
ジュニアスイート スーペリアバルコニー スタンダード内側

27.5㎡（客室）+6.0㎡（バルコニー） 18.4㎡（客室）+6.0㎡（バルコニー） 13.9㎡（客室）

海の上の遊園地
Heaven l y  C ru i ses

■お申し込み 専用申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたは郵送、メール添付にてお送りください。

■代金 旅行代金は、1室を2名様でご利用の場合のお一人様の代金です。客室をお一人でご利用の
場合は1人部屋追加代金が必要です。子ども代金の設定はありません（大人と同額）。ベッドを利用しない
乳幼児（生後7ヶ月以上より乗船可）もお一人様として人数に数えます。

■航空機・航空会社 航空会社・便名の指定はお受けできません。最終日程表にてご案内します。
座席配列の都合で、グループやカップルの方でも隣り合わせのお座席をご用意できない場合があります。ま
た、窓側・通路側のご希望は承ることが出来ません。

■パスポート ご旅行終了時点で6ヶ月以上の有効残存期間が必要です。

■ホテル 上海のホテルは2名様用スタンダードルームです。トリプルルームはございません。2名様と1
名様のお部屋を手配します。

■お食事 船内での夕食は17：45（メインシーティング）と20：00（セカンドシーティング）の2回制で、航海
中は毎晩同じ時間にお越しください。ジュニアスイートおよびスーペリアバルコニー客室のお客様はお申し
込み時にメイン、セカンドの希望をお伺いします。それ以外のお客様はお任せいただきます。

■喫煙 喫煙はバー・ラウンジの指定コーナーおよび右舷側のデッキでお願いします。

■募集型企画旅行契約　この旅行は下記掲載の旅行会社（以下「当社」という）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を締結することになります。ま
た旅行条件につきましては、別途お渡しする旅行条件書および出発前にお渡しする最終日程表並びに当
社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

■旅行代金に含まれるもの　航空券運賃、送迎料金、クルーズ代金｛航海運賃、客室使用料、
食事代（飲み物は一部別料金）、船内でのエンターテイメント｝など。
※A・Bコースには観光、上海での食事、ホテル料金が含まれます。

■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（空）港間の交通費、お荷物
宅配料金、船内のアルコール類、バーのソフトドリンクやカフェのコーヒーやアイスクリーム、インターネット、ク
リーニング、電話代、スパ等の個人的な費用、寄港地での観光や食事など。なお、別途かかる費用（寄港
料、諸税および港湾施設使用料、船内チップ、燃油サーチャージ、空港税等）はご旅行代金とあわせご請求
します。※別途かかる費用の金額は予告なく変更になる場合があります。その場合、旅行代金を全額お支
払い後でも追加徴収させていただきます。

■お申し込み条件　旅行開始時点で21歳未満の方は21歳以上の方との同室が必要です。6ヶ月
未満の乳児、および妊娠中期（24週）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、車
椅子をご利用の方は予約時にお申し出ください。

■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い　申込金としてお一人様12,000円を申し受
けます（1室を1名様でご利用の場合は24,000円）。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一
部として繰り入れます。残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、53日前までにお支払いをし
ていただきます。

■旅程保証　当社は別途お渡しする契約書面に重要な変更が生じた場合は、規定の変更補償金を
支払います。ただし、次の場合は変更補償金は支払いません。天災地災、戦乱、暴動、官公署の命令、運
送機関等の旅行サービス提供の中止、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
生命または身体の安全確保のために必要な措置。なお、変更補償金は旅行者1名に対し、1募集型企画
旅行につき旅行代金の15％を限度とします。また、変更補償金が千円未満のときは、変更補償金は支払
いません。

■旅行契約内容の変更　天災地災、戦乱、暴動、官公署の命令、運送機関等の旅行サービス提
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等の当社が関与しえない理由が生じた場合、
契約内容を変更することがあります。

■船内でのお支払い 船内通貨はUSドルです。船内はシーパス（SeaPass®）によるキャッシュレス
システムです。船内で利用した金額はお部屋付けになりまとめて精算します。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、JCB)を登録するとご利用分がカード会
社に請求されます。クレジットカードをお持ちでないお客様は最終日にまとめて現金でお支払いください。

■両替 船内で日本円からUSドル、USドルから日本円や中国元への両替を承ります。（金額に限りがあ
ります）

■船酔い 船には横揺れ防止フィンがついており、大きく揺れることはありません。酔い止め薬はゲストリ
レーションズデスクまたは医務室で無料で配布します。

■医務室 船内には医師1人、看護師1人以上が乗船し、24時間体制で緊急時も対応します（診察は
有料）。

■スケジュールの変更 パンフレットに記載の内容は2015年12月1日現在のものです。航空会社
のスケジュール変更により発着時間・便名が変更となる場合があります。また、現地のやむを得ない事情に
よりスケジュールや、出入港時間、船内プログラム等は予告なく変更されることがあります。

■その他 日程からの別行動、減・延泊はお受けできません。

■船内やイベントについて 詳しくは、日本着・発クルーズパンフレットまたは特設ホームページを
ご覧ください。　www.royalcaribbean.jp/cruise/mariner2016

■旅行条件基準日　2015年12月1日を基準としています。

■取消料　旅行契約成立後、お客様の都合により契約を解除される場合、または旅行代金が所定の
期日までにお支払いがなく当社が契約を解除した場合、旅行代金に対してお一人様につき次の料率で取
消料または同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される
場合には、契約を解除されたお客様から下記の取消料をいただくほか、ご参加のお客様から運送・宿泊機
関等の（1台・1室あたりの）ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれ申し受ける場合があります。

■特別補償　当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわら
ず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規定に基づき、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、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害について、下記の金額の
範囲において、補償金または見舞金を支払います。

■個人情報の取り扱いについて　当社及び受託旅行業者（以下「販売者」といいます）は、旅
行申し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機関・公的機関等の提供するサービス
手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社および販売店では、将来よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析や、当社および
販売店の旅行商品の案内をお届けするために、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。

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加入されることをお勧めいたします。当社でもお取扱しております。
クルーズ旅行をお取り消しになる場合、取消料をカバーする保険（クルーズ旅行取消費用担保特約付海外旅行傷害保険）がありますので加入をお勧めします。

ご案内とご注意

旅行条件書（要約）　お申込み前に必ず旅行条件書（全文）をご確認ください。

お問い合わせ
お申し込み

R-06-1-1601

〒105-0013 
東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル
観光庁長官登録旅行業1100号 
日本旅行業協会（JATA）正会員
ボンド保証会員 総合旅行業務取扱管理者 松井智子

【旅行企画・実施】

株式会社ミキ・ツーリスト
［みゅう］東京

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル　日本総代理店

株式会社ミキ・ツーリスト

日本着・発クルーズ

Shanghai

Yokohama

Nagoya

Tokyo

Kobe

Kochi

上海 名古屋＞東京

上海 神戸 ＜ 横浜

マリナー・オブ・ザ・シーズ

4月出航
いきいき派の至福！
オールド上海ジャズが彩る

“美と健康”クルーズ

5月出航
わくわく派の至福!
スポーツ界のレジェンドと航く

夢のアクティブクルーズ

2016年

ゴールデンウィーク

クルーズに航空券、送迎、ホテル、観光付き！

フライ＆クルーズパッケージ

6日間

4/24発

6日間

5/6発

￥108,000〜￥190,000

4日間

4/25発

4日間

5/7発

［客室内標準設備］テレビ、電話（目覚まし機能付）、
金庫、ラジオ、化粧台、クローゼット、室内温度調節
器、アメニティ（タオル、石鹸、リンスインシャンプー）、
ヘアドライヤー、110V（日本同様A型プラグ）及び
220Vの電源、ミニバー。朝夕は清掃のサービスがあ
ります。ジュニアスイートはバスタブ付き、それ以外は
シャワーのみです。

客室のご案内

※取消日とは日本総代理店ミキ・ツーリストの営業日・営業時間内（土・日・祝祭日・年末年始を除く平日9：30～18：00）
にミキ・ツーリストが書面を受理した日時を基準とします。

取消日 取消料（お一人様）

旅行開始の前日から
起算して

53日前まで 無料
52日前～33日前まで 申込金の金額
32日前～11日前まで 旅行代金の25％
10日前～当日まで 旅行代金の50％

旅行開始後の解除または
無連絡不参加 旅行代金の全額

死亡補償金 入院見舞金 通院見舞金 携行品損害補償額

2500万円 4～40万円 2～10万円
（通院3日以上）

お客様1名につき～14.7万円
（但し、携行対象品1個あたり10万円を限度とします）

上海 名古屋＞東京

上海横浜 ＞ 神戸

表示は2名1室利用時のお一人様旅行代金です。
別途、寄港料/雑費、政府関連諸税および港湾施設使用料、船内チップ、燃油特別付加運賃、航空保険
特別料金、空港旅客サービス施設使用料、空港旅客保安サービス料が必要です。

（スタンダード内側）

（スタンダード内側）

（スタンダード内側）

（スタンダード内側）

（ジュニアスイート）

（ジュニアスイート）

（ジュニアスイート）

（ジュニアスイート）

￥95,000〜￥170,000

￥90,000〜￥165,000

￥98,000〜￥173,000

東京
名古屋
大阪

発▶︎名古屋東京 着

横浜
神戸発▶︎

東京
大阪着



上海（宝山）

名古屋 東京
（大井ふ頭）大阪

（関西空港）

東京
（羽田または成田）

上海（宝山）

横浜
（大黒ふ頭）神戸高知

大阪
（関西空港）

東京
（羽田または成田）

■食事：【Aコース】朝5回、昼3回、夕5回　【Bコース】朝4回、昼2回、夕4回　【Cコース】朝4回、昼3回、夕4回　【Dコース】朝3回、昼2回、夕3回
（機内食は含みません）
■利用航空会社：中国国際航空、中国東方航空、上海吉祥航空のいずれか　※航空会社の指定はできません。
■利用予定ホテル：上海賓館、上海吉臣酒店、神旺大酒店又は同等クラスのスタンダードルーム
■添乗員：同行しません。空港および送迎時は現地係員が、船内では日本人コーディネーター、船内係員がご案内します。
■最少催行人員：２名
●時間の目安：午前8：00〜12：00、午後12：00〜18：00
●［A・Bコース］上海市内観光での入場観光は豫園です。
●【OP】寄港地では船会社主催の日本語観光（別料金）を予定しています。
●寄港地は天候などのやむを得ない事由により変更または抜港となる場合があります。

※旅行代金は1室を2名で利用した場合のお一人様あたりの金額です。大人・子供同額となります。
※全出発地（東京/名古屋/大阪）同額です。
※デラックス/スーペリアバルコニーを3・4人で利用する場合は、3人目・4人目代金の2万円引きとなります。なお、デラックスバルコニーの
定員は1室3名までです。
※1室を3人または4人で利用できる客室には限りがあり、リクエストで承ります。

※旅行代金は2名1室利用客室を2名で利用した場合のお一人様あたりの金額です。大人・子供同額となります。
※全到着地（東京/大阪）同額です。
※デラックス/スーペリアバルコニーを3・4人で利用する場合は、3人目・4人目代金の2万円引きとなります。なお、デラックスバルコニーの
定員は1室3名までです。
※1室を3人または4人で利用できる客室には限りがあり、リクエストで承ります。

※船でかかる費用　①寄港料/雑費（12,000円） ②政府関連諸税および港湾施設使用料（8,180円） ③船内チップ（6,220円）の合計です。
※飛行機でかかる費用　①燃油特別付加運賃 ②航空保険特別料金 ③空港旅客サービス施設使用料 ④空港旅客保安サービス料の合計です。

※船でかかる費用　①寄港料/雑費（12,000円） ②政府関連諸税および港湾施設使用料（8,240円） ③船内チップ（6,220円）の合計です。
※飛行機でかかる費用　①燃油特別付加運賃 ②航空保険特別料金 ③空港管理建設費の合計です。

Aコース CコースBコース Dコース
4月24日東京/大阪/名古屋発 
4月29日東京着6日間

4月24日東京/大阪/名古屋発
4月28日名古屋着5日間

4月25日東京/大阪発 
4月29日東京着5日間

4月25日東京/大阪発 
4月28日名古屋着4日間

Aコース CコースBコース Dコース
5月6日横浜発 
5月11日東京/大阪着6日間

5月7日神戸発 
5月11日東京/大阪着5日間

5月6日横浜発 
5月10日東京/大阪着5日間

（羽田着は6日間）

5月7日神戸発 
5月10日東京/大阪着4日間

（羽田着は5日間）

デューク更家さんなど人気講師陣による“美と健康”がテーマの講
座を無料で開催！さらにamin&オールド上海ジャズバンドが上海
の余韻を彩る”超日常”を過ごせるおトクなクルーズです。4月出航

いきいき派の至福
！オールド上海ジャズが彩る

“美と健康”クルーズ 4・5・6日間

月日 スケジュール 食事 宿泊 コース

4月24日（日）
【A・Bコース】
＜午後発＞各地（羽田または成田、関西空港、名古
屋）から飛行機で上海へ。到着後ホテルへ

夕　 上海泊

4月25日（月）

【A・Bコース】
＜午前＞上海市内観光後、宝山港へ

【C・Dコース】
＜午前または午後発＞各地（羽田または成田、関西
空港）から飛行機で上海へ。到着後宝山港へ
17：00上海（宝山）を出航

【A・Bコース】
朝・夕

【C・Dコース】
夕

船中泊

4月26日（火） 終日クルーズ 朝・昼・夕　 船中泊

4月27日（水） 終日クルーズ 朝・昼・夕　 船中泊

4月28日（木）
名古屋　入港7：00　出港15：30

【A・Cコース】滞在をお楽しみください。【OP】
【B・Dコース】＜午前＞下船し、手続き後解散

【A・Cコース】
朝・昼・夕

【B・Dコース】
朝

船中泊

4月29日（金） 東京（大井ふ頭）　8：00入港
【A・Cコース】＜午前＞下船し、手続き後解散  朝

月日 スケジュール 食事 宿泊 コース

5月6日（金）
【A・Cコース】
＜午前＞乗船します。
15：00横浜港（大黒ふ頭）を出航

夕 船中泊

5月7日（土）
神戸　14：00入港　20：00出港

【A・Cコース】滞在をお楽しみください【OP】
【B・Dコース】＜午後＞乗船します

【A・Cコース】
朝・昼・夕

【B・Dコース】
夕

船中泊

5月8日（日） 高知　7：00入港　15：00出港　【OP】 朝・昼・夕　 船中泊

5月9日（月） 終日クルーズ 朝・昼・夕　 船中泊

5月10日（火）

上海（宝山）　8：00入港
【C・Dコース】下船し、上海市内観光・昼食後、
空港へ。＜午後または夜発＞飛行機で各地へ

（羽田または成田、関西空港）
【A・Bコース】下船後、上海市内観光・昼食。ホ
テルへ

【C・Dコース】
朝・昼

【A・Bコース】
朝・昼・夕

【C・Dコース】
羽田空港への便は

機中泊
【A・Bコース】

上海泊

5月11日（水）
【C・Dコースの羽田空港便】到着後、解散
【A・Bコース】
＜午前または午後発＞上海空港より飛行機で
各地へ（羽田または成田、関西空港）

【C・Dコース】×
【A・Bコース】朝

■食事：【Aコース】朝5回、昼4回、夕5回　【B・Cコース】朝4回、昼3回、夕4回　【Dコース】朝3回、昼2回、夕3回　（機内食は含みません）
■利用航空会社：中国国際航空、中国東方航空、上海吉祥航空のいずれか　※航空会社の指定はできません。
■利用予定ホテル：上海賓館、上海吉臣酒店、神旺大酒店又は同等クラスのスタンダードルーム
■添乗員：同行しません。空港および送迎時は現地係員が、船内では日本人コーディネーター、船内係員がご案内します。
■最少催行人員：２名
●時間の目安：午前8：00〜12：00、午後12：00〜18：00、夜18：00〜21：00
●［全コース］上海市内観光での入場観光は豫園です。
●【OP】寄港地では船会社主催の日本語観光（別料金）を予定しています。
●寄港地は天候などのやむを得ない事由により変更または抜港となる場合があります。

スケートリンクのある客船だから！2016年は伊藤みどりさんをゲ
ストにお迎えします。さらにプロ野球、サッカー界のレジェンドとス
ポーツに親しむ“非日常”を過ごせる驚きのクルーズです。5月出航

わくわく派の至福
!スポーツ界のレジェンドと航く

夢のアクティブクルーズ 4・5・6日間

［ジャズの時間］［美ウォークの時間］ ［ファスティングの時間］

aminデューク更家 圓尾和紀

［書の時間］ ［写真の時間］

鈴木猛利 保井崇志

［サッカーレジェンドの時間］

水沼貴史 波戸康広

［プロ野球レジェンドの時間］

山本浩二 東尾修

［アイススケートの時間］

伊藤みどり 坂上美紀

各界のスペシャリストやスポーツ界のレジェンドを招いた、
様々なイベントが開催される特別なテーマクルーズです。

洋上とは思えない、多彩なレストランやアトラクション。
華やかなショーやパレードも必見です。

A AB

B
C D

D

C

上
海
Shanghai

中国最大の国際都市、上海。その豊かな歴
史や美しい町並みを堪能する観光ツアーを
ご用意しました。食事やホテル宿泊がついた
コースなら、よりゆったりと旅のひとときをお楽し
みいただけます。

4月クルーズ

客室タイプ 【Aコース】
６日間

【Bコース】
５日間

【A・Bコース】
1名1室追加料金

【Cコース】
５日間

【Dコース】
４日間

【C・Dコース】
1名1室追加料金

スタンダード内側 98,000円 96,000円 15,000円 93,000円 90,000円 10,000円
スタンダード海側 108,000円 106,000円 18,000円 103,000円 100,000円 13,000円

デラックスバルコニー 125,000円 122,000円 22,000円 120,000円 117,000円 17,000円
スーペリアバルコニー 130,000円 127,000円 25,000円 125,000円 123,000円 20,000円

ジュニアスイート 173,000円 171,000円 30,000円 168,000円 165,000円 25,000円
3人目・4人目代金 94,000円 92,000円 ー 89,000円 86,000円 ー

5月クルーズ

客室タイプ 【Aコース】
６日間

【Bコース】
５日間

【A・Bコース】
1名1室追加料金

【Cコース】
５日間

【Dコース】
４日間

【C・Dコース】
1名1室追加料金

スタンダード内側 108,000円 105,000円 15,000円 98,000円 95,000円 10,000円
スタンダード海側 118,000円 115,000円 18,000円 108,000円 105,000円 13,000円

デラックスバルコニー 135,000円 132,000円 22,000円 125,000円 122,000円 17,000円
スーペリアバルコニー 140,000円 137,000円 25,000円 130,000円 127,000円 20,000円

ジュニアスイート 190,000円 187,000円 30,000円 173,000円 170,000円 25,000円
3人目・4人目代金 102,000円 99,000円 ー 92,000円 89,000円 ー

【Aコース】６日間 【Bコース】５日間 【Cコース】５日間 【Dコース】４日間
船でかかる費用 26,400円 26,400円 26,400円 26,400円

飛行機で
かかる費用

羽田/成田空港利用時 4,650円 4,650円 4,650円 4,650円
名古屋空港利用時 4,550円 4,550円 ー ー
関西空港利用時 5,030円 5,030円 5,030円 5,030円

【Aコース】６日間 【Bコース】５日間 【Cコース】５日間 【Dコース】４日間
船でかかる費用 26,460円 26,460円 26,460円 26,460円

飛行機で
かかる費用

羽田/成田空港利用時 6,750円 6,750円 6,750円 6,750円
関西空港利用時 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円

旅行代金
（お一人様／2名1室利用）

別途かかる費用（お一人様）
別途かかる費用（お一人様）

クルーズに航空券、送迎、ホテルや観光付き！

船上も楽しさもりだくさん！

写真はイメージです。

写真はすべて上海でのホテル・観光・食事付きコースのイメージです。

上海賓館
（イメージ）

旅行代金
（お一人様／2名1室利用）

上海 名古屋
東京

東京
名古屋
大阪

上海 東京
大阪

横浜
神戸


