
※地図は略図です。
コースによって経路が
異なります。
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羽田空港11:30発（ANA471便）
那覇空港14:20着
那覇空港＝（送迎バス）＝
那覇港クルーズターミナル
那覇港

那覇港
那覇港クルーズターミナル
＝＊首里城公園/守礼の門 
（約90分）＝那覇空港
那覇空港14:25発（ANA468便）
羽田空港16:55着

19:00

19:009:00

船中泊

船中泊

 

スケジュール（寄港地） 入港 出港 宿泊月日日次 食事

4/6
（月）1

2

5

－  －  夕

朝 （昼） 夕

朝 （昼） 夕

朝 （昼） 夕

朝  －  －

旅行代金（おとなおひとり様／普通席利用／２名1室利用） （券種：BI）

4/7
（火） 宮古島

17:008:00 船中泊

 

3 4/8
（水） 基隆（台湾）

17:008:00

9:55

船中泊

 

4 4/9
（木）

4/10
（金）

石垣島

コスタネオロマンチカで航く
宮古島・台湾・石垣島宮古島・台湾・石垣島

2020年4月6日 出発限定！

4泊5日4泊5日

羽田空港発着 沖縄から南の島めぐりクルーズ沖縄から南の島めぐりクルーズ

★船内ドリンクパッケージ付！
レストランやバーで約70種類の特定
ドリンクが飲み放題!!

ー

ー

ー

宮古島イメージ PB守礼の門 PB 九份イメージ PB 

太平洋

石垣島（沖縄）

那覇

宮古島（沖縄）

東京

基隆（台湾）

内側プレミアム 海側プレミアム

96,800円96,800円89,800円89,800円
ツアーコード00023930 ツアーコード00023940

※スケジュールは2019年10月時点のものとなっております。時刻は最終日程表にてご確認ください。
　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。
※（　）内の昼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。
※各寄港地では、船会社が実施するオプショナルツアーがご利用いただけます。ご希望の方は、船会社からのご案
　内にしたがって各自にてお申し込みください。

※客室内の飲料は除く

★那覇 (首里城公園)観光付!

＝貸切バス
＊下車観光

※当商品はおとな2名様1室のみの受付となります。（13歳未満のこども代金の設定はございません。）
※上記の他に別途港湾税（15,600円=お申し込み販売店にてお支払い）、国際観光旅客税
（1,000円＝USドル換算にて船内会計に計上）、ホテルサービスチャージ（=船内チップ
58USドル=船内会計に計上）が別途必要となります。

※羽田空港施設使用料は旅行代金に含まれています。
※当コースにご参加の場合、クルーズ下船時より6ヵ月以上のパスポート残存期間が必要です。
査証（ビザ）は不要です。

■最少催行人員／16名様（出発日の60～90日前までに最少催行人員に満たない場合は、催行を  
　中止させていただく場合がございます。） 
■添乗員／添乗員の同行しない個人旅行です。但し、1日目 那覇空港より乗船時までは現地係員が対
　応いたします。また、4日目下船後、那覇空港までは現地添乗員がご案内いたします。
■食事／朝4回、昼（3）回、夕4回　■利用航空会社/ANA:全日本空輸 ■利用バス会社/中部観光バス

内側プレミアム 約16.6㎡ イメージH 海側プレミアム 約16.6㎡ イメージH
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旅の情報満載！ 日本旅行のホームページ

http://www.nta.co.jp日本旅行 検索

Let’s 

Access!!

総合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、ご遠慮なく下記の取扱管理者にお尋ねください。

〒131-8565　東京都墨田区堤通1-19-9 リバーサイド隅田6階
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

東日本海外旅行統括部 受 託 販 売

日本語安心
サービス

日本旅行のツアーでは、旅先でのアクシデントに備え、損保ジャパン日本興亜の「日本語安心
サービス」をご用意しております。急なおケガや病気でお困りの時にご利用ください。
（２４時間３６５日体制、詳しくは最終日程表にてご確認ください。）

SJNK15-08789（2015/9/24）

お申込み・お問い合わせ旅 行 企 画 ・ 実 施

●募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、㈱日本旅行（以下「当社」といいます。）が企画・募集し実施する旅行で
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。
(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、本旅行出発前に
お渡しする確定書面（最終旅行日程表）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。
●旅行の申込み
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、右
記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は
「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全
部として取扱います。
(2)当社らは、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による 旅行契約の予約の申込
みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社らが予約の
承諾の旨を通知した日の翌日から起算して３日以内に、当社らに申込書の提出と申込
金の支払いを行っていただきます。
(3)当社所定の旅行申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に
使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って
記入された場合は、お客様の交替の場合に準じ、交替手数料をいただきます。尚、運送・
宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあり
ます。この場合には当社所定の取消料をいただきます。
●旅行契約の成立時期
旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
●旅行代金のお支払い期日
旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって90日目にまでにお支払いいただきます。

●お客様の解除権
お客様は、いつでも以下に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解
除することが出来ます。なお、「旅行契約の解除期日」とは、お客様がお申込み店の営業
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。
取消料については下表をご覧ください。当コースは旅行の全行程の50%以上を船舶
で宿泊するツアーのため、クルーズ約款が適用となり、通常のツアーの取消料規定と異
なります。（フライ&クルーズ）

※予約完了後に同行者を変更する場合は、3,810円の変更手数料が必要です。
●当社の解除権  旅行開始前の解除
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）の全額を払い戻しいたします。
（1）お客様の人数が各コースに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、
当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２３日目にあたる日より前に旅行
を中止する旨をお客様に通知します。

（2)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令
その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の
安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
一例／日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してくださ
い」以上の危険情報が出されたとき。　
●当社の免責事項
お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は責任を負いかね
ます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、こ
の限りではありません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災。③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又
はこれらのために生ずる旅行の中止④日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制
又は伝染病による隔離、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由
行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更な
ど、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
●特別補償　
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体ま
たは手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡
補償金、入院見舞金、通院見舞金、携行品にかかる損害補償金を支払います。
●ご旅行条件の基準
この旅行条件は2019年10月1日を基準としています。また、旅行代金は2019
年10月1日現在有効なものとして示されている航空運賃・適用規則又は2019年
10月1日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算
出しています。

申込金（おひとり）
旅行代金の20％

〈表〉取消料
旅行契約の解除期日 取消料（おひとり）

旅行開始日の前日から起算して90日以上前
旅行開始日の前日から起算して89日前から57日前まで
旅行開始日の前日から起算して56日前から29日前まで
旅行開始日の前日から起算して28日前から15日前まで
旅行開始日の前日から起算して14日前から当日
旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合

無料
ご旅行代金の20%
ご旅行代金の50%
ご旅行代金の75%
ご旅行代金の100%
ご旅行代金の100%

ご旅行条件（要約） お申し込みの際、別途、詳しい旅行条件を説明した「海外募集型企画旅行条件書」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。
尚、「海外募集型企画旅行条件書」は当社ホ－ムペ－ジhttp://www.nta.co.jpからもご覧になれます。

ご案内とご注意
※お申込み前に必ずお読みください。確定された旅行内容はご出発前にお渡しする最終日程表でご確認ください。

旅行代金に含まれないもの
■ホテルサービスチャージ（船内チップ）、港湾税及び政府関連諸税、自宅か
ら羽田空港間の交通費およびお荷物配送料金、有料レストランのカバー
チャージ、付帯のドリンクパッケージに含まれていないアルコール類やソ
フトドリンク、ルームサービス、インターネット、クリーニング、電話代、マッ
サージ、美容院などの個人的な費用、船会社が実施する各ショアエクス
カーション（オプショナルツアー=寄港地観光）参加費用。なお、政府関連
諸税はご旅行代金とあわせてお支払いいただきます。ホテルサービス
チャージ（船内チップ）、58USドルは別途船内会計に計上されます。
■国際観光旅客税(1,000円)円は、含まれておりません。USドル換算にて
船内会計に計上されますので、あらかじめご了承ください。

■ホテルサービスチャージ（船内チップ）、政府関連諸税の金額は予告なく
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。

追加プラン
■本体ツアーに追加でお申込みいただける各種サービスのうち「プラン」と
表示したものは、当社が企画・実施する募集型企画旅行の一部となりま
す。プラン単独のお申込みはお受けいたしかねます。取消の際は、本体ツ
アーの出発日を基準とした当社募集型企画旅行の条件書に定める取消
料が必要です。

クルーズのご案内とご注意

販売店の方へ

海外予約台帳→行程の操作→見積り＆リクエス
ト→手配依頼→（利用日/開始時刻/方面/アイ
ティナリ名称の入力と手配内容を明記）

見積り&リクエスト

手配メッセージ 海外予約台帳→予約関連の操作→
手配メッセージの登録参照

照会：海外ツアー詳細画面→追加商品参照→追加可能商品一覧→（利用
日/素材種別/素材種別詳細を設定）→検索→表示（在庫を調べる
場合）当該項目を選択し、予約可能数をクリック

予約：海外予約台帳→行程の操作→オプションまたはプランを追加す
る→追加可能商品一覧→（利用日/素材種別/素材種別詳細を設
定）→検索→予約

プラン・オプショナルツアーの照会・予約操作方法
　 ：素材種別 　 ：素材種別詳細

※各日程表記載の発着時刻、時間帯は予定です。季節、天候、曜日、ホテル立
地等の現地事情や航空便のスケジュールによって前後することがありま
す。ホテルの出発時刻等、詳細スケジュールは現地でご案内いたします。

４：００ ６：００ ８：００ １２：００ １7：００ １9：００ 23：００ 4：００
早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

時間帯の目安について

交通機関・食事マーク
朝＝朝食  昼＝昼食  夕＝夕食   - ＝食事なし

■当パンフレットは2019年10月1日現在の運賃、料金、各種情報を基準
に発行しております。各種情報については、予告なく変更される場合があ
ります。
パスポート・査証・渡航手続きなど
■パスポート(旅券)･査証(ビザ)･再入国許可及び各種証明書の取得及び出
入国書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。パス
ポートが有効かどうかの確認も同様です。
●パスポート:各国が定めた残存有効期間を満たすパスポートが必要です。残
存有効期間はクルーズ下船日より6ヶ月以上となります。(日本国籍の方)
●査証:査証は不要です。
■販売店では、お客様からのご依頼により、お客様の渡航手続きの一部を代
行して行います。これは、旅行契約とは別に販売店とお客様との間で渡航
手続代行契約を締結していただきます。また、販売店所定の渡航手続代
行料金が必要です。
■パスポート、査証等の条件は日本国籍の方が当パンフレット掲載コースに
ご参加される場合に適用されるものです。日本国籍以外の方は、自国の
領事館、渡航先国の領事館、入国管理局事務所にお問い合わせください。
■渡航先(国又は地域)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。
　「外務省海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）」、
「外務省領事サービスセンター〈海外安全担当〉（TEL:03-5501-8162/
受付時間:外務省閉庁時を除く 09:00～17:00）」でもご確認いただけ
ます。
　渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームペー
ジ(http://www.forth.go.jp/)」でご確認ください。
■外務省WEBサイト「たびレジ」に登録すると旅行期間中、緊急事態発生な
ど安全に関わる情報がメールなどの方法で提供されます。
　詳しくは「たびレジ」　（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/）
をご覧ください。
■未成年の方が、単独（親権のない成人が同伴している場合も含む）または親
権を有するもの一人のみの同伴で入国する際、入国審査時に両親（親権者）
の渡航同意書（英語や現地語）の提示を求める国が増えてきております。該
当するお客様は、渡航先の大使館等にご自身で詳細をご確認ください。

お申込み・各種手配・ツアー実施など
■海外旅行のお申込み、ご予約にはパスポートに記載された正確なローマ
字の姓名、性別、生年月日(西暦)等の情報が必要です。異なった情報で予
約されますと、船会社の都合で情報の変更ができなかったり、船の乗船を
拒否されたりすることがあります。
■お客様が旅行開始後において、現地で提供された旅行サービスが、契約
書面に記載された内容と異なるものと認識した時は、旅行地において速
やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申
し出ください。
■現地でお客様からのお申し出に基づき、当社が講じた特別な措置、手配に
要する費用はお客様の負担とします。
■18歳未満の方のみでのご参加はお受けできません。
■出発日において妊娠中期（24週）以降のお客様はご乗船いただけませ
ん。また、24週未満の場合は医師の「英文診断書」の提出が必要です。

■出発日において6ヶ月未満の乳児の乗船は認められておりません。
旅行代金
■2名1室利用の大人お1人様の代金です(特に記載した場合を除く)。掲載
旅行代金は当パンフレットに掲載した出発日(期間)に限り有効です。
■当商品では13歳未満のこども代金の設定はございません。
旅行代金に含まれるもの
■羽田空港（国内線）施設使用料及び消費税は含まれております。
■クルーズ運賃、客室使用料、食事代（一部別料金）ドリンクパッケージ対象
の飲料代、船内でのエンターテインメントなど。

＜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。

●クルーズ船予約時にパスポート情報（発行年月日、有効期限、発行国含む）、国籍、緊急連
絡先、自宅住所（ローマ字表記含む）が必要になります。

パンフレット記載事項の変更
●天候等の理由により、寄港地の入港・出港時刻、寄港地、日程、船内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。これらの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。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（通船）での上陸に変更となる場合があります。
●法律により外国客船に乗船するお客様が日本国内の港だけを経由する旅程を組むこと
はできません。
●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
ツアー）などで上陸し、船内でお召し上がりにならなかった場合でも、返金はありません。
●イベントやショー、その他船内の各種サービスの内容は変更になる場合があります。
●本パンフレットに記載の寄港地情報及び写真は、一部を除きショアエクスカーション（寄港地観光
ツアー）またはランドツアーでお楽しみいただけるものです。写真はすべてイメージでツアーにご
参加いただいても必ずしも同じ風景をご覧いただけるとは限らないことを予めご了承ください。

港湾税及び政府関連諸税について
●渡航先の国 （々又は地域）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おり、旅行代金
と合わせて、ご出発前に販売店でお支払いいただきます。
キャビンについて
●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。当商品では2名１室以外の設定はありません。
●キャビン番号や位置（船首側、船尾側）の指定及び隣室保証は承っておりません。
●キャビンは禁煙です。クルーズ船指定のエリアでのみ喫煙可能です。違反した場合は罰
金が請求される場合があります。

●キャビンには石鹸、シャンプーはありますが、歯ブラシ、歯磨き粉、ひげそり、パジャマはあ
りませんのでご持参ください。
乗船
●夕刻に出港する場合、通常、お昼ごろから出航の1時間前までに乗船手続きをいたしま
す。正式な時間は、クルーズガイドなど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。
●ご乗船の際、クレジットカードが必要となります。ICチップ搭載の国際ブランドのクレジット
カードをご持参ください。利用可能なクレジットカード：AMEX、MASTER、VISA、JCB
●船内では他通貨への両替は原則行っておりません。寄港地で必要な通貨は日本もしくは
寄港地で両替をお願いいたします。

●ご乗船の際、船名・下船日・お名前等の書かれた乗船カードを発行いたします。このカード
は船内での身分証明書、クレジットカード、キャビンの鍵の機能があります。クレジット
カード機能は乗船時にお客様のクレジットカード情報を登録することにより、船内でのお
支払いがキャッシュレスになります。

●安全上の理由により、ペットボトル飲料の持ち込みができない場合があります。
●出発港では、ポーターがキャビンまでお荷物をお運びいたします。事前に専用のタグをお
渡しいたします。

下船
●最終下船港に到着した後、下船まで約2時間程かかります。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や、入国審査や税関手続きなどを行う
ためです。下船後のスケジュールは余裕をもって計画ください。
お申込みについて
●クルーズ予約時にパスポート情報が必要となります。予めご用意の上お申込みください。

〈国内線航空機のご利用について〉
●航空券は団体運賃適用となります。
●本文中に掲載しているフライトスケジュールは2019年10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。便名と発着時刻が大幅に変更となった場合
は、便名が変更となる場合がございます。
●ご出発前にご搭乗日の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。
●集合場所・集合時間・出発時刻
　最終日程表にてご確認ください。搭乗券お受け取り後は、出発の１５分前までに各自保
安検査場を通過して、指定の搭乗ゲートまでお越しください。
●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
ていただくこととなり、時期により所定の取消料をいただく場合があります。）
●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。（事前予約不可）
●利用航空会社／ANA：全日本空輸　
　（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。）
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