神鉄観光がおすすめするクルーズの旅
ぱしふぃっく びいなす

日程

入港

9/11

出港

寄港地

17:00 神戸

（火）

にっぽん丸

「撮影：三好 和義」

2018年9月11日（火）〜9月14日（金）
【神戸発京都舞鶴着 3泊4日】
シングル120

■ご旅行代金
（2名様1室利用/お1人様）
（単位／円・消費税込）
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

旅行代金

105,000

111,000

117,000

129,000

147,000

195,000

243,000

にっぽん丸ゆかりの寄港地から旬の食材を集めてとっておきのディナーを‥。

2018年9月26日（水）〜9月30日（日）
【神戸発東京着 4泊5日】
■ご旅行代金
（2名様1室利用/お1人様）
（単位／円・消費税込）
客室タイプ

コンフォート
ステート

スーペリア
ステート

デラックス
ツイン

デラックス
ベランダ

デラックス
シングル

ジュニア
スイート

旅行代金

199,000

215,000

317,000

352,000

423,000

457,000

●お食事／朝食3回・昼食2回・夕食3回

●お食事／朝食4回・昼食4回・夕食4回
日程

入港

出港

寄港地

17:00 神戸

（金）

10/6

ー

（土）

ー

飛鳥Ⅱ

「撮影：高橋 敦史」

日程

入港

11/4

軍艦島周遊

10/7 10:30 23:00
長崎
（日）

11/5

10/8 08:00 17:00
上五島（青方）
10/9 08:00 17:00
天草（牛深）
（火）
10/10 18:00

11/6 09:00
（火）

（月）

長崎くんち観覧

神戸発
長崎くんち・上五島・天草クルーズ
神戸

（水）

専用マス席から豪華絢爛な祭礼の「長崎くんち」
をゆったり観覧。

長崎くんち
観覧席付

2018年10月5日（金）〜10月10日（水）
【神戸発着 5泊6日】
■ご旅行代金
（2名様1室利用/お1人様）
（単位／円・消費税込）

出港

17:00

（日）

沖ノ島・浅茅湾周遊

（月・祝）

東京

神戸発
秋の味覚クルーズ〜松島・館山〜

■1名様1室利用代金、1室3名利用代金とこども代金はお問い合わせ下さい。
※お1人様でご利用いただける客室には限りがございます。
※添乗員：同行しません。
（船内スタッフがお世話します。）

10/5

寄港地

（土）

9/30 16:30
（日）

■シングル120：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は2名1室代金の120％となります。
■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Jは2名様1室代金の130％、
ステートルームF・G・
Hは2名様1室代金の120％、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。
※お1人様でご利用いただける客室には限りがございます。 ※添乗員：同行しません。
（船内スタッフがお世話します。）

ぱしふぃっく びいなす

出港

18:00 神戸

9/27 16:30 19:00 東京
（木）
9/28 08:00 16:30 館山
（金）
9/29 10:00 17:00 石巻

（金）

国賀海岸や通天橋など自然が作り上げた雄大で美しい景観が魅力の島へ。

入港

（水）

9/12 13:00 17:00 博多
（水）
9/13 08:00 17:00 隠岐島
（木）
9/14 09:00
京都舞鶴

神戸発
初秋の隠岐島・京都舞鶴クルーズ

日程

9/26

ー

ー

寄港地

神戸

★スペシャル
ステージ
（夜）

クルージング

★スペシャル
ステージ
（午後）

神戸

神戸発着
ザ・グレン・ミラーオーケストラ
クルーズ

神戸から珠玉の名曲にひたる船旅へ。洋上で堪能するスウィング・ジャズ。

2018年11月4日（日）〜11月6日（火）【神戸発着 3日間】
■ご旅行代金
（2名様1室利用/お1人様）
（単位／円・消費税込）

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

旅行代金

215,000

230,000

240,000

260,000

280,000

360,000

510,000

客室タイプ

K：ステート

旅行代金

98,000

※

F：ステート

E：バルコニー

D：バルコニー
D3：ディートリプル

C：スイート

A：アスカ
スイート

120,000

138,000

142,000

218,000

278,000

■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。
※お1人様でご利用いただける客室には限りがございます。※添乗員：同行しません。
（船内スタッフがお世話します。）

■客室をお1人様でご利用の場合には、客室K、F、E、Dは130％、C、Aは160％の割増代金となります。
※お1人様でご利用いただける客室には限りがございます。※添乗員：同行しません。
（船内スタッフがお世話します。）
※Kステートは眺望がさまたげられます。

●お食事／朝食５回・昼食５回・夕食５回

●お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回

飛鳥Ⅱ

JTB
チャータークルーズ
飛鳥Ⅱで航く！

チャーター船で行く！神戸発 紅葉と味覚 秋を愉しむ
日本一周クルーズ碧彩季航 11日間 ゆったりと船旅を楽しみながら

美しき日本の秋を11日間で堪能。
日程

10/21

入港

「撮影：中村 庸夫」

2018年10月21日
（日）
〜10月31日
（水）
【神戸港発
■ご旅行代金
（2名様1室利用/お1人様）
（単位／円・消費税込）
客室タイプ
早期全額
支払割引代金
旅行代金

K：ステート

※

490,000

F：ステート

580,000

※
（

新神戸駅着／新大阪駅着／京都駅着 10泊11日】

）
内はシングル利用旅行代金

E：バルコニー

660,000

D：バルコニー
D3：ディートリプル

690,000

（637,000）

（754,000）

（858,000）

（897,000）

500,000

590,000

670,000

700,000

（650,000）

（767,000）

（871,000）

奥入瀬渓流
（イメージ）

（910,000）

早期全額支払割引代金

2018年7月31日
（火）
までのお申込かつ全額ご入金が条
件となります。

■3名様1室利用代金はお問い合わせ下さい。
■このクルーズはチャータークルーズのため、船会社発行の各種
優待券、日本郵船株主ご優待割引券はご利用いただけません。

●お食事／朝食10回・昼食9回・夕食10回
（神戸港発）

※お1人様でご利用いただける客室には限りがございます。※添乗員：10/21神戸港から10/31横浜港まで同行します。※Kステートは眺望がさまたげられます。
※10/22
（月）
横浜では船外に出られません。

出港

寄港地

16:00 神戸

（日）

10/22 15:00 17:00 横浜
（月）
10/23 ー
ー 終日航海
（火）
10/24 08:00 17:00 八戸
（水）

10/25 10:00 19:30 秋田
（木）
10/26 10:00 21:00 七尾
（金）
10/27 ー
ー 終日航海
（土）

10/28 08:00 17:00 唐津
（日）
10/29 08:00 17:00 別府
（月）
10/30
（火）

ー

10/31 09:00
（水）

ー

終日航海
（四国沖）
横浜

旅 行 条 件（ 要 約 ）

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししていますので、事前にご確認の上、お申込みください。

■募集型企画旅行契約
この旅行は（株）JTB（東京都品川区東品川2-3-11 観光庁長官登
録 旅行業第64号。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。
■旅行のお申込み及び契約の成立
●旅行のお申込みは、所定の申込書にご記入のうえ、申込金として
お一人様あたり下記金額を添えてお申込みください。申込金は、旅
行代金又は、取消料もしくは違約料の一部として充当します。募集
型企画旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した
ときに成立したものとします。
旅行代金（お一人様） ６万円未満
12,000円
申込金

10万円未満 15万円未満 15万円以上
20,000円 30,000円 旅行代金の20%

●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国内ク
ルーズは13日目にあたる日より前に、海外クルーズは21日目にあ
たる日より前（お申込みが間際の場合は当社が指定する期日）まで
にお支払いいただきます。
●当社は、電話・郵便・ファクシミリ等による募集型企画旅行契約の
予約申込みを受け付けることがあります。この場合、電話等による
予約申込みの翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出し
ていただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場
合、当社は申込みはなかったものとして取り扱います。
■旅行代金に含まれるもの、含まれないもの
（1)旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した船舶、航空機、バス、鉄道などの運賃。
●旅行日程に明示した食事、船内のイベント参加費（一部材料費を
除く）、ホテルの代金。
（2）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て
いません。その一部を例示します）
●傷害疾病に関わる医療費及び諸費用、国内／海外旅行保険、並
びに携行品保険。
●アルコール等飲料の代金、クリーニング、電報・電話料、その他追
加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス科。
●船内での有料サービス。
●寄港地での希望者のみ参加されるオプショナルツアーの費用。
●出発地まで、及び解散地からの交通費、その他の個人的費用。
●渡航手続き関係諸費用（旅券印刷代・査証料・予防接種料金・渡
航手続き取り扱い料金）。
■確定書面（最終日程表）
●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日目に当たる日以降に申込まれた場合
は旅行開始日）
までに交付します。
■旅行契約内容・旅行代金の変更
●当社、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、当初の運行計画によらない運送サー
ビスの提供等の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、止むを得ないときは旅行を中止、
または旅行の変更をすることがあります。
■旅程保証
●当社は別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、別
表に記載する変更補償金を支払います。ただし、次の場合（運送・宿
泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわら
ず、運送・宿泊機関などの座席、部屋、その他の諸設備の不足が発
生したことによるものを除きます）は変更補償金は支払いません。
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行
サービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービス
の提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措
置。なお、変更補償金は旅行者1名に対し、1旅行契約につき旅行
代金の15%を限度とします。また、変更補償金が千円未満であると
きは、変更補償金は支払いません。
■お申込み条件
●お申込み時点で20歳未満の方のみでご参加の方は保護者の同
意書が必要です。旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行
を条件とさせていただきます。
（飛鳥Ⅱは保護者の方同室にてお願
いいたします。）旅行開始時点で生後6ヶ月未満の乳幼児の乗船は
できません。
●健康を害している方、車いす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、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、
妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、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
も直ちにお申し出ください。改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。
●前述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、お客様の状況及び必要とされ
る措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくこ
とがあります。
●所定の「健康アンケート」の提出をお願いする場合があります。
●旅行の安全と円滑な実施の為に、前述に該当する方のご旅行参加
に関しては介助者／同伴者の同行などを条件とさせていただくか、
ご参加をお断りさせていただく場合があります。なお、電動車椅子の
船内でのご使用はできません。また、通船を使っての上陸地では、車
椅子でのテンダーボート、地元ボートへのご乗船はできません。
●お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の理由により、医師の診
断又は治療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅
行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきま
す。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
●お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、
コースにより別途条件でお受けすることがあります。
●お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨
および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
●お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、また団体行動の円滑な実
施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断
りすることがあります。
■添乗員同行の有無
●10月21日（日）
ご出発JTBチャータークルーズ日本一周11日間
は添乗員が同行いたします。他の4コースにつきましては添乗員は
同行いたしませんが船内係員がお世話いたします。
■取消料等
●旅行契約締結後、お客様のご都合により取消になる場合、旅行
代金に対し、下記の料率で取消料を申し受けます。
〈国内旅行〉
取 消 日
21日前まで
旅行開始日の前日から
20日前から8日前まで
起算してさかのぼって
7日前から2日前まで
旅行開始日の前日
旅行開始日の当日（旅行開始後を除く）
旅行開始後又は無連絡不参加

取 消 料
無
料
旅行代金の 20%
旅行代金の 30%
旅行代金の 40%
旅行代金の 50%
旅行代金の 100%

〈チャーター船利用の場合〉
契 約 解 除 の 日
1）91日前まで
旅行開始日の
2）90日前から61日前まで
前日から
3）60日前から31日前まで
起算して
4）30日前から21日前まで
さかのぼって
5）20日前から3日前まで
6）2日前、前日、当日（出港後を除く）
7）出港後または無連絡不参加

取消料（お１人様）
無
料
旅行代金の 5%
旅行代金の 10%
旅行代金の 20%
旅行代金の 30%
旅行代金の 50%
旅行代金の 100%

■旅行者の交替
●上記取消料が発生する日以降の交替の場合、当社の承諾を得て
お一人様につき１万円の手数料をお支払いただいたときは、別の方
に交替することができます。
●一室ご利用のお客様全員が交替される場合はキャンセル扱いとなります。
■お客様に対する責任及び免責事項
●当社は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）の履行にあ
たって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、そ
の損害を賠償する責に任じます。但し、荷物の場合はお１人最高15
万円を限度とします。
●お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は賠償の責任
を負いません。
a. 天災地変・戦乱・暴動又は、これらのために生じる旅行日程の変
更もしくは旅行の中止。
b. 運送・宿泊機関の事故もしくは火災又は、これらのために生じる
旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
c. 官公署の命令又は伝染病による隔離。
d. 自由行動中の事故。 e.食中毒。 f.盗難。

g. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更等又はこれらによって
生じる旅行日程の変更・目的滞在時間の短縮。
■お客様の責任
●お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為もしくは、
お客様が当社の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った
ときは、お客様に対し損害の賠償を申し受けます。
■特別補償
●当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款（募集型
企画旅行契約の部）の特別補償規定で定めるところにより、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、そ
の生命、身体又は手荷物に関し被られた一定の損害補償につい
て、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。但し、
お客様の故意、酒酔い運転、又は危険な運転中の事故によるもの
であるときは、補償金、見舞金はお支払いいたしません。
■基準日
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2月1日現在を基準として算定しております。
■その他
●その他の事項については当社の旅行条件書によります。
■最少催行人員：2名様
個人情報の取り扱いについて
（１）当社らは、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された
項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご
提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意
ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であっ
て、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサー
ビスの受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、
ご依頼をお引受できないことがあります。取得した個人情報は「受託販
売欄」に記載された（総合）旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を
代理してご対応いたします。
（２）当社らは、前号により取得し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、お客様がお申込みいただいた旅行
において旅行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
続に必要な範囲内で利用し、また、お申込みいただいたパンフレットに
記載された運送・宿泊機関など及び保険会社、手配代行者に対し、電
子的方法等で送付することにより提供いたします。
その他、当社らは、①当社ら及び当社ら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。
（３）当社は、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等におい
て、本項（１）により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部
を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を
当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情
報を預託いたします。
（４）当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電
話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最
小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利
用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業
案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただ
いた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
なお、お客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出窓口、お客様の
個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データ
の管理を行っている当社のグループ企業については、株式会社ジェイ
ティービーのホームページ（http://www.jtbcorp.jp/jp/privacy/）
をご参照ください。
（５）当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保
有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。こ
の場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に
係る個人データを、予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。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望さ
れる場合は、お申込店に出発前までにお申し出下さい。

国内旅行保険加入のおすすめ
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険を
かけられますよう、おすすめいたします。ご希望のお客様には、
保険加入手続のご便宜をおはかりします。
〈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のある方は、ご相談させていただきますので
必ずお申込時にお申し出ください。

説明会を実施いたします！
詳しくは神鉄観光株式会社までお問い合わせください。
●旅行企画・実施

●受託販売
（お申込み・お問い合わせ）
観光庁長官登録旅行業第1761号

（2018年4月1日以降）

株式会社

JTB

（1月1日に
（株）
ジェイティービーから商号変更）
観光庁長官登録旅行業 第64号
一般社団法人日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11 〒140-8602

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

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、御遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。

日本旅行業協会正会員

神鉄観光株式会社

（営業時間：10：00〜17：00 土日祝日
（年末年始）
定休）
お電話は、平日 9：00〜18：00

TEL.078-521-1321
FAX.078-521-1422

神鉄観光のホームページからもお申し込み頂けます。 神鉄観光

運航会社：日本クルーズ客船株式会社 ぱしふぃっく びいなす、郵船クルーズ株式会社 飛鳥Ⅱ、商船三井客船株式会社 にっぽん丸
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