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●健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、認知症
の方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、そのほか特別の配慮を必要
とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。
（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ぐにお申し出ください。）あらためて当社から
ご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
●6ヵ月未満のお子様はご乗船いただけません。

お申し込み時の
注意事項と
ご案内

●アレルギー対応の食事を希望される方は事前にお申し出ください。
●妊婦の方はお申し込み時に必ずお申し出ください。クルーズによりましてはご乗船をお断りする場合
がございます。詳しくはお問い合わせください。
●2歳以上小学生以下のお子様には、昼食・夕食に限りお子様用メニューをご用意できますので、お申し込み時にお選びください。
●客室番号について：使用する客室番号を指定することができます。ただし、先着順となりますので
ご希望に添いかねる場合もございます。お申し込み時にお問い合わせください。

このクルーズはびいなす倶楽部
特典の対象となるクルーズです。

びいなす倶楽部とはびいなすクルーズをご愛顧くださるリピータークラブです。
ご入会には一度ぱしふぃっく びいなすのクルーズにご乗船いただく必要があります。
客室並びに船内クルーズデスク、フロントに申込書をご用意しております。

洋上の楽園

◆就航：1998年4月 ◆総トン数：26,594トン 
◆乗客数：620名 ◆全長：183.4m ◆幅：25.0m

週末利用

I

2018年10月26日（金）～10月29日（月）
【神戸発着 3泊4日】
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■個人情報の取り扱いについて
（1）当社は、旅行申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、お客様との間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運送・宿泊機関等（主要な運送・宿
泊機関等については当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に
記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。）の提供する
サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続（以下「手配
等」といいます。）に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時
の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土
産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運
送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、あらかじめ電子的方法
等で送付することによって提供いたします。お申し込みいただく際には、こ
れらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の
商品やサービスの御案内、当社の商品やキャンペーンの御案内のため
に、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。

（2）当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡
先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病が
あった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に
使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に
提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
＊また、当社では（1）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（2）アンケート
のお願い。（3）特典サービスの提供。（4）統計資料の作成｡（5）当社の旅行商品
のご案内。に、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｡

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、海外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。

海外危険情報について
海外クルーズの場合、渡航先（国または地域）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。お申し込みの際に販売店にご確認ください。海外渡航関連情報
は、外務省海外安全相談センターなどでもご確認いただけます。
外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/
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●お申し込みの前には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りください。
■募集型企画旅行契約
この旅行は、当社が実施する募集型企画旅行で、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。又契約
の内容・条件はこのパンフレット、別途お渡しする旅行条件書、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。
■お申し込みの方法と契約の成立
（1）申込書に所定の事項を記入し、1名あたり下記のお申込金のお支払い

が必要になります。申込金は旅行代金又は取消料もしくは違約料のそれ
ぞれ一部として取り扱います。なお、申込書にお客様のローマ字氏名を
記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりに
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
交替の場合に準じて同様の手数料をいただきます。

（2）電話等の通信手段にてご予約の場合、予約の時点では契約は成立していません。
当社が予約の承諾をする旨を通知した日から起算して3日以内に、前項に定める
金額の申込金と申込書を提出していただきます。なお、お客様から当該期間内に
申込金の提出がなされないときには当社は予約がなかったものとして取扱います。

（3）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します。
■お申し込み条件
（1）20歳未満の方は保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者の同伴を条件とします。
（2）健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障害

のある方、認知症の方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の
方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、そのほか
特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮
が必要となる旨をお申し出ください。（旅行契約成立後にこれらの状態になった
場合も直ぐにお申し出ください。）あらためて当社からご案内申し上げますので、
旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。

（3）前号のお申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲内でこれ
に応じます。これに際してお客様の状況および必要とされる措置につい
てお伺いし、又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。

（4）当社は旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師によ
る「お客様の健康情報」（所定書式）の提出、コースの一部について内容を変更す
ることを条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配
することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約の解除
をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客
様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。

（5）6ヵ月未満のお子様はご乗船できません。
■旅行代金の支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、60日目に当たる日以降、31日目に当
たる日より前に（ピーク時の海外クルーズは41日目に当たる日より前に）お支払いいただきます。

■旅行代金に含まれるもの
（1）旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃・料金（この運賃・料金

には、運送機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対
応する為、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律
に課せられるものに限ります。以下同様）を含みません）。

（2）旅行日程に含まれる送迎バス等の運賃・料金
（3）旅行日程に明示した船内の宿泊・食事・船内イベント参加費用（一部材料費を除く）
（4）手荷物の運搬料金（各交通機関の規定に基づく）
〔注〕上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても、払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
前項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（1）飲料代、クリーニング代、電報・電話料等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
（2）運送機関の課す付加運賃
（3）疾病、傷害に関する治療費
（4）出発地までおよび解散地からの交通費、宅配便代、その他個人的費用
（5）希望者のみ参加する各寄港地でのオプショナルツアーの旅行代金
（6）お客様のご希望によりお一人部屋を利用される場合の追加料金
（7）任意の海外旅行保険料並びに携帯品保険料
（8）渡航手続諸費用（旅券印紙代、査証代、予防接種料金、渡航手続取扱料金等）
（9）客室タイプ変更による追加代金
■旅行代金の額の変更
運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、
旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更に
なった時は、旅行代金の額を変更することがあります。取り消しによって利用人
数が変更となった場合は、取り消したお客様より所定の取消料をいただきます。
■お客様の交替
お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することがで
きます。この場合当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただ
きます。その際1名様につき10,000円の手数料をいただきます。取消料が10,000
円を下回る場合、取消料をもって交替の費用とさせていただきます。なお、1室ご利用
のお客様全員が交替される場合は取消扱いとなり、所定の取消料をいただきます。
■旅行条件の基準期日
このパンフレットに記載された旅行サービス内容および旅行条件は、2018年
4月1日現在を基準として算定しております。
■取消料等
お申し込み後、お客様のご都合により取消になる場合、及び旅行代金が所
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、
下記の料率で取消料（又は違約料）を申し受けます。

■当社による旅行契約の解除
参加者数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかった時は、旅行を
中止します。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日
目（ピーク時に旅行を開始するものについては33日目）に当たる日より前に、
旅行を中止する旨をお客様に通知いたします。
■確定書面
確定された最終日程表は旅行開始日の前日（旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って7日前に当たる日以降に申し込みされた場合には出発当日）までにお送りします。
■その他の事項に関しては、当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

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、お申し込みください。

お申込金 旅行代金の20％

旅行契約の解除日 取消料
ピーク時の旅行である場合、41日前まで

40日前から31日前まで〃
旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

31日前まで
30日前から3日前まで

旅行開始日の前々日から当日まで
旅行開始後または無連絡不参加

無  料
旅行代金の 10％

無  料
旅行代金の 20％
旅行代金の 50％
旅行代金の100％

（注）ピーク時とは、12月20日～1月7日、4月27日～5月6日、7月20日～8月31日の期間をいいます。

01_ゆたか（海外申込金注意）　2018●釜山花火　●秋のクルーズ合冊　●長崎くんち

●お問い合わせ・お申し込みは下記へ 日本で最初のクルーズ専門旅行会社 
観光庁長官登録旅行業第1294号　（一社）日本旅行業協会正会員・（一社）日本外航客船協会会員
クルーズのゆたか倶楽部株式会社

旅行企画
実　　施

東京・本社

大阪営業所

横浜営業所

〒101‒0044
東京都千代田区鍛冶町2‒5‒15 ゆたか倶楽部ビル
総合旅行業務取扱管理者 クルーズマスター　永井ひろみ
〒530‒0001
大阪市北区梅田1‒11‒4 大阪駅前第4ビル 2階
総合旅行業務取扱管理者 クルーズコンサルタント　大久保俊之
〒231‒0002
横浜市中区海岸通1‒1 横浜港国際客船ターミナル
総合旅行業務取扱管理者 クルーズコンサルタント　富永哲也

☎（03）5294-6261（代）
☎（06）6455-0931（代）
☎（045）227-8211（代）

01_ゆたか倶楽部　（H1・H4　BK） 01_ゆたか倶楽部　（H1・H4　BK）約款：国内B 海外DF　ほか：I 約款：国内B 海外DF　ほか：I

お申込金 旅行代金の10％

海外&ロング、申込金10%
（2018下、「以上」取り）

全室海側の「洋上の我が家」

ゲームコーナー

医師と看護師が乗船
しているので安心
船内の医務室にてお客様の健康管
理のお手伝いをいたします。万が一ご
気分が悪くなったり、体調がすぐれな
い場合はご相談ください。

大きな荷物の移動も
ラクラクで身軽な旅を
クルーズの魅力は、目覚めれば次の
寄港地という身体にやさしい旅行で
す。乗下船時に宅配便（有料）をご利
用いただくと大きな荷物を持たずに乗
船でき、旅行中の荷物の移動もほと
んどなく、身軽に観光できます。

❖ 気軽に楽しめるクルーズの魅力 ❖

（1003）エレガント ダイニングサロン
〈グラン・シエクル〉

ロイヤルスイートルーム A（1001 1002）B（1003 1004）
定員2名（65㎡ 10階、展望バス・トイレ・バルコニー付）　
※ブルーレイプレーヤー、
　Eメール・インターネット閲覧専用ノートパソコン付

スイートルーム
定員2名

（35㎡ 10階、バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー付

ステートルーム
E・F・G・H・J
定員 E：2名 F〜J：2〜3名

（15.3㎡ シャワー・トイレ付）
※H・Jは丸窓

ロイヤルスイートルーム
スイートルーム 特別なサービスでおもてなし

♦専用ダイニングで専属シェフによる特別
なメニューときめ細やかなサービスで
おもてなし。二人掛けテーブルでゆった
りとお食事をお楽しみいただけます。
※ダイニングサロンは未就学児童の方は
ご利用いただけません。

♦乗船日にはお部屋にウェルカム
スイーツをお届けします。

 E :9階 
 F :8階 

 G :6階 
 H :6・5階 

 J :5階

共通の客室設備 テレビ、冷蔵庫、クローゼット、ドレッサー、金庫、
タオル、ドライヤー、ウォシュレット型トイレ

※客室の面積にはバルコニーを含みます。　
※各客室階には、無料でご利用いただけるセルフランドリーがございます。
※客室を含む船内はすべて禁煙です（スモーキングコーナーをご利用
ください）。
※救命ボート、乗下船用タラップなど客船固有の設備のために、一部
眺望が妨げられる客室がございます。

サロン
クラス

サロン
クラス

サロン
クラス

デラックス
ルーム
定員2名

（23.5㎡ 9階、
バス・トイレ付）
※ブルーレイ
　プレーヤー付

追加代金無しでご利用いただけます
■お食事時のお飲み物（一部銘柄は除く）　■ルームサービス（アルコール飲料
を除くお飲み物・軽食）■お部屋のミニバーセット　■冷蔵庫内のお飲み物　
■映画ソフト（DVD）の貸出　■ロイヤルスイートルームのランドリークリーニン
グサービス　■ロイヤルスイートルームのEメール・インターネット閲覧サービス

クルーズ中に誕生日をお迎えのお客様にはパティシエ特製バース
デーケーキと記念写真を、ハネムーンや結婚記念日にご乗船のお客
様、金婚式（50周年）、エメラルド婚式（55周
年）、ダイヤモンド婚式（60周年）、プラチナ婚
式（75周年）の結婚記念の年にご乗船のお客
様には記念写真（船長の署名入りカ
ード・特製フォトフレーム付）をプレゼ
ント。ご夕食時に専属バンドの生演奏
で特別な日に華を添えます。
※クルーズお申し込み時に
　旅行会社にお申し出くだ
　さい。

記念日を洋上で 素敵な思い出を

パティシエ特製
バースデーケーキ

記念写真　
（特製フォトフレーム付）

船内イベント

アカシアオルケスタ ～ドラマティック・ナイト～
ボーカルの藤原岬率いる
音楽は、ロックをはじめ、
ジャズ、ラテン、昭和歌謡、
テクノ・ポップなど幅広い
世界観を繰り広げます。時
には優しく、時には力強く
表現されるステージを是
非、お楽しみください。

A
アーク＝ルクス

rk=Lux スーパーナイトショー

世界大会優勝のジャグリング・ベリーダンス・視覚アートトリックなど各分野のスペ
シャリストによるメンバーで構成されたチームArk=Lux（アーク＝ルクス）がぱしふぃっく 
びいなすに初登場。最新のLED機材や衣装を用いた「光」を操るエンターテイメント
を音楽に合わせて、大道芸やパフォーマンスショーを交えたスペシャルバージョンで
お届けします。

社交ダンスタイム

韓国をもっと楽しもう
・「韓国語講座」 あいさつや旅先でのお役立ちワード

などをご紹介。
・「クイズイベント」 韓国雑学問題にチャレンジ。

身体を動かしてリフレッシュ
・目覚めスッキリ！「モーニングウォーク」や「ラジオ

体操」
・プロのダンス講師による「社交ダンス教室（初心者

向け）」

スポーツゲームでお友達づくり
チームプレーの「シャッフルボード」や「スカットボー
ル」など様々なスポーツゲームで。

夢中になれる手作り体験
ハロウィンにちなんだ「アート＆クラフト教室」や「折
り紙教室」

ご自宅でも役立つ情報が
いっぱいのイベント

・「料理長によるクッキング教室」 ご家庭でも美味し
く再現できる簡単レシピをご紹介。

・「スカーフ教室」 いろいろな結び方を覚えて、日常
の装いに彩りを。

・「風呂敷教室」 便利な活用法をご紹介。

頭の体操には簡単で楽しいゲームを
・世界中で人気のカードゲーム「ウノ」や世代を超え

て楽しめるテーブルゲームを。
・12階ゲームコーナーではルーレット、ブラックジャ

ックゲーム、スロットマシンを。

音楽に癒されるひととき
アフタヌーンタイムやカクテルタイムでは、専属バ
ンドによる生演奏をお楽しみください。

航海中は多彩なイベントやアクティビティ・プログラムに参加し、クルーズライフを満喫しましょう。
船内スタッフがバラエティに富んだ楽しいイベントをお届けします。

カジュアルな服装で過ごせます。
気軽にクルーズをお楽しみいただけるようドレスコード（夕方
以降の服装規定）は全てカジュアルに設定しています。
カジュアル

〈男性〉 襟付きのシャツにスラックスなど
〈女性〉 ブラウスとスカート、スラックスなどの快適な服装
※Tシャツ、ジャージ、極端なダメージのあるジーンズ、サンダル履きはご遠慮ください。

ハロウィンマグネット
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神戸釜山

瀬戸大橋
関門橋

来島海峡大橋
または 因島大橋

明石海峡大橋

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金 131,000 140,000 146,000 160,000 172,000 220,000 325,000 510,000 540,000
メンバー10 117,900 126,000 131,400 144,000 154,800 198,000 292,500 459,000 486,000

■シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。
■子供代金：2歳未満の幼児は大人1名様に対し1名無料（食事・ベッドなし）、2歳以上小学生以下のお客様の旅行代金は大人代金の75％となります。なお、お子様のみでの客室のご利用はできません。

各客室には定員があり、定員を超えてご利用いただくことはできません。　
■相部屋の設定はございません。

活気あふれる釜山へ  自由散策のオススメ 韓国の古都　慶
キョンジュ　

州

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円） 2名様1室利用

日程 入港 出港 寄港地

10/26金 17:00 神戸
27土 釜山花火祭り船上観賞

28日 07:00 17:00
釜山
自由行動・オプショナルツアーなどで
お楽しみください。

29月 17:00 瀬戸内海クルージング
神戸

●お食事／朝食3回・昼食3回・夕食3回　●ドレスコード／すべてカジュアルです。
●宿泊はすべて船内泊となります。　●最少催行人員：2名様　
●添乗員は同行いたしませんが、船内ではスタッフがご案内いたします。
●記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベント内容は諸事情により変更になる場合もございます。
※パスポート残存期間：韓国入国時3カ月以上が必要です。日本国籍以外の方は自国の領事館、渡航先

の領事館、入国管理局にお問い合わせください。
※釜山では現地入出国審査事情により寄港中の外出回数に制限がある場合がございます。

びいなす倶楽部会員様に限り、クルーズ代金が10％割引となります。
※びいなす倶楽部の入会方法については裏表紙をご参照ください。メンバー 10

遺産

世界
文化

写真提供： 韓国観光公社、全国観光、篠本秀人、武田賢士郎、
Port Studio、office KAJI

釜山花火祭りと
瀬戸内海クルーズ
2018年10月26日（金） ▶ 10月29日（月）

【神戸発着 3泊4日】

s メンバー 10

釜山花火祭り
広安大橋沖に錨泊し、船上デッキなどからご覧
いただきます。
打上数は約8万発。多彩な花火だけではなく色彩
豊かなレーザーを音楽に合わせて楽しむことが
できる「マルチメディア海上ショー」。
※釜山花火祭りは天候その他の事情により実施さ

れない場合もございます。
※10/27のご夕食は花火観賞の関係で早めのご提

供となります。

日本の百貨店の様に海外・韓国ブランド
品から地下の食料品売り場までショッピ
ング好きにはたまらないデパートです。
モール街には吹き抜けに高さ21mの室
内噴水があり正午になると音楽とともに
水と光のショーが展開されます。 

龍頭山公園の由来は公園のある
小高い丘から眺めると、龍の頭に
似ているということからその名
が付けられました。釜山タワーに
のぼって、すり鉢状の市街風景
を眺めたり、のんびり公園散歩
が楽しめます。

1階には200店以上のお店があ
り新鮮な魚介類が並んでいま
す。お店の近くに小さなスペース
があって、ここで調理してもらっ
て食べることが可能です。海を見
ながらゆっくり食べたい方は2階
の食堂街がおすすめです。

ロッテ百貨店 でショッピング！
（シャトルバス発着地から徒歩約5分）

龍
ヨンドゥサンゴンウォン

頭山公園 でお散歩！
（シャトルバス発着地から

徒歩約10分）

5つの通りに1200店ものお
店が密集しています。中でも
アリラン通りは、日本人観光
客が必ず訪れる人気のショッ
ピングエリアです。有名眼鏡
店や革製品、韓国らしいお土
産屋さんなどが並びます。下
町情緒あふれる釜山市民御
用達の国際市場は、ブラブラ
と歩くだけでも楽しいです
よ、ぜひ訪れてみてください。 

国
クッチェシジャン

際市場 で雑貨お土産！
（シャトルバス発着地

から徒歩約10分）

国際市場や龍頭山公園な
ど釜山の観光名所に囲ま
れたショッピング天国で
す。国内外のブランドの
お店がひしめいていてシ
ョッピングに疲れたら気
軽に立ち寄れるカフェも
多くおすすめです。

光
クァンボッロ

復路ストリート
（シャトルバス発着地

から徒歩約3分）
チ
チャガルチシジャン
ャガルチ市場 でグルメ！

（シャトルバス発着地から
徒歩約10分）

龍頭山公園

ロッテ免税店

ロッテ百貨店

2km

釜山駅

西面駅

地下鉄2号線
地下鉄1号線

釜山駅

チャガルチ
市場

国際市場

南浦駅

釜山港大橋

広安大橋

■bシャトルバス付
（追加代金不要）

港 南
ナンポ

浦駅

ツアー名 主な訪問地 所要時間 代金

釜
山 

10/28 

（日）

早めぐり釜山市内観光 龍頭山公園、釜山タワー、国際市場 約3.5時間 85,000ウォン〈お食事：なし〉

免税店・アウトレットでのお買物三昧 新世界免税店、
ロッテモール（アウトレットモール） 約7時間 130,000ウォン

 蒸し蟹料理の昼食付

新旧名所を巡る釜山1日観光 松島海上ロープウェイ、ロッテ免税店、
龍頭山公園、釜山タワー、国際市場 約7.5時間 145,000ウォン

 カルビの昼食付

世界遺産 古都・慶州観光 古墳公園、慶州博物館、仏国寺 約8.5時間 145,000ウォン
 プルコギの昼食付

■オプショナルツアー（予定／別代金・おとなおひとり様） 記載マークについて  食事付のツアーです。

オプショナルツアー
共通のご案内

●旅行企画・実施：日本クルーズ客船（株）　●表示金額はおとなおひとり様の代金で、別代金（消費税込）となります。代金はすべて船上でのお支払いとなります。
●各コースの詳細・最少催行人員・お申し込み方法につきましては、出発前にお渡しする日程表にてご案内いたします。
●掲載の外貨建ての旅行代金は概算です。最終日程表にて日本円でご案内いたします。　※参考レート（2018年6月現在） 1ウォン≒0.12円
●掲載のツアーは、このパンフレットでのお申し込みを受け付けておりません。　●記載のオプショナルツアーは、諸事情により変更または中止となる場合がございます。

南浦駅に隣接

緑の芝に覆われた23の古墳が密集し、大陵苑とも呼
ばれる世界遺産。天馬塚は内部見学もできます。

かつて朝鮮半島を初めて統一し栄華を極めた新羅王朝の古都であった慶州（キョンジュ）
は、今もなお新羅王朝の歴史遺産が街のあちこちにあり、まるで奈良の都を思わせます。
新羅王朝時代は奈良時代と同時期で市内には世界文化遺産に登録されている史跡が
多く観光客がたえません。

慶州の各古墳や遺跡から発掘された美術品を1カ所に
取りまとめる博物館です。

霊山として信仰を集めてきた山の西麓に広がる仏教寺院で、境内には新羅仏教芸
術の傑作と称えられる7つの国宝が現存し、韓国の名勝・史跡第1号にも指定されて
いるほか、1995年にはユネスコ世界文化遺産に登録されました。

古
コブンゴンウォン

墳公園 ■o

国
クンニプキョンジュパンムルグァン

立慶州博物館 ■o

仏
プルグッサ

国寺 ■o

※このパンフレットに掲載の写真はすべてイメージで、
　オプショナルツアーや自由行動で訪問できる場所も含まれております。
　■oのマークがついている写真の観光地は、オプショナルツアーで訪れることができます。

船上デッキからゆったり
花火を観賞

びいなすの食

（イメージ）

瀬戸大橋

10/26 夕食  アニバーサリーディナーと
フリードリンク（銘柄指定）
料理長厳選の食材を就航20周年に相応しく華やか
な一皿に仕上げました。丹精込めたお料理の数々を
お楽しみください。お食事中はフリードリンク（銘柄
指定）となります。
※サロンクラスの方は通常のドリンクに加えシャンパンを

サービスします。

10/28 夕食
滋味豊かな秋の山海
の幸を一層美味しく
引き立てる、料理長
こだわりの日本料理
をお楽しみください。

お食事は1日最大8回！
※ティータイムを含む

（写真はすべてイメージです）

ご朝食

ご昼食 お夜食

オープンバーでは、
終日、コーヒー・紅茶・指定の

ソフトドリンクを無料で
お楽しみいただけます。

明石海峡大橋

（オプショナルツアーで
訪れることができます）

遺産

世界
文化

瀬戸内海クルージング
10／29は風光明媚な多島海の瀬戸内海を日中に航行。瀬戸大橋、明石海峡大橋の通過など瀬戸内海ならではの景観をお楽しみいただけます。

20周年記念のオリジナルクリア
ファイルをプレゼント
お1人様1枚、デザイン2種
類のうちいずれかを差し上
げます。
※デザインはお選びいただけません。
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神戸釜山

瀬戸大橋
関門橋

来島海峡大橋
または 因島大橋

明石海峡大橋

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金 131,000 140,000 146,000 160,000 172,000 220,000 325,000 510,000 540,000
メンバー10 117,900 126,000 131,400 144,000 154,800 198,000 292,500 459,000 486,000

■シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。
■子供代金：2歳未満の幼児は大人1名様に対し1名無料（食事・ベッドなし）、2歳以上小学生以下のお客様の旅行代金は大人代金の75％となります。なお、お子様のみでの客室のご利用はできません。

各客室には定員があり、定員を超えてご利用いただくことはできません。　
■相部屋の設定はございません。

活気あふれる釜山へ  自由散策のオススメ 韓国の古都　慶
キョンジュ　

州

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円） 2名様1室利用

日程 入港 出港 寄港地

10/26金 17:00 神戸
27土 釜山花火祭り船上観賞

28日 07:00 17:00
釜山
自由行動・オプショナルツアーなどで
お楽しみください。

29月 17:00 瀬戸内海クルージング
神戸

●お食事／朝食3回・昼食3回・夕食3回　●ドレスコード／すべてカジュアルです。
●宿泊はすべて船内泊となります。　●最少催行人員：2名様　
●添乗員は同行いたしませんが、船内ではスタッフがご案内いたします。
●記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベント内容は諸事情により変更になる場合もございます。
※パスポート残存期間：韓国入国時3カ月以上が必要です。日本国籍以外の方は自国の領事館、渡航先

の領事館、入国管理局にお問い合わせください。
※釜山では現地入出国審査事情により寄港中の外出回数に制限がある場合がございます。

びいなす倶楽部会員様に限り、クルーズ代金が10％割引となります。
※びいなす倶楽部の入会方法については裏表紙をご参照ください。メンバー 10

遺産

世界
文化

写真提供： 韓国観光公社、全国観光、篠本秀人、武田賢士郎、
Port Studio、office KAJI

釜山花火祭りと
瀬戸内海クルーズ
2018年10月26日（金） ▶ 10月29日（月）

【神戸発着 3泊4日】

s メンバー 10

釜山花火祭り
広安大橋沖に錨泊し、船上デッキなどからご覧
いただきます。
打上数は約8万発。多彩な花火だけではなく色彩
豊かなレーザーを音楽に合わせて楽しむことが
できる「マルチメディア海上ショー」。
※釜山花火祭りは天候その他の事情により実施さ

れない場合もございます。
※10/27のご夕食は花火観賞の関係で早めのご提

供となります。

日本の百貨店の様に海外・韓国ブランド
品から地下の食料品売り場までショッピ
ング好きにはたまらないデパートです。
モール街には吹き抜けに高さ21mの室
内噴水があり正午になると音楽とともに
水と光のショーが展開されます。 

龍頭山公園の由来は公園のある
小高い丘から眺めると、龍の頭に
似ているということからその名
が付けられました。釜山タワーに
のぼって、すり鉢状の市街風景
を眺めたり、のんびり公園散歩
が楽しめます。

1階には200店以上のお店があ
り新鮮な魚介類が並んでいま
す。お店の近くに小さなスペース
があって、ここで調理してもらっ
て食べることが可能です。海を見
ながらゆっくり食べたい方は2階
の食堂街がおすすめです。

ロッテ百貨店 でショッピング！
（シャトルバス発着地から徒歩約5分）

龍
ヨンドゥサンゴンウォン

頭山公園 でお散歩！
（シャトルバス発着地から

徒歩約10分）

5つの通りに1200店ものお
店が密集しています。中でも
アリラン通りは、日本人観光
客が必ず訪れる人気のショッ
ピングエリアです。有名眼鏡
店や革製品、韓国らしいお土
産屋さんなどが並びます。下
町情緒あふれる釜山市民御
用達の国際市場は、ブラブラ
と歩くだけでも楽しいです
よ、ぜひ訪れてみてください。 

国
クッチェシジャン

際市場 で雑貨お土産！
（シャトルバス発着地

から徒歩約10分）

国際市場や龍頭山公園な
ど釜山の観光名所に囲ま
れたショッピング天国で
す。国内外のブランドの
お店がひしめいていてシ
ョッピングに疲れたら気
軽に立ち寄れるカフェも
多くおすすめです。

光
クァンボッロ

復路ストリート
（シャトルバス発着地

から徒歩約3分）
チ
チャガルチシジャン
ャガルチ市場 でグルメ！

（シャトルバス発着地から
徒歩約10分）

龍頭山公園

ロッテ免税店

ロッテ百貨店

2km

釜山駅

西面駅

地下鉄2号線
地下鉄1号線

釜山駅

チャガルチ
市場

国際市場

南浦駅

釜山港大橋

広安大橋

■bシャトルバス付
（追加代金不要）

港 南
ナンポ

浦駅

ツアー名 主な訪問地 所要時間 代金

釜
山 

10/28 

（日）

早めぐり釜山市内観光 龍頭山公園、釜山タワー、国際市場 約3.5時間 85,000ウォン〈お食事：なし〉

免税店・アウトレットでのお買物三昧 新世界免税店、
ロッテモール（アウトレットモール） 約7時間 130,000ウォン

 蒸し蟹料理の昼食付

新旧名所を巡る釜山1日観光 松島海上ロープウェイ、ロッテ免税店、
龍頭山公園、釜山タワー、国際市場 約7.5時間 145,000ウォン

 カルビの昼食付

世界遺産 古都・慶州観光 古墳公園、慶州博物館、仏国寺 約8.5時間 145,000ウォン
 プルコギの昼食付

■オプショナルツアー（予定／別代金・おとなおひとり様） 記載マークについて  食事付のツアーです。

オプショナルツアー
共通のご案内

●旅行企画・実施：日本クルーズ客船（株）　●表示金額はおとなおひとり様の代金で、別代金（消費税込）となります。代金はすべて船上でのお支払いとなります。
●各コースの詳細・最少催行人員・お申し込み方法につきましては、出発前にお渡しする日程表にてご案内いたします。
●掲載の外貨建ての旅行代金は概算です。最終日程表にて日本円でご案内いたします。　※参考レート（2018年6月現在） 1ウォン≒0.12円
●掲載のツアーは、このパンフレットでのお申し込みを受け付けておりません。　●記載のオプショナルツアーは、諸事情により変更または中止となる場合がございます。

南浦駅に隣接

緑の芝に覆われた23の古墳が密集し、大陵苑とも呼
ばれる世界遺産。天馬塚は内部見学もできます。

かつて朝鮮半島を初めて統一し栄華を極めた新羅王朝の古都であった慶州（キョンジュ）
は、今もなお新羅王朝の歴史遺産が街のあちこちにあり、まるで奈良の都を思わせます。
新羅王朝時代は奈良時代と同時期で市内には世界文化遺産に登録されている史跡が
多く観光客がたえません。

慶州の各古墳や遺跡から発掘された美術品を1カ所に
取りまとめる博物館です。

霊山として信仰を集めてきた山の西麓に広がる仏教寺院で、境内には新羅仏教芸
術の傑作と称えられる7つの国宝が現存し、韓国の名勝・史跡第1号にも指定されて
いるほか、1995年にはユネスコ世界文化遺産に登録されました。

古
コブンゴンウォン

墳公園 ■o

国
クンニプキョンジュパンムルグァン

立慶州博物館 ■o

仏
プルグッサ

国寺 ■o

※このパンフレットに掲載の写真はすべてイメージで、
　オプショナルツアーや自由行動で訪問できる場所も含まれております。
　■oのマークがついている写真の観光地は、オプショナルツアーで訪れることができます。

船上デッキからゆったり
花火を観賞

びいなすの食

（イメージ）

瀬戸大橋

10/26 夕食  アニバーサリーディナーと
フリードリンク（銘柄指定）
料理長厳選の食材を就航20周年に相応しく華やか
な一皿に仕上げました。丹精込めたお料理の数々を
お楽しみください。お食事中はフリードリンク（銘柄
指定）となります。
※サロンクラスの方は通常のドリンクに加えシャンパンを

サービスします。

10/28 夕食
滋味豊かな秋の山海
の幸を一層美味しく
引き立てる、料理長
こだわりの日本料理
をお楽しみください。

お食事は1日最大8回！
※ティータイムを含む

（写真はすべてイメージです）

ご朝食

ご昼食 お夜食

オープンバーでは、
終日、コーヒー・紅茶・指定の

ソフトドリンクを無料で
お楽しみいただけます。

明石海峡大橋

（オプショナルツアーで
訪れることができます）

遺産

世界
文化

瀬戸内海クルージング
10／29は風光明媚な多島海の瀬戸内海を日中に航行。瀬戸大橋、明石海峡大橋の通過など瀬戸内海ならではの景観をお楽しみいただけます。

20周年記念のオリジナルクリア
ファイルをプレゼント
お1人様1枚、デザイン2種
類のうちいずれかを差し上
げます。
※デザインはお選びいただけません。
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神戸釜山

瀬戸大橋
関門橋

来島海峡大橋
または 因島大橋

明石海峡大橋

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金 131,000 140,000 146,000 160,000 172,000 220,000 325,000 510,000 540,000
メンバー10 117,900 126,000 131,400 144,000 154,800 198,000 292,500 459,000 486,000

■シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。
■子供代金：2歳未満の幼児は大人1名様に対し1名無料（食事・ベッドなし）、2歳以上小学生以下のお客様の旅行代金は大人代金の75％となります。なお、お子様のみでの客室のご利用はできません。

各客室には定員があり、定員を超えてご利用いただくことはできません。　
■相部屋の設定はございません。

活気あふれる釜山へ  自由散策のオススメ 韓国の古都　慶
キョンジュ　

州

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円） 2名様1室利用

日程 入港 出港 寄港地

10/26金 17:00 神戸
27土 釜山花火祭り船上観賞

28日 07:00 17:00
釜山
自由行動・オプショナルツアーなどで
お楽しみください。

29月 17:00 瀬戸内海クルージング
神戸

●お食事／朝食3回・昼食3回・夕食3回　●ドレスコード／すべてカジュアルです。
●宿泊はすべて船内泊となります。　●最少催行人員：2名様　
●添乗員は同行いたしませんが、船内ではスタッフがご案内いたします。
●記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベント内容は諸事情により変更になる場合もございます。
※パスポート残存期間：韓国入国時3カ月以上が必要です。日本国籍以外の方は自国の領事館、渡航先

の領事館、入国管理局にお問い合わせください。
※釜山では現地入出国審査事情により寄港中の外出回数に制限がある場合がございます。

びいなす倶楽部会員様に限り、クルーズ代金が10％割引となります。
※びいなす倶楽部の入会方法については裏表紙をご参照ください。メンバー 10

遺産

世界
文化

写真提供： 韓国観光公社、全国観光、篠本秀人、武田賢士郎、
Port Studio、office KAJI

釜山花火祭りと
瀬戸内海クルーズ
2018年10月26日（金） ▶ 10月29日（月）

【神戸発着 3泊4日】

s メンバー 10

釜山花火祭り
広安大橋沖に錨泊し、船上デッキなどからご覧
いただきます。
打上数は約8万発。多彩な花火だけではなく色彩
豊かなレーザーを音楽に合わせて楽しむことが
できる「マルチメディア海上ショー」。
※釜山花火祭りは天候その他の事情により実施さ

れない場合もございます。
※10/27のご夕食は花火観賞の関係で早めのご提

供となります。

日本の百貨店の様に海外・韓国ブランド
品から地下の食料品売り場までショッピ
ング好きにはたまらないデパートです。
モール街には吹き抜けに高さ21mの室
内噴水があり正午になると音楽とともに
水と光のショーが展開されます。 

龍頭山公園の由来は公園のある
小高い丘から眺めると、龍の頭に
似ているということからその名
が付けられました。釜山タワーに
のぼって、すり鉢状の市街風景
を眺めたり、のんびり公園散歩
が楽しめます。

1階には200店以上のお店があ
り新鮮な魚介類が並んでいま
す。お店の近くに小さなスペース
があって、ここで調理してもらっ
て食べることが可能です。海を見
ながらゆっくり食べたい方は2階
の食堂街がおすすめです。

ロッテ百貨店 でショッピング！
（シャトルバス発着地から徒歩約5分）

龍
ヨンドゥサンゴンウォン

頭山公園 でお散歩！
（シャトルバス発着地から

徒歩約10分）

5つの通りに1200店ものお
店が密集しています。中でも
アリラン通りは、日本人観光
客が必ず訪れる人気のショッ
ピングエリアです。有名眼鏡
店や革製品、韓国らしいお土
産屋さんなどが並びます。下
町情緒あふれる釜山市民御
用達の国際市場は、ブラブラ
と歩くだけでも楽しいです
よ、ぜひ訪れてみてください。 

国
クッチェシジャン

際市場 で雑貨お土産！
（シャトルバス発着地

から徒歩約10分）

国際市場や龍頭山公園な
ど釜山の観光名所に囲ま
れたショッピング天国で
す。国内外のブランドの
お店がひしめいていてシ
ョッピングに疲れたら気
軽に立ち寄れるカフェも
多くおすすめです。

光
クァンボッロ

復路ストリート
（シャトルバス発着地

から徒歩約3分）
チ
チャガルチシジャン
ャガルチ市場 でグルメ！

（シャトルバス発着地から
徒歩約10分）

龍頭山公園

ロッテ免税店

ロッテ百貨店

2km

釜山駅

西面駅

地下鉄2号線
地下鉄1号線

釜山駅

チャガルチ
市場

国際市場

南浦駅

釜山港大橋

広安大橋

■bシャトルバス付
（追加代金不要）

港 南
ナンポ

浦駅

ツアー名 主な訪問地 所要時間 代金

釜
山 

10/28 

（日）

早めぐり釜山市内観光 龍頭山公園、釜山タワー、国際市場 約3.5時間 85,000ウォン〈お食事：なし〉

免税店・アウトレットでのお買物三昧 新世界免税店、
ロッテモール（アウトレットモール） 約7時間 130,000ウォン

 蒸し蟹料理の昼食付

新旧名所を巡る釜山1日観光 松島海上ロープウェイ、ロッテ免税店、
龍頭山公園、釜山タワー、国際市場 約7.5時間 145,000ウォン

 カルビの昼食付

世界遺産 古都・慶州観光 古墳公園、慶州博物館、仏国寺 約8.5時間 145,000ウォン
 プルコギの昼食付

■オプショナルツアー（予定／別代金・おとなおひとり様） 記載マークについて  食事付のツアーです。

オプショナルツアー
共通のご案内

●旅行企画・実施：日本クルーズ客船（株）　●表示金額はおとなおひとり様の代金で、別代金（消費税込）となります。代金はすべて船上でのお支払いとなります。
●各コースの詳細・最少催行人員・お申し込み方法につきましては、出発前にお渡しする日程表にてご案内いたします。
●掲載の外貨建ての旅行代金は概算です。最終日程表にて日本円でご案内いたします。　※参考レート（2018年6月現在） 1ウォン≒0.12円
●掲載のツアーは、このパンフレットでのお申し込みを受け付けておりません。　●記載のオプショナルツアーは、諸事情により変更または中止となる場合がございます。

南浦駅に隣接

緑の芝に覆われた23の古墳が密集し、大陵苑とも呼
ばれる世界遺産。天馬塚は内部見学もできます。

かつて朝鮮半島を初めて統一し栄華を極めた新羅王朝の古都であった慶州（キョンジュ）
は、今もなお新羅王朝の歴史遺産が街のあちこちにあり、まるで奈良の都を思わせます。
新羅王朝時代は奈良時代と同時期で市内には世界文化遺産に登録されている史跡が
多く観光客がたえません。

慶州の各古墳や遺跡から発掘された美術品を1カ所に
取りまとめる博物館です。

霊山として信仰を集めてきた山の西麓に広がる仏教寺院で、境内には新羅仏教芸
術の傑作と称えられる7つの国宝が現存し、韓国の名勝・史跡第1号にも指定されて
いるほか、1995年にはユネスコ世界文化遺産に登録されました。

古
コブンゴンウォン

墳公園 ■o

国
クンニプキョンジュパンムルグァン

立慶州博物館 ■o

仏
プルグッサ

国寺 ■o

※このパンフレットに掲載の写真はすべてイメージで、
　オプショナルツアーや自由行動で訪問できる場所も含まれております。
　■oのマークがついている写真の観光地は、オプショナルツアーで訪れることができます。

船上デッキからゆったり
花火を観賞

びいなすの食

（イメージ）

瀬戸大橋

10/26 夕食  アニバーサリーディナーと
フリードリンク（銘柄指定）
料理長厳選の食材を就航20周年に相応しく華やか
な一皿に仕上げました。丹精込めたお料理の数々を
お楽しみください。お食事中はフリードリンク（銘柄
指定）となります。
※サロンクラスの方は通常のドリンクに加えシャンパンを

サービスします。

10/28 夕食
滋味豊かな秋の山海
の幸を一層美味しく
引き立てる、料理長
こだわりの日本料理
をお楽しみください。

お食事は1日最大8回！
※ティータイムを含む

（写真はすべてイメージです）

ご朝食

ご昼食 お夜食

オープンバーでは、
終日、コーヒー・紅茶・指定の

ソフトドリンクを無料で
お楽しみいただけます。

明石海峡大橋

（オプショナルツアーで
訪れることができます）

遺産

世界
文化

瀬戸内海クルージング
10／29は風光明媚な多島海の瀬戸内海を日中に航行。瀬戸大橋、明石海峡大橋の通過など瀬戸内海ならではの景観をお楽しみいただけます。

20周年記念のオリジナルクリア
ファイルをプレゼント
お1人様1枚、デザイン2種
類のうちいずれかを差し上
げます。
※デザインはお選びいただけません。
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海外単コースペラ　18.052301kaseno→060101kaseno→061301kaseno→

112998_PV_busanFW_o

●健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、認知症
の方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、そのほか特別の配慮を必要
とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。
（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ぐにお申し出ください。）あらためて当社から
ご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
●6ヵ月未満のお子様はご乗船いただけません。

お申し込み時の
注意事項と
ご案内

●アレルギー対応の食事を希望される方は事前にお申し出ください。
●妊婦の方はお申し込み時に必ずお申し出ください。クルーズによりましてはご乗船をお断りする場合
がございます。詳しくはお問い合わせください。
●2歳以上小学生以下のお子様には、昼食・夕食に限りお子様用メニューをご用意できますので、お申し込み時にお選びください。
●客室番号について：使用する客室番号を指定することができます。ただし、先着順となりますので
ご希望に添いかねる場合もございます。お申し込み時にお問い合わせください。

このクルーズはびいなす倶楽部
特典の対象となるクルーズです。

びいなす倶楽部とはびいなすクルーズをご愛顧くださるリピータークラブです。
ご入会には一度ぱしふぃっく びいなすのクルーズにご乗船いただく必要があります。
客室並びに船内クルーズデスク、フロントに申込書をご用意しております。

洋上の楽園

◆就航：1998年4月 ◆総トン数：26,594トン 
◆乗客数：620名 ◆全長：183.4m ◆幅：25.0m

週末利用

I

2018年10月26日（金）～10月29日（月）
【神戸発着 3泊4日】

F

■個人情報の取り扱いについて
（1）当社は、旅行申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、お客様との間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運送・宿泊機関等（主要な運送・宿
泊機関等については当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に
記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。）の提供する
サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続（以下「手配
等」といいます。）に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時
の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土
産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運
送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、あらかじめ電子的方法
等で送付することによって提供いたします。お申し込みいただく際には、こ
れらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の
商品やサービスの御案内、当社の商品やキャンペーンの御案内のため
に、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。

（2）当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡
先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病が
あった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に
使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に
提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
＊また、当社では（1）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（2）アンケート
のお願い。（3）特典サービスの提供。（4）統計資料の作成｡（5）当社の旅行商品
のご案内。に、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｡

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、海外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。

海外危険情報について
海外クルーズの場合、渡航先（国または地域）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。お申し込みの際に販売店にご確認ください。海外渡航関連情報
は、外務省海外安全相談センターなどでもご確認いただけます。
外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/
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●お申し込みの前には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りください。
■募集型企画旅行契約
この旅行は、当社が実施する募集型企画旅行で、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。又契約
の内容・条件はこのパンフレット、別途お渡しする旅行条件書、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。
■お申し込みの方法と契約の成立
（1）申込書に所定の事項を記入し、1名あたり下記のお申込金のお支払い

が必要になります。申込金は旅行代金又は取消料もしくは違約料のそれ
ぞれ一部として取り扱います。なお、申込書にお客様のローマ字氏名を
記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりに
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
交替の場合に準じて同様の手数料をいただきます。

（2）電話等の通信手段にてご予約の場合、予約の時点では契約は成立していません。
当社が予約の承諾をする旨を通知した日から起算して3日以内に、前項に定める
金額の申込金と申込書を提出していただきます。なお、お客様から当該期間内に
申込金の提出がなされないときには当社は予約がなかったものとして取扱います。

（3）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します。
■お申し込み条件
（1）20歳未満の方は保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者の同伴を条件とします。
（2）健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障害

のある方、認知症の方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の
方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、そのほか
特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮
が必要となる旨をお申し出ください。（旅行契約成立後にこれらの状態になった
場合も直ぐにお申し出ください。）あらためて当社からご案内申し上げますので、
旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。

（3）前号のお申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲内でこれ
に応じます。これに際してお客様の状況および必要とされる措置につい
てお伺いし、又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。

（4）当社は旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師によ
る「お客様の健康情報」（所定書式）の提出、コースの一部について内容を変更す
ることを条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配
することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約の解除
をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客
様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。

（5）6ヵ月未満のお子様はご乗船できません。
■旅行代金の支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、60日目に当たる日以降、31日目に当
たる日より前に（ピーク時の海外クルーズは41日目に当たる日より前に）お支払いいただきます。

■旅行代金に含まれるもの
（1）旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃・料金（この運賃・料金

には、運送機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対
応する為、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律
に課せられるものに限ります。以下同様）を含みません）。

（2）旅行日程に含まれる送迎バス等の運賃・料金
（3）旅行日程に明示した船内の宿泊・食事・船内イベント参加費用（一部材料費を除く）
（4）手荷物の運搬料金（各交通機関の規定に基づく）
〔注〕上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても、払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
前項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（1）飲料代、クリーニング代、電報・電話料等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
（2）運送機関の課す付加運賃
（3）疾病、傷害に関する治療費
（4）出発地までおよび解散地からの交通費、宅配便代、その他個人的費用
（5）希望者のみ参加する各寄港地でのオプショナルツアーの旅行代金
（6）お客様のご希望によりお一人部屋を利用される場合の追加料金
（7）任意の海外旅行保険料並びに携帯品保険料
（8）渡航手続諸費用（旅券印紙代、査証代、予防接種料金、渡航手続取扱料金等）
（9）客室タイプ変更による追加代金
■旅行代金の額の変更
運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、
旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更に
なった時は、旅行代金の額を変更することがあります。取り消しによって利用人
数が変更となった場合は、取り消したお客様より所定の取消料をいただきます。
■お客様の交替
お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することがで
きます。この場合当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただ
きます。その際1名様につき10,000円の手数料をいただきます。取消料が10,000
円を下回る場合、取消料をもって交替の費用とさせていただきます。なお、1室ご利用
のお客様全員が交替される場合は取消扱いとなり、所定の取消料をいただきます。
■旅行条件の基準期日
このパンフレットに記載された旅行サービス内容および旅行条件は、2018年
4月1日現在を基準として算定しております。
■取消料等
お申し込み後、お客様のご都合により取消になる場合、及び旅行代金が所
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、
下記の料率で取消料（又は違約料）を申し受けます。

■当社による旅行契約の解除
参加者数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかった時は、旅行を
中止します。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日
目（ピーク時に旅行を開始するものについては33日目）に当たる日より前に、
旅行を中止する旨をお客様に通知いたします。
■確定書面
確定された最終日程表は旅行開始日の前日（旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って7日前に当たる日以降に申し込みされた場合には出発当日）までにお送りします。
■その他の事項に関しては、当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

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、お申し込みください。

お申込金 旅行代金の20％

旅行契約の解除日 取消料
ピーク時の旅行である場合、41日前まで

40日前から31日前まで〃
旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

31日前まで
30日前から3日前まで

旅行開始日の前々日から当日まで
旅行開始後または無連絡不参加

無  料
旅行代金の 10％

無  料
旅行代金の 20％
旅行代金の 50％
旅行代金の100％

（注）ピーク時とは、12月20日～1月7日、4月27日～5月6日、7月20日～8月31日の期間をいいます。
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●お問い合わせ・お申し込みは下記へ 日本で最初のクルーズ専門旅行会社 
観光庁長官登録旅行業第1294号　（一社）日本旅行業協会正会員・（一社）日本外航客船協会会員
クルーズのゆたか倶楽部株式会社

旅行企画
実　　施

東京・本社

大阪営業所

横浜営業所

〒101‒0044
東京都千代田区鍛冶町2‒5‒15 ゆたか倶楽部ビル
総合旅行業務取扱管理者 クルーズマスター　永井ひろみ
〒530‒0001
大阪市北区梅田1‒11‒4 大阪駅前第4ビル 2階
総合旅行業務取扱管理者 クルーズコンサルタント　大久保俊之
〒231‒0002
横浜市中区海岸通1‒1 横浜港国際客船ターミナル
総合旅行業務取扱管理者 クルーズコンサルタント　富永哲也

☎（03）5294-6261（代）
☎（06）6455-0931（代）
☎（045）227-8211（代）

01_ゆたか倶楽部　（H1・H4　BK） 01_ゆたか倶楽部　（H1・H4　BK）約款：国内B 海外DF　ほか：I 約款：国内B 海外DF　ほか：I

お申込金 旅行代金の10％

海外&ロング、申込金10%
（2018下、「以上」取り）

全室海側の「洋上の我が家」

ゲームコーナー

医師と看護師が乗船
しているので安心
船内の医務室にてお客様の健康管
理のお手伝いをいたします。万が一ご
気分が悪くなったり、体調がすぐれな
い場合はご相談ください。

大きな荷物の移動も
ラクラクで身軽な旅を
クルーズの魅力は、目覚めれば次の
寄港地という身体にやさしい旅行で
す。乗下船時に宅配便（有料）をご利
用いただくと大きな荷物を持たずに乗
船でき、旅行中の荷物の移動もほと
んどなく、身軽に観光できます。

❖ 気軽に楽しめるクルーズの魅力 ❖

（1003）エレガント ダイニングサロン
〈グラン・シエクル〉

ロイヤルスイートルーム A（1001 1002）B（1003 1004）
定員2名（65㎡ 10階、展望バス・トイレ・バルコニー付）　
※ブルーレイプレーヤー、
　Eメール・インターネット閲覧専用ノートパソコン付

スイートルーム
定員2名

（35㎡ 10階、バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー付

ステートルーム
E・F・G・H・J
定員 E：2名 F〜J：2〜3名

（15.3㎡ シャワー・トイレ付）
※H・Jは丸窓

ロイヤルスイートルーム
スイートルーム 特別なサービスでおもてなし

♦専用ダイニングで専属シェフによる特別
なメニューときめ細やかなサービスで
おもてなし。二人掛けテーブルでゆった
りとお食事をお楽しみいただけます。
※ダイニングサロンは未就学児童の方は
ご利用いただけません。

♦乗船日にはお部屋にウェルカム
スイーツをお届けします。

 E :9階 
 F :8階 

 G :6階 
 H :6・5階 

 J :5階

共通の客室設備 テレビ、冷蔵庫、クローゼット、ドレッサー、金庫、
タオル、ドライヤー、ウォシュレット型トイレ

※客室の面積にはバルコニーを含みます。　
※各客室階には、無料でご利用いただけるセルフランドリーがございます。
※客室を含む船内はすべて禁煙です（スモーキングコーナーをご利用
ください）。
※救命ボート、乗下船用タラップなど客船固有の設備のために、一部
眺望が妨げられる客室がございます。

サロン
クラス

サロン
クラス

サロン
クラス

デラックス
ルーム
定員2名

（23.5㎡ 9階、
バス・トイレ付）
※ブルーレイ
　プレーヤー付

追加代金無しでご利用いただけます
■お食事時のお飲み物（一部銘柄は除く）　■ルームサービス（アルコール飲料
を除くお飲み物・軽食）■お部屋のミニバーセット　■冷蔵庫内のお飲み物　
■映画ソフト（DVD）の貸出　■ロイヤルスイートルームのランドリークリーニン
グサービス　■ロイヤルスイートルームのEメール・インターネット閲覧サービス

クルーズ中に誕生日をお迎えのお客様にはパティシエ特製バース
デーケーキと記念写真を、ハネムーンや結婚記念日にご乗船のお客
様、金婚式（50周年）、エメラルド婚式（55周
年）、ダイヤモンド婚式（60周年）、プラチナ婚
式（75周年）の結婚記念の年にご乗船のお客
様には記念写真（船長の署名入りカ
ード・特製フォトフレーム付）をプレゼ
ント。ご夕食時に専属バンドの生演奏
で特別な日に華を添えます。
※クルーズお申し込み時に
　旅行会社にお申し出くだ
　さい。

記念日を洋上で 素敵な思い出を

パティシエ特製
バースデーケーキ

記念写真　
（特製フォトフレーム付）

船内イベント

アカシアオルケスタ ～ドラマティック・ナイト～
ボーカルの藤原岬率いる
音楽は、ロックをはじめ、
ジャズ、ラテン、昭和歌謡、
テクノ・ポップなど幅広い
世界観を繰り広げます。時
には優しく、時には力強く
表現されるステージを是
非、お楽しみください。

A
アーク＝ルクス

rk=Lux スーパーナイトショー

世界大会優勝のジャグリング・ベリーダンス・視覚アートトリックなど各分野のスペ
シャリストによるメンバーで構成されたチームArk=Lux（アーク＝ルクス）がぱしふぃっく 
びいなすに初登場。最新のLED機材や衣装を用いた「光」を操るエンターテイメント
を音楽に合わせて、大道芸やパフォーマンスショーを交えたスペシャルバージョンで
お届けします。

社交ダンスタイム

韓国をもっと楽しもう
・「韓国語講座」 あいさつや旅先でのお役立ちワード

などをご紹介。
・「クイズイベント」 韓国雑学問題にチャレンジ。

身体を動かしてリフレッシュ
・目覚めスッキリ！「モーニングウォーク」や「ラジオ

体操」
・プロのダンス講師による「社交ダンス教室（初心者

向け）」

スポーツゲームでお友達づくり
チームプレーの「シャッフルボード」や「スカットボー
ル」など様々なスポーツゲームで。

夢中になれる手作り体験
ハロウィンにちなんだ「アート＆クラフト教室」や「折
り紙教室」

ご自宅でも役立つ情報が
いっぱいのイベント

・「料理長によるクッキング教室」 ご家庭でも美味し
く再現できる簡単レシピをご紹介。

・「スカーフ教室」 いろいろな結び方を覚えて、日常
の装いに彩りを。

・「風呂敷教室」 便利な活用法をご紹介。

頭の体操には簡単で楽しいゲームを
・世界中で人気のカードゲーム「ウノ」や世代を超え

て楽しめるテーブルゲームを。
・12階ゲームコーナーではルーレット、ブラックジャ

ックゲーム、スロットマシンを。

音楽に癒されるひととき
アフタヌーンタイムやカクテルタイムでは、専属バ
ンドによる生演奏をお楽しみください。

航海中は多彩なイベントやアクティビティ・プログラムに参加し、クルーズライフを満喫しましょう。
船内スタッフがバラエティに富んだ楽しいイベントをお届けします。

カジュアルな服装で過ごせます。
気軽にクルーズをお楽しみいただけるようドレスコード（夕方
以降の服装規定）は全てカジュアルに設定しています。
カジュアル

〈男性〉 襟付きのシャツにスラックスなど
〈女性〉 ブラウスとスカート、スラックスなどの快適な服装
※Tシャツ、ジャージ、極端なダメージのあるジーンズ、サンダル履きはご遠慮ください。

ハロウィンマグネット
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●健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、認知症
の方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、そのほか特別の配慮を必要
とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。
（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ぐにお申し出ください。）あらためて当社から
ご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
●6ヵ月未満のお子様はご乗船いただけません。

お申し込み時の
注意事項と
ご案内

●アレルギー対応の食事を希望される方は事前にお申し出ください。
●妊婦の方はお申し込み時に必ずお申し出ください。クルーズによりましてはご乗船をお断りする場合
がございます。詳しくはお問い合わせください。
●2歳以上小学生以下のお子様には、昼食・夕食に限りお子様用メニューをご用意できますので、お申し込み時にお選びください。
●客室番号について：使用する客室番号を指定することができます。ただし、先着順となりますので
ご希望に添いかねる場合もございます。お申し込み時にお問い合わせください。

このクルーズはびいなす倶楽部
特典の対象となるクルーズです。

びいなす倶楽部とはびいなすクルーズをご愛顧くださるリピータークラブです。
ご入会には一度ぱしふぃっく びいなすのクルーズにご乗船いただく必要があります。
客室並びに船内クルーズデスク、フロントに申込書をご用意しております。

洋上の楽園

◆就航：1998年4月 ◆総トン数：26,594トン 
◆乗客数：620名 ◆全長：183.4m ◆幅：25.0m

週末利用

I

2018年10月26日（金）～10月29日（月）
【神戸発着 3泊4日】
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■個人情報の取り扱いについて
（1）当社は、旅行申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、お客様との間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運送・宿泊機関等（主要な運送・宿
泊機関等については当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に
記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。）の提供する
サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続（以下「手配
等」といいます。）に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時
の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土
産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運
送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、あらかじめ電子的方法
等で送付することによって提供いたします。お申し込みいただく際には、こ
れらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の
商品やサービスの御案内、当社の商品やキャンペーンの御案内のため
に、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。

（2）当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡
先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病が
あった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に
使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に
提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
＊また、当社では（1）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（2）アンケート
のお願い。（3）特典サービスの提供。（4）統計資料の作成｡（5）当社の旅行商品
のご案内。に、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｡

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、海外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。

海外危険情報について
海外クルーズの場合、渡航先（国または地域）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。お申し込みの際に販売店にご確認ください。海外渡航関連情報
は、外務省海外安全相談センターなどでもご確認いただけます。
外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/
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●お申し込みの前には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りください。
■募集型企画旅行契約
この旅行は、当社が実施する募集型企画旅行で、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。又契約
の内容・条件はこのパンフレット、別途お渡しする旅行条件書、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。
■お申し込みの方法と契約の成立
（1）申込書に所定の事項を記入し、1名あたり下記のお申込金のお支払い

が必要になります。申込金は旅行代金又は取消料もしくは違約料のそれ
ぞれ一部として取り扱います。なお、申込書にお客様のローマ字氏名を
記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりに
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
交替の場合に準じて同様の手数料をいただきます。

（2）電話等の通信手段にてご予約の場合、予約の時点では契約は成立していません。
当社が予約の承諾をする旨を通知した日から起算して3日以内に、前項に定める
金額の申込金と申込書を提出していただきます。なお、お客様から当該期間内に
申込金の提出がなされないときには当社は予約がなかったものとして取扱います。

（3）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します。
■お申し込み条件
（1）20歳未満の方は保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者の同伴を条件とします。
（2）健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障害

のある方、認知症の方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の
方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、そのほか
特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮
が必要となる旨をお申し出ください。（旅行契約成立後にこれらの状態になった
場合も直ぐにお申し出ください。）あらためて当社からご案内申し上げますので、
旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。

（3）前号のお申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲内でこれ
に応じます。これに際してお客様の状況および必要とされる措置につい
てお伺いし、又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。

（4）当社は旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師によ
る「お客様の健康情報」（所定書式）の提出、コースの一部について内容を変更す
ることを条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配
することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約の解除
をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客
様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。

（5）6ヵ月未満のお子様はご乗船できません。
■旅行代金の支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、60日目に当たる日以降、31日目に当
たる日より前に（ピーク時の海外クルーズは41日目に当たる日より前に）お支払いいただきます。

■旅行代金に含まれるもの
（1）旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃・料金（この運賃・料金

には、運送機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対
応する為、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律
に課せられるものに限ります。以下同様）を含みません）。

（2）旅行日程に含まれる送迎バス等の運賃・料金
（3）旅行日程に明示した船内の宿泊・食事・船内イベント参加費用（一部材料費を除く）
（4）手荷物の運搬料金（各交通機関の規定に基づく）
〔注〕上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても、払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
前項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（1）飲料代、クリーニング代、電報・電話料等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
（2）運送機関の課す付加運賃
（3）疾病、傷害に関する治療費
（4）出発地までおよび解散地からの交通費、宅配便代、その他個人的費用
（5）希望者のみ参加する各寄港地でのオプショナルツアーの旅行代金
（6）お客様のご希望によりお一人部屋を利用される場合の追加料金
（7）任意の海外旅行保険料並びに携帯品保険料
（8）渡航手続諸費用（旅券印紙代、査証代、予防接種料金、渡航手続取扱料金等）
（9）客室タイプ変更による追加代金
■旅行代金の額の変更
運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、
旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更に
なった時は、旅行代金の額を変更することがあります。取り消しによって利用人
数が変更となった場合は、取り消したお客様より所定の取消料をいただきます。
■お客様の交替
お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することがで
きます。この場合当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただ
きます。その際1名様につき10,000円の手数料をいただきます。取消料が10,000
円を下回る場合、取消料をもって交替の費用とさせていただきます。なお、1室ご利用
のお客様全員が交替される場合は取消扱いとなり、所定の取消料をいただきます。
■旅行条件の基準期日
このパンフレットに記載された旅行サービス内容および旅行条件は、2018年
4月1日現在を基準として算定しております。
■取消料等
お申し込み後、お客様のご都合により取消になる場合、及び旅行代金が所
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、
下記の料率で取消料（又は違約料）を申し受けます。

■当社による旅行契約の解除
参加者数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかった時は、旅行を
中止します。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日
目（ピーク時に旅行を開始するものについては33日目）に当たる日より前に、
旅行を中止する旨をお客様に通知いたします。
■確定書面
確定された最終日程表は旅行開始日の前日（旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って7日前に当たる日以降に申し込みされた場合には出発当日）までにお送りします。
■その他の事項に関しては、当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

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、お申し込みください。

お申込金 旅行代金の20％

旅行契約の解除日 取消料
ピーク時の旅行である場合、41日前まで

40日前から31日前まで〃
旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

31日前まで
30日前から3日前まで

旅行開始日の前々日から当日まで
旅行開始後または無連絡不参加

無  料
旅行代金の 10％

無  料
旅行代金の 20％
旅行代金の 50％
旅行代金の100％

（注）ピーク時とは、12月20日～1月7日、4月27日～5月6日、7月20日～8月31日の期間をいいます。

01_ゆたか（海外申込金注意）　2018●釜山花火　●秋のクルーズ合冊　●長崎くんち

●お問い合わせ・お申し込みは下記へ 日本で最初のクルーズ専門旅行会社 
観光庁長官登録旅行業第1294号　（一社）日本旅行業協会正会員・（一社）日本外航客船協会会員
クルーズのゆたか倶楽部株式会社

旅行企画
実　　施

東京・本社

大阪営業所

横浜営業所

〒101‒0044
東京都千代田区鍛冶町2‒5‒15 ゆたか倶楽部ビル
総合旅行業務取扱管理者 クルーズマスター　永井ひろみ
〒530‒0001
大阪市北区梅田1‒11‒4 大阪駅前第4ビル 2階
総合旅行業務取扱管理者 クルーズコンサルタント　大久保俊之
〒231‒0002
横浜市中区海岸通1‒1 横浜港国際客船ターミナル
総合旅行業務取扱管理者 クルーズコンサルタント　富永哲也

☎（03）5294-6261（代）
☎（06）6455-0931（代）
☎（045）227-8211（代）

01_ゆたか倶楽部　（H1・H4　BK） 01_ゆたか倶楽部　（H1・H4　BK）約款：国内B 海外DF　ほか：I 約款：国内B 海外DF　ほか：I

お申込金 旅行代金の10％

海外&ロング、申込金10%
（2018下、「以上」取り）

全室海側の「洋上の我が家」

ゲームコーナー

医師と看護師が乗船
しているので安心
船内の医務室にてお客様の健康管
理のお手伝いをいたします。万が一ご
気分が悪くなったり、体調がすぐれな
い場合はご相談ください。

大きな荷物の移動も
ラクラクで身軽な旅を
クルーズの魅力は、目覚めれば次の
寄港地という身体にやさしい旅行で
す。乗下船時に宅配便（有料）をご利
用いただくと大きな荷物を持たずに乗
船でき、旅行中の荷物の移動もほと
んどなく、身軽に観光できます。

❖ 気軽に楽しめるクルーズの魅力 ❖

（1003）エレガント ダイニングサロン
〈グラン・シエクル〉

ロイヤルスイートルーム A（1001 1002）B（1003 1004）
定員2名（65㎡ 10階、展望バス・トイレ・バルコニー付）　
※ブルーレイプレーヤー、
　Eメール・インターネット閲覧専用ノートパソコン付

スイートルーム
定員2名

（35㎡ 10階、バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー付

ステートルーム
E・F・G・H・J
定員 E：2名 F〜J：2〜3名

（15.3㎡ シャワー・トイレ付）
※H・Jは丸窓

ロイヤルスイートルーム
スイートルーム 特別なサービスでおもてなし

♦専用ダイニングで専属シェフによる特別
なメニューときめ細やかなサービスで
おもてなし。二人掛けテーブルでゆった
りとお食事をお楽しみいただけます。
※ダイニングサロンは未就学児童の方は
ご利用いただけません。

♦乗船日にはお部屋にウェルカム
スイーツをお届けします。

 E :9階 
 F :8階 

 G :6階 
 H :6・5階 

 J :5階

共通の客室設備 テレビ、冷蔵庫、クローゼット、ドレッサー、金庫、
タオル、ドライヤー、ウォシュレット型トイレ

※客室の面積にはバルコニーを含みます。　
※各客室階には、無料でご利用いただけるセルフランドリーがございます。
※客室を含む船内はすべて禁煙です（スモーキングコーナーをご利用
ください）。
※救命ボート、乗下船用タラップなど客船固有の設備のために、一部
眺望が妨げられる客室がございます。

サロン
クラス

サロン
クラス

サロン
クラス

デラックス
ルーム
定員2名

（23.5㎡ 9階、
バス・トイレ付）
※ブルーレイ
　プレーヤー付

追加代金無しでご利用いただけます
■お食事時のお飲み物（一部銘柄は除く）　■ルームサービス（アルコール飲料
を除くお飲み物・軽食）■お部屋のミニバーセット　■冷蔵庫内のお飲み物　
■映画ソフト（DVD）の貸出　■ロイヤルスイートルームのランドリークリーニン
グサービス　■ロイヤルスイートルームのEメール・インターネット閲覧サービス

クルーズ中に誕生日をお迎えのお客様にはパティシエ特製バース
デーケーキと記念写真を、ハネムーンや結婚記念日にご乗船のお客
様、金婚式（50周年）、エメラルド婚式（55周
年）、ダイヤモンド婚式（60周年）、プラチナ婚
式（75周年）の結婚記念の年にご乗船のお客
様には記念写真（船長の署名入りカ
ード・特製フォトフレーム付）をプレゼ
ント。ご夕食時に専属バンドの生演奏
で特別な日に華を添えます。
※クルーズお申し込み時に
　旅行会社にお申し出くだ
　さい。

記念日を洋上で 素敵な思い出を

パティシエ特製
バースデーケーキ

記念写真　
（特製フォトフレーム付）

船内イベント

アカシアオルケスタ ～ドラマティック・ナイト～
ボーカルの藤原岬率いる
音楽は、ロックをはじめ、
ジャズ、ラテン、昭和歌謡、
テクノ・ポップなど幅広い
世界観を繰り広げます。時
には優しく、時には力強く
表現されるステージを是
非、お楽しみください。

A
アーク＝ルクス

rk=Lux スーパーナイトショー

世界大会優勝のジャグリング・ベリーダンス・視覚アートトリックなど各分野のスペ
シャリストによるメンバーで構成されたチームArk=Lux（アーク＝ルクス）がぱしふぃっく 
びいなすに初登場。最新のLED機材や衣装を用いた「光」を操るエンターテイメント
を音楽に合わせて、大道芸やパフォーマンスショーを交えたスペシャルバージョンで
お届けします。

社交ダンスタイム

韓国をもっと楽しもう
・「韓国語講座」 あいさつや旅先でのお役立ちワード

などをご紹介。
・「クイズイベント」 韓国雑学問題にチャレンジ。

身体を動かしてリフレッシュ
・目覚めスッキリ！「モーニングウォーク」や「ラジオ

体操」
・プロのダンス講師による「社交ダンス教室（初心者

向け）」

スポーツゲームでお友達づくり
チームプレーの「シャッフルボード」や「スカットボー
ル」など様々なスポーツゲームで。

夢中になれる手作り体験
ハロウィンにちなんだ「アート＆クラフト教室」や「折
り紙教室」

ご自宅でも役立つ情報が
いっぱいのイベント

・「料理長によるクッキング教室」 ご家庭でも美味し
く再現できる簡単レシピをご紹介。

・「スカーフ教室」 いろいろな結び方を覚えて、日常
の装いに彩りを。

・「風呂敷教室」 便利な活用法をご紹介。

頭の体操には簡単で楽しいゲームを
・世界中で人気のカードゲーム「ウノ」や世代を超え

て楽しめるテーブルゲームを。
・12階ゲームコーナーではルーレット、ブラックジャ

ックゲーム、スロットマシンを。

音楽に癒されるひととき
アフタヌーンタイムやカクテルタイムでは、専属バ
ンドによる生演奏をお楽しみください。

航海中は多彩なイベントやアクティビティ・プログラムに参加し、クルーズライフを満喫しましょう。
船内スタッフがバラエティに富んだ楽しいイベントをお届けします。

カジュアルな服装で過ごせます。
気軽にクルーズをお楽しみいただけるようドレスコード（夕方
以降の服装規定）は全てカジュアルに設定しています。
カジュアル

〈男性〉 襟付きのシャツにスラックスなど
〈女性〉 ブラウスとスカート、スラックスなどの快適な服装
※Tシャツ、ジャージ、極端なダメージのあるジーンズ、サンダル履きはご遠慮ください。

ハロウィンマグネット
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