にっぽん丸の多彩な設備とサービスで充実のクルーズライフを

◆

エンターテイナー

コンフォートステート（シャワー・トイレ付）
空間効率を高める工夫を施したコンパクトながら機能性の高い客室。

にっぽん丸で航く
料理イメージ

ドルフィンホール

KODACHI 〜木立〜

〈胡弓奏者＆ピアニスト〉

胡弓奏者・木場大輔とピアノの足立知謙によ
るユニット。
江戸時代から伝わる古典の粋と、
ピアノの美しい余韻が融合し、洗練されたサ
ウンドの中に日本の原風景を感じさせる。

3F 80室 14㎡

2F 17室 14㎡

リドテラス

グランドバス

お申込み時の注意事項とご案内
＜旅行代金について＞
■旅行代金（大人お一人様）
：パンフレットに表示される旅行
代金は、
コンフォートステート1室を大人2名様でご利用いただく
際のお一人様あたりの旅行代金です。※本パンフレットに表示
されていない客室タイプ、1名・3名利用代金、子供代金（2歳以
上小学生以下／旅行開始日基準）
等につきましては、
別途お問
い合わせください。
■参加人数の変更：客室のご利用人数に変更があった場合
は、変更後の１室ご利用人数に応じた旅行代金をいただきま
す。
ご利用人数の変更により、
大人1名様で1室利用となる場合
は一旦ご予約を解除し、
シングル利用での再予約となります。解
除の時点でシングル利用が満室の際はキャンセル待ちとさせて
いただく場合があります。
■客室タイプの変更：お客様のご都合で客室タイプを変更され

旅行条件〈要約〉

た場合は、
変更後の客室の旅行代金との差額をいただきます。
＜その他＞
■コース変更：取消料発生後にお申込コースを短縮される場
合（乗船区間をフル乗船から区間乗船へ変更される場合など）
は、
差額代金に対し規定の取消料を申し受けます。
■ルームリクエストがある場合は、原則乗船券（出発の2〜3週
間前に発送予定）
をもって回答とさせていただきます。
ご希望に
添えない場合もございますので、
あらかじめご了承ください。
■妊娠中の方は、
お申込時にご相談ください。
■6歳までの未就学児の方は、
事前に当社指定の承諾書の提
出が必要となります。
■医療器具（酸素ボンベなど）
を持ち込む場合は、旅行のお申
込み時に必ずご相談ください。

旅行代金（お一人様）
申込金

15万円未満
20,000円

■生後6ヶ月未満の乳幼児はご乗船できません。
■15歳未満の方のみでの客室の占有は安全上の理由でお引
き受けできません。
■お申込みの時期によっては、客室タイプによりキャンセル待ち
となる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
■ドルフィンズクラブポイントおよび株主優待券は船賃部分のみ
にご利用いただけます。

15万円以上〜30万円未満
30,000円

30万円以上
50,000円

〈特別な配慮を必要とする方のお申込みについて〉
お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていな
い特別な配慮・措置が必要になる可能性があります。 特別
な配慮・措置が必要となる可能性のある方は、ご相談させ
ていただきますので必ずお申込時にお申し出ください。

b.お電話によるお申込みの場合は、
お申込みの翌日から3日以内に
上記aの申込み手続きをお願いいたします。
この場合にも、
申込金
を受理した時点で募集型企画旅行契約が成立したものとします。
２. 旅行代金のお支払い
申込金を除いた残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て、旅行開始日の2ヶ月前の月末までにお支払いいただきます。
３. 旅行代金に含まれるもの
a.旅行日程に明示した船舶、鉄道、
バス等の運賃。宿泊代金。
b.旅行日程に明示した食事、船内のイベント参加費
（一部材料費を
除く）
。
c.旅行日程に明示した観光の代金。
４.旅行代金に含まれないもの
（前項の他は旅行代金に含まれていません。
その一部を例示します。）

a.傷害疾病に関わる医療費及び諸費用、旅行保険並びに携行品保険。
b.アルコール等飲料の代金、
クリーニング、電報・電話料、
その他追
加飲食など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
c.船内での有料サービス。
d.寄港地でのオプショナルツアー費用。
e.出発地まで、
および解散地からの交通費、
その他個人的費用。
f .渡航手続き関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接種料金・
渡航手続取扱い料金など）
。
g.船室のクラス・人数変更による追加代金。
h.旅行日程における必要な租税
（例：国際観光旅客税）
。
i. 2019年5月現在、燃油サーチャージは適用されておりませんが、
2019年4月～同年9月までに始発港を出港するクルーズにおい
て、
ドバイの月間平均原油価格*が1バレルあたり90USドル以上
となった場合、
すべてのお客様を対象に燃油サーチャージが導入
されることがあります。

*日本経済新聞1面掲載の現物、FOB、先渡し原油価格
（ドバイ）
５. 取消料（取消日は旅行出発日の前日から起算します。）
旅行契約締結後、
お客様のご都合で取消しをされる場合、下記表
の取消料を申し受けます。
〈海外旅行 〉

取
消
日
ピーク時の旅行である場合、41日前まで
旅行開始日の
前日から起算して
〃
40日前から31日前まで
さかのぼって
30日前から3日前まで
旅行開始日の前々日、前日、当日
（旅行開始後を除く）
旅行開始後又は無連絡不参加

取 消 料
無 料
旅行代金の 10％
旅行代金の 20％
旅行代金の 50％
旅行代金の100％

（注）
「ピーク時」
とは、7月20日〜8月31日の期間をいいます。

ジュ

むな

かた

横浜 2019年
乗船 ８月9日
（金）
〜14日
（水）6日間
ドルフィンズクラブの
特典対象クルーズです。
ドルフィンズクラブは
過去 6 ヶ月に遡って最
終乗船履歴からのポイ
ント加算が可能です。

６. 添乗員同行の有無
本パンフレットの中面に記載しております。
7.その他
a.参加者の人数が、明示した最少催行人員に達しない場合は、旅
行を中止します。旅行開始日の前日から起算し、
さかのぼって33日
目に当たる日より前までにお客様にその旨を通知します。
b.運送機関の運賃・料金の増額に伴い、旅行代金を増額する場合
は、旅行開始日の前日から起算し、
さかのぼって15日目に当たる日
より前までに、
お客様にその旨を通達いたします。
c.天災地変、戦乱、運送機関等の争議行為等、
その他当社の関与
しえない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施をはか
るため、止むを得ない時は旅行を中止、
または旅行の変更をするこ
とがあります。
d.旅行条件・旅行代金は、2019年5月1日を基準としております。
e.その他の事項については当社の旅行条件書及び当社旅行業約
款
（募集型企画旅行契約の部）
によります。
8.旅券・査証について（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。）
お客様がお申込みになられた旅行において、旅券
（パスポート）
の有
効残存期間や査証
（ビザ）
を必要とする場合があります。詳細は、本
パンフレットの中面に記載しておりますのでご確認ください。
※現在お持ちの旅券
（パスポート）
が今回の旅行に有効かどうかの
確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。これらの
手続きの代行については、渡航手続き代行料金をいただいてお受

神戸 2019年
乗船 ８月10日
（土）
〜14日
（水）5日間
※本旅行商品は、
客船にっぽん丸の
「済州島と海峡花火・阿波おどりクルーズ」
を利用した旅行商品です。

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししていますので、事前にご確認の上、お申込みください。

１. 旅行のお申込み
a.所定の申込書に必要事項をご記入の上、申込金として1名様当
り下記金額を添えてお申込みください。募集型企画旅行契約は、
当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時点で成立する
ものといたします。

済州島・関門海峡花火と
宗像大社
チェ

下関港 下船後

※コンフォートステートはプルマンベッド
（2段ベッド）
利用で3名様までご利用いた
だけます。※船体構造により一部の客室では眺望がさえぎられる場合があります。
※客室内は全面禁煙です。喫煙される方は船内の指定されている喫煙場所を
ご利用ください。

※本パンフレット掲載写真は全てイメージです。寄港地の写真にはオプショナルツアー・自由行動で訪問する場所も含まれています。
※気象・海象その他の状況により、記載航路スケジュール・エンターテイメント出演者及びイベントの内容は変更される場合がございます。

のクルーズ

けします。
9.海外渡航情報及び渡航先の衛生状況について
渡航先
（国または地域）
によっては
「外務省海外危険情報」等、国・
地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込
みの際に販売店にご確認ください。
海外における安全対策情報等は、外務省領事サービスセンター
（海外安全相談班担当）
でもご確認いただけます。
TEL：03-5501-8162
（直通）
外務省海外安全ホームページ：https://www.anzen.mofa.go.jp/
渡航先の衛生状況については下記のホームページにてご確認ください。
厚生労働省検疫所のホームページ：https://www.forth.go.jp/
個人情報の取り扱いについて

（1）
個人情報の利用目的
当社及び当社の受託旅行取扱会社(以下販売店)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、
お客様との間の連絡のために利用させ
ていただくほか、
お客様にお申込いただいた旅行において当社をはじめ運送・宿泊機
関等
（主要な運送・宿泊機関については各日程表及び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手続き上
必要な範囲内、
並びに旅行先の土産品店でのお買い物の便宜のために必要な範
囲内で利用させていただきます。当社及び販売店では、
将来よりよい旅行商品開発
のためのマーケッ
ト分析およびアンケートのお願いや、
当社または販売店の旅行商
品のご案内及び特典サービスのご提供をお客様にお届けするために、
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。当社は、
旅行中に傷害があった場合に
備え、
お客様の旅行中の国内連絡先
（以下連絡先）
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。
（2）
個人データの第三者への提供
当社は、
お申込みいただいた旅行の手配のために、
運送・宿泊機関、
関係官庁、
保
険会社、
土産品店等及び手配代行者に対し、
お客様の氏名、
性別、
年齢、
住所、
電
話番号、
パスポート番号、
婚姻の有無、
旅行中の緊急連絡先、
及び生年月日等の個
人情報を予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。
旅行保険加入のおすすめ
安心してご旅行をしていただくため、
お客様ご自身で保険をかけられますよう、
おすすめ
いたします。
ご希望のお客様には、保険加入手続のご便宜をおはかりします。

撮影：三好和義

観光
復路・新幹線
付

にっぽん丸で航く

のクルーズ

済州島・関門海峡花火と宗像大社
▪日程と旅行代金

▪スケジュール

新横浜・品川・東京駅着

8.9

FRI

（金）

14

WED

（水）

ご旅行代金（大人お一人様）

228,000円

コンフォートステート
（１室2名利用）

神戸乗船

横浜乗船

2019.

新神戸・新大阪・京都・名古屋駅着
2019.

8.10

SAT

（土）

14

WED

（水）

ご旅行代金（大人お一人様）

175,000円

コンフォートステート
（１室2名利用）

※他の客室タイプの利用代金、
１室１名利用代金、
１室３名利用代金、
子供代金については
お問い合わせください。
※ご旅行代金とは別に、
国際観光旅客税
（1,000円）
が必要となり、
船内でのお支払いとなります。

出港 19：00

8月10日（土） 神戸

神戸乗船
5日間

入港 17：00
出港 20：00

8月11日（日）

城山日出峰

済州島

「アジアの ハワイ」と称される自然 景 観 が 秀 麗なリゾ ートア
イランド。約180万年前に起きた火山活動でできた島で、3
つの 世 界自然 遺 産 地 域 が あります。韓 国グ ル メやショッピ
ングなども訪れる人々を楽しませてくれます。

終日航海

横浜

神戸

8月12日（月） 済州島

入港 7：00
出港 17：00

8月13日（火） 下関

入港 10：00
下船 11：00

下関

a：バス d：船 ……：徒歩 +：新幹線

下関港 = a = 松風荘（昼食）= a = 宗像大社 辺津宮（参拝）= a =

関門海峡花火大会

峡花火大会（桟敷席にて花火観賞）……門司港 〜 d 〜 砂津……ホテ

関門海峡

宗像大社

済州島

小倉

ホテルチェックイン = a = 門司港三井倶楽部（夕食）……関門海

両岸から上がる花火は約1万5000
発。門司会場に桟敷席（イス）をご
用 意します。 北 九 州 の100万ド ル
の 夜 景とライトアップ され た関 門
橋と花 火とのコラボレーションを
存分にお楽しみください。

ル着（22：00頃）

8月14日（水）
ホテル発 = a = 小倉駅（09：50～11：00発）+

□ 新幹線：普通車指定席利用
（出発時間、座席のご希望は承れません）
※新幹線の詳しいスケジュールは「ご旅程表」
でお知らせします。 □ お申込みが20名に満たなかった場合は、旅行の実施を中止しますが、旅行代金を増額して
実施させていただく場合があります。 □ 利用バス会社：西鉄観光バス、防長交通
（もしくは同等クラス） □ 添乗
員：8/13にっぽん丸下船からホテルまで同行します。
船内ではスタッフがお世話します。
8/14小倉からの新幹線は、
前日に添乗員からチケットをお渡ししますので各自でご乗車ください（ホテル→小倉駅 徒歩5分）
。 □ 花火大
会当日は大混雑が予想されます。
夕食会場から桟敷席、
桟敷席から門司港までは、
平坦な道を約20分歩きます。
□ 花火大会は天候により実施されない場合がありますので、ご了承ください。 □ 有効期間が2019年11月12日
以降の旅券（パスポート）が必要です。 □ 韓国の査証（ビザ）は不要です（日本国籍の場合）
。 □ 出入国書類は
商船三井客船㈱にて無料作成いたします（ただし査証が必要な場合の査証取得費用は除きます）
。 □ 渡航条件
等は2019年5月1日現在のものです。
変更となる場合は連絡いたします。 □ 下関港では入国手続き終了後の下船
となります。 □ 8/10 神戸港の乗船時間は18：00となります。

▪済州島オプショナルツアー（別料金・大人お一人様予定代金）

にっぽん丸 オリジナルツアー

横浜乗船
6日間

下関港 下船後 観光付

〈にっぽん丸主要目〉
□総トン数：22,472トン
□船客定員：2
 02室524名
（最大）
398名
（ツインベース）
□主機関：デ
 ィーゼル 10,450馬力×2
□全長：166.6m □全幅：24.0m □喫水：6.6m

市街地行き
連絡バス

8月 9日（金） 横浜

にっぽん丸 オリジナルツアー

麗しの済州島
お茶の博物館
「オソルロッティー」
と
薬膳料理の昼食

+〈新幹線 普通車指定席〉+ 新神戸、新大阪、京都、名古屋、新横
浜、品川、東京（11：52～15：33着）各駅着後解散

● 食事回数：朝5回、
昼4回、
夕5回
（横浜乗船の場合）朝4回、
昼3回、
夕4回
（神戸乗船の場合）
● 最少催行人員：20名 ● 募集人員：40名
● 利用ホテル：
リーガロイヤルホテル小倉
（洋室ツイン、
バス・
トイレ付）
● ドレスコード：8月11日はスマートカジュアル、
その他はカジュアルです。

※商船三井客船
（株）
の旅行企画・実施となります。
具体的な内容とお申し込み方法は別途ご案内します。

済州島の世界遺産を
訪ねる

女性限定

健脚レベル ★

イメージ

健脚レベル ★★

寄港地の伝統芸能・芸術・食そして観光地などをさらに詳しくご紹介し、にっぽん丸で行かなければ参加できないプログラムもご用意いたします。

【健脚レベルについて】

［★］
………車
（バスなど）
での移動が基本です。
各見学地で少し歩きます。お気軽
にご参加いただけるツアーです。

［ ★★ ］
……各 地の見学時間の約半分以上が
徒歩見学です。
また、階段や坂道が
多くある場合があります。

宗像大社辺津宮

宗像大社

世 界 遺 産「 神 宿 る島 」宗 像・沖ノ島と関 連 遺 産 群 の 九 州
本 土 の 中 心 地 で す。 本 殿・ 拝 殿 は 国 の 重 要 文 化 財 に 指
定されています。宗像三女神信仰の中心地で玄界灘を見
渡すことができます。

