
別途 

☆ご旅行代金 
（大人お一人様）  

■出発日と旅行代金 

☆行程 

■出発日と旅行代金 

■燃油サーチャージ目安額：約7,000円、現地空港諸税目安額：約9,500円、国内空港施設使用料・旅客保安サービス料：2,610円、ポートチャージ・政府関連諸税目安額： 約30,000円、船内チップ 
    目安額：お1人様1泊につき13.5USドル～14.5USドル（船上精算） ※船内チップは下船時、それ以外は日本出発前にお支払ください 

世界 
遺産 

☆日本旅行初クルーズマスターおすすめプラン☆ 

四国特別企画 

往復スーツケース 
無料宅配サービス付 

２／１９発 又は ３／１９発 
      出発日限定 

  
出 発 日（２設定日あり） ス ケ ジ ュ ー ル ホテル（部屋指定なし） 朝 昼 夕 

１ ２／１９（月） 又は ３／１９（月） 

四国各地より羽田空港経由、成田空港へ。※リムジンバス代別途要。 
18:45アメリカン航空にて空路、ロサンゼルスへ → 【日付変更線通過】 → 12:05 ロサンゼルス到着後、 

乗り換えてラスベガスへ。到着後、専用車でホテルへご案内いたします。（夕食は各自にて） 

＜ラスベガス＞ 
Bクラスホテル 泊   機中 － 

２ ２／２０（火） 又は ３／２０（火） 
早朝、バスにてグランドキャニオンへ。途中ルート66の街・セリグマンへ立寄り。午前、パワースポットとして 

有名な「セドナ」を観光（約2時間30分)その後、グランドキャニオンへ。 

＜グランドキャニオン＞ 

公園外Bクラスホテル 泊 
ﾎﾃﾙ ○ ○ 

３ ２／２１（水） 又は ３／２１（水） 
早朝、グランドキャニオンの朝焼けを鑑賞注①。午前、グランドキャニオン国立公園観光。午後、アンテ 

ロープキャニオン（アッパーとロウアー）を観光、その後一路ラスベガスへ。（夕食は各自にて） 

＜ラスベガス＞ 
Bクラスホテル 泊 

ﾎﾃﾙ ○ － 

４ ２／２２（木） 又は ３／２２（木）) 
早朝、ロサンゼルスへ。 
16:00ルビープリンセス乗船、出港 

＜船中泊＞ お弁当 ○ 船内 

５ ２／２３（金） 又は ３／２３（金） 
07:00サンタバーバラ入港。全米一美しい街と言われ、アメリカのリビエラと呼ばれる程美しい街を 

船会社主催のツアー（別料金）などでお楽しみください。（ご希望の方は添乗員が散策へご案内） 
＜船中泊＞ 船内 船内 船内 

６ ２／２４（土） 又は ３／２４（土） 終日クルージング。移りゆく景色と、まるで動くホテルのような船内をお楽しみください。 ＜船中泊＞ 船内 船内 船内 

７ ２／２５（日） 又は ３／２５（日） 
08:00エンセナダ入港。メキシコらしい街並みと、リゾート地らしい温暖でのんびりとした雰囲気の街を 

船会社主催の主催のツアー（別料金）などでお楽しみください。（ご希望の方は添乗員が散策へご案内） 
＜船中泊＞ 船内 船内 船内 

８ ２／２６（月） 又は ３／２６（月） 
06:15ロサンゼルス入港。下船後、ロサンゼルス市内観光へご案内。 

午後、ホテルへ。夕食は各自でお召し上がりください。（添乗員がお手伝いいたします） 

＜ロサンゼルス＞ 
Bクラスホテル 泊 

船内 ○ － 

９ ２／２７（火） 又は ３／２７（火） 
朝食後、ホテルチェックアウト。専用車で空港へご案内。 
11:45ロサンゼルス空港発、帰国の途へ →【日付変更線通過】→ 

＜機中泊＞ ﾎﾃﾙ 機中 機中 

10 ２／２８（水） 又は ３／２８（水） 
16:45成田空港到着。入国手続き後、羽田空港へ。※リムジンバス代別途要 

羽田空港到着後、ホテルへ。（夕食は各自にて） 
 ＜羽田空港＞ 

羽田ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ東急 泊 
機中 機中 － 

11 ３／１（木） 又は ３／２９（木） 午前、羽田空港より国内線で四国各地空港へ。おつかれさまでした！   ﾎﾃﾙ 
    

クルーズ船室カテゴリー ２名様１室利用 １人部屋追加代金 

 ・内側キャビン     ※窓なし・約15㎡ ３６５，０００円 １３０，０００円 

 ・海側バルコニー   ※プライベートバルコニー付・約20～26㎡ ３９８，０００円 １６０，０００円 

 ・ジュニアスイート   ※プライベートバルコニー付・バスタブ付・約30㎡ ４２３，０００円 １９０，０００円 

☆料金 

 
■添乗員：1日目成田空港～10日目成田空港まで同行いたします。■最少催行人員：30名様 ■利用航空会社：アメリカン航空（エコノミークラス） ■利用クルーズ船：ルビープリンセス 
■利用ホテル：ﾗｽﾍﾞｶﾞｽ/ﾄﾚｼﾞｬｰｱｲﾗﾝﾄﾞ、ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾆｵﾝ/ｷｬﾆｵﾝﾌﾟﾗｻﾞ(公園外)、ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ/ﾐﾔｺﾎﾃﾙ等Ｂクラス又は同等クラス以上※当社基準（部屋指定なし） ■食事（機内食は除く）：朝
9回・昼7回・夕5回 ■パスポート・査証（日本国籍の方）：パスポート（残存有効期間）クルーズ下船日から６ｹ月以上、ＥＳＴＡの事前取得が必要 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お申し込みについて 
●お申し込みの際はご希望の出発日、客室カテゴリー、客室数ご
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、連結先をお知らせください。 
●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有効期間が 6 カ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 
コースの旅行代金は 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）乗船の拒否および途中下船 
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、あるいはプリンセス・クルーズ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、または乗船中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、プリンセス・
クルーズ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）妊婦 
クルーズ終了までに妊娠第 24週目に入る妊婦の方の乗船申し込み
は受けられません。 
3）幼児・子供 
6 カ月未満の乳児の乗船申し込みは受けられません。また、6 カ月
～17 歳までの幼児・子供の乗船人数を制限しています。予約時に
ご確認ください。 
4）未成年者 
乗船者が 21 歳に満たない場合、21 歳以上の大人の同乗が必要とな
ります。 
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。 
 
■乗船 
主要港では通常、正午から出港の 1 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 時間は船内または港内夕一ミナルでお
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 人用のお部屋をお 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せください。お部屋数には限りがございます。
予めご了承下さい。 
【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勧めします。 
●日本の電化製品がそのまま使用できます。 
■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
払いとなります。 
●メインダイニングでの夕食は、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、ダイナースクラブのご利用可能）を登録す
ることにより、サインひとつでお買い物、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いください。 
■喫煙 
●ダイニングルーム、シアター、客室内は禁煙です。喫煙は指定
されたデッキにてお願いします。 
■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。ハンドバッグ、
鍵の掛からないバッグ、われものなどの壊れやすい物、医薬品、
旅行書類、責重品などは、お手荷物として常時お手元に置かれる
ことをお勧めします。現金、宝飾品、カメラ、双眼鏡、書類、そ
の他の責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
をおすすめします。 
●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
ドがありますが、フォーマルナイトはございません。男性はジャ
ケット、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。 
●船内には有料のセルフランドリー及びクリーニングサービス
（有料）があります。 
●テンダーボートにて上陸予定の寄港地は天候等により上陸で
きない場合があります。 
■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。 
■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入港税等（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 30 名様となります。 
■添乗員 
同行します。 
■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・お申し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。 
旅行条件（要約）    ※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、お申し込み下さい。 

●募集型企画旅行契約 
この旅行は、（株）日本旅行（以下「当社」といいます）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（以下「旅行契約」といいます）を締結すること
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
当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 
●お申し込み方法と契約の成立時期 
 当社所定の申込書に申込金として旅行代金の 20％を添えてお
申し込みください。申込金は、旅行代金お支払の際、差し引かせ
ていただきます。電話、郵便、ファクシミリ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後、当社が
定める期間内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきま
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
たときに成立します。 
●旅行残金のお支払い 
 旅行残金は、6 泊以下の場合は、旅行出発日の前日から起算し
てさかのぼって 60 日目にあたる日より前に（お申し込みが間際
の場合は当社が指定する期日までに）お支払ください。 
●旅行代金の額の変更 
 利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改定により、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 日目にあたる日より前にお知らせします。 
●取消料（お客様による旅行契約の解除） 
 取消料については下記をご覧ください。 
 取消料算出基準額はクルーズプラン（船のみ）の旅行代金とな
ります。 
 ◆6 泊以下の場合 
  
 
 

●旅行代金に含まれるもの 
船舶運賃、キャビン使用料、乗船中の全食事代（一部有料）、船
内での工ンターテインメント、 
●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、手荷物配送料金、
船内のアルコール類、レギュラー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、租税･手数料および政府関連諸税、空港諸税はご旅行代金
とあわせ別途ご請求します。 
※租税、手数料および港湾費用、燃油サーチャージの代金は予告
無しに変更される場合があり、運航会社はクルーズ代金金額収受
後でも、その不足分をお支払いいただく権利を有します。 
●お申し込み条件 
・旅行開始時点で 21 歳末満の方は 21 歳以上の方の同乗が必要で
す。 
・6 ヶ月末満の乳児、および妊娠第 24 週目以降のお客様はご乗
船いただけません。 
・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ください。な
お、車椅子対応客室をご希望の方は、客室数が限られていますの
でお早めにお申し込みください。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 ヶ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・旅行代金の基準日 
 2017 年 9 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名でご利用いただ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いた
しません。 
 

●お客様の解除権 
※お客様は、表で定める取消料をお支払い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
行契約の解除期日」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いただ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いただきます。 
 
 

海外危険情報について 

海外クルーズの場合、渡航先（国又は地域）によっては外務省より危険情

報などの安全関係の海外渡航関連情報が出されている場合があります。詳

しくは販売店へお問い合わせください。 

海外渡航関連情報は、外務省 領事サービスセンター（海外安全担当）や

外務省海外安全ホームページなどでもご確認いただけます。 

TEL（直通）：03−5501−8162 

ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 

渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫所「海外で健康に過ごすた

めに」ホームページ：http://www.forth.go.jp/でご確認ください。 

より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故、盗難など
に備えて、お客様ご自身で旅行保険に必ずご加入されることをおすすめい
たします。 

 

ご案内とご注意 

旅行条件(要約) 

旅行企画 
実  施 
 
メディアトラベルセンター 
〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3-300 大阪駅前第 3 ビル 3 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 

●お問い合わせ･お申し込みは下記へ。 
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、ご遠慮なく下記の総合旅行業務取扱管理者
にお尋ねください。 
 

株式会社日本旅行 メディアトラベルセンター 
 

 

           

 
 
総合旅行業務取扱管理者：山本勝也 

〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3-300 大阪駅前第３ビル３階 
営業時間 9：30～17：30（土･日･祝日休業） 
 
検索サイトからは「日本旅行メディア」で検索！ 
http://www.nta.co.jp/shop/mtc 

株式会社日本旅行 

メディア営業   

クルーズチーム 

☎06-6348-0766  

☎0570-081-717 

※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 

出発日の前日から起算して 60 日前以前 無料 

出発日の前日から起算して 59～45日前 ご旅行代金の 20％ 

出発日の前日から起算して 44～15日前 ご旅行代金の 50％ 

出発日の前日から起算して 14～8 日前 ご旅行代金の 75％ 

出発日の前日から起算して 7 日前以降 ご旅行代金の 100％ 

 

西メディア 17-110    


