
2019年清水港
開港 120周年記念静岡市民クルーズ

回覧

静岡市民クルーズ

■スケジュ…ル

●食事:船 内全食事付 (朝 8回・昼7回・夕8回 )●各寄港地は天候によりやむ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 ●添乗員:同行しません。船内では日本人コーディネーター、船内係員がど案内します。●各寄港地では
オプショナルツアー [OP](別料金)をご用意しております ●各寄港地の最終乗船は通常出港の30分前です

10月 3日 (木 ) 清水 08:00 16:00 日日口 【船中泊】

10月 4日 (金 ) 大 阪 12:00 20:00

10月 5日 (土 ) 終日クルーズ

爾懸口 【船中泊】

翻額‡口 【船中泊】

10月 6日 (日 ) 福 岡 07:00 16:00 爾機口 【船中泊】

10月 7日 (月 ) 釜山 (韓国) 08:00 17:00 翻|1鸞口 【船中泊】

10月 8日 (火 ) 終日クルーズ 団獲‡口 【船中泊】

10月 9日 (水 ) 青森 09:00 19:00 団鸞口 【船中泊】

10月 10日 (木 ) 終日クルーズ 爾機口 【船中泊】

10月 11日 (金 ) 横浜 (大さん橋 ) 07:30 団日日 【船中泊】

‐■― セレブリティクルーズだから、高品質。安心快適・ゆったりとした、ここだけの旅  ‐・

充実の日本語サービス
日本人コーディネーターが乗船し、お客様をサポートいたし
ます。日本語のメニューや船内新聞、寄港地観光 (別料金)

も実施されるので安心です。

食事やイベントが無料
お食事、宿泊、移動費などはすべてクルーズ代金に含まれており、
シヨーやイベント、プールやジムも無料でお楽しみいただけます。
｀́ア.り

‐―,'|」‐スペ,1-|」 テ′レスヽラン.スリ`口常~T,どのサービス|まを卜で,.

移動の負担がない`l夫 適な旅
客室ごと移動できるのが、船旅のメリット。ホテルを変わる

都度の荷造りや移動の負担から解放され、ゆとりと寛ぎに満
ちた旅を満喫できます。

静岡市在住もしくは勤務のご本人およ
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■市民クルーズ事業について

清水港客船誘致委員会事務局 (静岡市経済局海洋文化都市推進本部)TEL:054‐3542432

インターネットからもご確認ください。http:〃wwwshimizu_pOrtjp/index.html

静岡市在住もしくは勤務のご本人および家族 (同伴が必

要となります)。 お申し込みの際、証明できるものをご用

意いただき右記取扱旅行会社へお問い合わせください。
〒104‐0061東京都中央区銀座8‐ 8‐ 1第7セ ントラルビル7階            営業時間・9:30～ 17:30(土 曰 祝日休業)

0ユ0120‥ 900‥220また1303Ⅲ 6274Ⅱ6171 総詈命倉璽髭よ;層11」響:当甜橿
eVaCati° njp′

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∃|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申がありましたら. ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問下さし

(旅行企画保 施)株 式 会 社 ク ル ー ズ バ ケ ー シ ヨ ン

41【LCRこ′ISE И C卿 o日 s′ 肛 .観光庁長官登録旅行業第一種第200号 日本旅行業協会 JM会 員

リニューアルしたセ

■11旅衛r磯金 (お 1人様/2名 1室利用/大入・小人同額)

旅をご堪能ください。

スタンダード内側 シャワー 15.7 188,000* I 16g,200m
スタンダード海側 窓・シャワー 15.7 238,000 al Zt4,2OOn
デラックスベランダE回ロロ 15.7+3.5 31o,Ooo nl 2lg,00os
コンシェルジユクラスロロ団囲

メイン
ダイエング

時間選択不可

17.7+3.8 34o,OOOn I SOO,Oo0H
アクアクラス回口団囲 ブルー

ベランダ・
シャワー

18+5 4aO,OOOH I SZg,Oooru
スカイスイート ルミナ ベランダ・バスタブ 23.3+5.2 580,000円 522,000円

各カテゴリーの旅行代金と同額1人部屋追加代金

通常旅行代金
客室+バルコニー

広さ(ぽ)

専用
ダイニング

※別途かかる費用の内訳

●お申込金1旅行のお申込みは所定のお申込み書にご記入のうえ、お申込みください。お申込金:

お1人様につきご旅行代金の20%、 申込金は旅行代金または、取消料もしくは、違約料の一
=「`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。この旅行に参加さね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。●旅行代金に含まれるもの:クルーズ代金 クルーズ期間中の船内における全食
事を含む。但し有料レストランおよびアルコール等一部の飲み物は別料金)●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)l●アルコール
などの飲料の代金、クリーニング、電話料、インターネット通信料 ●追力□飲食など個人的性質
の諸費用およびそれに伴う税・サービス料 Cご自宅から集合潔 散場所までの交通費や宿泊費用
●船内でのチップ ●租税・手数料および港湾費用 ●旅行条件基準日:2019年 4月 1日
(本誌掲載の写真は,べてイメージです)

※別途かかる費用の金額は予告なく変

更になることがあります。増額され

た場合、旅行代金全額をお支払い後

でも追加徴収させていただきます。

区間乗船の場合は旅行日数にかかわ

らず全額お支払いいただきます。

※旅行開始日とは清水出航日になります。※取消日とは当社の営業日・営業時間内(土・
日・祝祭日を除く9:30・ 17:30)に当社が書面を受理した日時を基準とします。

Xコ ースまたは出発日を変更された場合も取消料の対象となります。
※上記旅行代金には、別途かかる費用 (船内チップ、政府関連諸税および港湾施設
使用料、寄港料)は含みません。

27,500円 (1名 1室利用は55,000円 )

咆設使用料 8,200円

1,000円

内側～デラックスベランダ 15,950円
コンシェルジユ/アクアクラス 1

スカイスイート19,800
6,500円
円

旅行条件 (要約)

78日 前まで 無料

77日 目にあたる日以降48日 目に
あたる日まで

50,000円
1名 1室利用の
場合は100,000円

47日 目にあたる日以降34日 目にあたる日まで 旅行代金の50%

旅行開始
日の前日
から起算
してさか
のぼって

33日 目にあたる日以降、または無連絡不参加 旅行代金の100%

取消料について (お客様による旅行契約の解除)

客室カテゴリー 静岡市民グル…ズ

旅行代金

寄港料

国際観光旅客税

船内チップ

旅行保険加入のおすすめ


