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ツアーの特徴 世界遺産登録地を
訪ねるツアーです。

各寄港地で人気の
ツアーです。

穴場スポットを訪ねる
ツアーです。

食 事 食事付きのツアーです。

健脚レベル
観光バス、列車等によるツ
アーです。平地での短い距離
の歩行を伴います。

左記よりアクティブなツアーです。階
段の上り下りや舗装されていない道
での歩行などを含みます。

さらに活動的なツアーです。ハイキ
ングなどを含みます。体力に自信の
ある方にのみお勧めします。

車いす 車いすでご参加いただける
ツアーです。

旅程の一部を車いすでご参加いた
だけるツアーです。

※車いすでご参加いただけるツアーおよび一部車い
すでご参加いただけるツアーに共通して、移動に
利用するバスまたは車両には、乗降用のリフトは
ございません。

この度は、ダイヤモンド・プリンセス日本発着クルーズにご予約いただき、
誠にありがとうございます。
寄港地観光ツアー(ショアエクスカーション)とは、各寄港地から催行
するオプショナルツアーのことで、皆様の船旅が更に想い出深く楽し
いものとなるよう企画された小旅行のことです。
本冊子は、ご予約いただいたクルーズの各寄港地における寄港地観光
のコースとお申し込み方法についてまとめたものです。お申し込み前に
必ずご一読いただきますようお願い申し上げます。

海外催行のツアーについて
海外で催行される寄港地観光ツアー（ショアエクスカーション）について、株式会社カーニバル・ジャパンは、
ツアーまたはサービスを提供するツアー運行会社の取り次ぎをしているに過ぎません。旅行条件については、
プリンセス・クルーズの旅行条件が適用されます。プリンセス・クルーズの旅行条件（英語）は、以下ホーム
ページに記載しておりますので、そちらをご確認ください。
http://www.princess.com/legal/excursion_terms_conditions/

ツアー旅程
この冊子に掲載されているすべてのツアーの旅程は、当日の交通状況、天候、その他の事由により訪問順序
が変更となる場合があります。予めご了承ください。

ツアー参加時の服装など
全てのツアーは歩行を伴います。歩き易い靴と服装でご参加ください。また、風の強い場所を訪れる場合や朝
夕は冷え込む場合があります。防寒着、ウインドブレーカーなどをご持参ください。
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beyond2020プログラムとは
2020年以降を見据え、日本の強みである地域性豊かで多様性に富んだ文化を活かし、成熟社会に
ふさわしい次世代に誇れるレガシーの創出に資する文化プログラムが「beyond2020プログラム」
です。弊社が日本国内で企画・実施するダイヤモンド・プリンセスの寄港地観光ツアーはこのプログ
ラムの認証を受けております。

ベトナム フエ王宮（イメージ）ベトナム フエ王宮（イメージ） 台北 九份（イメージ）台北 九份（イメージ）
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お申込みについて（お申込みの前に必ずお読みください）

ツアーのお申込み方法
①ご乗船前（３週間前まで）のお申込み
『プリンセス・クルーズ　ホームページ』または『プリンセス・クルーズ お客様専用受付デスク』より、
以下の方法にてお申込みください。

（1）ホームページからの申込み
プリンセス・クルーズ ホームページ（http://www.princesscruises.jp）

④送信後、受付完了メール（自動配信）をお送りいたします。
　※メールのドメイン指定受信を設定されている方は、メールを受信できるよう設定が必要
　となります。以下のドメインを受信できるよう設定をお願いします。
　　＠kikochiopt.jp
⑤お申込み内容に対する回答は、後日メールにてご案内いたします。
※ホームページからは、新規お申込みのみとさせていただき、変更・キャンセルはお電話で
下記専用受付デスクへお申し出ください。

（2）電話でのお申込み
寄港地観光 お客様専用受付デスク電話番号：03-4446-9615
（受付時間：平日10：30～12：30、13：30～17：30、土・日・祝日休業)
受付けの際に、代表者氏名、同行者氏名、ツアー番号、全員の生年月日、代表者住所、電話番号
などをお伺いします。

※休み明け（特に月曜日の午前中）は、電話が大変混み合ってかかりにくい場合があります。予めご
了承ください。

※予約状況により回答までにお時間をいただく場合がございます。また、コースによっては満席で
お取り出来ない場合がございますのでお早めにお申込みください。

※乗船前の寄港地観光お申込みは、ホームページ、電話ともにご乗船日３週間前まで受付けいた
します。尚、変更・キャンセルの受付けは乗船日10日前までとさせていただき、以降は乗船後
に船内ショアエクスカーション・デスクにて手続きくださいますようお願いいたします。

※ご注意
上記お客様専用受付デスクでは、寄港地観光の予約に関する内容のみ承ります。
それ以外は、お申込みの旅行会社にお問い合わせください。

②ご乗船の３週間前以降およびご乗船後のお申込み
船内ショアエクスカーション・デスク備付けの申込書にご記入のうえ、船内にてお申込みください。

※乗船後にお申込みの場合は、満席によりご希望のコースが取れない場合がございます。ご乗船前
にご予約されることをお勧めします。

お申込みについて（お申込みの前に必ずお読みください）

受付け開始日
専用デスクでの受付開始日については、申込み旅行会社より別途ご案内させていただきます。尚、一部の
ツアーについては、受付開始日前に前受けする場合があります。詳しくは受付デスクにご確認ください。

お申込み条件
受付けの際に伺いました、お名前、ツアー番号、生年月日がプリンセスの予約と合致しない場合（未登録
も含む）はご予約できません。お申込み旅行会社にお伝えいただきご確認後、再度お申込みください。

確認書
ホームページよりお申込みをされた場合は、メールアドレスあてにメールにて「確認書」を送付します。
また、電話にてお申込みをされた場合は、お申込み代表者宛に郵送いたします。「確認書」がメールまた
は郵送にて届きましたら必ず開封の上、お申込み内容に誤りがないか必ずご確認をお願いします。

キャンセル待ち
ご希望のコースが満席でお取りできない場合でお客様から特別にご要望があった場合、キャンセル待ち
としてお預かりします。ただし、キャンセル待ちの記録がお取りできたか否かの確認は、弊社から連絡い
たしませんので、ご乗船後にお部屋に届くツアーチケットにて必ずご確認ください。船内での確認、問い
合わせは5階ショアエクスカーション・デスクにて承ります。また、空席が出ない場合もございますので、
第ニ希望のコースをご予約いただくことをお勧めします。尚、キャンセル待ちをお取消しになる場合も、
通常予約の変更・キャンセルと同様、ご乗船日10日前までにご連絡ください。
また、一切キャンセル待ちができないコースもございますので予めご了承ください。

ツアーチケット（参加券）
ご乗船前にお申込みをされた寄港地観光の「ツアーチケット(参加券)」は、ご乗船後お部屋にお届け
いたします。「ツアーチケット(参加券)」が届かない場合は、お手数ですがショアエクスカーション・デ
スクにお申し出ください。また、申込んだ覚えのないツアーチケットが届いた場合、お手数ですが届い
た当日にショアエクスカーション・デスクにお届けくださいますようお願いいたします。尚、船内ショア
エクスカーション・デスクでお申込みの場合「ツアーチケット(参加券)」は、その場でのお渡しを原則と
しますが、状況によりお部屋にお届けする場合もございます。集合時刻・集合場所など、ツアー当日の
詳細については「ツアーチケット(参加券)」に英語で記載されております。券面の記載事項を必ずご確
認ください。
※ツアーの出発・到着時刻や旅程などは、運行上の事由により、予告なく変更になる場合があります。
万一、「ツアーチケット(参加券)」配布後に変更があった場合、船内でのご案内となる場合があります。
ご注意ください。

ツアー料金
すべてのツアー料金は米ドル（$）表示となります。表示料金は、別途案内する場合を除き、そのコース
の旅程に記されたサービス、食事代、ガイド料、施設入場料などを含みます。

子供料金
ツアー料金に子供料金が設定されている場合は、3歳以上12歳以下のお子様に適用となります。尚、
3歳未満の乳児で座席を使用しない場合は無料となり、お申込みの必要はございません。

に進みますので、「個人情報の取扱に
ついて」に同意いただき、フォームに
ご記入の上確認、ご送信ください。

寄港地観光ツアー
お申込フォーム

①トップページ中ほどの
　メニューバー右端の

をクリック

をクリック
②日本発着クルーズ
　ショアエクスカーション
　（寄港地観光ツアー）内の

③「同意して進む」を
　クリックすると

ご予約されたお客様へ

寄港地観光ツアー
お申込フォームはこちら

スマホはこちらから！
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お申込みについて（お申込みの前に必ずお読みください） お申込みについて（お申込みの前に必ずお読みください）

ベトナム入国に関して
15日以内の滞在の場合、原則的にビザは必要ありませんが、前回のベトナム出国日から30日以内に
再入国する場合は査証が必要となります。査証取得については、お申込みの旅行会社にお問合せください。
　

お支払いについて
ツアー料金は、すべて船内でのお支払いとなり、お申込み代表者の船内会計に加算・請求させていた
だきます。同室の方と複数でお申込みの場合は、代表者に一括請求となります。なお、ツアー料金は、
船内でご利用いただいた他の有料サービスと共に「寄港地観光ツアー料」の名目で精算書に記載さ
れます。また、クレジットカードでお支払いいただいた場合、寄港地観光は「カーニバル・ジャパン」か
らの請求となり、他の船内会計とは別に明細書に記載されます。予めお含みおきください。
※ご同室の参加者のツアー代金を個別にご精算されたい場合は、お申込み時にお申し出いただくか、
ご乗船後に船内ショアエクスカーション・デスクにお申し付けください。尚、お申込み時にお申し出
いただく場合は、同室のお客様の生年月日が必要となります。

募集定員
すべてのツアーに募集定員があります。お申込み順に受付けいたしますが、コースによっては満席の
場合がございます。お早目にお申込みになることをお勧めします。

変更・キャンセルについて
ご乗船日１０日前までの変更・キャンセルは、お申込み専用デスクにお電話にてお申し出ください。ご乗
船日９日前以降の変更・キャンセルは、ご乗船後船内ショアエクスカーション・デスクにて承ります。
なお、キャンセルの場合、お申し出の時期により取消料がかかる場合がございます。また、国内と海
外の寄港地観光ツアーとでは取消料規定が異なります。国内寄港地観光ツアーについては旅行条
件書をご参照ください。乗船日当日に船内にて寄港地観光ツアーのキャンセルをお申し出いただい
た場合、取消料はかかりません。海外の寄港地観光ツアーについては、船内ショアエクスカーション・
デスクにて案内している「キャンセルの締切り時間」より前にキャンセルされた場合は、取消料はか
かりません。ただし、締切り後のキャンセルは100％の取消料がかかります。ご注意ください。

ツアーの催行中止
各ツアーコースに記載されている最少催行人数に満たない場合や悪天候などによりツアーの催行を
中止することがあります。詳しくは旅行条件書をご参照ください。

ガイド
この冊子に掲載された寄港地観光ツアーは、基本的に日本語を話すガイドが同行いたします。ただし、
「ガイドなし」と明記されているツアーにガイドは同行いたしません。

お手荷物
貴重品、コート類、傘、カメラ、ハンドバッグなど個人の手荷物は、ツアー実施中、各個人の責任で管理
をお願いします。観光中に車中に貴重品などの荷物を放置しないよう十分にご注意ください。

ツアーの出発時間帯／到着時間帯
各ツアーの出発時刻は、埠頭への着岸時刻、
入国審査等により前後する場合がありますが、
概ね右記の表を目安としております。

ツアーの集合時刻
各ツアーの船内での集合時刻は、ツアーチケット（参加券）に記載されていますが、船の到着が遅れた
場合や不測の事態により出発時刻の変更、または状況により中止になることがございます。なお、
各ツアーの出発時刻は、最後のバスが埠頭から出発する時刻です。
船内の指定集合場所には、時間に余裕を持ってお集まりください。グループでご参加される場合、集
合・出発時刻が同一でも、バスの車両が分かれてしまう場合があります。同一行動をお取りになりたい
場合は、集合場所の係員にその旨をお申し出ください。
※指定の集合場所で集合時刻に受付けをされなかった場合は、「無連絡不参加」の取消し扱いとなり返
金はございません。ご注意ください。

※本冊子に記載の出発時間帯とツアーチケット（参加券）記載の出発時刻が異なっている場合は、
ツアーチケット（参加券）記載の出発時刻を優先とします。

観光地での注意事項
寺院、神社、遺跡、歴史的建造物、博物館などでは内部の写真やビデオ撮影の禁止、入場の際服装規
定など各種制約があります。詳しくはガイドにご確認ください。

バスなど運輸機関について
バスなど運輸機関の設備は、各寄港地・訪問国により格差がございます。一部空調設備のない車両や
一般用のバス（路線バスなど）を使用する場合がございますので予めご了承ください。なお、運輸機関
の車内はすべて禁煙です。

日本国内ツアーの企画・実施
株式会社カーニバル・ジャパン
（観光庁長官登録旅行業第1942号）
一般社団法人日本旅行業協会正会員（JATA）
住所：東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル６階
総合旅行業務取扱管理者： 猪股富士雄

＊各寄港地におけるツアー運行会社は、該当寄港地観光ツアー紹介ページに記載しています。

日本国内のツアー運行会社
会社名： JTBグローバルマーケティング＆トラベル
          （観光庁長官登録旅行業第1723号）
住　所： 東京都品川区東品川2-3-14　東京フロントテラス6階

会社名： 東武トップツアーズ株式会社
　　　 （観光庁長官登録旅行業第38号）
住　所： 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー

海外のツアーの企画・実施
台　湾
会社名： Golden Foundation Tours Corp.
住　所： Room 504, 142, 5Fl., Chung Hsiao E. Road, Sec. 4, Taipei, Taiwan, R.O.C.

香　港
会社名： The Travel Advisers Ltd.
住　所： Room 906, South Seas Centre, Tower 2, 75 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong

ベトナム
会社名： Viet Excursions. Co., Ltd.
住　所： 51, Road♯4, Him Lam,Tan Hung ward, Dist.7, Ho Chi Minh City, Vietnam

朝
6:00～8:00

午 前
8:00～12:00

昼
12:00～13:00

午 後
13:00～17:00

夕 刻
17:00～19:00

夜
19:00～23:00
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よくある質問と回答

Q-1 予約済みの寄港地観光ツアーの
確認はどのようにしたらよいですか？

A-1 お申込み専用デスクにホームページからお
申込みの場合はメールにて、電話でお申込
みをされた場合は郵送にて確認書を代表
者宛てにお送りいたしますので、そちらで
ご確認ください。

Q-4 寄港地観光ツアーに子供だけで
参加できますか？

A-4 できません。18歳未満の方は、親または保
護者の同伴を参加条件とさせていただき
ます。

Q-6 乗船後、寄港地観光ツアーの申込
み、問合せは船内のどこでできま
すか？

A-6 デッキ5（プラザ・デッキ）のショアエクスカー
ション・デスクにて受け付けております。

Q-7 各寄港地観光ツアーにガイドは
つきますか？

A-7 「自由観光」と「ガイドなし」と記載されてい
るツアーを除き、全てのツアーにガイドが
つきます。

Q-8 ガイドにチップを渡す必要は
ありますか？

A-8 日本国内の寄港地観光ツアーでは、チップ
の必要はありません。海外の寄港地では、
ガイドへのチップはお客様のご判断にお任
せいたしますが、おおよその目安は、お一
人様につき半日観光で＄2、終日観光で＄5
程度です。

Q-10 寄港地観光ツアー参加中にショッピングの時間はありますか？

A-10 多くの寄港地観光ツアーでショッピングの
時間が設けられています。ただし、旅程上十
分に時間を確保できない場合があります。
予めご了承ください。尚、チャンメイ・カイラ
ン（ベトナム）では500ドン（3円弱）以下の
お釣りは切り捨てられます。ショッピングの
際はご注意ください。

Q-11 各寄港地のお土産屋などでクレジットカードは使えますか？

A-11 店舗によってはカードの利用が出来ない場合
があります。現金も併せてご持参される事を
お勧めいたします。

Q-12 ツアー中または寄港地ではどのよう
な服装をしたらよいですか？ また、
必要な持ち物は何ですか？

A-12 クルーズ中は、寄港地や季節により気温や
天候が大きく変化します。場所によっては
防寒着などをお持ちになることをお勧めし
ます。ツアーには履き慣れた靴でご参加く
ださい。海外の寄港地での外貨購入や免税
品購入に備え、パスポートのコピーをお持
ちください。

Q-13 身体に障害のある方にお勧めの
ツアーはありますか？

A-13 身体に障害のあるお客様が寄港地観光に参
加する場合、ご予約前に必ずご相談くださ
い。健脚レベルの低いツアーや車いすでも
参加が可能なツアー（ツアーごとの車いす
マークを参照）のご予約をお勧めします。寄
港地によっては上陸の際にテンダーボート
（船を沖に停め、船～岸壁間を移動するボー
ト）を使用することもあり、車いすでのご参
加が難しい場合がございます。船側の判断
で上陸や寄港地観光のご参加をお断りする
場合もありますので予めご了承ください。

Q-14 ツアー参加中にバスの中で待っている事は可能ですか？

A-14 バスの中での待機の可否については当日ガ
イドまたはドライバーにご確認ください。

Q-16 ツアーバスが遅れた場合、船に乗り遅れませんか？

A-16 プリンセス・クルーズのツアーバスが何ら
かの事情で港へ戻るのが遅くなっても、船
に乗り遅れることはございません。但し、寄
港地にてご自分で観光ツアーを手配した
場合には、船内新聞に記載の「最終乗船時
間」までに十分余裕を持って船にお戻りく
ださい。

Q-17 海外の寄港地での安全対策はどのように行っていますか？

A-17 プリンセス・クルーズではお客様の安全を
最優先に考慮しています。プリンセス・ク
ルーズは最善の安全対策をとりますが、寄
港中は現地の情勢を考慮し、ご自身の責任
で安全に行動していただくようお願いいた
します。

Q-15 寄港地でのトイレ事情はどのようになっていますか？

A-15 各観光施設でのトイレの有無やツアー中の
トイレ休憩のタイミングについては、当日
ガイドがご案内します。海外の寄港地では
トイレの使用が有料であったり、トイレット
ペーパーが用意されていなかったり、日本
と習慣や使用方法が異なる場合がありま
す。ガイドの案内に従ってください。

Q-2 予約済みの寄港地観光ツアーを
キャンセルできますか？

A-2 可能です。キャンセル方法は本冊子P.4「お
申込みについて」の変更・キャンセルについ
ての項目をご参照ください。

Q-9 海外の港で両替はできますか？

A-9 海外の寄港地では港に外貨両替所が設置
されている場合もありますが、念のため日
本国内で現地通貨をご用意いただく事を
お勧めいたします。

Q-5 寄港地観光ツアーについての
質問はどこにすれば良いですか？

A-5 お客様専用受付デスクでは本冊子掲載ツ
アーの受付のみを承っております。寄港地
観光以外の質問等は、お申し込みの旅行会社
にお問合せください。

Q-3 海外の寄港地で入国ビザは
必要ですか？

A-3 日本国籍のお客様は、台湾、香港（マカオ）、
中国、ベトナム（過去30日以内にベトナム
入国歴が無いお客様に限る）のビザ（査証）
が免除されています。日本国籍以外のお客
様は、ご自身でお申込みの旅行会社にご相
談ください。
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主な見どころ

A知覧
島津家の統治時代に藩士の拠点として栄えた
町で、往時の姿を伝える武家屋敷や庭園が続
く町並みから「薩摩の小京都」とも呼ばれてい
ます。

B指宿（いぶすき）
薩摩半島の南端にある温泉地指宿は「砂む
し」で有名です。80度以上の温泉熱で温めら
れた砂風呂に入る独特の入浴法が体験でき
ます。

C桜島
鹿児島湾（錦江湾）に浮かぶ桜島は、鹿児島の
代表的な景色となっています。今も活発に活
動を続ける活火山で、有史以来30回を超える
大規模噴火を記録しています。

D 池田湖
太古の火山活動によって形成された周囲
15km、最大水深233mの九州最大のカルデラ
湖です。指宿市の天然記念物に指定されている
体長1.8m・胸回り60cm・体重20kgもの大う
なぎが数多く生息している神秘的な湖です。

E 知覧特攻平和会館
知覧にあった特攻隊の出撃基地に建てられた
この施設では、戦闘機の展示をはじめ、若くし
て命を落とした特攻隊員の写真や手紙が展
示されています。

G 霧島温泉
さまざまな温泉地からなる霧島温泉には、滝
や噴水を配した大きなプールを取り囲むよう
に小さなプールを幾つも配した温泉ドームな
ど、ユニークな温泉施設がそろっています。

H維新ふるさと館
明治維新を中心に薩摩藩や幕末の日本の歴
史について展示しており、近隣には西郷隆盛
誕生地、大久保利通生い立ちの地、大山巌誕
生地などがあります。

F 仙巌園（磯庭園）
薩摩藩主島津光久によって17世紀に建てら
れた別邸で、庭園からは桜島と鹿児島湾を一
望する風景が楽しめます。園内には歴史を感
じさせる見どころが多く、尚古集成館では、島
津家や薩摩藩の歴史を学ぶことができます。

池田湖（イメージ）池田湖（イメージ）

D

【最少催行人数】 20名

鹿児島終日観光
Best of KagoshimaKOJ-104

ツア一番号1

旅 程所要時間 約7時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/22（水）［M003］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 119
$ 129

※天候により桜島がご覧になれない場合があります。　※歩行の困難なお客様にはお勧めしません。

C F

港出発 ➡　 ➡ 酒蔵見学 ➡　 ➡ 仙巌園・尚古集成館（昼食・見学） ➡　 ➡  鹿児島港 ➡　　　
　  フェリー ➡ 桜島港 ➡　 ➡ 有村溶岩展望所 ➡　 ➡ 桜島港 ➡　  フェリー ➡ 鹿児島港
➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 20名

指宿砂風呂と薩摩伝承館
Ibusuki Sand Bath, Satsuma Denshokan MuseumKOJ-154

ツア一番号2

旅 程所要時間 約7時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/22（水）［M003］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 129
$ 149

※薩摩伝承館では、1階でのフラッシュ撮影、2階での撮影は禁止されています。 
※入れ墨・タトゥーのある方、心疾患・高血圧・皮膚疾患・呼吸器疾患の方、飲酒されている方はご入浴いただけません。

B D

港出発 ➡　 ➡ ホテルにて砂蒸し/昼食 ➡　 ➡ 薩摩伝承館 ➡　 ➡ 池田湖〈写真ストップ〉
➡　 ➡  港到着

鹿児島
桜島を望む名庭園・仙厳園や、薩摩
藩士の歴史を紹介する博物館など、
格調高い文化あふれる街です。
砂むし風呂で有名な指宿や霧島温泉
郷など、温泉地を訪ねるのもおすす
めです。

桜島（イメージ）桜島（イメージ）

東武トップツアーズ株式会社ツアー
運行会杜

香
港

基
隆（
台
北
）

那
覇

カ
イ
ラ
ン

鹿
児
島

チ
ャ
ン
メ
イ

港 ツアー番号 ツアー名
料金（$）

大人 子供
所要時間 頁

KOJ-104

KOJ-154

KOJ-204

KOJ-209

KOJ-234

KOJ-264

OKA-209

OKA-294

KE1-109

KE1-129

KE1-144

KE1-189

KE1-204

KE1-384

CM1-104

CM1-114

CM1-119

CM1-124

CM1-139

CM1-209

HB1-129

HB1-204

HKG-104

HKG-114

HKG-204

HKG-869

HKG-280

129

149

89

79

89

59

74

59

129

144

99

49

74

69

139

99

99

79

129

99

94

74

179

139

69

134

72

119

129

69

59

65

49

69

49

119

144

89

49

74

69

89

69

49

39

89

49

49

39

129

99

49

124

65

 7時間 

 7時間 

 5時間 

 5時間 

 6時間 

 4時間 

 5時間30分 

 3時間30分 

 8時間 

 8時間 

 8時間 

 7時間 

 5時間30分 

 4時間30分 

 8時間 

 8時間 

 7時間30分 

 5時間 

 8時間 

 7時間 

5時間30分

3時間30分

 8時間 

 7時間 

 5時間 

 5時間 

9

9

10

10

10

10

11

11

14

14

15

15

15

15

16

16

17

17

17

17

18

18

19

19

20

20

20

1 鹿児島終日観光

2 指宿砂風呂と薩摩伝承館

3 桜島火山と仙巌園・尚古集成館

4 維新ふるさと館、仙巌園・尚古集成館と照國神社

5 霧島温泉と霧島神宮（食事なし）

6 知覧武家屋敷と知覧特攻平和会館

1 おきなわワールドと国際通り

2 那覇ショートツアー

1 故宮博物院、中正紀念堂と寺めぐり

2 台北人気スポット巡り

3 天燈上げと九份ツアー

4 台北自由観光 ※ガイドなし

5 故宮博物院と中正紀念堂

6 九份散策とお茶を楽しむ

1 フエ王宮とトゥドゥック帝廟

2 ダナンとホイアン

3 ホイアン終日観光

4 ダナン市内観光

5 フエ王宮とティエンムー寺、フォーン川クルーズ

6 ダナンとビーチ

1 禅寺参拝と紅河デルタの農村訪問

2 ハロン湾ジャンク船クルーズ

1 香港終日観光

2 ランタオ島と天壇大仏・寶蓮寺

3 香港半日観光

4 香港ナイトツアー

5 香港乗り降り自由 市内循環観光バス乗車券(ガイドなし)

海　外

－

寄港地観光ツアー（ショアエクスカーション）一覧
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【最少催行人数】 20名

桜島火山と仙巌園・尚古集成館 
Highlights of KagoshimaKOJ-204

ツア一番号3

旅 程所要時間 約5時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/22（水）［M003］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 69
$ 89

※天候により桜島がご覧になれない場合があります。
※歩行の困難なお客様にはお勧めしません。

C F

港出発 ➡　 ➡ 鹿児島港 ➡ 　 フェリー ➡ 桜島港 ➡　 ➡ 有村溶岩展望所 ➡　 ➡ 桜島港 ➡   　
　 　フェリー ➡ 鹿児島港 ➡　 ➡ 仙巌園・尚古集成館 ➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 20名

維新ふるさと館、仙巌園・尚古集成館と照國神社
Shokoshuseikan & Ishin Furusato Museum, Garden & Terukuni ShrineKOJ-209

ツア一番号4

旅 程所要時間 約5時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/22（水）［M003］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 59
$ 79

※天候により桜島がご覧になれない場合があります。
※歩行の困難なお客様にはお勧めしません。

F H

港出発 ➡　 ➡ 仙巌園・尚古集成館 ➡　 ➡ 城山展望所〈写真ストップ〉 ➡　 ➡ 維新ふるさと館
➡　 ➡ 照國神社 ➡　 ➡ 港到着 

【最少催行人数】 20名

霧島温泉と霧島神宮（食事なし）
Krishima OnsenKOJ-234

ツア一番号5

旅 程所要時間 約6時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/22（水）［M003］ 午前発 / 夕刻着

子供1名様

大人1名様

$ 65
$ 89

※食事なしのプランとなります。
※ホテル内のレストランは、日帰り入浴の方はご利用いただけません。前後に船でお食事をおとりください。
※バスタオルの貸出しは有料となります（フェイスタオルは無料）。 ※霧島ホテルを利用する場合は、一部混浴となります。
※入れ墨・タトゥーのある方、心疾患・高血圧・皮膚疾患・呼吸器疾患の方、飲酒されている方はご入浴いただけません。

G

港出発 ➡　 ➡ 霧島神宮 ➡　 ➡ 霧島温泉（入浴） ➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 20名

知覧武家屋敷と知覧特攻平和会館 
Chiran Samurai House & Chiran Peace MuseumKOJ-264

ツア一番号6

旅 程所要時間 約4時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/22（水）［M003］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 49
$ 59

※歩きやすい服装と靴でご参加ください。

A E

港出発 ➡　 ➡ 知覧特攻平和会館 ➡　 ➡ 知覧武家屋敷 ➡　 ➡ 港到着

主な見どころ

Aおきなわワールド
鍾乳石の数100万本以上、全長5000メー
トルで国内最大級といわれる天然記念物
の鍾乳洞・玉泉洞に入洞します。また、旧盆
の先祖供養の集団舞踊「エイサー」など、沖
縄の伝統芸能が楽しめます。

C国際通り
行政機関、民間企業が立地する業務集積
地に隣接しており、約600の店が軒を連
ねています。デパート、レストラン、サービ
ス、雑貨店や、お土産店などの観光客を
対象としたたくさんの店舗でにぎわって
います。「人に優しい街・歩いて楽しい
街」をコンセプトに掲げ、様々なイベント
も行っています。

Bニライカナイ橋
ニライカナイとは、沖縄で遙か東の彼方に
あるとされる楽園のこと。「ニライカナイ橋」
は、ニライ橋とカナイ橋の二つの橋がくっつ
いて大きなU字カーブのようになっており、
上を走るのが『ニライ橋』、下を走るのが『カ
ナイ橋』。この二つの橋を合わせて「ニライカ
ナイ橋」と呼ばれています。絶景スポットと
ドライブコースとして有名です。

A

エイサー （イメージ）エイサー （イメージ）

B

ニライカナイ橋（イメージ）ニライカナイ橋（イメージ）

那覇
（イメージ）（イメージ）

ツアー
運行会杜

琉球庭園の「識名園」、沖縄の自然と文化、
歴史が体感できる「おきなわワールド」など
名所が多数。アグー豚やソーキそばなど
沖縄グルメも楽しみ。

株式会社JTBグローバル
マーケティング＆トラベル

国際通り（イメージ）国際通り（イメージ）

C

【最少催行人数】 25名

おきなわワールドと国際通り
Okinawa World & Kokusai Street OKA-209

ツア一番号1

旅 程所要時間 約5時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
2/1（土）［M003］ 午後発 / 夜着

子供1名様

大人1名様

$ 69
$ 74 A C

※玉泉洞内は急な階段があります。歩行の困難なお客様にはお勧めしません。

港出発 ➡　 ➡ おきなわワールド（玉泉洞含む） ➡　 ➡ 国際通り（フリータイム／買い物）
➡　 ➡ 港到着

B

【最少催行人数】 25名

那覇ショートツアー
Easy NahaOKA-294

ツア一番号2

旅 程所要時間 約3時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
2/1（土）［M003］ 午後発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 49
$ 59

※このツアーは基本的にバス車内から風景を楽しむツアーです。

港出発 ➡　 ➡ 平和祈念公園〈写真ストップ〉 ➡　 ➡ ニライカナイ橋（車窓） ➡ 港到着
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ダイヤモンド・プリンセス

日本発着クルーズ
海外寄港地観光のご案内

このページ以降に掲載の海外において実施される寄港地観光は、
株式会社カーニバル・ジャパンが企画・実施するものではありません。
プリンセス・クルーズおよび株式会社カーニバル・ジャパンは、
ツアーまたはサービスを提供するツアー運行会社への取り次ぎを
しているに過ぎません。諸条件については、船内でご確認ください。

重　要

MEMO
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台湾北部に位置する良港。台北
の海の玄関口として古くから栄
えてきました。華やかさ、アジア
らしい活気と親しみやすい雰囲
気が同居する奥深い魅力ある
街です。基隆（台北）

GOLDEN FOUNDATION
TOURS CORP.

ツアー
運行会杜

九份（イメージ）九份（イメージ）

A 中正紀念堂
有名な「自由広場」にある初代中華民国総統
であった蒋介石を讃える白亜の大きな建物
は、青い瓦屋根と金色の宝珠がのった頂点が
特徴です。蒋介石にまつわる興味深い文化遺
物を見ることができます。

E孔子廟
台北にある孔子廟は中国本土の曲阜（くふ）
の孔子廟にならったもので、1939年に現在
の形となりました。孔子を祀ったこの廟には
これまで数々の学者が訪れ、重要な観光名所
および儒教の学びの場となっています。

F九份
約100年前に台湾の金鉱の中心地であった九份。迷路のよ
うな古い街並みには、石畳の急な坂道に沿って家々がひし
めきあっています。手工芸品を並べる露店でお土産を買っ
たり、活気ある市場の風景、音、匂いを体験し、かつて金鉱
の街だった頃の雰囲気を思い浮かべてみてください。

D忠烈祠
1969年に建設され、大門、中央広場、鐘楼、
鼓楼、山門、大殿、文烈士祠、武烈士祠で構成
されています。約5㎢の敷地には、革命・建国
の為に亡くなった志士約33万人が祀られて
います。

C故宮博物院
世界４大美術館のひとつに数えられる国立
博物館。ここは歴史の奥深さを知ることがで
きる貴重な芸術品が展示され、中国史8000
年を網羅する世界最大の古代中国の美術品
や文化遺産をも展示しています。

B 龍山寺
創建約270年の台北で最も歴史のある寺で、多くの
地元の人々が熱心に参拝に訪れています。ご本尊は
観世音菩薩ですが、現在では道教や儒教など様々
な宗教と習合しており、孔子や関帝、媽祖など、祀ら
れている神は大小合わせて100以上に及びます。

主な見どころ

中正紀念堂（イメージ）中正紀念堂（イメージ）

A

【最少催行人数】 25名

故宮博物院、中正紀念堂と寺めぐり
National Palace Museum, Chiang Kai Shek & TemplesKE1-109

ツア一番号1

旅 程所要時間 約8時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/31（金）［M003］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 119
$ 129

※忠烈祠での衛兵交代はご覧いただけません。

ACDE

港出発 ➡　 ➡ 忠烈祠〈写真ストップ〉 ➡　 ➡ 大龍峒保安宮 ➡  ➡孔子廟 ➡　 ➡ ホテルにて昼食
➡　 ➡ 故宮博物院 ➡　 ➡ 中正紀念堂 ➡　 ➡ 中華工芸館にてショッピング ➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

天燈上げと九份ツアー 
Sky Lantern & Chiufen TouｒKE1-144

ツア一番号3

旅 程所要時間 約8時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/31（金）［M003］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 89
$ 99

※足場の悪い道や急な階段を歩きます。脚に自信のあるお客様向けのツアーです。　※九份では台湾ドルのみ使用可能です。事前に両替をされることをお勧めします。

F

港出発 ➡　 ➡ 十分駅、天燈上げ見学、十分を散策 ➡　 ➡ 九份にて昼食 ➡
九份の古い街並みを各自散策 ➡　 ➡ 港到着

G台北101
高さは509mで101階建て。台北のランド
マーク的存在です。2004年の完成時は、世界
一の高さを誇っていました。89階に展望台が
あり、下層階にはショッピングモールやレス
トランなどが揃う観光スポットです。

【最少催行人数】 25名

台北人気スポット巡り
Taipei Life StyleKE1-129

ツア一番号2

旅 程所要時間  約8時間

主な見どころ

B G
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

1/31（金）［M003］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 144
$ 144

※台北101の展望台には登りません。

港出発 ➡　 ➡ 龍山寺 ➡  ➡ 青草巷 ➡　 ➡ 市内の市場見学 ➡　 ➡ 台北101〈写真ストップ〉 
➡　 ➡ 昼食 ➡　 ➡ お茶屋にて休憩 ➡　 ➡ 迪化街散策 ➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

台北自由観光 ※ガイドなし 
Taipei On Your Own KE1-189

ツア一番号4

旅 程所要時間 約7時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/31（金）［M003］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 49
$ 49

※台北市内での乗降場所は台北101近辺を予定しています。

港出発 ➡　 ➡ 台北市内自由観光 ➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

故宮博物院と中正紀念堂 
National Palace & Chiang Kai Shek’s Memorial HallKE1-204

ツア一番号5

旅 程所要時間 約5時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/31（金）［M003］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 74
$ 74

※忠烈祠での衛兵交代はご覧いただけません。

A C D

港出発 ➡　 ➡ 忠烈祠〈写真ストップ〉 ➡　 ➡ 故宮博物院 ➡　 ➡ 中正紀念堂  ➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

九份散策とお茶を楽しむ
Chiufen Walking TourKE1-384

ツア一番号6

旅 程所要時間 約4時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/31（金）［M003］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 69
$ 69

※足場の悪い道や急な階段を歩きます。脚に自信のあるお客様向けのツアーです。
※九份では台湾ドルのみ使用可能です。事前に両替をすることをお勧めします。

F

港出発 ➡　 ➡ 九份の古い街並みを散策 ➡   ➡ 地元の茶屋にて休憩 ➡　 ➡ 港到着
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港出発 ➡ 　➡ ハン市場（ダナン） ➡ 　➡五行山遠望（車窓） ➡ ホイアン市内自由散策 
➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

ホイアン終日観光
Highlights of Hoi AnCM1-119

ツア一番号3

旅 程所要時間  約7時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/27（月）［M003］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 49
$ 99 C E

港出発 ➡ 　➡ ドラゴンブリッジ（写真ストップ） ➡ 　➡ 市内の市場 ➡ 　➡ 
チュンブン広場（市内中心部）・自由散策 ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

ダナン市内観光
Da Nang PanoramicCM1-124

ツア一番号4

旅 程所要時間  約5時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/27（月）［M003］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 39
$ 79

港出発 ➡ 　➡ フエ王宮 ➡ 　➡ティエンムー寺 ➡  ➡ フォーン川クルーズ ➡ 　➡
昼食 ➡ 　➡ ミンマン帝廟 ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

フエ王宮とティエンムー寺、フォーン川クルーズ
Best of Hue with Perfume River CruiseCM1-139

ツア一番号5

旅 程所要時間  約8時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/27（月）［M003］ 朝発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 89
$ 129

※ベトナムの寺院では、短パン、ミニスカートなど露出の高い服装での拝観はマナー違反とされています。服装にご注意ください。
※フォーン川クルーズは天候によりキャンセルになる場合があります。

A B

港出発 ➡ 　➡ ハン市場（ダナン） ➡ 　➡五行山洞窟めぐり ➡ 　➡マーブルビーチ
➡ 　➡チュンブン広場（市内中心部）・自由散策 ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

ダナンとビーチ
Best of Da Nang CM1-209

ツア一番号6

旅 程所要時間  約7時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/27（月）［M003］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 49
$ 99

※天候が良好の場合のみ、洞窟へ入洞します。　※歩行の困難なお客様は鍾乳洞に入洞できません。
※マーブルビーチの更衣室、シャワーは利用可能です。

E

港出発 ➡ 　➡ チャム彫刻博物館 ➡ 　➡ガイドと共にホイアン徒歩散策 ➡ 　➡ 昼食 
➡ 　➡ 五行山〈写真ストップ〉 ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

ダナンとホイアン
Da Nang and Hoi An CM1-114

ツア一番号2

旅 程所要時間  約8時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/27（月）［M003］ 朝発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 69
$ 99

※足場の悪い場所が多いため、歩行の困難なお客様にはお勧めいたしません。

C E

港出発 ➡ 　➡ フエ王宮 ➡ 　➡ ティエンムー寺 ➡ 　➡ 昼食 ➡ 　➡
トゥドゥック帝廟 ➡ 　➡ ベトナム帽子（ノンラー）の村 ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

フエ王宮とトゥドゥック帝廟
HUE: Imperial Citadel and Tu Duc Royal TombCM1-104

ツア一番号1

旅 程所要時間  約8時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/27（月）［M003］ 朝発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 89
$ 139

※ベトナムの寺院では、短パン、ミニスカート、ノースリーブなど露出度の高い服装での拝観はマナー違反とされています。服装にご注意ください。
※足場の悪い場所が多いため、歩行の困難なお客様にはお勧めいたしません。

A B D F

チャンメイ（ダナン／フエ）
Viet Excursions Co.,Ltd.ツアー

運行会杜

フエ王宮（イメージ）フエ王宮（イメージ）

A フエ王宮
1945年まで続いたグエン王朝の王宮。中国・北
京の紫禁城を模して建造され、わずか半世紀前
まで実際に政治の中心として使われていた宮
殿。フォン川の旧市街に点在する王宮、寺院、博
物館などの建造物が、1993年ベトナム初の世
界遺産として登録されています。

E五行山（マーブルマウンテン）
山全体が大理石でできており、別名は「マーブルマ
ウンテン」。グエン王朝のミンマン帝が陰陽五行説
によって名付けられ、火山・水山・木山・金山・土山と
いう五つの山から構成されています。14世紀以前か
ら続くチャンパ王国の遺産もある由緒正しき山とし
て、現在はダナンの象徴的存在となっています。

Fノンラー（帽子）の村
ノンラーとは、皆様が目にしたことのあるベトナムの伝統的な三角形の麦わら帽子です。ここでは製作の過
程を垣間見ることができ、もちろんお土産に購入することも可能です。

Dトゥドゥック帝廟
フエ郊外にあるトゥドゥック帝の墓所。グエン朝
の後期に当たる４代目の皇帝で、在位期間35年
と一番長かった皇帝が建てました。1864年から3
年をかけて建てられた巨大な施設には住居だけ
でなく、お寺、墓、そして池まであり、トゥドゥック
皇帝は生前ここを別荘として愛用していました。

Cホイアン
チャンパ王国時代から続く古い港町。16世紀～
17世紀にかけて、交易の中継地としても栄えた
古都です。かつては千人を超える日本人がこの
地に暮らしており、大規模な日本人町が作られ
ていました。1999年「ホイアンの古い町並み」
として世界文化遺産に登録されています。

B ティエンムー寺
1601年に建立され、400年以上の古い歴史を
誇る煉瓦造りの禅寺です。「天女の寺」という通
称を持ち、中国の影響を色濃くうけた八角形七
層の塔が特徴です。拝観はできませんが、各層
に仏像が安置されています。

主な見どころ

ティエンムー寺（イメージ）ティエンムー寺（イメージ）

B

ベトナム中部にある港町。ダナン、ホイアン、フエへの玄関口となっている。
ダナンへは南へ車で約１時間。フエへは、北西へ車で約１時間半。

※前回のベトナム出国日から30日以内に再入国する場合は査証が必要となります。査証取得についてはお申込みの旅行会社にお問合せください。
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主な見どころ

A紅河デルタ
ベトナム北部に位置しベトナムを構成する一つの地方。紅河(ソ
ンホン)川を中心として広がっており、紅河川河口でトンキン湾に
面しています。

Bハロン湾
その昔、一匹の龍が降り立ち、この地を侵略した敵を撃退したと
伝えられています。島々はかつて海賊の隠れ家として利用されて
いましたが、世界遺産登録後は年間200万人もの観光客が訪れ
るまでになりました。

ハロン湾（イメージ）ハロン湾（イメージ）

ツアー
運行会杜 ベトナム北部に位置するカイラン（ハロン湾）は

43,400ヘクタールにもわたる広大なエリアに大
小3,000もの奇岩、島々がそそり立つ神秘的な
景観が特徴です。その美しさは水墨画に似てい
ることから海の桂林とも呼ばれ「龍が降り立った
場所」という意味の名前が付いています。1994
年ユネスコの世界遺産に登録されました。

Viet Excursions.Co.,Ltd.

A

紅河川（イメージ）紅河川（イメージ）

B

ハロン湾（イメージ）ハロン湾（イメージ）

カイラン
（ハロン湾）

港出発 ➡ 　➡ 禅寺参拝（禅体験） ➡  ➡紅河デルタの農村訪問 ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

禅寺参拝と紅河デルタの農村訪問
Zen Monastery & Red River Delta CountryHB1-129

ツア一番号1

旅 程所要時間  約5時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/28（火）［M003］ 昼発 / 夕刻着

子供1名様

大人1名様

$ 49
$ 94 A

港出発 ➡ 　➡ ハロン湾ジャンク船クルーズ・鍾乳洞入洞 ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

ハロン湾ジャンク船クルーズ
Halong Bay Junk CruiseHB1-204

ツア一番号2

旅 程所要時間  約3時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/28（火）［M003］ 昼発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 39
$ 74

※天候が良好の場合のみ、鍾乳洞へ入洞します。
※歩行の困難なお客様は、鍾乳洞に入洞できません。

B

主な見どころ

★ビクトリアピーク（イメージ）★ビクトリアピーク（イメージ）

The Travel Advisers Ltd.ツアー
運行会杜

1997年7月1日英国から中国へ返還され、2019年
で22年をむかえます。東洋の真珠ともいわれる
その景観の美しさが秀でた存在で、100万ドルの
夜景や広東料理、飲茶をはじめ「食を愉しむ」街
としても数えきれない魅力があります。

香港

D

飲茶（イメージ） 飲茶（イメージ） 

B

★ハーバークルーズ（イメージ）★ハーバークルーズ（イメージ）

C

スカイ100（イメージ）スカイ100（イメージ）

A

★ピークトラム（イメージ）★ピークトラム（イメージ）

港出発 ➡ 　➡ 　   ハーバークルーズ ➡ 　➡　 ピークトラムに乗車 ➡ ビクトリアピーク  
➡ 　➡ アバディーン〈写真ストップ〉 ➡ 水上レストランにて昼食 ➡  　➡宝石店
➡ 　➡レパルスベイ➡ 　➡港到着

【最少催行人数】 25名

香港終日観光
Best of Hong KongHKG-104

ツア一番号1

旅 程所要時間  約8時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/25（土）［M003］ 午前発 / 夕刻着

子供1名様

大人1名様

$ 129
$ 179 A B D

★写真提供：香港政府観光局★写真提供：香港政府観光局

Aビクトリアピークとピークトラム
香港で最も人気の観光スポット。海抜373mの小高い展望台から眺め
る、中環の摩天楼と九龍の大パノラマは、香港を訪れるなら必ず肉眼で
押さえておきたいところ。頂上へは、香港で最も古い公共交通機関
『ピークトラム』で向かいます。

Bハーバークルーズ
香港といえばビクトリア湾沿いに建ち並ぶ高層ビル。香港側と九龍側
のスカイラインを船に乗って、海風に吹かれながらのんびりとクルージ
ング。船から眺める景色は最高の贅沢です。

Cスカイ100
香港で最も高い超高層ビル、世界貿易センター100階にあるスカイ
100香港展望台デッキは、屋内の展望台としては香港で最も高い所に
あります。香港一帯とビクトリア・ハーバーのパノラマビューを360度見
渡すことができます。

D飲茶
読んで字のごとく、お茶を飲みながら焼売や蒸し餃子などの点心を食
べる香港の広東料理を代表する食習慣のひとつ。日本の方には馴染み
深く、どなたでもお楽しみいただける中国料理です。

港出発 ➡ 　➡長沙ビーチ〈写真ストップ〉 ➡ 　➡ 大澳漁村徒歩観光 ➡ 　➡   
寶蓮寺小食亭にて昼食 ➡ 境内参拝（天壇大仏） ➡  ➡ 昂坪(ゴンピン)ビレッジ ➡ 　➡港到着

【最少催行人数】 25名

ランタオ島と天壇大仏・寶蓮寺
Lantau Island & Po Lin Monastery　HKG-114

ツア一番号2

旅 程所要時間  約7時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/25（土）［M003］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 99
$ 139

※長い階段を登ります。歩きやすい靴でご参加ください。
※1/25（土）は中国の旧正月にあたっており、訪問箇所や時間に大幅な制限があります。また当日予告なく変更になる場合があります。

※1/25（土）は中国の旧正月にあたっており、訪問箇所や時間に大幅な制限があります。また当日予告なく変更になる場合があります。
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【最少催行人数】 25名

香港乗り降り自由　市内循環観光バス乗車券（ガイドなし）
Hong Kong Hop On & Hop OffHKG-280

ツア一番号5

ルート毎の主要観光地

主な見どころ出発時間帯ツアー催行日 料　　金
1/25（土）［M003］ 約30分毎

子供1名様

大人1名様

$ 65
$ 72

乗り降り自由の観光バスに乗って香港の全てを堪能！

各エリア内の有名観光地を約30分毎に巡回している２階建てオープントップバスに乗り降り自由な乗車券です。

●レッドルート  香港島　
文武廟、孫文記念館、 ミッドレベル・エスカレーター等
●ブルールート  九龍　　　
女人街、香港歴史博物館、スカイ100香港展望デッキ等
●グリーンルート  アバディーン＆スタンレー　　　　
レパルス・ベイ、マレーハウス、ビクトリアピーク(ピークトラムに乗車）等

※当ツアーご参加のお客様にはスターフェリー無料乗船券がついています。
※バスには音声ガイドがあり、日本語もお選びいただけます。
※本コースのみThe Big Bus Company Hong Kong Ltd.により運行されます。
※1/25（土）は中国の旧正月にあたっており、コースや時間に大幅な制限があります。また当日予告なく変更になる場合があります。

港出発 ➡ 　➡ レストランにて夕食 ➡ 　➡ スカイ100 ➡ 　➡港到着

【最少催行人数】 25名

香港ナイトツアー
Honk Kong by NightHKG-869

ツア一番号4

旅 程所要時間  約5時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/25（土）［M003］ 午後発 / 夜着

子供1名様

大人1名様

$ 124
$ 134

※歩行の困難なお客様にはおすすめいたしません。
※1/25（土）は中国の旧正月にあたっており、訪問箇所や時間に大幅な制限があります。また当日予告なく変更になる場合があります。

C

MEMO

港出発 ➡ 　➡ 　ピークトラムに乗車 ➡ビクトリアピーク ➡ 　➡
 アバディーン〈写真ストップ〉 ➡ 宝石店 ➡ 　➡ レパルスベイ ➡ 　➡港到着

【最少催行人数】 25名

香港半日観光
Highlights of Hong KongHKG-204

ツア一番号3

旅 程所要時間  約5時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
1/25（土）［M003］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 49
$ 69 A

※1/25（土）は中国の旧正月にあたっており、訪問箇所や時間に大幅な制限があります。また当日予告なく変更になる場合があります。
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この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの「取引条件説明書面」及び、
同法第12条の5に定めるところの「契約書面」の一部となります。

1.　募集型企画旅行契約
（1）　この旅行条件書による寄港地観光ツアー（以下「旅行」といいます）とは、
株式会社カーニバル・ジャパン（東京都中央区銀座6-2-1 観光庁長官登録旅行
業第1942号 以下「当社」といいます）がプリンセス・クルーズ社の運航する客
船（以下「本船」といいます）でのクルーズ中に日本国内における各寄港地で実
施する旅行のことをいいます。
（2）　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。
（3）　旅行契約の内容・条件は本旅行条件書の他に、本冊子「寄港地観光ツアー
の案内」及び、旅行出発前に船内でお渡しする確定書面（ツアー参加券）、当社
旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
（4）　当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・その他の旅行に
関するサービス（以下「旅行サービス」といいます）の提供を受けることができる
ように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.　旅行のお申込み方法と契約の成立時期
（1）　当社に必要事項をお申し出のうえお申込みください。当社業務の都合
上、専用の書面・画面に必要事項を記入・登録いただく場合もございます。
（2）　旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成
立するものといたします。

3.　お申込み条件
（1）　申込み時点で20歳未満の方は、当社が別途定めた一定条件に該当する
場合を除き親権者の同意書の提出が必要です。
（2）　旅行開始時点で18歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく
場合があります。
（3）　特定のお客様層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅
行については、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合は、お申込みを
お断りする場合があります。
（4）　a．身体に障害をお持ちの方、　b．健康を害している方、　c．妊娠中の
方、d．補助犬使用の方　その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し
出ください。当社は可能かつ合理的範囲でこれに応じます。なお、この場合、利
用機関等の求めにより医師の診断書を提出していただく場合があります。又、
現地事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施の
ために、同伴者／介助者の同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意
の上、コースの一部内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅
行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
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
置に要する費用はお客様の負担とします。なお、車いすでのテンダーボートま
たは地元ボートへのご乗船はできませんので予めご了承ください。
（5）　お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加
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
かるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客
様の負担となります。
（6）　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。
（7）　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、その旨及び、
復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。その場合、離脱した部分の
旅行費用の払い戻しは行いません。
（8）　お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または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、申込みをお断りする場合がありま
す。
（9）　その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合
があります。

4.　確定書面
（1）　当社は、確定した旅行日程、航空機の便名及び、宿泊ホテル名が記載され
た確定書面（最終日程表または参加券）を遅くとも旅行開始日の前日までにお
渡しします。但し、日帰り寄港地観光ツアー行程については本冊子「寄港地観光
ツアーのご案内」とツアー参加券を確定書面とします。尚、お渡し期日前であっ
てもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明します。
（2）　当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項
（1）の確定書面に記載するところに特定されます。

5.　旅行代金のお支払い
旅行代金は別途明示する場合を除き、船上にてお支払いただきます。また、お
支払いただく旅行代金は米ドル（US$）となります。

6.　渡航手続
（1）　旅行に必要な旅券・査証・再入国許可及び、各種証明書の取得及び、出入
国手続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。
（2）　宿泊付きツアー（ランドツアー）に参加する場合には、訪問する国によって
は査証が必要な場合もあります。
（3）　訪問する国の国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国
管理事務所等にお問い合わせください。

7.　旅行代金に含まれるもの
（1）　旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、食事代、入場料・拝観料等及
び消費税等諸税。
（2）　添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
（3）　その他ホームページ、パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示
したもの。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻し
はいたしません。

8.　旅行代金に含まれないもの
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（1）　超過手荷物料金（規定の重量・容積・個数の超過分）
（2）　クリーニング、電報電話料金、船舶及び、ホテルのボーイやメイド等に対
するチップ、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
ス料
（3）　傷害・疾病に関する医療費
（4）　渡航手続関係諸費用（旅券印紙代証紙代・査証料・予防接種料金及び、渡
航手続代行に対する旅行業務取扱料金等）
（5）　日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
（6）　日本国外の空港税・出国税及び、これに類する諸税
（7）　希望者のみ参加される別途料金の小旅行の代金

9.　旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、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
ビスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安
全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速や
かに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関
係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。但し、
緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

10.　旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の額の変更は一切いた
しません。
（1）　利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想
定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を
変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
（2）　当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、
本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
（3）　当社は第９項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する
費用（当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対
して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない
費用を含みます）の減少又は増加が生じる場合には当該契約内容の変更の際
にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。運送・宿泊機
関等が当該旅行サービスの提供をおこなっているにもかかわらず、運送・宿泊
機関等の座席、部屋、その他の諸施設の不足が発生したことによるときは旅行
代金の変更はしません。
（4）　当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフ
レット等に記載した場合において旅行契約の成立の後に、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、パンフレット等に記載したとこ
ろにより旅行代金の額を変更することがあります。

11.　お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得た場合に限り旅行契約上の地位を第三者に譲渡す
ることができます。旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効
力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の
当該旅行契約に関する一切の権利および義務を継承するものとします。なお、
当社は交替をお断りする場合があります。

カーニバル・ジャパン 募集型企画旅行条件書（国内寄港地観光用）
★本冊子掲載の国内の寄港地観光にお申し込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。

12.　お客様の解除権
（1）　お客様は＜表1＞に記載した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できます。但し、契約解除の時期は当社の営業日・営
業時間内（船上ではショアエクスカーション・デスク営業時間内）に解除する旨を
お申し出いただいたときを基準とします。
＜表1＞
①＜国内で催行される日帰り旅行＞

②＜国内で催行される航空機を利用する旅行・宿泊を伴う旅行・劇場予約などを
伴う旅行＞

（2）　お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解
除することができます。
a.　契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第23項の＜表2＞に掲げるも
の、その他の重要なものである時に限ります。
b.　第10項（1）の規定に基づいて旅行代金の額が増額されたとき。
c.　天災地変、動乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公
署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不
可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.　当社がお客様に対し、第４項に定める期日までに確定書面（最終旅行日程表
又は、参加券）を交付しなかったとき。
e.　当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行
の実施が不可能となったとき。
（3）　お客様は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契
約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなった時又は、当社がその旨を告
げた時は、本項（1）の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービス
の当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
（4）　本項（3）の場合において、当社は旅行代金のうち旅行サービスの当該受領
できなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。但し、当社の責に帰す
べき事由によらない場合においては、当該金額から当該旅行サービスに対して取
消料、違約金その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に
係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
（5）　当社の責に帰さない渡航手続上の事由などにより、旅行契約を解除する場
合は所定の取消料の対象になります。

13.　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、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契
約を解除することがあります。
a.　お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅
行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
b.　お客様が第3項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したと
き。
c.　お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えら
れないと認められたとき。
d.　お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げ
るおそれがあると認められるとき。
e.　お客様が、契約内容に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
f.　お客様の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、当社は日帰り旅行にあっては旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3
日前にお客様に通知します。
g.　天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公
署の命令その他の当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、ホーム
ページ、パンフレット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。

14.　当社の解除権－旅行開始後の解除
（1）　当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を
解除することがあります。
a.　お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐
えられないと認められるとき。
b.　お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による
当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は
脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げ
るとき。
c.　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、旅行の継続が不可能となっ
たとき。
（2）　当社が本項（1）の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社との
間の契約関係は将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が
既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済
がなされたものとします。又、当社はこの場合において、旅行代金のうちお客様
がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る金額から当該旅行サー
ビスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなけれ
ばいけない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

15.　旅行代金の払い戻し
当社は第10項（1）、（2）、（3）の規定により旅行代金が減額された場合または第
12項、13項、14項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様
に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっ
ては解除日の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除によ
る払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30
日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。

16.　契約解除後の帰路手配
当社は、第14項の（1）のaまたはcの規定によって旅行開始後に旅行契約を解
除した時は、お客様のご依頼に応じてお客様が当該旅行の出発地に戻るための
必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、
お客様の負担とします。

17.　旅程管理
当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保す
ることに努力します。
a.　お客様が旅行中旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認
められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるた
めに必要な措置を講ずること。
b.　ａの措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、
代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の
旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅
行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行
サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとど
めるよう努力すること。
c.　本項の業務は同行する添乗員によって行わせますが、添乗員が同行しない
場合は現地において当社が手配を代行させるもの（以下「手配代行者」といい
ます）により行わせ、そのものの連絡先は確定書面（最終旅行日程表）に明示し
ます。

18.　当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行
を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

19.　添乗員等の業務
（1）　旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第16項に掲げる業務
その他の当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行
わせることがあります。
（2）　本項（1）の添乗員その他の者が同行の業務に従事する時間帯は、原則と
して8時から20時までとします。

20.　保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認め
たときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社
の責に帰すべき理由によるものでないときは当該措置に要した費用はお客様
の負担とし、当該費用を当社が指定する日までに当社の指定する方法で支払わ
なければなりません。

21.　当社の責任
（1）　当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代
行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被
られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に
当社に対して通知があった場合に限ります。
（2）　お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきまし
ては、当社は原則として本項(1)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・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
c.　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じる旅行日
程の変更もしくは旅行の中止
d.　官公署の命令、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
e.　自由行動中の事故
f.　食中毒
g.　盗難
h.　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
生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

取消日 取消料

旅行代金の４０％
旅行代金の５０％
旅行代金の１００％

旅行開始の前日から起算して
さかのぼって 2日前まで 無料

旅行開始日の前日
旅行開始日の当日
旅行開始後または無連絡不参加

取消日 取消料

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%

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

20日前から8日前まで
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
旅行開始後または無連絡不参加

21日前まで 無料
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（3）　当社は、手荷物について生じた本項（1）の損害については、同号の規定に
かかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行にあっては14日以内に、海外
旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お1人につき
15万円を限度（当社に故意または重過失がある場合を除く）として賠償します。

22.　特別補償
（1）　当社は前項（当社の責任）が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程
により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって
身体に障害を被ったときに、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障
害補償金、入院見舞金および通院見舞金をお支払いいたします。ただし、現金、ク
レジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規程第18
条2項に定める品目については補償いたしません。
※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等
には一切適用されません。
（2）　本項（1）の損害について当社が第21項（1）の責任を負うことになったとき
は、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当します。
（3）　お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒
酔い運転、疾病のほか、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブス
レー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の
事故によるものであるときは、当社は本項（1）の補償金及び見舞金を支払いませ
ん。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときはこの限りではありません。

23.　旅程保証
（1）　当社は、以下の＜表2＞左欄に掲げる契約内容の重要な変更（次の各号に掲
げる変更（運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、
運送・宿泊機関等の座席、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）を除きます）が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗
じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
ただし、当該変更について当社に第21項（1）の規定に基づく責任が発生すること
が明らかである場合は、この限りではありません。
a.　次に掲げる事由による変更
ア．旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変
イ．戦乱
ウ．暴動
エ．官公署の命令
オ．運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ．当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ．旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置
b.　第12項から第14項までの規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当
該解除された部分に係る変更
（2）　当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅
行につき、旅行代金に15%を乗じた額を持って限度とします。またお客様１名に対
して１募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円（又はそれに
相当する米ドル）未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
（3）　当社が、本項（1）の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更につ
いて、当社に第20項（1）の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場
合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりませ
ん。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お
客様が返還すべき変更補償金の額と相殺した残額を支払います。
（4）　当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、
同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。

24.　お客様の責任
（1）　お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為により当社が損害
を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
（2）　お客様は、当社と旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情
報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう
努めなければなりません。
（3）　お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円
滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識し
たときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅
行サービス提供者に申し出なければなりません。

25.　その他　
（1）　お客様が個人的な案内、買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸
費用、お客様の不注意による忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸
費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
（2）　お客様の便宜を図るために土産物店にご案内することがありますが、お買い
物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換
や返品等のお手伝いはいたしかねます。ワシントン条約や国内諸法令により日本へ
の持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
（3）　当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
（4）　子供代金は3歳以上12歳以下に適用となります。
（5）　渡航先（国または地域）の衛生状況については、厚生労働省「FORTH
（フォース）」でご確認ください。http://www.forth.go.jp/
（6）　渡航先（国または地域）によっては、外務省「海外安全情報」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。外務省「海外安全ホームペー
ジ」でご確認ください。http://www.anzen.mofa.go.jp/

（7）　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、旅行の実施を取り止めることがあります。但
し、十分な安全措置を講じられると判断した場合には旅行を実施いたします。そ
の場合、お客様が旅行契約を解除されるときは、所定の取消料の対象となりま
す。
（8）　各寄港地での衛生管理・安全管理については、手配会社を通じて万全を期
すよう努めておりますが、海外で病気・怪我をした場合、多額の治療費や移送費等
がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金
の回収が大変困難な場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で十
分な費用補償とサポート体制を整えた旅行保険に加入されることをお勧めしま
す。

26.　旅行条件の基準
この旅行条件は、2019年11月1日を基準としています。
＜表2＞　変更補償金

注1　「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者
に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始
当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2　確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と
読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の
記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際
に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞ
れの変更につき一件として取り扱います。

注3　第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴
うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。

注4　第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備が
より高いものへの変更を伴う場合は適用しません。

注5　第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の
中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として
取り扱います。

注6　第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、
第9号の率を適用します。

変更補償金の支払いが必要となる変更
旅行開始前

1件あたりの率

1.契約書面に記載した旅行開始日
または旅行終了日の変更

旅行開始後

2.契約書面に記載した入場する観光
地又は観光施設（レストランを含みま
す）その他の旅行の目的地の変更
3.契約書面に記載した運送機関の等
級又は設備のより低いものへの変更
（変更後の等級及び設備の料金の合計
額が契約書面に記載した等級及び設
備のそれを下回った場合に限ります）

4.契約書面に記載した運送機関の種
類又は会社の変更
5.契約書面に記載した本邦内の旅行
開始地たる空港又は旅行終了地たる
空港の異なる便への変更
6.契約書面に記載した本邦内と本邦
外との間における直行便の乗継便又
は経由便への変更
7.契約書面に記載した宿泊機関の種
類又は名称の変更
8.契約書面に記載した宿泊機関の客
室の種類、設備、景観その他の客室の
条件の変更
9.前各号に掲げる変更のうち契約書
面のツアー・タイトル中に記載があっ
た事項の変更

1.5％ 3.0％

1.0％ 2.0％

1.0％ 2.0％

1.0％ 2.0％

1.0％ 2.0％

1.0％ 2.0％

1.0％ 2.0％

1.0％ 2.0％

2.5％ 5.0％
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