
株式会社クルーズバケーション
あなたに感動の船旅を

オリジナル企画！

瀬戸内海を航行するぱしふぃっく  びいなす  Photo by 篠本秀人

写真はすべてイメージです。

ステートＨ/５デッキ

神戸港フライ＆クルーズ促進事業補助金制度利用

２名１室お一人様

ご旅行代金

春うらら 屋久島・佐世保と瀬戸内海クルーズ
３ 212022 ６～月年 日（祝） ３ 26月 日 日間（土） クルーズ４泊５日＋ホテル１泊付

スカイマークエアライン往復航空券＆乗船前ポートピアホテル１泊付

羽田空港発着  または  茨城空港発着

デラックス /９デッキ
229, ～000 円 346, 000 円

3/23（水）  終日瀬戸内海クルージング！



お 問 い 合 わ せ ・ お 申 込 み は （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

〈本誌掲載の写真はすべてイメージです〉

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。

　　　　　  東京都港区海岸3-18-21 ブライトイースト芝浦１階〒108-0022
株式会社クルーズバケーション

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

ご参加条件【重要】
募集人数２０名様限定プランです。人数の上限に達し次第終了致します。また、新型コロナウイルス感染

状況により募集を中止する場合がございますので、予めご了承願います。

ご旅行条件
● お食事：朝食５回、昼食４回、夕食４回　●  最少催行人員：10名様／クルーズ船の乗客数が最少催行人員（150名様）に満たない

場合、もしくは寄港地の受け入れ状況、その他の事情により運航中止となった場合は本ツアーも催行中止といたします。

● 添乗員：同行いたしませんが、ご参加のお客様へご出発までにツアーの詳細なご説明を行います。●  お申込金：お申込み時に

お申込金としてご旅行代金の２０％をお預かり致します。旅行のお申込みは所定のお申込書にご記入のうえ、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、申込書をいただいた時に成立します。●  利用ホテル：神戸ポート

ピアホテル　●  利用客船：ぱしふぃっく  びいなす　●  航空会社：スカイマークエアライン  ●  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ホテル宿泊代金  ④往復航空券代   ●  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③ご自宅から集合・解散場所までの交通費や、宿泊費用　●  旅行条件基準日：2021年

1月20日（旅行条件および船内施設・客室の情報は、今後変更となる場合がございます。）　●  ドレスコード：最終日程表で

ご確認願います。

※ 新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みの方「ぱしふいっくびいなす」新型コロナウイルス感染症対策に

同意頂くことが条件となります。乗船前にPCR検査を受検いただきます。

※ スケジュールは天候・潮流・現地事情などにより変更になる場合がございます。

神戸港フライ＆クルーズ促進事業補助金制度利用

■ 取消料について

旅行開始日から
起算して
さかのぼって

21日前まで 無料

20日前   ～  8日前まで 旅行代金の  20%

7日前   ～  2日前まで 旅行代金の  30%

旅行開始日の前日 旅行代金の  40%

旅行開始日当日（旅行開始後を除く） 旅行代金の  50%

旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%

　２名１室お一人様  

※ 天候・道路事情等により、観光順序が
　　入れ替わることがございます。

【お食事アイコン】
朝食 朝 昼食 昼 夕食 夕食事無し

【船中泊】朝 夕

【船中泊】朝 昼 夕

【船中泊】朝 昼 夕

【船中泊】朝 昼

昼昼

夕

夕【ホテル泊】

朝

茨城・羽田各空港からスカイマークエアラインで神戸空港へ
前泊ホテル「神戸ポートピアホテル」へお客様のご都合の良い
時間にチェックイン願います。（チェックインは15：00～です。）

ホテルにてご朝食後、お客様にて「神戸ポートターミナル」へご移動
※ ホテルから新交通ポートライナーで３駅です。
ぱしふぃっく びいなすへ乗船 
※ 乗船前に PCR検査を受けていただき、検査結果が陰性の後
船内へ。出港まで船内でお過ごしください。
神戸港出港
終日瀬戸内海クルージング
船上より風光明媚な瀬戸内海をお楽しみください。

佐世保港着
※ 寄港地ツアー（別料金・定員制）等でお過ごしください。
佐世保港発
屋久島港着
※ 寄港地ツアー（別料金・定員制）等でお過ごしください。
屋久島港発
神戸港着
お客様にてターミナルから神戸空港へ
※ 神戸空港まで新交通ポートライナーで６駅です。
神戸空港発
茨城・羽田各空港着　解散。お疲れ様でした。

お客様のご希望で
出発時間が選べます。
１５：００～

午前

１７：００

０７：３０

１７：３０
０７：３０

１７：３０
１６：００

１９：００頃
２０：００頃

スケジュール時間日程

2022年

写真：篠本秀人

九十九島：写真提供 /長崎県観光連盟

紀元杉：写真提供 /屋久島観光協会

Go To トラベルキャンペーンにつきまして、現在停止中です。再開決定時、当ツアーが
対象条件に適した場合は追ってご参加のお客様へご案内申し上げます。旅行代金

神戸空港までの往復航空券と乗船前ホテル付！

3/24 佐世保寄港地観光

● 菜の花広がる展海峰と九十九島遊覧
● 異国情緒漂う城下町　平戸

長崎県北部に位置する佐世保市は、豊かな自然に囲まれた街

です。 日本最大級のテーマパーク「ハウステンボス」 や 

西海国立公園「九十九島」 などがあり、九州の中でも人気の

観光都市です。

※ ツアーはご出発３０日前頃に代金を発表・募集を行います。

3/25 屋久島寄港地観光

● 屋久島一周と白谷雲水峡ハイキング
● 紀元杉とヤクスギランド屋久島１日観光

1993 年に日本初の世界自然遺産として登録された屋久島は、植物、動物学者から

「類を見ない島」「人類の至宝」と評価されるほど独特の生態系を持った自然豊かな

島です。日本を代表する自然の姿をお楽しみください。

※ ツアーはご出発３０日前頃に代金を発表・募集を行います。

神戸空港と神戸発着クルーズ利用促進を目的とした

助成金を活用した通常よりお得にご旅行いただける

ツアーです。ツアー代金には神戸空港までの往復

航空運賃と、ご乗船前日から１泊分のホテル代金が

含まれます。利用予定ホテルは神戸空港に近く、

港への移動に便利な「神戸ポートピアホテル」を

ご用意。

街へお出かけの際は新交通システム

「ポートライナー」の 1日乗車券（710 円：別料金）

をご利用いただくと便利です！

時間帯の目安
交通事情などにより多少変更となる場合が
ございます。

スケジュール・寄港地・航路・船内イベント等は、気象・海象条件、新型コロナウイルスの感染状況、寄港地の受け入れ状況、
その他の事由により、変更・中止となる場合もございます。

早朝 朝 午前 夜夕刻午後 深夜
04:00 06:00 09:00 12:00 16:00 18:00 23:00 04:00

約23.5㎡：（２人用）テレビ、冷蔵庫、クローゼット、ドレッサー、金庫、
タオル、ドライヤー、ウォシュレット型トイレ、バスタブ、シャワーがございます。

デラックス/９デッキ

円346,000
（一例）

約15.3㎡：（２～３人用）テレビ、冷蔵庫、クローゼット、ドレッサー、金庫、
タオル、ドライヤー、ウォシュレット型トイレ、シャワーがございます。

ステートＥ/９デッキ

円274,000
（一例）

（一例）
約15.3㎡：（２～３人用）テレビ、冷蔵庫、クローゼット、ドレッサー、金庫、
タオル、ドライヤー、ウォシュレット型トイレ、シャワーがございます。

ステートＨ/５～６デッキ

円229,000 1名１室利用追加代金　６４，０００ 円

1名１室利用追加代金　６６，０００ 円

1名１室利用追加代金１４６，０００ 円

1名１室利用追加代金１８５，０００ 円

約15.3㎡：（２～３人用）テレビ、冷蔵庫、クローゼット、ドレッサー、金庫、
タオル、ドライヤー、ウォシュレット型トイレ、シャワーがございます。

ステートＧ/６デッキ

円240,000
（一例）

風光明媚な瀬戸内海を１日掛けてクルージング。備讃瀬戸大橋を航行した後、

しまなみ海道の因島大橋をくぐり、

狭い海峡の三原瀬戸を航行します。

3/23 瀬戸内海クルージング
風光明媚な瀬戸内海を１日掛けてクルージング。備讃瀬戸大橋を航行した後、

しまなみ海道の因島大橋をくぐり、

狭い海峡の三原瀬戸を航行します。

3/23 瀬戸内海クルージング

・・・　お申込みは　・・・
㈱ダイワグループ
クルーズ旅行センター（法人営業部）
☎　０３－５３７７－１３８１
 
〇 ダイワグループのクルーズサイトに戻る ＞＞

http://www.cruiseryoko.com/pv.html

