あなたに感動の船旅を

株式会社クルーズバケーション

旅行代金改訂版

２０１８年９月２０日（木）〜９月２７日（木）

2018 年９月出発 ディズニー・ドリーム号で航く

旅行代金

２名１室お一人様

343,000 円〜 358,000 円

（カテゴリ11/スタンダード内側）

（カテゴリ5/デラックスベランダ）

燃油サーチャージ21,000円（18年3/15現在）※今後原油価格により増減することがございます。

延泊
OK!

添乗員同行！

乗船経験豊富な添乗員がご案内！（効率よくイベントを楽しめる！）
ディズニーキャラクターと過ごせるパーティー開催！

燃油サーチャージ・諸税等が別途必要です。詳しくは裏面をご覧ください。

ディズニー・ドリーム号

Ships' Registry : The Bahamas

ツアーの４大ポイント！！

１ 経験豊富な添乗員同行だから、海外旅行が初めてでも安心！
2 船内でキャラクターとの特別プライベートパーティー開催！
3 ノット・ソー・スケアリー・ハロウィン・パーティーチケット付！
4 １延泊以上するとフリー・クイックサービス・ダイニングプラン付！

日本から添乗員が同行するので、何か旅先でトラブルが起こっても安心。船内での過ごし方なども楽しくご案内します！！

グループだからできる！ツアー参加者だけのパーティーにキャラクターを招いて撮影会や、サイン会を開催します！！
ウォルト・ディズニー・ワールドのマジックキングダム・パークで開催されるハロウィーンチケットが付いてくる！！

船 内 で は ハ ロウ ィーングッズや、キ ャラクター イベント がいっぱい！

As to Disney artwork, logos and properties : Disney

ツアーで宿泊するオールスター・リゾートに３泊以上泊まると滞在日数分のお食事ポイントが無料で付いてくる！！

旅行代金

値下げしました！

2名１室お一人様（

）内は３人目以降同室お子様（３歳〜11歳）代金

カテゴリ5A 〜E ／デラックスベランダ

358,000 円

（216,000 円）

日程

9/21

（金）

約22.9㎡（２〜４人用）
●ダブルベッド、ソファー付
●全室ともバスタブ、シャワー、
テレビ、ヘアドライヤー、冷蔵庫等
がございます。

時間

9/22

（土）

カテゴリ8A 〜D ／デラックスオーシャンビュー

21:00〜24:00 オーランド
（アメリカ）
着
到着後、空港ホテルへ移動。【空港周辺ホテル泊】 機
10:00 頃
朝食後 ホテル発
バス（混乗車）にてポート・カナベラルへ。
12:30 頃
ディズニー・ドリーム号へ乗船。船内で遅めの昼食。
【船中泊】朝 昼 夕
17:00
夢と魔法のクルーズへ出発！
09:30
ナッソー
（バハマ諸島）
寄港。到着後、自由行動。
停泊中もキャラクターグリーティングが開催されます。
13:00
ツアー限定 キャラクターとの特別パーティー開催！
17:15
ナッソー出港
【船中泊】朝 昼 夕
ディズニー・キャスタウェイ・ケイ寄港
08:30

到着後、自由行動。

352,000 円

9/23

（日・祝）

（216,000 円）

16:45
07:30
08:00

約22.4㎡（２〜５人用）
●ダブルベッド、ソファー付
●全室ともレインシャワー、トイレ、
テレビ、ヘアドライヤー、冷蔵庫等
がございます。

9/24

（月・振）

13:00 頃

BASE
TICKET

MAGIC T S

©Disney

２デー・マジック・ユア・ウェイ・
パークホッパー・チケット付

※ 滞在中１回、マジックキングダム・パークのノット・ソー・
スケアリー・ハロウィーン・パーティーにご参加いただけます。

【ディズニー・ポップセンチュリー・リゾート泊】朝
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート
9/25
引き続きパークををお楽しみください。
（火）
【ディズニー・ポップセンチュリー・リゾート泊】
04:00〜07:00 バス（混乗車）にてホテル出発 オーランド空港へ。
9/26
オーランド発、米国内経由・空路帰国の途へ
（水）
機
【機中泊】
14:30〜18:00 羽田または成田空港着
地方空港発着の方は国内線お乗り換え
9/27
（木） 17:00〜22:30 大阪・名古屋・福岡・千歳等地方空港着
機
到着後解散。お疲れ様でした。

343,000 円

（216,000 円）
約15.7㎡（２〜４人用）
●ダブルベッド、ソファー付
●全室ともバスタブ、シャワー、
キャラクターが登場するマジカル
ポートホール、冷蔵庫等がございます。

※天候等の理由により、寄港順序や寄港時間が変更になる場合がございます。
※延泊ご希望の場合、添乗員は９月26日に現地を出発しますが、最終日の空港送迎は現地日本語係員がご案内致します。

２６０，０００円／名（ベッドは添い寝です。）
１８３，０００円／名（ベッドは添い寝です。）
６９，０００円／名（航空座席無しです。）

■ 旅行代金の他、次の追加費用が別途掛かります。

延泊するとクイック・サービス・ダイニング・プランが付いてくる！

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート直営ホテル宿泊特典で、この時期３泊以上ディズニー・ポップセンチュリー・リゾートへ
宿泊するとフリー・クイック・サービス・ダイニング・プランが付きます！客室数限定ですのでお早めにご予約ください！！
クイック・サービス・ダイニング・プランとは → 滞在泊数分、クイックサービス・レストランがご利用いただけるポイントが付いてきます！！
１日あたりお一人様につき：クイックサービス＋ドリンク（アルコール含）×２回 ＆ スナック ×２回、更にリゾートマグ付き！
※ クイックサービス・レストラン : ファーストフードレストランや、フードコートレストランのことです。

■ 取消料について

● 政府関連諸税＆船内チップ …………………………… 108.80US$

● 航空燃油サーチャージ ……………………………… 21,000 円（2018 年 3 月 15 日現在）
● 成田空港使用料大人 ………………………………… 2,610 円

小人 1,570 円

● 海外空港税 …………………………………………… 7,600 円（2018 年 3 月 15 日現在）
● 延泊ご希望の場合１泊につき ……………………… 23,000 円
● 国内線追加代金 ………………………………………

★ディズニーのプライベートアイランドでキャラクター達
と一緒にダンスしたり、写真を撮ったり、透き通る
美しい海でシュノーケルを楽しんだり、夢の時間を
お過ごしください。
キャスタウェイ・ケイ出港
【船中泊】朝 昼 夕
ポート・カナベラル入港
バス（混乗車）にてウォルト・ディズニー・ワールド
・リゾートへ（ホテル到着後、自由行動）
K E
T I C

カテゴリ11A 〜C ／スタンダードインサイド

同室３〜４人目 大人（12歳以上）………………………
同室３〜４人目 幼児（２歳）……………………………
同室３〜４人目 乳児（１歳以下）………………………

スケジュール

07:00〜10:00 大阪・名古屋・福岡・千歳等地方空港発
09:00〜12:00 羽田または成田空港着
9/20 15:30〜18:00 羽田または成田空港出発（米国内経由オーランドへ）
（木）
日付変更線通過

大阪・名古屋

（延泊分のチケットとパークホッパーオプションも含まれます。
更に、フリー・クイックサービス・ダイニング・プラン付）

20,000 円 福岡・札幌他 30,000 円（往復）

成田空港でお乗り継ぎの場合、国内空港使用料 440 円（片道）が別途加算されます。

※追加費用は為替変動によって金額が異なります。金額はご出発30日前迄に確定し、ご案内申し上げます。

旅行開始日
から起算して
さかのぼって

フライ＆クルーズ約款

クルーズ日数とホテル宿泊数 クルーズ≧ホテル

クルーズ＜ホテル

75日前まで

無料

無料

74日前〜45日前まで

旅行代金の10%

旅行代金の5%

44日前〜30日前まで

旅行代金の25%

旅行代金の12.5%

29日前〜15日前まで

旅行代金の37.5%

旅行代金の18.75%

14日前〜出発時刻まで

旅行代金の50%

旅行代金の25%

旅行代金の100%

旅行代金の100%

旅行開始後又は無連絡不参加

● お食事：朝食４回、昼食３回、夕食３回 ● 最少催行人員：20名様 ● 添乗員：同行します。（添乗員は9/26に現地を出発しますが、延泊ご希望の方は現地最終日に日本語係員
がオーランド空港まで送迎します。） ● お申込金：お一人様につきご旅行代金の20％ 旅行のお申込みは所定のお申込書にご記入のうえ、申込金額を添えてお申込みください。申
込金は旅行代金または、取消料もしくは、違約料の一部として充当します。● この旅行は株式会社クルーズバケーション（以下当社）が企画・募集し実施する企画旅行です。● 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。募集型企画旅行は当社が契約の締結を承諾し、申込書と申込金をいただいた時に成立します。● 利用
ホテル：（オーランド）ハイアット・リージェンシー・オーランド・インターナショナル・エアポートまたは、ルネッサンスホテル・オーランド・エアポート（ウォルト・ディズニー・ワ
ールド）ディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート（定員に達し、追加でお取りできない場合はディズニー・オールスター・リゾート（ムービー、ミュージック、スポーツのいずれか
）または、ディズニー・アート・オブ・アニメーション・リゾートを代案としてご提案致します。● 利用予定航空会社：デルタ航空・アメリカン航空のいずれか ● 旅行代金に含まれる
もの ①クルーズ代金 ②日程表にある食事代 ③ホテル宿泊費 ④航空運賃 ⑤ディズニーワールド入場券・ハロウィーンチケット ⑥日程表にある陸上移動費用 ● 旅行代金に含まれな
いもの ①クリーニング・電報・電話代金 ②追加飲食等個人的性質の諸費用及び、それに伴うチップ ③ご自宅から集合・解散場所までの交通費や、宿泊費用 ④船内でのチップ ⑤政府
関連諸税 ⑥料金表追加費用の各項目 ● 旅行条件基準日：2018年3月15日 ● 米国への入国には「ＥＳＴＡ（電子渡航認証システム）」への登録が必要です。登録はお客様ご自身で
行うことが可能です。● ご出発時に妊娠24週目以降、乳児で生後6か月未満の方はご参加いただけません。また、21歳未満のお客様のみで客室を利用することは空港ホテルの規定で禁
止されています。● パスポートの有効期限はご旅行終了時点から６カ月以上有効のものが必要です。● 現地ではジカ熱の流行地域を訪れます。妊娠中の方はご相談ください。

お 問 い 合 わ せ ・ お 申 込 み は

旅行保険加入のおすすめ
海外募集型企画旅行契約約款特別補償規定により、当社は
お客様がご旅行中にこうむられた損害については一定の範
囲で補償させて頂きますが、傷害・疾病死亡等については補
償致しません。安心してご旅行頂くためにお客様ご自身及
び携行品等に必ず保険をかけられますようお勧め致します。

（ご予約時に旅行条件書をお渡ししますので、ご確認のうえ、お申込みください。）
受託販売

旅行企画・実施：観光庁長官登録旅行業 第一種 第２０１０号 日本旅行業協会（JATA ）会員

株式会社クルーズバケーション
〒104-0061
東京都中央区銀座 8-8-1 第７セントラルビル７階

電話

03-6274-6171

（土曜・日曜・祝日定休 営業時間 09:30-17:30）
E-Mail：dis@cruisevacation.jp
ホームページ：http://www.dis-cruise.com
総合旅行業務取扱管理者：西口正人
総合旅行業務取扱管理者とは、
お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの責任者です。この旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。
〈本誌掲載の写真はすべてイメージです〉

As to Disney artwork, logos and properties : Disney

