東京 発着

2021 年 10 月出発
全寄港地観光付

全室スイート、オールインクルーシブのラグジュアリー客船

憧れ のシルバー
・
ミューズで航く
秋の西日本周遊クルーズ 8日間
旅行代金

478,000円 〜 1,800,000円

二次元
バーコードから
船の動画をご覧
いただけます

SILVER MUSE

シルバー・ミューズ

●就航年
●総トン数
●全長
●全幅

●乗客定員
596人
●乗組員数
411人
●スペースレシオ 68.3トン
●サービスレシオ
1.45名

2017年4月
40,700トン
212.8m
27m

ワクチン接種完了の方
対象クルーズ

ラグジュアリークラス

［オーナーズ・スイート／大人お1人様：2名1室利用］

風光明媚な
瀬戸内海を通航

［クラシック・ベランダ／大人お1人様：2名1室利用］

ならではの

安心・安全で 快適な新しいクルーズの旅

JTBクルーズは、厳選した客船による「お食事スタイル」「居住空間」や、「ソーシャルディスタンス」の
安全・快適性にこだわった、新しい時代に求められるクルーズライフをご提案します。
ソーシャルディスタンス

パーソナルダイニング

チェックインや乗下船の長い待ち時間や、
船内での人混みを避けられる安心・快適な
船を厳選しました。それぞれのお客様にパーソナルな旅
を味わっていただけるよう、よりきめの細かいサポートを
提供いたします。

お食事は、お好みのレストランで、お好きなときに、
ご同行の方だけのお席で、ゆったりとお楽しみい
ただけます。また、レストランメニューをお部屋にお届けするサ
ービスがある高級客船を利用したコースです。大海原を眺めな
がらのバルコニーでのお食事はクルーズならではの楽しみです。
パーソナル
ダイニング

ゆったり度「スペースレシオ」が示す
世界最高レベルの居住性

外の空気を取り入れることができるため、
お部屋の換気が気になる方にも安心です。船旅なら
ではの大海原の景色をプライベート空間で楽しむこと
ができます。

世界最高レベルの「サービスレシオ」で
きめ細やかなおもてなしを

「スペースレシオ」とは、
お客様 1 人あたりの空間
的ゆとりをトン数で表す
指 標 で す。約 68トンと
一般的な客船よりも「ス
ペースレシオ」が広く、快
適な居住空間をお楽しみ
いただける客船を厳選い
たしました。

全寄港地観光付
憧れのシルバー・ミューズで 航く
■旅行期間／ 2021年

クルー 1 名あたりがお世話するお客様の人
数を表す「サービスレシオ」がマンツーマン
に近く平均 1.45 名という、最上級のサービ
スにこだわった客船を厳選しました。バト
ラーやコンシェルジュの洗練されたサービ
スはもちろん、プールサイドでのくつろぎの
ひとときに、スタッフがお客様の邪魔になら
ないタイミングでドリンクをお持ちするなど
きめ細やかなサービスでおもてなしします。

秋の西日本周遊クルーズ 8日間

10月9日（土）～ 10月16日（土）

■乗船区間 東京～東京【船内7泊】
● 発着地：東京

● 最少催行人員：300名様

● 食事条件：q 7回、w 6回、e 7回

瀬戸内海
クルージング

韓国
釜山

●

午後

シルバー・ミューズ乗船
東京出港

10：00
17：30

新宮入港
新宮出港

終日

瀬戸内海クルージング

07：00
13：00

釜山入港
釜山出港

5 10/13（水）

07：00
17：00

佐世保入港 半日観光をお楽しみください（自由行動はできません）
佐世保出港
qwe【船中泊】

6 10/14（木）

09：00
18：00

鹿児島入港 半日観光をお楽しみください（自由行動はできません）
鹿児島出港
qwe【船中泊】

終日

クルージング

07：00

東京入港

日本

7 10/15（金）
8 10/16（土）

韓国

3 10/11（月）
4 10/12（火）

日本

2 10/10

qwe【船中泊】

半日観光をお楽しみください（自由行動はできません）
qwe【船中泊】

qwe【船中泊】

朝食後、下船
qXX

※寄港地での感染症対策のため、寄港地での外出は船会社が感染症対策を調査した上で、企画・実施
する観光ツアーへのご参加に限らせていただきます。
客船ターミナル内や着岸岸壁を除き、
自由行動はできません。
また、貸切タクシープランの設定はございません。
※寄港地での観光は船会社の半日寄港地観光ツアーにご参加いただきます（旅行代金に含まれます）
。寄港地観
光の詳細は、ご出発の 2 週間前までにご案内いたします。
※設定以外の区間乗下船はできません。
※船舶航行規制、天候、海象、港湾、出入国管理または感染症予防対策などの事情により、航路・寄港地の変
更または抜港、寄港時間の変更、寄港順入替またはクルーズ中止となる場合があります。
※船内の感染症予防対策への対応状況により、船内の一部サービスは内容が変更となる場合がございます。
※パンフレットに掲載の写真は全てイメージです。天候・気象等により同様の景観を見られない場合があります。
ご案内

●

鹿児島
●

XXe【船中泊】

半日観光をお楽しみください（自由行動はできません）
qwe【船中泊】

下船後、解散

★

新宮
●

佐世保

17：00

（日）

東京

日本

● 添乗員：同行しません
（船内では係員がご案内します） ● 全寄港地観光付

1 10/9（土）

バルコニー付き
客室のみ

バルコニー付き
客室のみ

桜島と仙巌園（鹿児島）
■ 出発日／旅行代金（大人お一人様：2名1室利用）
ホテルコード

出発日・発着地

客室タイプ

2名1室

1・3名1室

クラシック・ベランダ・スイート

CS

C3

スーペリア・ベランダ・スイート

PS

P3
D3

デラックス・ベランダ・スイート

DS

シルバー・スイート

SS

S3

ロイヤル・スイート

RS

R3

グランド・スイート

GS

G3

オーナーズ・スイート

WS

W3

旅行代金のご案内

2021/10/9

東京発着

478,000 円
538,000 円
588,000 円
1,250,000 円
1,450,000 円
1,520,000 円
1,800,000 円

※旅行代金は 1 室を 2 名で利用した場合のおひとり様あたりの金額です
（大人・子供同額）
。

※政府関連諸税および港湾施設使用料、国際観光旅客税、船内チップは旅行代金に含まれています。
※ 1 名 1 室利用時の旅行代金は、2 名 1 室利用時の 200％となります。
※ 3 名 1 室利用はリクエスト手配になります。3 名 1 室利用時の 3 人目の代金は、2 名 1 室利用時の 50％
となります。空室状況はお問合せください。
（詳細は裏表紙の旅行条件をご確認ください）
。
※キャンセル料：62 日前より発生
販売店の方へ

1

コース番号

V

S

1

8 - Z

航空

Z

Z -

ホテルコード

コース番号の見方 LOOKSにてコース番号と
航空、ホテルコードを左記の順番で入力

最高峰の 8つのレストランが織りなす、
唯一無二の食体験

「お好きな時に、お好きな方と」

アトランティード

自由に選 べる 8 つのレストラン くつろぎのパーソナルテーブルで味わう美食

ラ・テラッツァ

カイセキ

ラ・ダム

シーフード＆グリル

イタリアン（夜のみ予約制）

日本料理（夜のみ予約制 有料＄60）

フレンチ（予約制／有料：＄60）

ゆったりとくつろいだ雰囲気の中で世界のグ
ルメが楽しめます。

トラディショナルなイタリアンレストランです。
著名なシェフ、アルベルト・コロンボが監修。

インターナショナル・ジャパニーズを堪能で
きるレストラン。昼食は寿司や刺身、夜は鉄
板焼きが楽しめます。

エレガントな雰囲気の中で極上の料理とワ
インをお楽しみいただける本格フレンチレス
トラン。

ザ・グリル

スパッカ・ナポリ
ピザ（ドレスコードなし）

インターナショナル（予約制）

アジアンフュージョン

昼間はアメリカンスタイルのグリルランチを、夜
は高温に熱した溶岩の上で調理するシーフード
やステーキなどをお好みに合わせて調理します。

焼きたてのピザをテイクアウトしてお好きな
場所で召し上がれます。自由気ままに活用で
きるのが魅力です。

ニューヨーク・マンハッタンにある本格的な
ジャズクラブを模したレストランで生演奏が
楽しめます。

インド・ベトナム・タイなどのエスニック料理
を洗練されたスタイルで提供します。

ステーキ・グリル（夜のみ予約制／ドレスコードなし）

シルバー・ノート

インドシナ

インルーム・ダイニング（ルームサービス）
お部屋でゆっくりプライベートなお食事を楽しめるインルーム・ダイニング
もおすすめです。ルームサービスは24 時間オーダー可能です。
（乗船日はご利用いただけません）

CABIN PLAN

／客室案内

（2 ベッドルーム）
オーナーズ・スイート
約 119 〜 129m2 ベランダ・バスタブ付
（中央 9 階）

■チーク材使用のプライベートベランダ、パティオ家具
■大理石のバスルーム：洗面台 2 個、バスタブ、
セパレートシャワー、トイレ、化粧室（トイレ付き）
■ツインベッド（キングベッドに変更可能）
■セカンド・ベッドルーム ■ダイニングエリア
■エスプレッソマシーン
■ Bose オーディオシステム

シルバー・スイート（1ベッドルーム）
約73m2 ベランダ・バスタブ付
（中央・前方9〜11階）
■チーク材使用のプライベートベランダ、
パティオ家具
■大理石のバスルーム：洗面台 2 個、
バスタブ、セパレートシャワー、トイレ、
化粧室（トイレ付き）
■ツインベッド（キングベッドに変更可能）
■ダイニングエリア

〜洋上の別荘で、私だけの豊かな時間を愉しむ〜

グランド・スイート（1 ベッドルーム）
約 137 〜 146m2 ベランダ・バスタブ付
（前方 8・9 階）

ロイヤル・スイート（1 ベッドルーム）
約 105m2 ベランダ・バスタブ付
（前方 7 階）

■チーク材使用のプライベートベランダ、パティオ家具
■大理石のバスルーム：洗面台 2 個、バスタブ、
セパレートシャワー、トイレ、化粧室（トイレ付き）
■ツインベッド（キングベッドに変更可能）
■ダイニングエリア
■エスプレッソマシーン
■Bose オーディオシステム

■チーク材使用のプライベートベランダ、パティオ家具
■大理石のバスルーム：洗面台 2 個、バスタブ、
セパレートシャワー、トイレ、化粧室（トイレ付き）
■ツインベッド（キングベッドに変更可能）
■ダイニングエリア
■エスプレッソマシーン
■Bose オーディオシステム

デラックス・ベランダ・スイート
約36m2 ベランダ・バスタブ付
（中央・6〜8階）

スーペリア・ベランダ・スイート
約36m2 ベランダ・バスタブ付（前方7階以上）

■チーク材使用のプライベートベランダ、
パティオ家具
■大理石のバスルーム：洗面台、バスタブ、
セパレートシャワー、トイレ
■ツインベッド
（クイーンベッドに変更可能）

■チーク材使用のプライベートベランダ、
パティオ家具
■大理石のバスルーム：洗面台、バスタブ、
セパレートシャワー、トイレ
■ツインベッド
（クイーンベッドに変更可能）

クラシック・ベランダ・スイート
約36m2 ベランダ・バスタブ付（前方5・6階）
■チーク材使用のプライベートベランダ、
パティオ家具
■大理石のバスルーム：洗面台、バスタブ、
セパレートシャワー、トイレ
■ツインベッド
（クイーンベッドに変更可能）

共通のサービスとアメニティ
バトラーサービス／バスローブ／スリッパ／選べる枕／バスアメニティ／ネーム入り文具／傘／インタラクティブ薄型テレビ／充電用 USB ポート／
iHomeラジオ／電話／冷蔵庫／ミニバー付きカクテルキャビネット／プラテージ社製ベッドリネン／ライティングデスク／ウォークインクローゼット／
ヘアドライヤー／ Wi-Fiアクセス
（スタンダード回線使用無制限。
シルバー・スイート以上は高速・大容量回線使用無制限）
※各カテゴリーの図面は同比率ではありません。 ※広さはベランダを含んでいます。 ※3人使用対応スイートの3人目はソファベッドとなります。 ※車椅子対応スイートはバスタブがなくシャワーのみとなります。

※写真はすべてイメージです。

新型コロナウイルス感染症に関する対応について
本クルーズにおけるご予約時のお申込み条件および乗船受付時（出港当日）
の健康状況について、以下の特別条件を適用させていただきます。
本クルーズは、新型コロナウィルスのワクチン接種を完了されたお客様にご参加いただけます。

シルバーシー・クルーズでは、お客様、乗組員、訪問先の地域社会の健康と安全を最優先に考え、
ご乗船に際しては、年齢を問わずお客様と乗組員の全員に新型コロナウィルスのワクチン接種を必須としており、9月25日
（土）
までに、2回目のワクチン
（木）
までに新型コロナウイルスワクチン接種証明書、
またはそのコピーをお申込み販売店へご提出いただきます。ご提出いただけない場合は、
ご乗船いただけませんのでご注意ください。
接種を完了されている必要があります。そのため、9月30日

※新型コロナウイルスのワクチン接種がお済みの方も、本対応が適用となります。 ※全てのお客様に事前検査
（船会社指定）
を実施する予定です。
1．
【ご予約時のお申込み条件】
以下の条件に該当するお客様はご家族・ご同行者・ご同室者も含め、
ご乗船をお
断りさせていただきます。なお、
基礎疾患のある方、
特に呼吸器系疾患のある方
（
「CPAP」
をご利用の方を含む）
は事前にかかりつけ医にご相談の上お申込み
ください。
※ただし、g ）
はご本人様のみご乗船をお断りさせていただきます。
a）乗船日前日より遡って14日以内に37.5℃以上の発熱、咳、のどの痛み、筋肉
痛（運動によるものは除く）、倦怠感、息苦しい、味覚・嗅覚に異常などの症状
を有した方。
b）乗船日前日から遡って14日以内に海外渡航歴を有する方。
c）乗船日前日から遡って14日以内に新型コロナウイルス感染症と診断された
方、もしくは感染の疑わしい方と濃厚接触（＊）
をした方。
（＊）… 手で触れることの出来る距離（目安 1メートル）で、必要な感染予防
策なしで15 分以上の接触（交通機関等公共の場での一時的な接触
は除く）。
ｄ）新型コロナウイルス感染症により入院または自宅・ホテル等で療養されてい
た方で、乗船日前日から遡って14日以内に退院または療養期間を終了され
た方。

⑶当日検査で陰性と判定された方はご乗船手続きに進みます。
⑷体調がすぐれないお客様は無理をせずご乗船をお控えください。
※検査内容は変更となる場合があります。

ｅ）船会社指定の検査にて、検査結果が「陽性」
「高リスク」もしくは「再検査」と
判定された方、検査を受検されなかった方。
f ）ご乗船当日に実施する検温にて、発熱（37.5度以上）のあるお客様。
g）マスクのご着用が困難な方（船内や寄港地では、マスクのご着用が必須とな
ります）。
h）以下に該当する場合はお申込みいただけません。
・新型コロナウイルス感染症の症状が重症化しやすい呼吸器疾患用医療器
具（酸素ボンベ・酸素濃縮器等）
をご利用の方。
・2歳未満の乳幼児の方（PCR検査に必要な唾液検体採取が困難なため）。
・2つ以上連続するクルーズ（下船日と次航の乗船日が同一日となるもの）。

3．
【サービス内容の一部変更について】
2021年7月15日現在、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、お客様
に安全なサービスを提供するため、船内におけるサービス内容（お料理の提供
方法や座席数の削減など）
を一部変更させていただく場合があります。
4．
【その他】
本対応は、今後の新しい知見や社会全体の感染症対策の進展等に応じて変更
となる場合があります。

2．
【ご乗船当日の健康状況確認について】
⑴ 健康状況を確認させていただきます
（検温・健康質問票の提出）。
⑵ 検査を受検いただく予定です。
※検温および健康質問票の結果として、37.5℃以上の発熱があった場合、
また
は健康質問票の記載内容に応じて、
ご家族・ご同行者・ご同室者を含め、
ご乗
船をお断りします。なお、交通費・宿泊費・宅配便などの諸費用はお客様のご
負担となります。

・乗船受付時・船内・寄港地ではマスクの着用が必須となります。
・事前検査費用および当日の検査費用は、旅行代金に含まれます。
・感染症の拡大防止、気象・海象条件、最少催行人員未達、その他の事情（寄港
地の受入状況等）
により、運航スケジュール、イベントを変更または中止する
場合があります。その場合の交通費、宿泊費、宅配便等または、それに関わる
取消料などの諸費用はお客様のご負担となります。

全コース共通のご案内とご注意 ご旅行をさらに快適に楽しんでいただくためにお申し込みいただく前に必ずお読みください。
■記載内容について
このパンフレットの記載内容は 2021 年 10 月出発まで有効です。なお、スケジュール
および料金、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
必ず販売店でご確認ください。
■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。寄港地・上陸地は天候などの理
由により、変更または抜港となる場合があります。航路や出入港時間は、2021 年 7 月
15 日現在のものです。船舶航行規制、港湾、出入国管理などの事情により変更にな
る場合がございます。
■レストラン・お食事
レストラン名

ジャンル

アトランティード

シーフード & グリル

インドシナ

アジアン・フュージョン

ラ・テラッツァ

イタリアン

ザ・グリル

ステーキ・グリル

スパッカナポリ

ピッツェリア

朝・昼・夕
備考
追加料金
xyz オープンシーティング
不要
z オープンシーティング
不要
xyz 夕食は要予約
不要
yz 夕食は要予約
yz オープンシーティング

シルバー・ノート

インターナショナル

カイセキ

日本料理

ラ・ダム

フレンチ

z 要予約
y

不要
不要
不要

オープンシーティング
z 要予約
z 要予約

不要
＄60
＄60

■客室について
●客室番号、位置の指定はできません。船側の都合により、乗船券お渡し後に客室番
号が予告なく変更となる場合もございます。
● 1 名 1 室利用および 3 名 1 室利用可能な客室数には限りがあるためリクエスト手配と
なります。
【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。

【3 名で 1 部屋をご利用の場合】
3 名 1 室利用の場合、ベランダ・スイートは 3 人目の方はソファベッド利用のため手狭と
なります。
をご希望のお客様へ】
【お 1 人部屋（シングルルーム）
1 名 1 室利用の場合は 2 名利用の客室をお 1 人でお使いいただきます。 1 名利用追加
代金がかかります。
■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ッシュレス・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・エキスプレスが利
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。
■リピータープログラム
●本クルーズはシルバーシー・クルーズのリピータープログラム「ベネチアン・ソサエ
ティ」の対象外のクルーズです。各種特典およびクルーズ回数の積算対象外となりま
すので、予めご了承ください。
■喫煙 ダイニングルーム、ショーラウンジ、客室内（バルコニー含む）などは全て禁
煙です。喫煙は指定された場所にてお願いします。
■添乗員 同行しません。
■渡航手続きについて
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続きは、お客様ご自身でお願い
いたします。渡航に関する諸条件および渡航手続きについては外務省、渡航先国の大
使館・総領事館の指示に準じます。
■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：https://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省ホームページ：https://www.mofa.go.jp/mofaj/

■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。

■日程表内のマーク例

X …食事なし q …朝食あり w …昼食あり e …夕食あり

■時間帯の目安について
朝

午前

午後

夕刻

夜

06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00

「時間帯の目安」は船舶の発着
時刻をもとにした目安時間です。

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。

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。
●募集型企画旅行契約
この旅行は㈱ JTB（東京都品川区東品川 2-3-11 観光庁長官登録 旅行業第 64 号。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およ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成立の時期
当社または「受託販売欄」に記載された当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます）に
て必要事項をお申し出のうえ、下記に記載した申込金を添えてお申込みいただきます。
申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅
行契約は、当社らが契約の締結の承諾をし申込金を受領したときに成立するものといた
します。
●申込金
申込金（おひとり）
旅行代金

出発の前日から起算して
さかのぼって 62 日目にあたる日まで

出発の前日から起算して
さかのぼって 63 日以前

40 万円以上

旅行代金全額

旅行代金の 20％以上

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、お申込金の金額が旅行代金の 20％を超えています。
●旅行代金のお支払い
（お
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 日目にあたる日より前に
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。
●旅行代金
旅行代金は大人お 1 人様分を表示しています。幼児・子供代金は大人と同額です。
●その他
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した船舶運賃、キャビン使用料、食事代（一部有料）
、寄港地観光、船
内でのエンターテインメント、アクティビティ
（一部有料）
、テンダーボート代、乗船前検
査費用など。その他、旅行代金に含まれる旨の記載があるもの。これらの費用はお客
様の都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。

●旅行代金に含まれないもの
旅行代金に含まれる旨の明記がない限り、寄港料、政府関連諸税、船内チップ、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、電報電話料、マッサージ、美容院
等の個人的な費用など。
※燃油サーチャージは 2021 年 7 月 15 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。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2021 年 7 月 15 日を基準としています。
●お申し込み条件
・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。
・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。日本国籍でないお
客様の査証や渡航条件のご確認および渡航手続きは、お客様ご自身でお願いいたし
ます。
・ご乗船に先立ち、新型コロナウイルス ワクチン接種証明書をご提出いただきます。
また、ご参加の皆様に新型コロナウイルスの検査を実施する予定です。検査の結果
や当日のご体調によっては、ご参加いただけない場合があります。上記にご同意い
ただきお申込みをお願いいたします。
●特別な配慮を必要とするお客様のご参加について
健康を害している方、身体に障がいをお持ちの方、その他特別な配慮を必要とされる
方は、予約時にお申し出ください。場合により、船会社所定の申請書類
（健康診断書等）
を提出いただく他、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。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。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。
・妊婦
クルーズ終了までに妊娠第 24 週目に入る妊婦の方は乗船いただけません。また 24
週目未満の方は船会社指定の英文診断書の提出が必要です。
・幼児・子供
2 歳未満の乳児の乗船申し込みは受けられません。また乗船者が 18 歳に満たない場
合、21 歳以上の乗客の同乗が必要です（親権者の方の同意書提出が必要な場合が
あります）
。
・車椅子の利用

取消日
旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって

取消料

63日前まで
62日前以降

無

料

旅行代金の100％

●旅行の実施条件について
弊社では、以下の条件が整いクルーズ旅行が再開できることを願い、本コースをご案
内させていただきます。以下の内、いずれか一つでも条件を満たすことが出来ない場
合は、やむを得ず旅行内容を変更または中止させていただく場合がございます。予め
ご了承ください。
実施条件：
①発着地または寄港地の政府・自治体による制限が発出された場合
②入国時日本および訪問国（経由地含む）の制限・隔離が解除されていること
③クルーズ船の運航が行われ、日本人の乗船が認められていること
④クルーズ船の適切な感染防止対策が確認できていること
⑤利用交通機関が運航していること
⑥寄港地でのホテル・レストラン・観光施設が営業していること

たびレジで現地での連絡先などを登録しておくと

旅行に行くときは旅行先情報をネットで登録 !

検索

車椅子をご利用の方は、船会社への事前申請が必要です。ご自身の車椅子のご持参
と付き添いの方の同乗が必要です。
●お客様の交替・氏名変更（訂正）
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。 予約完了後の氏
名の変更（訂正）はできません。ただし当社および船会社が承諾した場合のみ、変更
可能です（取消料発生後は、お一人様 11,000 円の変更手数料を申し受けます）。
●お客様の解除権
※お客様は、当パンフレット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“出発日”または“客室タイプ”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。
●取消料（お客様による旅行契約の解除）
シルバーシー・クルーズ

●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。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

お申し込み
・お問い合わせ
●受託販売
（お申し込み
・お問い合わせ）

●旅行企画・実施

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、
御遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

JTBクルーズ 本店

（シルバーシー・クルーズ指定旅行会社）
〒141-0021
JTBクルーズ 本店
㈱ダイワグループ
東京都品川区上大崎2-24-9 アイケイビル3階
クルーズ旅行センター（法人営業部）
☎ ０３－５３７７－１３８１
または 03
（5719）
1315
〒166-0003
東京都杉並区高円寺南4-27-17
JR目黒駅
営業時間：10：00 〜18：00
恒陽サンクレスト高円寺903号
休業日：祝日・振替休日・年末年始
東急・地下鉄
三井住友銀行

三菱
UFJ銀行

アトレ
目黒2

◀大崎

JTBのクルーズ商品を掲載！
！

JTBクルーズ公式 Facebook
クルーズの魅力を発信中！
運航会社：シルバーシー・クルーズ

JTBクルーズ

検

索

目黒通り

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

権之助坂

三井住友
信託銀行

（アイケイビル3階）

HOBS

東急
ストア

ホテルプリンセス
ガーデン

0120-950-788

西口

恵比寿▶

東口

ファミリーマート

目黒駅

自転車文化センター

〇 弊社

日本基督教団
白金教会

慶應寺目黒分院

※ご来店につきましては、予約制となっております
ので予めご了承ください。
※土・日曜日は、お電話のみの受付となります。

シルバーシー・クルーズのサイトに戻る ＞＞
首都高速

JR山手線 目黒駅下車 西口 徒歩4分
東急目黒線 目黒駅下車 徒歩6分
地下鉄 東京メトロ南北線・都営三田線 目黒駅下車 徒歩6分

総合旅行業務取扱管理者 飯田 隆太

4495832

