
洋上の楽園

夏休み 阿波徳島
2021年8月12日（木）▶ 8月15日（日） 
名古屋～日高（御坊）～徳島～名古屋【名古屋発着3泊4日】

高野山 奥之院（日高）o アドベンチャーワールド（日高）o

鳴門海峡（徳島）o

阿波おどり（徳島）o
遺産

世界
文化

紀州日高クルーズ 週末利用
ファミリー 2+1

【名古屋発着 3泊4日】

名古屋

徳島 日高（御坊）

客室タイプ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイートB スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

2名様1室利用 186,000 196,000 208,000 224,000 284,000 392,000 408,000 603,000 637,000
（139,500） （147,000） （156,000） （168,000） （213,000） （294,000） （306,000） （452,250） （477,750）

1名様１室利用 238,000 251,000 266,000 350,000 446,000 619,000 644,000 950,000 1,004,000 
3名様1室利用 152,000 160,000 170,000

（110,000） （116,000） （123,000）
 子供代金 （68,000） （72,000） （76,000） 大人2名様子供1名様で3名様1室利用時のみ適用

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）　（　）は子供代金（2歳以上小学生以下） ステートルームF・G・Hを大人2名様と子供1名様で1室ご利用の場合、
子供代金はファミリー2+1の代金となります。

■お子様のみでの客室のご利用はできません。各客室には定員があり、定員を超えてご利用いただくことはできません。　
■2歳未満の乳幼児は、ご乗船条件としております事前PCR検査に必要な唾液検体採取困難なため、ご乗船いただけません。
■相部屋の設定はございません。　■ステートJは当面の間、販売を休止いたします。　■当面の間、乗客数をソーシャルディスタンス確保のため、制限したうえでお申込みを受付します。

写真提供：�アドベンチャーワールド、�
徳島県・（一財）徳島県観光協会、蜂須賀連

※このパンフレットに掲載の写真はすべてイメージで、オプショナルツアーや自由行動で訪問できる場所も含まれております。
　■oのマークがついている写真の観光地は、オプショナルツアーで訪れることができます。

日程 入港 出港 寄港地

8 /12木 17:00 名古屋
13金 08:00 19:00 日高（御坊） ■o
14土 08:00 23:30 徳島 ■o
15日 14:00 名古屋

■お食事：朝食3回・昼食3回・夕食3回　■最少催行人員：150名様　■ドレスコード：すべてカジュアル
●宿泊はすべて船内泊となります。
●添乗員は同行しませんが、船内では船のスタッフがお世話いたします。
●記載しているスケジュール・寄港地は気象・海象条件、新型コロナウイルスの感染状況、
寄港地の受入状況、その他の事由により変更になる場合もございます。
●乗船受付は出港時間の約3～2時間前より開始予定です。詳細は最終日程表にてご案内いたします。

oオプショナルツアー（別代金・予定（一例））
●約1200年前開山！世界遺産・高野山 奥之院と金剛峯寺
●動物たちとの出会いがいっぱい！アドベンチャーワールドの旅
●世界の陶板名画 大塚国際美術館
●鳴門海峡と淡路島に咲く約5万本のひまわり畑
●阿波おどり観覧ツアー※

日 高
（御 坊）
徳 島

●旅行企画・実施：日本クルーズ客船（株）　●各コースの詳細・最少催行人員・お申し込み方法につき
ましては、出発前にお渡しするオプショナルツアーガイドにてご案内いたします。　●掲載のツアーは、この
パンフレットでのお申し込みを受け付けておりません。
※阿波おどり観覧ツアーについて
阿波おどりが開催・手配可能な場合は、オプショナルツアー（別代金）として設定いたします。
阿波おどりは、例年と異なり規模・実施会場・観覧方法が変更となる場合がございます。
新型コロナウイルスの感染状況・天候・その他事情により開催されない場合がございます。



（一社）日本外航客船協会策定の「外
航クルーズ船事業者の新型コロナウイ
ルス感染予防対策ガイドライン」を遵守
して運航いたします。
詳しい対策については
「びいなすクルーズホー
ムページ」に掲載して
おります。

船内での新型コロナウイルス
感染予防対策

ホームページアドレス
https://www.venus-cruise.co.jp/info/infection.php

このクルーズはびいなす倶楽部
特典の対象となるクルーズです。

びいなす倶楽部とはびいなすクルーズをご愛顧くださるリピータークラブです。
ご入会には一度ぱしふぃっく びいなすのクルーズにご乗船いただく必要があります。
客室並びに船内クルーズデスク、フロントに申込書をご用意しております。

マスク着用について 乗船受付時からマスクを必ず着用ください。また、ご乗船中は客室内とお食事、ご入浴時を除き、マスクを必ず着用ください。

●「ぱしふぃっく びいなす 新型コロナウイルス感染症に関する対策（運航会社：日本クルーズ客船（株）発行）」
の全文をご確認いただき、ご了承の上、お申し込みください。
●ご乗船のお客様には、弊社指定機関の事前検査をお受けいただきます。検査費用はクルーズ代金に含まれています。
●乗船受付時に「体温測定」「抗原検査」の実施と「健康質問票」のご提出をお願いいたします。
●健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、認知症の方、食物アレルギー・動物アレルギーの
ある方、妊娠中の方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、そのほか特別の配慮が必要とする方は、お申し込みの際
に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ぐにお申し出ください。）
あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。船内では同伴者のご同行をお
願いいたします。なお、安全上、ご乗船いただける車椅子の方の人数には限りがございます。また、車椅子はお客様ご自身でご用意ください。
●糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方は
新型コロナウイルス感染症を発症した場合、重症化するリスクが高いとされています。万一、症状が発生した場合、船上では適切な医療
体制の確保が困難なため、事前にかかりつけ医にご相談いただき、クルーズ乗船に支障がないことをご確認のうえ、お申込みください。

お申し込み時の注意事項とご案内 ●重症化するリスクが高いとされる呼吸器疾患にあたり、酸素ボンベ・酸素濃縮器等の呼吸器疾患用医療機器をご利用の方はご乗船いただけません。
●アレルギー対応の食事を希望される方は事前にお申し出ください。所定のアレルギー調査票のご提出が必要です。内容によりご希望に添えない場合がございます。
●妊婦の方は、お申し込み時に必ずお申し出ください。所定の承諾書、診断書の提出が必要です。
クルーズによりましてはご乗船をお断りする場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
●乗船前及び下船後の状況把握のため、厚生労働省　新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）のインストールを強くお勧めいたします。
●宿泊はすべて船内泊となります。　●最少催行人員：150名様
●添乗員は同行いたしませんが、船内では船のスタッフがご案内いたします。
●記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベントは、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。
●ゲストエンターテイナー、イベント内容は、予告なく変更、中止となる場合がございます。
●乗船受付は出港時間の約3～2時間前より開始予定です。詳細は最終日程表にてご案内いたします。
●客室番号について：使用する客室番号を指定することはできません。
●感染症予防対策として、上陸時（自由行動中）の飲食は自粛いただきますようお願いいたします。

ご乗船に先立ち以下の事前検査を実施します。（必須）
当検査の実施により船内の感染症予防を図ります。なお、詳細はご乗船
のお客様にご案内いたします。お客様のご理解をお願いいたします。
検査の結果「高リスク」もしくは「再検査」と判定されたお客様は、ご乗船
いただけません。
※クルーズのお申し込み時に事前検査の実施及びお客様の個人情
報を日本クルーズ客船（株）、お申し込み旅行会社及び検査会社へ
提供することにご同意いただくことがクルーズのお申し込み条件と
なります。

①ご自宅で行う唾液検体採取による新型コロナウイルスの
事前ＰＣＲ検査
※事前検査キットを検査会社よりご自宅にご送付いたします。
※検査結果は「高リスク」「低リスク」「再検査」にて表示されます。
それぞれ医師による確定診断ではございませんが、医療機関で
おこなわれているＰＣＲ検査と同等程度の精度になります。

②乗船当日・受付場所等にての抗原検査
※検査キットを乗船当日、乗船受付場所等でお渡しいたします。
※抗原検査で「高リスク」となった場合はご同行者を含めご乗船いただけ
ません。医療機関や自宅への交通費等はお客様のご負担となります。
公共交通機関はご利用いただけないため、高額になる場合があります。 

重要なご案内（ワクチン接種済の方にも必要となります。）

■お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りください。
●お申し込みの方法と契約の成立
申込書に所定の事項を記入し、1名あたり下記の申込金のお支払いが必要になります。申込金は旅行代金又は取消
料もしくは違約料のそれぞれ一部として取扱います。旅行契約は申込金を受領したときに成立するものとします。電話
等にてご予約の場合、当社が予約を承諾する旨を通知した日から起算して3日以内に手続きをお願い致します。

●旅行代金の支払い
　旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
●旅行代金に含まれるもの
　旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃･料金及び宿泊･食事･船内イベント参加費用（一部材料費を除く）
［注］上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しは致しません。
●旅行代金に含まれないもの
　前項の他は旅行代金の中に含まれません。その一部を例示します。
飲料代･通信費等個人的諸費用及びそれに伴う税･サービス料、疾病･傷害に関する治療費、乗船港まで及び下船港
からの交通費、宅配便代、その他個人的費用、希望者のみ参加する各寄港地でのオプショナルツアーの旅行代金、
お客様のご希望によりお一人部屋を利用される場合の追加料金、任意の旅行保険料並びに携帯品保険料、客室タイプ
変更による追加代金
●参加人数の変更
　1室のご利用人員が変更になった時は、変更後の1室ご利用人数に応じた代金をいただきます。
●取消料等
お申し込み後、お客様のご都合で取消をされる場合、下記の取消料を申し受けます。

（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）

●旅行条件の基準期日:旅行条件･旅行代金は2021年6月1日現在を基準としております。

●その他
･参加者数が明示した最少催行人員に達しなかった時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当た
る日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知致します。
･添乗員は同行致しませんが、船内では係員がお世話致します。
･お客様は当社が承諾した場合、1万円の手数料をお支払いいただくことにより、別のお客様に交替することができます。
･その他の事項に関しては、当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
●最少催行人員　150名様
●個人情報について
（1）当社は、旅行申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、お客様との間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・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関等につい
ては当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。）の
提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続（以下「手配等」といいます。）に必要な範囲内、
当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、
保険会社に対し、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申し込みいただく際には、これら
の個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスの御案内、当社の商品やキャ
ンペーンの御案内のために、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。

（2）当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。こ
の個人情報は、お客様に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させ
ていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得
るものとします。
＊また、当社では（1）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（2）アンケートのお願い。（3）特典サービスの
提供。（4）統計資料の作成｡（5）当社の旅行商品のご案内。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｡

お申し込みのご案内 （詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。）

旅行契約の
解除日 21日前まで

取消料 無料

20日前から
8日前まで
20％

7日前から
2日前まで
30％

旅行開始日の
前日
40％

旅行開始日の
当日（右記除く）

50％

旅行開始後または
無連絡不参加
100％

2021.6

旅行代金の総額
お申込金

15万円未満 15万円以上30万円未満 30万円以上
20,000円以上 30,000円以上 50,000円以上

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きの責任者
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、ご遠慮なく右記の
総合旅行業務取扱管理者におたずねください。

運航会社：日本クルーズ客船株式会社

受託販売

お申込金 旅行代金の20％

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

〒108‒0022　東京都港区海岸3‒18‒21 ブライトイースト芝浦1階

株式会社クルーズバケーション

■お食事時のお飲み物（一部銘柄は除く） 
■ルームサービス（アルコール飲料を

除くお飲み物・軽食）
■お部屋のミニバーセット 
■冷蔵庫内のお飲み物
■映画ソフト（DVD）の貸出
■ロイヤルスイートのランドリークリー

ニングサービス
■ロイヤルスイートのインターネット

閲覧サービス

（1003）エレガント

ダイニングサロン
〈グラン・シエクル〉

定員2名（35㎡ 10階、バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー付
※スイートBは、救命ボートによりベランダの眺望が妨げられます。

スイート
A（1005～1018）
B（1019 1020）

ステートルームE・F・G・H
定員 E：2名 F〜H：2〜3名

（15.3㎡ シャワー・トイレ付）
※Hは丸窓

ロイヤルスイート
スイート 特別なサービスでおもてなし

♦専用ダイニングで専属シェフによる特別なメニュー
ときめ細やかなサービスでおもてなし。二人掛けテー
ブルでゆったりとお食事をお楽しみいただけます。
※ダイニングサロンは未就学児童の方はご利用いただけません。
※感染症対策の為、お客様の人数によっては食事時間が
交代制になる場合がございます。

♦乗船日にはお部屋にウェルカムスイーツを
お届けします。

 E :9階 
 F :8階

 G :6階 
 H :6・5階 

共通の
客室設備

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

※客室の面積にはバルコニーを含みます。
※各客室階には、無料でご利用いただけるセルフランドリーがございます。
※客室を含む船内はすべて禁煙です（スモーキングコーナーをご利用ください）。
※救命ボート、乗下船用タラップなど客船固有の設備のために、一部眺望
が妨げられる客室がございます。

サロン
クラス

デラックスルーム
定員2名（23.5㎡ 9階、バス・トイレ付）
※ブルーレイプレーヤー付

追加代金無しでご利用いただけます

定員2名（65㎡ 10階、展望バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー、インターネット閲覧専用ノートパソコン付

ロイヤル
スイート 
A（1001 1002）
B（1003 1004）

サロン
クラス

サロン
クラス

デラックスルームご利用の方は、メインダ
イニングルームのお食事が2回制の場合、
ご希望の回数を指定いただけます。

全室海側の「洋上の我が家」

ーーー　お申込みは　ーーー
㈱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

弊社、ぱしふぃっくびいなすのサイトに戻る ＞＞

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



