
お申込頂いた方には、 
プリンセスクルーズ特製 
トートバックプレゼント！ 

２５，０００円 
 プラスで 

  出発日 地  名 交通機関 予  定  ≪宿泊地≫ 朝 昼 夜 

1 
① 2/21(水) 

② 3/21(水) 

関西空港発 

ロサンゼルス 

  

JL 60便 

バス 

17:45関西空港より、空路ロサンゼルスへ。 

10:50(②3/21は11:50着)ロサンゼルス到着後、バスにて車窓より
市内観光と軽食。その後ホテルへ。(夕食は各自にて) 

≪ロサンゼルス：ミヤコホテル予定 泊≫ 

機内 軽食 － 

2 
① 2/22(木) 

② 3/22(木) 
ロサンゼルス 

バス 

ｸﾙｰｽﾞ 

チェックアウト後、フリータイム。 

16:00ルビープリンセス乗船、夕刻出港。       ≪船内泊≫ 
〇 船内 船内 

3 
① 2/23(金) 

② 3/23(金) 
サンタバーバラ 

ｸﾙｰｽﾞ （07:00入港/18:00出港）全米一美しい街、とも言われるゆった
りしたリゾート地「サンタバーバラ」入港。船会社主催のツアー
（別料金）や、自由散策などでお楽しみください。   ≪船内泊≫ 

船内 船内 船内 

4 
 ① 2/24(土) 

 ② 3/24(土) 
終日ｸﾙｰｼﾞﾝｸ  ゙

ｸﾙｰｽﾞ 
終日クルージング。                                                     ≪船内泊≫ 船内 船内 船内 

5 
 ① 2/25(日) 

 ② 3/25(日) 
エンセナダ 

ｸﾙｰｽﾞ （08:00入港/17:00出港）メキシコらしい街並みと、温暖でのん
びりとした雰囲気の街、エンセナダ入港。船会社主催のツアー
（別料金）や、自由散策などでお楽しみください。   ≪船内泊≫ 

船内 船内 船内 

6 
① 2/26(月) 

 ② 3/26(月) 
ロサンゼルス 

バス 

JL 69便 

06:15ロサンゼルス入港。下船後、空港へご案内。 

12:45(②3/26は13:45発) 空路、帰国の途へ。            ≪機中泊≫ 
船内 － 機内 

7 
 ① 2/27(火) 

 ② 3/27(火) 
関西空港着   18:15関西空港到着。おつかれさまでした。 機内     

① ２／２１（水） ３３５，０００円 

② ３／２１（水） ３６５，０００円 

① ２／２１（水） ３６０，０００円 

② ３／２１（水） ３９０，０００円 



海側バルコニー イメージ 

プラス 
 ２５，０００円で 

        ジュニアスイート!! 

ジュニアスイート イメージ 

☆ジュニアスイート特典☆ 

   ・バスタブ付 
   ・乗船時の 
    ウェルカム・ 
    グラス・スパー  
  クリングワイン付 

ご案内とご注意 

■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事と、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

なる事をお勧めします。   ●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10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。 

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ください 

●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 

          

           ・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％ 

 

●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10月25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。 

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 

株式会社日本旅行 

●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） 
 
担当：クルーズマスター／宗像 敬子（ムナカタ ケイコ） 
  
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 

メディア営業   
クルーズチーム 

☎０５７０－０８１－７１７ 
 又は  ☎０６－６３４８－０７６６  

西メディア17-125    


