
パンフレット有効期限

2019年8月9日〜9月23日

行き/金沢▶東京　新幹線チケット付
日本巡拝の地めぐりと韓国 7日間

金沢発着/基本コース

緊急発
売！

9/23発限定

69,800円～189,800円
　 　　　　　　 ［内側／お1人様2名1室］　    　　　　　  ［ジュニア・スイート（中央）／お1人様2名1室］

らくらく
金沢発着

ダイヤモンド・プリンセス
2019年 日本発着クルーズ

JTBコーディネーター乗船 金沢発着

JTBクルーズ特別企画

太平洋

韓国 横浜
釜山

境港

高松

鳥羽

金沢

日本

日次 寄港地 入 港 出 港

1
金沢駅〈指定列車〉t東京駅

東京=（各自）=横浜港 午後乗船 17：00

2 鳥羽★B 07：00 15：00

3 高松B 09：00 17：00

4 クルージング — —

5 釜山B 09：00 18：00

6 境港B 08：00 18：00

7 金沢 07：00 —

★テンダーボートでの乗下船となります。 

天候によっては上陸できないことがございますの

でご了承ください。 

また、安全確保のため、車椅子でのテンダーボー

トのご乗船は出来ません。

※Bマークのついた観光地では、船会社主催のショ

アエクスカーション（寄港地観光ツアー）にご参加い

ただけます。（別料金/別途各自申込み）
●上記代金は、2人部屋を 2名で利用した場合の 1名あたりの代金です。

●キャビンタイプの数には限りがございます。●政府関連諸税：1名当たり

の料金で、別途申し受けます。税額は予告なしに変更される場合があります。

●新コースにつき、すでに横浜発着でご予約のお客様は、既予約コースを

お取消しいただき、新たにご予約となります。ご予約済のキャビンを使用す

ることはできません。●海側、海側（視界が遮られます）スイートの設定

はございません。●ジュニア・スイート客室は 15.5米ドル、その他の客室

は 14.5米ドルが船内会計に自動的にチャージされます。料金は変更になる

可能性もございます。●設定以外の区間乗下船はできません。

■最少催行人員： 1名様　■食事：q 6、w 5、e 6
■添乗員：同行いたしませんが、船内スタッフがご案内いたします。
※添乗員同行コースの設定はございません。
【ご案内】

  ●出発時間は金沢駅発8：00～11：30を予定しております。
●新幹線の列車指定はできません。またご希望も承れません。
●前泊・後泊のための列車の利用日の変更はできません。
●列車の放棄はできません。
●出発時刻の目安は2019年8月時点での新幹線の運行スケジュールを参考にしており、変更される場合があります。

コース番号（2名1室） 1F197

コース番号（1・3・4名1室） 1F397

キャビン（客室）タイプ ホテル
コード

お一人様／2名１室
［　　］内は一人部屋追加代金

3～4人目代金

ジュニア・スイート（中央） JA ￥189,800［￥180,000］

￥30,000

ジュニア・スイート（前方/後方） JD ￥139,800［￥131,000］

海側バルコニー（中央）BA ￥109,800［￥102,000］

海側バルコニー（前方/後方）BD ￥99,000［￥90,000］

内側 IA ￥69,800［￥60,000］

租税、国際観光旅客税手数料および港湾費用
（別途申し受けます） ￥17,500

■旅行代金

コース

-

航空

-

ホテルコード

Z Z Z

LOOKSにて下記コース番号と航空、

ホテルコードを下記の順番で入力

■出発日　2019年 9月23日（月）

※写真は全てイメージです。

ダイヤモンド・プリンセス（イメージ）

Ship Data
乗客定員：2,706人

総トン数：115,875トン

全長：290m／全幅：37.5m

就航：2004年（2014年3月改装）



●お申し込み・お問い合わせ●旅行企画・実施

http://www.ｊｔｂ.co.jp/cruise/

JTBクルーズ

QRコードでも
アクセス可能です。

（株）JTB
観光庁長官登録旅行業第64号　

日本旅行業協会正会員

東京都品川区東品川2-3-11  〒140-8602

総合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、御遠慮なく記載の
総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

旅行に行くときは旅行先情報をネットで登録! 検 索 　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
たびレジで現地での連絡先などを登録しておくと

●旅行期間中、緊急事態発生など安全に関する情報をメールなどの方法により提供いたします。
●また、海外で大規模な事故や災害などが発生した場合、必要な支援がスムーズに受けられます。

ご案内とご注意　ご旅行をさらに快適に楽しんでいただくためにお申込みいただく前に必ずお読みください。

■このパンフレット記載の旅行は㈱JTBが企画・実施します。
■お申し込みについて
●旅券の取得、または取得済みの旅券が今回の旅行に有効か
どうかのご確認は、お客様ご自身でお願いいたします。
●当パンフレット内の渡航の案内は、日本国籍の方を対象と
します。日本国籍ではないお客様は、旅行お申込み販売店
にお問い合わせください。
■個人情報について
●当社は、旅行申込の際にお申込用紙にご記入いただいたお
客様の個人情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレスな
ど）を、お客様との間の連絡、お申込いただいたご旅行にお
ける運送・宿泊機関等の提供するサービス手配のための手
続きに必要な範囲で利用させていただきます。
■記載内容について
●このパンフレットの記載内容は2019年9月出発まで有効で
す。なお、スケジュール及びその他の料金、設定日、記載内容
が変更となる場合がありますので、お申し込みの際は必ず
JTB販売店またはJTB提携販売店でご確認ください。
■旅行代金について
●コースの旅行代金は2人で1部屋をご利用いただく場合の1
人分の代金です。
■スケジュールについて
　スケジュール内容については、出発の2週間～7日前（遅く
とも前日まで）にお渡しする「最終旅行日程表」（旅のしお
り）にてご確認ください。
■ご参加の条件について
　身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、特別な手配を
必要とされる方は事前に医師と相談の上、お申し込みいただ
き、必ずその旨をお申し出ください。当社は可能な範囲でこれ
に応じます。なお、お客様のお申し出に基き、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負担となりま
す。場合により、健康診断書等の提出をお願いする他、ご参加
をお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とする事がご
ざいます。その際、お申し出の時期により通常の取消料がかか
る場合があります。
■乗船拒否
1）乗船の拒否および途中下船
　船専属医より、乗客の身体的状況、精神的状態、または乗客
の行動から判断し、クルーズの継続が不可能と判断された
場合、また、乗船中の他の乗客および乗務員に危険、被害を
もたらすと判断された場合、あるいはプリンセス・クルーズが
要求する健康状態の告知義務を怠った場合、キャプテンの権

限で乗客は何時でも乗船を拒否されたり、または乗船中のク
ルーズを途中で中止し下船していただく場合があります。上
記の理由による下船、またはお客様が自発的に途中下船され
た際は、いかなる場合もかかる費用はすべてお客様の負担と
なります｡また、これらの理由による途中下船に際しては一切
の払い戻しは致しません。また、プリンセス・クルーズはお客
様への乗船券販売をお断りする権利を有します。

2）妊婦
　クルーズ終了までに妊娠第24週目に入る妊婦の方の乗
船、申し込みは受けられません。また24週目未満の方は英
文診断書が必要です。

3）幼児・子供
　日本発着クルーズは6カ月未満の乳児の乗船申し込みは受
けられません。また、6カ月～17歳までの幼児・子供の乗船
人数を制限しています。予約時にご確認ください。

4）未成年者
　日本発着クルーズの乗船者が20歳に満たない場合、20歳
以上の大人の同乗が必要となります（親権者の方の同意書
提出が必要な場合があります）。

5）身体障がい者
　身体障がい者、精神障がい者または特別治療を要する方の
予約に関しては、事前に書面にてご通知ください。この通知
義務を怠ったときは乗船を拒否される場合がございます。
車椅子をご利用の方は、必ずご自身の車椅子をお持ちくだ
さい。また、必ず付き添いの方の同乗が必要です。車椅子専
用の客室数には限りがございますので、お早めにお申し込み
ください。寄港地によっては、車椅子での乗下船が難しい場
合もあり、船長の判断で乗下船をお断りする場合があります
（車椅子をご利用の場合は質問書の提出が必要です）。

6）ペット
　ペットの乗船は原則的に禁止されています。
■乗船
　主要港では通常、正午から出港の1時間前までに乗船手続
きをいたします。正確な時間は、乗船券と一緒に送られる案
内状でご案内いたします。指定された時刻前には乗船でき
ませんのでご注意ください。
■下船
　目的地に到着した後、約2時間は船内または港内ターミナルで
お待ちいただきます。これは現地の政府機関により、乗客の下
船前にスーツケースを降ろすことが義務付けられていること
と、入国審査や税関手続きなどに時間がかかるためです。

■客室番号について
　船側の都合により、予告なく客室番号が変更となる場合も
ございます。また客室番号の指定はできません。

【2名様で1部屋をご利用の場合】
●原則としてツインベッドをご用意いたしますが、ダブルベッ
ドとなる場合があります。

【人数変更・お部屋割りについて】
●変更の場合は、お申し出の時期により、早期割引、リピー
ター割引等の特典適用が不可となり、再度予約が必要とな
りますのでご注意ください。
●お部屋割りに関しましては、できるだけ平等を期しておりま
すが、異なるデッキを同グレード、同一料金としている場合、
同じツアーのお客様に同一デッキのお部屋をご用意できな
い場合があります。また、お部屋割りの変更はできません。
また、同行者の方とお部屋が離れる場合もございます。

【キャビンの設備・備品】
●キャビンのお部屋には歯ブラシ、髭剃り、パジャマの用意がさ
れていません。日本からお持ちになることをお勧めします。
●日本の電化製品がそのまま使用できます。
■お食事
●旅行代金には、日程表に明示した食事の料金・税が含まれま
す。ただし、お客様がご注文された飲物や追加料理は、お客
様のお支払いとなります。
●メインダイニングでの夕食は17:30（ファーストシーティン
グ）と19:45（セカンドシーティング）の2回制で、航海中は毎
日同じシーティングの指定席となります。また食事回の指定
はできません。なお、別々にお申込みのお客様と夕食を同
テーブルにすることはできませんのでご了承ください。
●その他、ビュッフェレストランやルームサービスもございま
すので、お好みでご利用ください（ご利用にならない場合の
払い戻しはありません）。
■船内のお支払い
●船内通貨はUSドルです。船内はクルーズカードによるキャ
シュレス・システムとなっています。
●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、JCB、ダイナースクラブのご利用可能）
を登録することにより、サインひとつでお買い物、各種サー
ビスを受けることができます。クレジットカードをお持ちで
ない方はUSドルのデポジットが必要となります。
■喫煙
●ダイニングルーム、シアター、客室内（バルコニー含む）など
は禁煙です。喫煙は指定された場所にてお願いします（場

所は変更される場合もあります）。
■添乗員
　同行しませんが、船内では係員がお世話いたします。
■寄港地観光ツアーについてB
　Bマークのついた日本国内での寄港地観光ツアー（ショア
エクスカーション）は㈱カーニバル・ジャパンが企画・実施す
るものです。お申し込みは、お客様より直接「プリンセス・ク
ルーズ ショアエクスカーションお申し込みデスク」にお申し
込みいただきます。詳しくは、プリンセス・クルーズ ホーム
ページ http://www.princesscruises.jp/をご覧くださ
い。寄港地観光ツアーのお申し込み方法等については、都
合により変更される場合もございます。
■お荷物の取り扱い
　荷物の安全確保には最善の努力を払いますが、全てのお手荷
物は持ち主の責任において管理をお願いしております。ハンド
バッグ、鍵の掛からないバッグ、われものなどの壊れやすい物、
医薬品、旅行書類、貴重品などは、お手荷物として常時お手元に
置かれることをお勧めします。 現金、宝飾品、カメラ、双眼鏡、書
類、その他の貴重品などを船内で紛失された場合、一切の責任
を負いかねます。これらの貴重品は、客室内のセーフティーボッ
クスをご利用になり、お客様ご自身で管理をお願いいたします。
■パンフレット掲載の写真について
●パンフレット掲載の写真は、皆様にその場所のイメージを
つかんでいただくために載せております。ツアーにご参加
いただいても必ずしも同じ角度、同じ高度からの風景をご
覧いただけるとは限りませんので予めご了承ください。
■海外危険情報
●渡航先（国内は地域）によっては、外務省の海外危険事情
等、安全関係の情報が出されている場合があります。お申
し込みの際に販売店にご確認ください。
●現地の治安および病気など海外の安全に関する情報は、次
のような方法でもご確認いただけます。

外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省ホームページ：http://www.mofa.go.jp/mofaj/

■入港諸税について
●渡航先の国 （々または地域）によっては、その国の法律など
により渡航者個人に対して入港税等（出入国税、税関審査
料、ポートチャージ、政府関連諸税など）の支払いが義務付
けられています。

●募集型企画旅行契約

　この旅行は、㈱JTB（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。旅行条件は、下記によるほか、別途お渡
しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表
と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契
約の部によります。
●お申し込み方法と契約の成立時期
　当社所定の申込書に下記の申込金を添えてお申し込みくだ
さい。申込金は、旅行代金お支払の際、差し引かせていただ
きます。電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し
込みの場合、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起
算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていた
だきます。旅行契約は、当社が予約の承諾をし申込金を受領
したときに成立します。氏名変更はできません。パスポート記
載のローマ字のスペルを確認の上、ご連絡ください。
●申込金

区　分 申込金（おひとり）

旅行代金が50万円以上 100,000円以上旅行代金まで

旅行代金が30万円以上50万円未満 50,000円以上旅行代金まで

旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで

旅行代金が10万円以上15万円未満 20,000円以上旅行代金まで

●旅行代金のお支払い
　旅行代金は、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって

21日にあたる日より前に（お申し込みが間際の場合は当社
が指定する期日までに）お支払ください。

●お客様の交替・氏名変更（訂正）
　お申込みに当たり、パスポート記載のローマ字のスペルを確認
の上お申込みください。お申込み後の氏名の変更（訂正）はでき
ません。ただし当社及び船会社が承諾した場合1回に限り旅行開
始日の15日前まで変更することができます。なお、旅行開始日
の74日前以降15日前までの同行者変更はお一人様10,800円
の変更手数料を申し受けます。期日までに、正確な情報の提供が
ない場合は、船会社により予約を取消される場合がございます。
また、代表者を含む全員を変更する場合は一旦ご予約を取り消
していただき、新規申し込みとなります。お客様交替も一旦ご予
約を取り消していただき、新規申し込みとなります。名前変更（訂
正）についてもお客様の交替とみなされる場合があります。
●取消料（お客様による旅行契約の解除）
◆6泊以下の場合

取　　消　　日 取　消　料

旅行開始日

の前日から

起算して

60日以上前 無　料

59～45日前 旅行代金の  20％

44～29日前 旅行代金の  50％

28～15日前 旅行代金の  75％

14日前以降 旅行代金の100％

◎ご注意：出発日・コースの変更は、取消・再予約となり、取消料
の対象となります。

●旅行代金に含まれるもの
　新幹線/特急列車の運賃・特急料金（指定列車）、船舶運賃、
キャビン使用料、食事代（一部有料）、船内でのエンターテイ
ンメント、テンダーボート代など。
●旅行代金に含まれないもの
　東京駅と横浜港間の移動にかかる費用、船内チップ（船
内の個人会計にてお支払いいただきます）、自宅から発

着港間の交通費、お荷物宅配料金、船内のアルコール類、
レギュラーメニュー以外のドリンク類、インターネット、ク
リーニング、電話代、マッサージ、美容院等の個人的な費
用、各寄港地での観光（オプショナルツアー）や食事など。
なお、政府関連諸税はご旅行代金とあわせ別途ご請求し
ます。
※燃油サーチャージは2019年8月1日現在無料ですが、今後の
原油価格の動向によりチャージされる場合があります。
●お申し込み条件
 ・ 旅行開始時点で20歳未満の方は20歳以上の方との同
室が必要です。ただしご夫婦の場合は証明書をご提示い
ただければ問題ありません。

 ・ 20歳未満の方は保護者の方と同室になります。
 ・ 6ヶ月未満の乳児、および妊娠第24週目以降のお客様は
ご乗船いただけません。

 ・ お身体の不自由な方、妊娠中の方、特別治療を要する
方、車椅子をご利用の方は予約時にお申し出の上、英文
の診断書をご用意ください。なお、車椅子対応客室をご
希望の方は、客室数が限られていますのでお早めにお申
し込みください。また車椅子をご利用の方は付き添いの
方のご乗船が必要です。

 ・ ご旅行終了日から有効期間が6ヶ月以上残っている旅券（パ
スポート）をご用意ください。

 ・ お客様が当社らに対して、暴力的または不当な要求行為
や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為など
を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。

 ・ お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社ら
の信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った
場合は、ご参加をお断りする場合があります。
●旅行条件・旅行代金の基準日
　2019年8月1日を基準としています。
●お客様の解除権
※お客様は、表で定める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出来ます。な
お、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社
らのそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申
し出いただいた時を基準とします。
※旅行契約成立後に“客室（キャビン）”を変更される場合も取
消料の対象となります。
※当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由による
お取消しの場合も取消料をいただきます。
※所定の期日までに渡航に必要な書類が用意できず、出発で
きない場合でも、取消料をいただきます。
●その他
　旅行代金は2人部屋を2名でご利用いただいた場合のお一
人様分を表示しています。
●当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

旅行条件（要約） お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認のうえお申し込みください。

より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難など
に備えて海外旅行傷害保険に必ずご加入されることをおすすめします。

当社は、一般社団法人日本旅行業協会のボンド保証会員になっており

ます。当社との旅行契約を締結したお客様が、同協会から弁済を受け

ることになった場合、まず法定の弁済業務保証金制度により弁済を受

け、不足する場合はボンド補償制度により一定の限度額（当社が預託し

ている保証金等の額）に達するまで弁済を受けることができます。

海外クルーズ保険のおすすめ

クルーズ旅行は、通常の旅行よりも取消料の発生日が早くなっているケースや

料率が高くなっているケースがあります。お客様やご同行者の病気や怪我など

でやむを得ずクルーズ旅行をお取消しになる場合に取消料をカバーする保険

がありますので、クルーズ旅行にお申し込みと一緒にこの保険をお申し込みい

ただきますようにお勧めいたします。詳しくは、販売員までお尋ねください。

当社は、この商品で利用する船室の手配に際して、船室代金の
全額を船会社に支払います。このため、お申込みの金額が旅
行代金の20%を超えています。

客室（キャビン）のご案内 〈各客室タイプともツインベッドが基本となります〉

客室カテゴリー
割引金額（1名あたり）

2名1室利用

ジュニア・スイート/

海側バルコニー
6泊以下

¥5,000

海側/海側
（視界が遮られます）

¥2,500

キャプテンズ・サークル・メンバー（リピーター）割引

※上記の割引金額は、2人部屋を2名で利用した場合の1名あたりの割引額です

（日本円表記）。※サークル番号をご予約時に、お申し出ください。（ご予約時にお

申し出いただけない場合、適用できない可能性もございます）。※乗船履歴が確認

できない場合は、当時の乗船書類を確認させていただくことがございます。

プリンセス・クルーズのリピーター（キャプテンズ・サークル会員）の方

は、クルーズ期間・ご利用の客室カテゴリーに応じて割引いたします。

ジュニア・スイート 海側バルコニー 内 側
バルコニー付　〔面積〕約22～29㎡バスタブ・バルコニー付　リビングエリア・ソファベッド付

洗浄機能（シャワー）付トイレ　〔面積〕約33㎡

窓なし　〔面積〕約16～17㎡

全客室共通
設備アメニティー

電話、冷蔵庫、テレビ、ハンドシャワー、洗面台、トイレ、ヘアドライヤー、リンスインシャンプー、ボディーローション、石鹸、プリンセストー

トバック、タオル、クローゼット、セーフティーボックス（金庫）　※  バスローブ、シャワーキャップはキャビンスチュワードにお申し付けください。


