
※スケジュールは2018年2月時点のものとなっております。船会社の都合によりスケジュールが変更となる場合がございますので、ご了承ください。

基本代金（おとなおひとり様／  海側プレミアム  ２名1室利用）

バルコニープレミアム 上記代金より［東京発］33,000円増、［神戸発］27,000円増

99,800円69,800円
117,800円82,800円

※3名1室でご利用の場合、3人目のおとな代金は割引設定がございます。発生時リクエストとなりま
す。係員までお問い合わせください。※こども（小学生以下）代金は、全キャビン共通おひとり様あた
り、【フリーコース】東京発＝18,000円、神戸発＝8,000円、【観光コース】東京発=50,000円、神戸
発=40,000円となります。但し、1部屋につき、おとな2名以上ご利用の場合にのみ適用となります。
※別途港湾税18,000円必要です。（おとなこども同額） 
※別途船内チップが必要です。（おとな99ＵＳ＄／こども49.5ＵＳ＄）

薩摩半島の最南端に突き出た岬。
浦島太郎がここから竜宮へ旅立った
とも言い伝えられています。

長崎鼻 桜島、錦江湾と雄大な景観が美
しい、28代島津斉彬もこよなく
愛した島津家の別邸です。

仙巌園

鹿児島観光コースの見どころ ※宿情報は
　裏面をご覧ください。

東京発

6泊7日
神戸発

5泊6日

■最少催行人員／〈フリーコース〉2名様、〈鹿児島観光コース〉20名様 ■添乗員／〈フリーコース〉添乗員の同行しない個人旅行です。〈鹿児島観光コース〉添乗員が東京港（晴海埠頭）又は神戸港から鹿児島中央駅又は
鹿児島空港まで同行します。※（　）内の昼食及び夕食は船内でお召し上がりいただく場合は旅行代金に含まれていますが、寄港地にて食事が含まれないオプショナルツアーの参加及び自由行動により船外で食事される場
合は各自払いとなります。最終日は鹿児島観光コースのみ昼食が付きます。（注1）船の乗船手続きは原則出港の１時間前迄となります。又、下船手続きは到着後２～３時間程度かかる場合がございます。詳しくは船会社からの
最終のご案内にてご確認ください。（注2）鹿児島観光コースは貸切バスにてご案内いたします。最終日は鹿児島中央駅経由鹿児島空港となります。利用予定バス会社は鹿児島交通または鹿児島交通観光バスになります。

東京

神戸
大阪

釜山

済州島
福岡

鹿児島
西大山駅

※地図は略図です。コースによって経路が異なります。

鹿児島観光コースフリーコース

済州島イメージPB

釜山イメージPB

フリーコース 鹿児島観光コース（注2）
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 東京港
（晴海埠頭）

～終日クルージング～

釜山港、朝8：００入港。※寄港地に停泊中はフリータイムです。
各自寄港地観光がお楽しみいただけます。
釜山港、１8：００出港。

釜山

済州島、朝7：００入港。※寄港地に停泊中はフリータイムです。
各自寄港地観光がお楽しみいただけます。
済州島、１5：００出港。

済州島

〈船中泊〉

〈船中泊〉

〈船中泊〉

〈船中泊〉

〈船中泊〉

〈指宿いわさきホテル泊〉〈船中泊〉

博多港

鹿児島

鹿児島港、１1：0０入港。
※寄港地に停泊中は
　フリータイムです。各自寄港地
　観光がお楽しみいただけます。
鹿児島港、17：００出港。

鹿児島港、１1：0０入港。
昼食後、
＊龍宮神社／長崎鼻、
＊ＪＲ日本最南端の駅・西大山駅へ。
16：00頃、指宿温泉着。
※指宿温泉では、名物「砂蒸し
　風呂」がお楽しみいただけます。

指宿温泉、9：00頃発。
★西郷どん大河ドラマ館、
★仙巌園／尚古集成館（昼食）へ。

鹿児島

スケジュール地名
（寄港地）月日

東京港（晴海埠頭）
　　　  12:30集合・受付／13:00頃～順次乗船
東京港（晴海埠頭）、１5：００出港。（注1）
東京発

神戸港、15:00入港※東京発のお客様は寄港地停泊中はフリータイムです。
　　　  19:30集合・受付／20:00頃～順次乗船
神戸港、22:00出港。（注1）
神戸発
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博多港、１0：００入港。（注1）
各自、福岡空港へ。
JALまたはANA（普通席）
にて羽田空港へ。

東京発

鹿児島空港より、
JAL650便またはANA628便にて
羽田空港へ。（17：30～18：30着）

東京発

博多港、１0：００入港。（注1）
各自、博多駅へ。
山陽新幹線「のぞみ」
（普通車指定席）にて
新神戸駅／新大阪駅へ。

神戸発

鹿児島中央駅より、
さくら562号またはさくら564号
（普通車指定席）
にて新神戸駅／新大阪駅へ。
（18：30～19：30着）
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ドリンク
パッケージ付!
すべてのレストランやバ

ーで

滞在中12ドル以下の
ドリンクが

飲み放題！！

コースコード（B券）　□（共通）=東京発□1　神戸発□2
〈フリーコース／フルセット〉4080039-01□ 〈観光コース／エスコート〉4080039-02□

2018年 6月24日（日）発
2018年 6月25日（月）発
出発日

東京発

神戸発

旅行代金=基本代金+キャビン差額代金

フリーコース 鹿児島観光コース

東京発

神戸発

釜山・済州島
韓国満喫クルーズ



プレミアムキャビンのお部屋をご用意！
◆比較的上層階または船内中央のお部屋（一般的に船の揺れの影響が少ない）となります。
◆メインダイニングでの夕食開始時間のご希望を受け承ることができます。

洋上グランドホテルのような優雅なキャビン客室
イタリアンシップならでは
非日常の空間を
思いきりお楽しみいただけます。

施設

船上で味わうイタリアンなひととき

レストラン＆
バー

バルコニープレミアム 
〈人数2～3〉約24.2㎡

海側プレミアム
〈人数2～3〉約16.6㎡ 室外プール カジノ ボッティチェリ レストラン

外観
指宿いわさきホテル

東シナ海と鹿児島湾を望む露天風呂や天然砂むし温泉、美味しい料理など
充実の施設でくつろぎのリゾートをお楽しみください。
■部屋タイプ／洋室ツイン（バス･トイレ付）（2～3名1室）
■食事／夕食：レストラン(和洋バイキング）
　　　　朝食：レストラン(和洋バイキング）

宿泊施設鹿児島観光コース

指宿温泉

★砂むし温泉
　入浴券1回付
※旅行代金に含まれます。

※掲載の写真はすべてイメージH

風呂の一例

　旅行条件（要約） お申し込みの際には、必ず事前にお渡しする旅行条件書（全
文）をご確認の上お申し込みください。
■募集型企画旅行契約
　この旅行は下記掲載の旅行会社（以下「当社」という）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を締結することに
なります。旅行契約の内容・条件は、パンフレット（インターネットホームページに掲載
する旅行日程やコースごとの条件を説明したものも含みます）、別途お渡しする旅
行条件書および出発前にお渡しする最終日程表並びに当社旅行業約款（募集
型企画旅行契約の部）によります。
■旅行代金に含まれるもの
　クルーズ運賃、客室使用料、食事代（飲み物は一部別料金）、JR運賃、宿泊代、船
内でのエンターテイメントなど。
■旅行代金に含まれないもの
　渡航手続き諸費用、自宅から発着港間の交通費およびお荷物配送料金、船内の
アルコール類、有料レストランのカバーチャージ、バーやカフェのソフトドリンク、コー
ヒー、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、
各ショアエクスカーション（寄港地観光）や食事など。なお、船内チップ、港湾税は別
途かかる費用としてご旅行代金とあわせお支払いいただきます。
●別途かかる費用の金額は予告なく変更になる場合があります。増額された場合、旅
行代金を全額お支払い後でも追加徴収させていただきます。
■お申し込み条件
　未成年者のみによる予約はお受けできません。未成年者の予約は、保護者または必
要な権限を与えられた成人によって行わなければならず、少なくとも両親のどちらか1人
または当該未成年者に対する全ての責任を負う成人と旅行することを条件とします。
●妊娠中期（24週）以降のお客様はご乗船いただけません。
●船舶の障害者用設備を備えた客室の数は制限されており、船の全てのエリア並び
に設備が障害者に利用可能ではなく、特別に受け入れる設計とはなっておりませ
ん。従って障害者用客室の予約は、客室の空き状況の制約に従って受諾されるこ
ととし、必要な場合は、障害者を補助する能力のある補助者または介添人の同乗を
条件とします。

●全ての乗客は、特別にケアや補助を必要とする可能性がある全ての病状や身体及び
精神的障害を、催行者に対し契約締結の時点において通知することとします。旅行者
の身体並びに精神的状態により、旅行者のクルーズへの参加が不可能であると判断
される場合や、旅行者自身もしくは第三者にとって危険な状態の場合、また船上で実
行不可能な補助が必要であると判断された場合、予約は受諾されないこととします。

●ご旅行終了日の時点で残存有効期間が6ヶ月以上の旅券（パスポート） をご用意
ください。

■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い
●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ときに
その一部として繰り入れます。また、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し申込
金を受領したときに成立するものといたします。
●電話・郵便・ファクシミリや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日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支
払いをしていただきます。
●旅行代金は、旅行開始日から起算してさかのぼってピーク時は90日前まで、通常期
は60日前までにお支払いください。
■申込金（お1人様）

■旅行代金の額の変更
　 利用する運送機関の運賃・料金が通常想定される程度を大幅に超えて改定され
たときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。増額の場合は旅行開始日の
前日から起算して15日目にあたる日より前にお知らせします。
■旅程保証
　当社は契約書面に重要な変更が生じた場合は、規定の変更補償金を支払います。
ただし、次の場合は変更補償金を支払いません。天災地変、戦乱、暴動、官公署の
命令、運送機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行契約によらない運送
サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置。
なお、変更補償金は旅行者1名に対し、1募集型企画旅行につき旅行代金の15％を
限度とします。また、変更補償金が千円未満のときは、変更補償金は支払いません。
■旅行契約内容の変更
  天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送機関等の旅行サービス提供の中止、
当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社が関与しえない事由
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とき、旅行日
程、旅行サービスの内容を変更することが出来ます。
■取消料（お客様による旅行契約の解除）
  お申し込み後、お客様のお申し出により取消になる場合、および旅行代金が所定
の期日までに入金がなく当社が参加をお断りした場合、旅行代金に対し、下記の取
消料（または違約金）を申し受けます。

■旅行条件基準日／2018年2月1日を基準としています。
■特別補償
　当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、
当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な
外来の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害について、下
記の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。死亡補償金2500万円
入院見舞金4～40万円通院見舞金2～10万円（通院3日以上）、携行品損害補償額
お客様1名につき、15万円まで（但し、携行対象品1個あたり10万円を限度とします）。
■個人情報の取り扱いについて
　当社及び受託旅行業者（以下「販売店」といいます）は、旅行申し込みの際に提出
された申込書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、お客様がお申し込みいただいた旅行において旅行サービスの手配お
よ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で利用させていただ
きます。このほか、当社及び販売店では、①当社、販売店及び当社の提携する企
業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 ②旅行参加後のご意見やご感想の
提供のお願い ③アンケートのお願い ④特典サービスの提供 ⑤統計資料の作
成、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。
■条件

ご旅行条件（要約）

ご案内とご注意

一切の転載・引用を禁じます
運航会社：コスタクルーズ　www.costajapan.com 西J4080039

申込金 旅行代金の30％

通常料金での
ご予約に適用

旅行開始日の前日から換算して60日以上前
旅行開始日の前日から換算して59-41日以上前
旅行開始日の前日から換算して40-28日以上前
旅行開始日の前日から換算して27-14日以上前
旅行開始日の前日から換算して13-2日以上前
旅行開始日の前日から換算して1日前から当日

3,810円／人
20％
40％
60％
80％
100％

海外旅行保険ご加入のおすすめ
募集型企画旅行約款特別保証規定により、当社は、お客様がご旅行中に被られ
た損害については、一定の範囲で補償させていただきますが、疫病治療・疫病死
亡等については補償いたしません。安心してご旅行をしていただくためにお客様ご
自身および携行品等に必ず保険をかけられますようにおすすめいたします。また「ク
ルーズ旅行取消費用特約」も同時に加入されることをおすすめします。

〈特別な配慮を必要とする方のお申し込みについて〉 
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・措置が必要になる可能性がある方は、 
ご相談させていただきますので係員に必ずお申し出ください。 

■パンフレット記載事項の変更／●記載された旅行代金やその他料金、出発日、日程、寄港地、入港時間、特別プログラムなどは予告なしに変更され
ることがあります。この様な変更に伴い発生したお客様の追加経費の補償は一切ありませんので、予めご了承ください。●記載されたスケジュール
は、天候、その他の事情などにより変更される場合もございます。●着岸予定の港であっても、天候、海象、その他の理由によりテンダーボートまたは
通船での上陸に変更となる場合もございます。●本パンフレットに記載の寄港地情報および写真は、一部を除きショアエクスカーション（寄港地観
光）またはランドツアーでお楽しみいただけるものです。
■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政府関連諸税等（出入国審査料、税
関審査料など）の支払いが義務付けられています。●燃料サーチャージは2018年2月1日現在廃止されていますが、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。●港湾税および燃料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、運行会社は旅行代金全額収受後で
も、その不足分をお支払いいただく権利を有します。●港に停泊中も船内でのお食事はご用意いたしますが、ショアエクスカーション（寄港地観光）
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。
■お部屋について／●2名で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名で1部屋を
ご利用の場合）3名1室で入れる場合、3人目のベッドは簡易ベッド（エキストラベッド）を入れるもしくは2段ベッド、プルマンベッド等の可動式のベッド
のため大変手狭となります。●お一人部屋（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。
■乗船／●通常、お昼ごろからの出航の1時間前までに乗船手続きをいたします。正式な時間は、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／●最終港に到着した後、下船まで2時間かかります。これは、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ります。
■ショアエクスカーション（寄港地観光）／●ショアエクスカーション（寄港地観光）を各寄港地で催行予定です。（別料金）
■お申し込みについて●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の旅行のお申し込みは、ご自身に
て自国及び渡航先の領事館、入国管理事務所にお問い合わせの上、必要な手続きをお済ませください。
※本パンフレットは2018年2月1日現在のもので、変更される場合がございます。

〈JRのご利用について〉
●乗車変更については、旅行開始前（列車出発の2時間前まで）で、お申込み店（JR発券店舗）にＪR券を持
参された場合、1回に限りお申込み店（ＪＲ発券店舗）でのみ変更可能です。（乗車日・乗車区間・列車プラ
ン・座席種別の変更は乗車変更扱いとはなりません。）旅行開始後及び申込み店（ＪＲ発券店舗）以外での
変更はできません。
●お申込み店と発券店舗が異なる場合、変更の手続きに日数を要する場合があり変更手続きを承れない場
合があります。予めご了承ください。詳しくはお申込み店にご確認ください。
●取消・減員が発生した場合、列車の出発前までにＪＲ券を持参の上、営業時間内に申込み店舗に申し出くだ
さい。持参できない場合は、最寄のＪＲ駅（みどりの窓口）にて往復分の指定席取消証明を受けてください。払
戻は10日間を目安に、お申込み店にＪＲ券をお持ちください。（払戻にはＪＲ券が必要となります。）
●ＪＲセットプランでは、特別割引による乗車券・特急券類を使用しています。このため次のような点で通常の
JR切符とは取扱が異なりますのでご注意ください。
　・パンフレットに記載のある途中下車可能駅を除き、途中下車はできません。（下車された場合は、前途破棄
扱いとなります。）途中下車駅では自動改札を通らず有人改札をご利用ください。
●旅行商品上、ご利用いただける席数に制限がある場合がございます。一般席に空席があっても当該商品で
は満席となる場合があります。

〈航空機のご利用について〉
●航空便は「IIT」又は「IT5」運賃を利用しています。
●本文中に掲載しているフライトスケジュールは2018年2月現在の予定です。
　設定中止や大幅な変更が発生する場合があります。便名と発着時刻がずれる場合は原則として便名が優
先されます。
●ご出発前にフライトスケジュールをご確認ください。
●旅行商品上、ご利用いただける席数には制限がございます。一般席に空席があってもこの商品では満席と
なる場合があります。
●〈フリーコース〉のご利用便は予約と同時に確定いたします。＜鹿児島観光コース＞の確定便は最終日程
表にてご案内します。
●集合場所・集合時間・出発時刻
　〈フリーコース〉は、出発前に航空券・予約確認書をお渡しいたしますので、お客様ご自身でチェックインをお
済ませの上、出発の１５分前までに、保安検査場を通過してください。〈鹿児島観光コース〉は当日添乗員又
は係員よりご案内します。
●同一グループでも席が離れる場合がございますので予めご了承ください。
●ご予約後の利用便の変更は一切できません。（変更する場合は新たに旅行契約を締結していただくことに
なります。この場合、時期により所定の取消料をいただく場合があります。）
●ファーストクラス、プレミアムクラスのご利用については、当日各航空会社カウンターでお尋ねください（事前
予約はできません）。
●利用航空会社／JAL：日本航空 　ANA：全日本空輸
●JAL便は日本航空、ジェイエアのいずれかの機材、乗務員にて運航します。
●ANA便は全日本空輸、ANAウィングス、エアドゥ、IBEXエアラインズいずれかの機材、乗務員にて運航します。

総合・国内旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店（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、ご遠慮なく上記の総合旅行
業務取扱管理者にお尋ねください。

●お問い合わせ・お申込みは
〈受託販売〉

フリーコース 鹿児島観光コース
最少催行人員

添乗員

2名 15名

同行いたしません。
東京港（晴海埠頭）又は神戸港から
鹿児島中央駅又は鹿児島空港まで
同行します。

食事 【東京発】朝6回、昼6回、夜6回
【神戸発】朝5回、昼4回、夜5回

【東京発】朝6回、昼7回、夜6回
【神戸発】朝5回、昼5回、夜5回

「地球にやさしい旅人宣言」-自然や文化遺産を大切に-
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株式会社日本旅行

旅行企画
実　施

おとなび・ジパング商品センター 
〒530-0001 大阪府北区梅田1-11-4 大阪駅前第四ビル24階


