満の方は事前にご両親の承諾書が必要です。
5)身体障害者
身体障害者、精神障害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。
6)ペット
ペットの乗船は原則的に禁止されています。

旅行条件(要約)

■乗船
主要港では通常、正午から出港の２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２～３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。
■ご宿泊について
【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室で入れる場合、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。
【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１人でお使いいただきます。
(注)当コースは原則２名１室のみの設定となります。３～４名1室又は１名１室利用希望の
場合の旅行代金及び予約可否については係員までお問い合わせください。
【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。日本か
らお持ちになることをお薦めします。
●客室の電源は交流110V(プラグは日本と同じA型)および220Vで、プラグは２股また
は３股です。使用可能電圧がAC100-240Vの電化製品はプラグを差し込めば使用可
能です。それ以外の電化製品は安全のため変圧器をお持ちください。
■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、お客様のお支払となります。
●メインダイニングでの夕食は「メインシーティング」と「セカンドシーティング」の２回制
で、航海中は毎日同じシーティングの指定席となります。
●別々にお申込みのお客様と夕食を同じテーブルにすることはできませんのでご了承
ください。
●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。
■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ッシュレス・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、サイン一つでお買い物、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最終日にまとめ
て現金でお支払ください。
■喫煙
●バルコニーを含むすべて客室、カジノ、ラウンジ、その他の屋内施設は全て禁煙で
す。喫煙は屋外の一部指定箇所にてのみ可能です。

■両替
●船内で日本円からUSドルや現地通貨への両替を致しませんのでご注意くださ
い。
●寄港地にて両替場所をご案内するか事前にご準備をお勧めします。
■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。ハンドブック、鍵のかからないバッグ、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薦めします。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。
■持ち物
●通常の旅行用品の他、パスポート(コピーも)、眼鏡、コンタクトレンズ(スペア)、
常備薬をご確認ください。アルコール飲料の持ち込みはできません。なお、水着、
運動靴の貸し出しはございませんので必要に応じてご持参ください。また船内は
冷房がよく効いている場合がありますので、重ね着できる上着のご持参おすすめ
します。
●日中はカジュアルな服装でお過ごしください。夜はドレスコードがあり、フォーマ
ルな服装を指定する日がございます。男性はジャケットとネクタイ、女性はワン
ピースなどをご持参ください。
●客室のアメニティについてはハンドブックをご参考ください。
●コインランドリーやアイロンの貸与はありません。有料にて衣類のクリーニングを
いたします。
■寄港地
●各寄港地ではクルーズカードを提示することで自由に乗･下船できます。停泊
中も船内でお食事の用意をしていますのでご自由にお戻りください。なお、寄港
地での最終乗船時刻は出航の３０分前までです。※詳細は船内でご確認ください。
■医務室
船内には複数の医師と看護師が乗船し、２４時間体制で緊急時も対応します(有
料)。
■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
して入港諸税等(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。
■最少催行人員
当コースは１０名様となります。
■添乗員
関西空港から同行いたします。
■個人情報について
当社は旅行をお申し込みの際にご提出いただいたお客様の個人情報(氏名、住
所、電話番号、メールアドレスなど)についてお客様との連絡・お申込みいただい
た旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配のための手続きに必
要な範囲内でご利用させていただきます。

※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。

この旅行は、㈱日本旅行メディアトラベルセンター（以下「当社」といいます）が旅行実施・企画する旅行であり、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」」）を締結していただくことになります。旅行条件は募集広告（パンフレット等）の各コースに記載されて
いる条件によるほか、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務約款募集企画
旅行契約の部によります。
● お 申込み
申込 み方法と
方法と 契約の
契約 の成立時期・・・
成立時期・・・(1)当社所定の申込書に申込金としてご旅行代金の２０％を添えてお申込み下さい。申込金は、旅行代
・・・
金お支払の際、差し引かせて頂きます。電話、郵便、ファックスその他の通信手段でお申込みの場合、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当
社が定める期間内に申込書の提出と申込金の支払いをして頂きます。旅行契約は、当社が予約の承諾をし申込書と申込金を受領した時に成立
します、
● 旅行残金の
旅行残金 の支払い
支払 い・・・旅行残金は、7泊以上の場合、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって75日目に当たる日より前に（お申込が間
・・・
際の場合は当社が指定する期日までに）お支払下さい。
● 旅行代金の
旅行代金の 額の 変更・・・
変更・・・利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改定になり、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１５日目に当たる日より前にお知らせします。
● 取消料（
取消料（ お客様による
客様による旅行契約
解除）・・・取消料は下記をご覧下さい。
・・・
による旅行契約の
旅行契約の 解除）
無 料
（１）旅行開始日の前日から起算して８２日目以前
旅行代金の２０％
（２）旅行開始日の前日から起算して８１～５1日目
旅行代金の２５％
（３）旅行開始日の前日から起算して５０～２１日目
旅行代金の５０％
（４）旅行開始日の前日から起算して２０～前日
旅行代金の１００％
（５）旅行開始日の当日
● 旅行代金に
旅行代金 に含 まれるもの・・・・航空運賃・船舶運賃、キャビン使用料、乗船中の全食事代（一部有料）、船内でのエンターテイメント、テンダー
まれるもの・・・・
ボート代など
● 旅行代金に
旅行代金 に含 まれないもの・・・渡航手続き諸費用、自宅から発空港/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
まれないもの・・・
メニュー以外のドリンク類、有料レストランでの飲食代、一部のカルチャー教室、インターネット、ランドリー、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、船内でのチップ、各寄港地での観光（オプショナルツアー）や食事など。
なお、政府関連諸税・空港諸税・寄港地諸税はご旅行代金と合せて別途請求します。
※燃油サーチャージは２０１６年１１月1日現在のものです。
※諸税および燃油サーチャージの代金は予告なしに変更される場合があり、運航会社はクルーズ代金全額収受後でも、その不足分をお支払い
頂く権利を有します。
● お 申 し込 み 条件・・・◎旅行開始時点で18歳未満の方は18歳以上の方の同乗が必要です。◎６カ月未満の乳児、及び妊娠７か月以降のお
条件
客様はご乗船頂けません。◎お身体の不自由な方、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
意下さい。なお、車椅子対応客室ご希望の方は、客室が限られていますのでお早めにお申込み下さい。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。◎ご旅行終了日までに有効期間が６カ月以上残っている旅券（パスポート）をご用意ください。
● 旅行条件・
旅行条件 ・旅行代金の
旅行代金 の基準日・・・
基準日・・・２０１６年１１月１日を基準としています。
・・・
● その 他・・・旅行代金は２人部屋を２名様でご利用頂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致しま
・・・
せん。
● お客様の
客様 の解除権・・・
解除権・・・※
・・・※お客様は、表で定める取消料をお支払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
『旅行契約日の解除日』とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出頂いた時を基準とします。※
※ 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頂きます。

◆神⼾市⺠クルーズ事業について･･･
神⼾市客船誘致協議会
（神⼾市みなと総局振興課 TEL︓078-322-5670）
旅行企画
実
施

株式会社日本旅行

〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-1-3-300 大阪駅前第３ビル3F
観光庁長官登録旅行業第２号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員

◆お問い合わせ・お申し込みは…

株式会社 日本旅行

メディアトラベルセンター
総合旅行業取扱管理者:山本勝也

TEL:0570TEL:0570-666666-177
西メディア 16－
16－147

営業時間 9：30～18：00
※年末年始（12/30-1/4）を除く

