
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【旅行代金／2 名様 1 室利用時大人 1 名様あたり】別途、国際観光旅客税、港湾費用、船内チップのお支払いが必要です。 

ツアーコード TL-FPM2103-□□ 

カテゴリー 末尾 旅行代金 
3・4名 1室利用時 

3-4 人目代金 

ヨット 

クラブ 

ロイヤルスイート -YCR \339,800 \169,900 

デラックススイート -YCD \279,800 \139,900 

内側スイート -YCI \229,800 \114,900 

デュープレックス -YSD \309,800 \154,900 

スイート 
アウレア -SA \229,800 \114,900 

ファンタスティカ -SF \169,800 \84,900 

バルコニー アウレア -BA \169,800 \84,900 

 
特典 

対象 

ファンタスティカ -BF \139,800 \69,900 

ベッラ -BB \134,980 \67,490 

海側 
ファンタスティカ -OF \89,980 \44,990 

ベッラ(視界不良) -OB \87,980 \43,990 

内側 
ファンタスティカ -IF \85,980 \42,990 

ベッラ -IB \84,980 \42,490 

港湾費用 \27,500 

国際観光旅客税 

(出発時 2 歳未満は不要) 

\1,000 相当の US ドル 

(船内払い) 

船内チップ(  )内 12 歳未満 87US ドル (43.5US ドル) 

横浜

下関

釜山

鹿児島

日次
港ご集合・乗船お手続き ―/―/夕
横浜(17:00 出港) 【船中泊】
終日航海 朝/昼/夕
船内イベントなどをお楽しみください 【船中泊】
下関(13:00 入港) 朝/昼/夕
◆自由行動
船社主催寄港地ツアーや散策などでお楽しみください。
下関(21:00 出港) 【船中泊】
釜山/韓国(8:00 入港) 朝/昼/夕
◆自由行動
船社主催寄港地ツアーや散策などでお楽しみください。
釜山/韓国(16:30 出港) 【船中泊】
鹿児島(11:00 入港) 朝/昼/夕
◆自由行動
船社主催寄港地ツアーや散策などでお楽しみください。
鹿児島(20:00 出港) 【船中泊】
終日航海 朝/昼/夕
船内イベントなどをお楽しみください 【船中泊】
横浜(7:00 入港) 朝/―/―
下船までに2～3時間お時間がかかる場合がございます。

4/23
(金)

4/25
(日)

4/24
(土)

スケジュール 食事

4/26
(月)

4/27
(火)

4/29
(木)

4/28
(水)

 

横浜

下関

釜山

鹿児島

約 12㎡～22㎡ 

バルコニー、シャワー付 

バルコニーに出れば大海原の

絶景が広がります。潮風を感じ

ながらおくつろぎいただけます。 

～客室サービス(エクスペリエンス)～ 

●「ベッラ」…基本サービスをご提供 ●「ファンタスティカ」…メインダイニングでの夕食時間を優先的に選択。注２ /お子様向けアクティビティ無料 

●「アウレア」…飲み放題つき/メインダイニングの専用エリアを使用/スパメニュー1回無料/優先乗船 

①インターネット&ドリンクパッケージ(TOKU1) 

②インターネット&有料レストラン 4回(TOKU2) 

③ドリンクパッケージ&有料レストラン 4回(TOKU3) 
下記お申込時の留意点を必ずお読みください。 

～お申込時の留意点～ 

※上記①～③よりお部屋単位でお一つご選択が可能です。 

※3・4 名 1 室利用時 3-4 人目のお客様は特典対象外ですが、

特別価格にて同手配が可能です。ただしドリンクパッケージが

含まれる特典はお部屋の皆様全員のお申し込みが必要となり

ます。詳しくはお問合せください。 



 

 

 

 

《共通の旅行条件》◆利用船舶会社：MSC ベリッシマ◆食事：7 日間：朝 6 昼 5 夕 6 ◆添乗員：無、船内では船内係員がお世話いたします◆最少催行

人員：1 名様（相部屋不可/右記 1 名 1 室利用時の旅行代金を適応要）◆１名 1 室利用時の旅行代金：2 名１室利用時代金の 150%となります。◆子ど

も代金：大人 2 名様と同室の場合に限り 12 歳未満は無料(ただし港湾費用のお支払いは必要です。) 添い寝の設定はございません。◆減延泊：不可 

【別途お支払い頂く費用】 旅行代金と共に、港湾費用のお支払いが必要です。また船上にて船内チップ、国際観光旅客税のお支払いが必要です。 

[港湾費用]1 名様あたり：27,500 円(6 ヶ月以上 2 歳未満は不要) [船内チップ] 1 名様あたり：87US ドル（12 歳以上）、43.5US ドル（2 歳～11 歳）（2 歳未

満は不要）、[国際観光旅客税(出発時 2 歳未満不要)]1,000 円相当の US ドルとなります。※港湾費用・船内チップ・国際観光旅客税は予告なしに変更

される場合があり、その際は差額分を追加徴収させていただきます。【ご予約に際してのご注意】◆掲載商品のお申し込み有効期限は 2020 年 9 月 22

日～2021 年 2 月 28 日となります。掲載商品は適用期間終了後も継続をして販売をすることがあります。表面のスケジュールは 2020 年 9 月 22 日現

在のものとなります。諸事情などにより予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。◆掲載商品はオンライン受付もございます。◆船

のスケジュールおよび寄港地は、安全面を最優先に考慮し、天候・海象および現地事情等により、船長判断によって予告無しに変更される場合がご

ざいます。◆船会社の規定により 旅行終了時に有効期限が 6 ヶ月以上有するパスポートが必要です。 ◆ご旅行のお申込み時（少なくとも残金お

支払い時まで）に、乗船券発券時に必要なパスポート情報(パスポート番号、発行年付日、有効期間、国籍、生年月日)をご予約された営業所又は担

当者までメール又はお電話にて必ずご連絡ください。◆車椅子持込・医療用機具をお持ちになる方・特別治療を日常的に必要とする方は船会社に通

知が必要となる場合がございますのでご予約時にお知らせください。船会社の判断によっては所定の書類をご提出頂く場合がございます。◆妊婦の

お客様がいらっしゃる場合はご予約時にお知らせください。船会社規定により旅行終了時に妊娠第 24 週未満の妊婦のお客様は、①旅行に耐えうる

可否②最終月経と出産予定日を記した自由形式の英文診断書の提出が必要です。また旅行終了時に妊娠 24 週以降となるお客様のご乗船はできま

せん。◆旅行開始時点で 20 歳未満のお客様は、保護者または後見人との同室での利用が必要となります。【お部屋に関して】◆お部屋の位置により

一部視界・眺望の遮られる部屋がございます。(注１)3 名 1 室または 4 名 1 室利用時のご利用いただくベッドは 2 段ベッドまたダブルソファベッド(選択

不可)となり、お部屋が手狭に感じられる場合がございます。なお 3 名 1 室、4 名 1 室対応の客室には限りがございます。◆こちらのコースは隣室をお

約束するものではございません。また、お部屋の位置やフロアのご希望も承っておりません。【食事に関するご案内】◆クルーズ中のメインダイニング

での夕食のお時間は 3 部制に分かれています。（第 1 部開始 17:30 頃、第 2 部開始 19:30 頃、3 部開始 21:30 頃) ※お食事の時間は変更になる可能

性がございます。最終確定のお時間は船上にてご確認ください。ヨットクラブ、アウレアエクスペリエンスのお客様はレストランの営業時間であればお

好きな時間にお食事をとっていただけます。(注２）ファンタスティカエクスペリエンスのお客様はご予約時にご希望の開始時間をお伝えください。ご予

約状況によりご希望のお時間での確保が出来かねる場合がございます。なお正式回答はご乗船後となります。ベッラエクスペリエンスのお客様はい

かなる状況であっても食事時間・座席・レストランの確約は致しかねます。尚、航海中は毎日同じ食事回・時間帯・座席配置となり、グループ内のお客

さまと相席となります。◆港に停泊中も船内でお食事はご用意いたしますが、オプショナルツアー等で上陸し、船内でお召し上がりにならなかった場合

でも、返金はございません。◆寄港時間が夕食時間にかかる場合の夕食はレストラン営業時間内にいつでもお召し上がり頂ける「オープン・シーティ

ング」となる場合もございます。詳細は乗船中に配布する船内新聞にてご確認ください。【MSC ボヤジャーズ会員】◆会員のお客様はご予約時に会員

番号をお知らせください。会員申請の代行登録のお手伝いを致します。尚、当企画はボヤジャーズ会員の特別割引は適応できません。 

◆その他の客室ご利用時 

 

 

 

 

 

 

 
 
４ お客様の確認事項 
（１）現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの

要否などをご確認のうえ、ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポ

ート、ビザをご用意ください。 

（２）渡航先の「海外安全情報」「海外感染症情報」をご確認ください。 

   海外安全ホームページ  http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/ 

    感染症情報ホームページ http：//www.forth.go.jp/ 

たびレジ            https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ 

５ その他    
(1) より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、 

海外旅行傷害保険のご加入をお勧めします。  

(2)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る場合がありま 

す。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 

がありますのでご加入をお勧めします。詳細は販売店にお問い合わせください。  

１ 募集型企画旅行契約 
この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、

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。旅行契

約の内容・条件は、別途お渡しする旅行条件書（全文）、ご出発前にお渡

しする最終旅行日程表（確定書面）によります。 

２ 旅行のお申込みと契約の成立 
当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいた

だきます。電話でお申込みの場合、当社が予約の承諾を通知した日から起

算して３日以内に申込金をお支払いいただきます。旅行契約は当社が契約

の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。                          

                                        
                                        
３ 取消料                         

お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約を解除

出来ます。掲載のコースは下記表の取消料が適用となります。 
◆ヨットクラブ客室ご利用時 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 取消料（お１人様） 

６０日前～４６日前 旅行代金の 15％ 

４５日前～３１日前 旅行代金の 25％ 

３０日前～１６日前 旅行代金の 50％ 

１５日前～６日前 旅行代金の 75％ 

５日前以降～出港日当日(未連絡不参加含む) 
旅行代金の 100％ 

と港湾税全額 

 

区分 申込金（お１人様） 

旅行代金に関わらず 旅行代金の２０％以上 

 

旅行条件書 (要旨)お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さい。 

●お問合せ・お申込みは… 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 取消料（お１人様） 

ご予約完了後～１２０日前 旅行代金の 5％ 

１１９日前～９０日前 旅行代金の 25％ 

８９日前～６０日前 旅行代金の 40％ 

５９日前～３０日前 旅行代金の 60％ 

２９日前～１５日前 旅行代金の 80％ 

１４日前以降～出港日当日(未連絡不参加含む) 
旅行代金の 100％ 

と港湾税全額 

 

観光庁長官登録旅行業第１５１１号　（社）日本旅行業協会正会員

株式会社アイラス　本社営業所
ＴＥＬ：０３－６２６４－９８３０／９８４０

FAX:03-3662-2673  E-mail:travel@ilas.co.jp
〒103-0015　東京都中央区日本橋箱崎町20-14　日本橋巴ビル１階

旅行業務取扱管理者　　　　千田　　治彦


