
 多彩なお食事 

 毎晩煌びやかなショーが開催 

 船上で生ビール 

添乗員同行  羽田発
2023年5月〜9月出発

アメリカ野球観戦アメリカ野球観戦＆＆

A･Bコース Cコース

7・87・8日間日間西海岸クル西海岸クルーーズズ

ロサンゼルス･ハリウッドロサンゼルス･ハリウッド
Los angeles HOLLYWOODLos angeles HOLLYWOOD

 映画の聖地映画の聖地 

ウォータースライダーウォータースライダー
 スリル満点スリル満点 

エンゼル・スタジアム・エンゼル・スタジアム・
オブ・アナハイムオブ・アナハイム

Angel stadium of anaheimAngel stadium of anaheim

 日本人選手が大活躍日本人選手が大活躍！！ 

カーニバル･ラディアンスで航く

398,000円〜528,000円
■�1名様／2名1室利用／Aコース／内側キャビン／エコノミークラス席利用の場合／�
※燃油サーチャージ（目安：114,400円：11月25日現在）、空港施設使用料、国際観光旅客税、海外空港諸税、入港諸税、船内チップ等が別途必要となります。

American  Baseball

アメリカアメリカでで
野球観戦野球観戦



Aコース
B・Cコース

ロサンゼルスロサンゼルス
カタリナ島カタリナ島

エンセナダエンセナダ

終日クルージング終日クルージング

アメリカ

メキシコ

Aコース【西海岸クルーズ4泊＆ホテル1泊】野球観戦1日間　7日間

5/1（月）発 下船日5/5（金） ロサンゼルスA vs  テキサスR

5/22（月）発 下船日5/26（金） ロサンゼルスA vs  マイアミM

8/14（月）発 下船日8/18（金） ロサンゼルスA vs  タンパベイR

Bコース【西海岸クルーズ3泊＆ホテル2泊】野球観戦2日間　7日間

7/14（金）発 下船日7/17（月）＆
翌日7/18（火） ロサンゼルスA vs  ニューヨークY

9/22（金）発 下船日9/25（月）＆
翌日9/26（火）： ロサンゼルスA vs  テキサスR

サンタモニカ（アメリカ）
全長700mほど海に突き出全長700mほど海に突き出
た桟橋サンタモニカ･ピアは、た桟橋サンタモニカ･ピアは、
カフェやショップが建ち並ぶカフェやショップが建ち並ぶ
人気スポット。人気スポット。

ロングビーチ港ロングビーチ港

ディズニーランド・
パーク
ディズニーランド・
パーク エンゼル・

スタジアム・オブ・
アナハイム

エンゼル・
スタジアム・オブ・
アナハイム

ヒルトン・
アナハイム
ヒルトン・
アナハイム

Long BeachLong Beach

アナハイムアナハイム
AnaheimAnaheim

ハリウッドハリウッド
HOLLYWOODHOLLYWOOD

サンタモニカサンタモニカ
Santa MonicaSanta Monica ロサンゼルスロサンゼルス

Los AngelesLos Angelesダウンタウンダウンタウン

ロサンゼルス
国際空港
ロサンゼルス
国際空港
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※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。

Aコース

1
（月）

【17：00】東京（羽田）発aJL16直行便にてロサンゼルスへ
・・・・・・・・・・・・・・・・日付変更線通過・・・・・・・・・・・・・・・・
【10：50〜11：15】ロサンゼルス着�
bその後、ロングビーチ港へ
【午後】 カーニバル・ラディアンスに乗船 
【17：00】ロサンゼルス（ロングビーチ港）出港� rxe 船中泊

ア
メ
リ
カ2

（火）
【07：30】カタリナ島入港
自由行動oワイルドドルフィン ウォッチ＆コースタルクルーズ

（所要時間：約2時間／値段:約US$79.99（お1人様））
【16：30】カタリナ島出港� qwe 船中泊

3
（水）メ

キ
シ
コ

【08：00】エンセナダ（メキシコ）入港
自由行動o潮吹き穴ツアー（フェ―マス ブローホール）

（所要時間：約3時間／値段:約US$39.99（お1人様））
【17：00】エンセナダ出港� qwe 船中泊

4
（木）

【終日】クルージング
� qwe 船中泊

5
（金）

ア
メ
リ
カ

【07：00】ロサンゼルス（ロングビーチ港）入港
【午前】b下船後、専用車にてロサンゼルス半日観光
（◎ハリウッド、〇メルローズ、◎ファーマーズマーケット、〇ビバリーヒルズ
（ロデオドライブ）、〇センチュリーシティ、◎サンタモニカ）
【午後または夕刻】ホテルbエンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムへ
 本場アメリカの野球観戦 
【夜】試合観戦後、ホテルへ� qxx アナハイム泊

6
（土）

【午前】b空港へ
【13：45〜14：10】ロサンゼルス発aJL15直行便にて帰国の途に
・・・・・・・・・・・・・・・・日付変更線通過・・・・・・・・・・・・・・・・
� qxr 機中泊

7
（日） 【17：25】東京（羽田）着� rxx

■出発日／旅行代金（１名様/2名1室利用）
Aコース／UTQLA-■

出発日 客室タイプ エコノミークラス席 上級エコノミークラス席 ビジネスクラス席 お1人部屋追加代金

5月1日（月）
GW

内側 498,000円 698,000円 1,498,000円 68,000円
海側窓付 528,000円 728,000円 1,528,000円 78,000円
海側バルコニー 558,000円 758,000円 1,558,000円 88,000円

5月22日（月）
内側 398,000円 548,000円 1,298,000円 68,000円
海側窓付 428,000円 578,000円 1,328,000円 78,000円
海側バルコニー 458,000円 608,000円 1,358,000円 88,000円

8月14日（月）
お盆

内側 528,000円 728,000円 1,528,000円 88,000円
海側窓付 558,000円 758,000円 1,558,000円 98,000円
海側バルコニー 588,000円 788,000円 1,588,000円 118,000円

クルクルーーズズははアメリカ西海岸アメリカ西海岸をを巡巡りますります

観戦チケット
付き！

（座席指定なし）

試試合は大盛り上がり！合は大盛り上がり！

※Cコースは下船日に試合がないため、下船翌日＆翌 日々に観戦します。　※試合日程、対戦カー
ドは変更になる場合がございます。　※雨天などで試合が開催されなかった場合は観戦チケット代
を返金いたします。　※左記の画像はイメージです。

Cコース【西海岸クルーズ3泊＆ホテル3泊】野球観戦2日間　8日間

6/2（金）発 下船日の翌日6/6（火）
＆翌々日6/7（水） ロサンゼルスA vs  シカゴC

A・B・Cコース共通
★出発地：羽田　★添乗員：同行します。　★日本発着時利用航空会社：�日本航空（JL）
★�利用ホテル：ヒルトン・アナハイム（Aグレード）　★最少催行人員：15名様　
★ 旅券（パスポート）の残存有効期間は旅行最終日から６ヶ月必要となりますのでご注意ください。

 現地通貨  ※アメリカドル（US＄）、メキシコペソとなります。
 燃油サーチャージ・空港税その他について  ※燃油サーチャージ、空港税は旅行代金に含まれません。
※燃油サーチャージ概算114,400円、海外空港諸税（概算5,570円）、国内空港諸税2,950円および施
設保安サービス料（羽田発着／370円）、国際観光旅客税（1,000円）が別途必要になります（いずれも
2022年11月25日現在の額です）。※入港諸税および政府関連諸税合計（Aコース30,000円、Bコース
33,000円、Cコース33,000円）、船内チップ代（Aコース6,600円、Bコース8,700円、Cコース8,700円） 
を別途、お申し込み販売店にお支払いください。

■日程表内のマーク例
a：飛行機の旅  B：専用車の旅  O：オプショナルツアー  ◎：下車観光 ○車窓観光  Q：朝食あり W：昼食あり 
e：夕食あり X：食事なし  R：機内食  QWe：オレンジ色のマークは船外でのお食事となります。
■出発・到着時間帯の目安 早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

04：00 06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00 04：00

ベベーーススボボーールル＆＆ククルルーーズズ！！！！

ロサンゼルスMAP

投打の活躍が話題の日本人選手投打の活躍が話題の日本人選手が所属するが所属する（※2022年11月25日現在）（※2022年11月25日現在）

ロサンゼルス近郊アナハイムを本拠地とする野球チームを本場アメリカのスタジアムで観戦！！ロサンゼルス近郊アナハイムを本拠地とする野球チームを本場アメリカのスタジアムで観戦！！

宿泊ホテルはスタジアムに近い宿泊ホテルはスタジアムに近い
ヒルトン・アナハイムヒルトン・アナハイム
カリフォルニア ディズニーランド・カリフォルニア ディズニーランド・
リゾートも徒歩圏内！リゾートも徒歩圏内！

（ホテルからシャトルバスも運行）（ホテルからシャトルバスも運行）



※写真はすべてイメージです。

海側窓付 約20㎡（窓･シャワー付）内側 約17㎡（シャワー付）

海側バルコニー
約20㎡（バルコニー･シャワー付）

■客室内標準設備（全タイプ共通）
●バスルーム（シャワーとトイレ）　●エアコン
●衛星テレビ　●衛星・内線電話　
●ミニバー　●金庫　●ドライヤー
●�アメニティ（3種類のタオル、石鹸、ボディ
シャンプー、リンスインシャンプー）
●�200-110Vの電源また朝夕の清掃サービ
スがあります。　
●�洗面用具（歯ブラシ、髭剃り）、寝間着類、
スリッパはご持参ください。

RoomRoom利用客室利用客室
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コース キャビン
ー

コース番号の見方販売店の方へ

※�コースコードとキャビンコードを�
ご入力ください。

※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。

Bコース Cコース

1
（金）

【17：00】東京（羽田）発aJL16直行便にてロサンゼルスへ
・・・・・・・・・・・・・・・・日付変更線通過・・・・・・・・・・・・・・・・
【10：50〜11：15】ロサンゼルス着　bその後、ロングビーチ港へ
【午後】 カーニバル・ラディアンスに乗船 
【17：00】ロサンゼルス（ロングビーチ港）港出港� rxe 船中泊

1
（金）

ア
メ
リ
カ2

（土） 【終日】クルージング� qwe 船中泊 2
（土）

3
（日）メキ

シ
コ

【08：00】エンセナダ（メキシコ）入港
自由行動o潮吹き穴ツアー（フェ―マス ブローホール）

（所要時間：約3時間／値段:約US$39.99（お1人様））
【17：00】エンセナダ出港� qwe 船中泊

3
（日）

4
（月）

ア
メ
リ
カ

【07：00】ロサンゼルス（ロングビーチ港）入港
【午前】b下船後、専用車にてロサンゼルス半日観光
（◎ハリウッド、〇メルローズ、◎ファーマーズマーケット、〇ビバリー
ヒルズ（ロデオドライブ）、〇センチュリーシティ、◎サンタモニカ）

4
（月）

Bコース Cコース
【午後または夕刻】ホテルb
エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムへ
 本場アメリカの野球観戦 �【夜】試合観戦後、ホテルへ

【午後】自由行動

� qxx アナハイム泊
5

（火）
【午前】自由行動　【午後または夕刻】ホテルbエンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムへ
 本場アメリカの野球観戦 �【夜】試合観戦後、ホテルへ�qxx アナハイム泊

5
（火）

【午前】自由行動　【午後または夕刻】ホテルb
エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムへ
 本場アメリカの野球観戦 �【夜】試合観戦後、�
ホテルへ� qxx アナハイム泊

6
（水）

6
（水）

【午前】b空港へ
【13：45〜14：10】ロサンゼルス発aJL15直行便にて帰国の途に
・・・・・・・・・・・・・・・・日付変更線通過・・・・・・・・・・・・・・・・
� qxr 機中泊

7
（木）

7
（木） 【17：25】東京（羽田）着� rxx 8

（金）

■出発日／旅行代金（１名様/2名1室利用） ■出発日／旅行代金（１名様/2名1室利用）

■キャビンコード

Cコース／UTQLC-■
出発日 客室タイプ エコノミークラス席 上級エコノミークラス席 ビジネスクラス席 お1人部屋追加代金

6月2日（金）
内側 538,000円 688,000円 1,238,000円 138,000円
海側窓付 568,000円 718,000円 1,268,000円 158,000円
海側バルコニー 598,000円 748,000円 1,298,000円 178,000円

Bコース／UTQLB-■
出発日 客室タイプ エコノミークラス席 上級エコノミークラス席 ビジネスクラス席 お1人部屋追加代金

7月14日（金）

内側 548,000円 698,000円 1,248,000円 128,000円

海側窓付 578,000円 728,000円 1,278,000円 148,000円

海側バルコニー 608,000円 758,000円 1,308,000円 168,000円

9月22日（金）

内側 478,000円 628,000円 1,228,000円 108,000円

海側窓付 508,000円 658,000円 1,258,000円 128,000円

海側バルコニー 538,000円 688,000円 1,288,000円 148,000円

※航空および船舶の発着時間・交通機関・寄港地は場合によっては変更となることがあります。※oマー
クのついた寄港地では船会社代理販売のオプショナルツアー（別料金）をお楽しみください。オプショナ
ルツアーのお申し込みは乗船後となります。オプショナルツアーの内容・料金は変更になる場合がありま
す。※アメリカ合衆国への渡航にはワクチン接種証明書が必要です。※機械読み取り式旅券が必要と
なります。※アメリカの電子渡航認証システム（ESTA）の認証が必要です。※ESTA申請にはお1人様
＄21かかります。※2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメン
に渡航または滞在したことがある方はESTA取得ができません。アメリカ大使館でのビザ取得が必要と
なります。●セキュア・フライト・プログラム／米国運輸保安局の指示により、米国内空港を離発着する民
間航空機の保安強化のためお客様のパスポート記載の氏名、生年月日、性別、レドレスナンバー（該当
者のみ）を72時間前までに航空会社へ報告するシステムが導入されました。正しい情報が入力されない
と入国に支障を来たすことも予想されますので、お申し込みの販売店へ正確なデータの提供をお願いい
たします。情報は2022年11月25日現在となり、予告なく変更となる場合がありますので、旅行申込販
売店へ必ず最新情報をご確認ください。

★ 共通のご注意

リラックスリラックスRRelaxelax

ゆったりとおくつろぎゆったりとおくつろぎ
いただけます。いただけます。 21歳以上の大人限定のラウンジ21歳以上の大人限定のラウンジ

船上で生ビールを！船上で生ビールを！
極上のステーキと極上のステーキと
新鮮なシーフードが自慢新鮮なシーフードが自慢

プールエリアの目玉！プールエリアの目玉！

EEntertainmentntertainment&&
AActivityctivity エンターテインメントエンターテインメント

＆アクティビティ＆アクティビティ

食事食事FFoodood&&DDrinkrink

有料

有料

レッドレッド
フロッグパブフロッグパブ

セレニティ･ラウンジセレニティ･ラウンジ
アトリウム

メインダイニング

ステーキハウスステーキハウス

ウォーターウォーター
スライダースライダー

無料

シアター＆シアター＆
ショーショー

上級エコノミー
クラス席

1名1室/
2名1室

3名1室/
4名1室

内側 7 8
海側窓付 9 A
海側バルコニー B C

ビジネス
クラス席

1名1室/
2名1室

3名1室/
4名1室

内側 D E
海側窓付 F G
海側バルコニー H J

エコノミー
クラス席

1名1室/
2名1室

3名1室/
4名1室

内側 1 2
海側窓付 3 4
海側バルコニー 5 6

洋上の洋上の
リゾートを満喫リゾートを満喫 をお楽しみください。

ship data
●総トン数：101,509トン　●乗客定員数：2,984人　●全長：約272m　●全幅：約35m
●船籍：パナマ　●就航年：2000年（2021年カーニバル・ビクトリーから改装）

Fun（楽しさ）をコンセプトに
した、お子様から熟年まで全
世代のお客様が楽しめるバラ
エティーに富んだ客船です。

carnival Radiance
カーニバル ラディアンス

FUN SHIPとは「海の中」をインテリアの
「海の中」をインテリアの
テーマとした10万トン客船
テーマとした10万トン客船

船内のほとんどの施設、食事、イベントが
旅行代金に含まれています！

 Fun Ship 
楽しい客船楽しい客船



●旅行企画・実施 ●受託販売（お申し込み・お問い合わせ）

4495859
運航会社:カーニバル・クルーズライン

※��表紙の写真：�カーニバル・ラディアンス、ウォータースライダー、エンターテインメントショー、レッドフロッグパブ、ステーキハウス、料理、ロサンゼルス（全てイメージ）

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。https：//www.ezairyu.mofa.go.jp/index.htmlたびレジ

旅行に行くときは旅行先情報をネットで登録！

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。
●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日目
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。

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
　�当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）
より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと
（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申し込みを受ける場合があ
ります。（受託旅行業者により当該取扱いができない場合があります。ま
た取扱いできるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）契約
成立は、当社らが電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信
したとき（e-mail等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様
に到達したとき）とします。また申込時には「会員番号･カード有効期限」
等を通知していただきます。「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又
は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は
「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依
頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降
であった場合は、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依
頼日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。）

●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。

●�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。
●�取消料（お客様による旅行契約の解除）
　�本コースは、当社「クルーズ約款」を準拠約款といたします。下記
の取消料を適用いたしますのでご注意ください。
●�新型コロナウィルス感染症が補償対象となる海外旅行傷害保険
へのご加入をお勧めします。
●取消料について
本コースは、当社「クルーズ約款」を準拠約款といたします。下記の
取消料を適用いたしますのでご注意ください。

◎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。

●�募集型企画旅行契約
　�この旅行は、（株）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
　�当社又は当社の受託営業所（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の申込金を添えてお申し込みください。な
お、申込金の額は、原則として旅行代金の20％以内となります。申込
金は、旅行代金お支払い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、当社らが予約の
承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内にお申し込み内容を確
認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。旅行契約は、当社らが
契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立いたします。

●申込金

　��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。

区　分 申込金（おひとり）出発の前日から
起算してさかのぼって61日前以前

旅行代金が30万円以上 旅行代金の20％

●旅行条件・旅行代金の基準
　この旅行条件は2022年11月25日を基準としています。
●渡航に必要なワクチン接種証明について
※�JTB海外募集型企画旅行商品は、ワクチン接種証明書の保有を
参加条件といたします。

※�船会社の規定により、乗船に陰性証明取得が必要な場合は、お
客様ご自身にて取得をお願いいたします。

※渡航に関る条件は変更となる場合があります。

詳しくはこちら▶

カーニバル･クルーズラインの
健康および安全上の対策

取　消　日 取　消　料

旅行開始日
の前日から
起算して

76日前まで 無　料

75〜56日前 15,000円
（1名様1室利用の場合は30,000円）

55〜30日前 旅行代金の��25%
29〜15日前 旅行代金の��37.5%
14日前〜前日 旅行代金の50%
旅行開始後または
連絡不参加 旅行代金の100%

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。
■航空機による移動および乗船手続きについて
●航空機の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等、またこれらによって
生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮および観光箇所の変更・
削除等について、責任は負いかねますが、当初の日程に従った旅行サービス
がお受けになれますよう手配努力をいたします。●航空機の座席配列や空
港での個人チェックイン化に伴い、ご夫婦や同一グループの方でも隣り合わ
せにならない場合があります。利用する航空機の機材により、通路をはさんだ
り、前後の座席または離れた座席となることがあります。●エコノミークラス席
ご利用のお客様の場合、窓側・通路側のご希望はお伺いできません。●共
同運航便について、ご利用になる航空機が他の航空会社の機材及び客室
乗務員で運航される場合があります。利用航空会社に共同運航便の旨が表
示されていない場合でも航空スケジュールの変更により、他の航空会社との
共同運航便となることがあります。●日程内に記載されている乗継便は直行
便となる場合があります。●各航空会社規定の重量や個数を超える荷物を預
ける場合、超過手荷物料が必要となる場合があります。●空港到着および乗
船手続き時に、ご自身にてスーツケース等の荷物をバスおよび部屋等まで運
んでいただく場合があります。●船会社および航空機の予約番号は旅行会
社管理となりますため個人のお客さまへのご案内は行っておりません。
■ビジネスクラス席利用のお客様へ
●お席のご利用は原則として日本発着の国際線のみとなります。またご利用便
はエコノミークラス席ご利用のお客様と同一となり、チェックイン受付、現地での
旅行サービス内容（バス・ホテル・列車・お食事等）も同一となります。●お席は基
本となるエコノミークラス席利用便が決定してからの手配となります。また座席番
号は当日空港でのご案内となる場合があります。●お席が満席によりご利用い
ただけない場合もあります。その場合はエコノミークラス席にてご案内させていた
だきます（エコノミークラス席でのご参加をなさらない場合、予め販売店にご連絡
願います）。●航空機の座席は予約状況により、窓側・通路側のご希望に沿え
ない場合があります。また機材変更および利用便変更により予めお手配できて
いたお席が変更となる場合もあります。●航空機の座席がもともと2席が並んだ
配列でなく、1席ずつ独立した配列になっている場合があります。また出発直前
の機材変更等の理由により座席配列が変更になる場合があります。●当パンフ
レットの「ビジネスクラス利用追加代金」で用いるビジネスクラス席は募集型企
画旅行でご利用いただけるよう設定しており、正規ビジネスクラスの規則・キャン
ペーンと異なります。●当日のビジネスクラスへの変更は行っておりません。
■マイレージサービスについて
●マイレージサービスは貯めた搭乗マイル数に応じて無料航空券やその
他特典が航空会社より提供される航空会社のサービスプログラムです。
マイレージサービスを受けるには各航空会社のマイレージプログラムにご
入会されている必要があります。入会・登録方法は航空会社へお問い合
わせください。また、入会・登録はお客様自身で行っていただきます。●マイ
レージによる座席のアップグレードはお受けできません。●ご帰国後の登
録手続きには航空券のお客様控えと搭乗券（往復分原券）が必要です。
大切に保管ください。●マイレージに関しては航空会社の規則が頻繁に
変更となります。積算可否についてはお客様ご自身でご確認ください。
■市内観光について
●観光及び移動に使用する「専用バス」ついては、ご参加の方が少人数の場
合、道路事情により小型バスなどになることがあります。●施設の突然の休館・
入場制限や交通渋滞、その他の現地事情や天候等により、観光箇所の変更ま
たは日程が変更になる場合があります。また、それにより自由時間等に影響ので
る場合もありますのでご了承ください。●観光中に土産物店にご案内すること
がありますが、これは入店や購入を強制するものではありません。お買い物に際
しては十分ご確認の上、お客様ご自身の責任でご購入くださいますようお願い
いたします。弊社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので商

品の確認やレシートの受け取りはお客様自身で行ってください。●土産物の別
送は時間を要し紛失・破損の可能性が大きいため、極力避けてください。●天候
などの理由により抜港または寄港時間が変更になり、予定していた観光が実施
できない場合があります。その際、観光にあたる代金分の返金はございません。
■船会社が販売するオプショナルツアー（別料金）
●記載の金額は2022年の参考金額です。金額、内容は変更になる場合がございま
す。●船上でのお申し込みとなります。●オプショナルツアーは出発日により設定が
ない場合がございます。●全コース混乗バスとなります。（外国籍の方との相乗り、原
則英語でのご案内）●各コース1名様によりお申し込みが可能です。●取消料・最少
催行人員など詳細は船上でお申し込み時に添乗員よりご案内します。●船会社販売
（代理販売含む）のオプショナルツアーは乗船時に満員の場合があります。
■お食事について
●旅行代金には、日程表に明示した食事の料金・税・サービス料が含まれます。ただ
し、お客様がご注文された飲物や追加料理や有料レストランのご利用は、お客様の
お支払いとなります。●レストランは変更となる場合があります。その場合は、同等クラ
スのレストランをご用意いたします。●スケジュール等の都合によりホテルまたはレスト
ランでの食事がボックスミール（箱入りのサンドウィッチなど）に代わる場合もあります。
●機内食等について
利用便により機内食が軽食となったり提供されない場合は、ホテル・レストランで
の食事となる場合があります。いずれの場合も旅行代金の変更はありませんが、
後者の場合は、他の日への振り替え、又は、当該食事代の払戻しをいたします。
■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。
■海外危険情報について
●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。

●たびレジ：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。
■空港・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
人に対して空港・入港税等（出入国税、空港施設使用料、税関審査料にポー
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。●複数の
国や都市を訪問する旅程では、空港税等はその都度必要となります。また、同
じ旅程であっても使用する航空機便の経由する空港や国や都市の巡り方に
よってこの合計額が異なることがあります。●旅行代金には空港税・入港諸
税は含まれておりません。�●航空券発券時に徴収する事を義務付けられてい
るもの、また、日本の各空港施設使用料については、お申込の販売店に旅行
代金と合わせて日本円でお支払いください。●クルーズ乗船者個人に対して、
支払いが義務付けられている入港諸税もあります。●空港・入港税は予約が
完了した日に確定します。日本円換算レートは、水〜土曜日に予約が完了した
場合は直近の月曜日午前中の終値、日〜火曜に予約が完了した場合は１週
間前の月曜午前中の終値（いずれも三菱UFJ銀行売渡レート）によります。そ
れ以降の為替変動による追加徴収、返金はいたしません。お申込み時に取
消待ちとなった場合は、予約完了となった日の換算レートにて日本円換算額を

■この旅行は、（株）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。
■ご参加の条件について
●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、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊
娠の可能性のある方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連
れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、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ち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。●上記のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこ
れに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置について
お伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。●当社は、旅
行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断
書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることが
あります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない
場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただ
くことがあります。その場合、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。なお、お客様からのお申し出に基づき、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原則としてお客様の負担とします。
■ご宿泊について
【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、船またはホテルにより
ダブルベッドとなる場合があります。
【3､4名で1部屋をご利用の場合】
●船により3、4名1室で入れる部屋がありますが、リクエスト対応となりま
す。ご希望に沿えない場合がございます。●船のキャビンが3、4名1室で
お手配できてもホテルの部屋が2名1室と1名1室の2室に分かれる場合
がございます。（その場合、シングル利用追加代金は請求致しません）更に
３、4名1室利用の場合、セミダブルまたはダブルベッド2台をご利用いただ
く場合もあります。●3、4名1室で入られる場合、2名定員の部屋に簡易
ベッド（ソファベッドやエキストラベッドやプルマンベッド）を入れるため大変
手狭となります。尚、簡易ベッドの搬入は夜遅くなることがあります。
【お1人部屋（シングルルーム）をご希望のお客様へ】
●ほとんどの船は1人部屋の設定がありませんので、2人用のお部屋
をお1人でお使いいただきます。●1人部屋利用はリクエスト対応とな
ります。船によりお取りできない場合がございます。
【お部屋割りについて】
●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、船に
よって、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。
【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、スリッパ、バスローブ、パジャマの用意がさ
れていない場合が多いので、日本からお持ちになることをお勧めします。●お部屋に
は湯沸器がほとんどございません。ルームサービスかビュッフェラウンジをご利用くだ
さい。●当パンフレットに掲載の客室および船のキャビンは、宿泊施設や船会社の
特別料金のため、正規料金での付加サービス･キャンペーンと異なる場合がありま
す。●同じキャビンカテゴリーでもキャビン内の形やバルコニーの形式および眺望が
異なる場合がございます。●キャビンが他のお客様とのコネクティングルームになる
場合があります。その場合、キャビン同士のドアは鍵を閉めますが通常キャビンより隣
りの音が聞こえやすい場合がございます。予めご了承ください。●帰国便延長、延
泊の設定はございません。●ランドオンリーをご希望の方はお問い合わせください。

確定します。ビジネスクラス・上級エコノミークラスなどの追加プランを後日申し
込まれた場合、そのプランの予約が完了した日の税額が適用となり、本コース
の予約が完了した日の換算レートにて再計算されます。
■燃油サーチャージについて
●旅行代金に燃油サーチャージは含まれておりません。旅行代金とあわせて日本
円でお支払いください。お支払いいただく日本円換算額は遅くともご出発の30日
前までに確定します。日本円換算レートは、IATA公示発券レート（BSR）によりま
す。●燃油サーチャージとは、燃油に関連する原価水準の異常な変動に対処す
るために、一定の期間、一定の条件下に限って航空各社が国土交通省航空局
に申請し認可を受ける、航空券料金には含まれない付加的な運賃であり、金額は
利用航空会社、利用区間によって異なり、利用する旅行者全てに課せられます。
■お客様の解除権について
●お客様は、いつでも規定の取消料をお支払いいただくことにより、旅行
契約を解除することができます。なお、「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“コース”又は“出発日”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の場合も取消料をいただきます。
■個人情報について
●（1）当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された
個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様が
お申込みいただいた旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための
手続きに必要な範囲内、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、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお
買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び
最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、
お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データ
を、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。（2）当社及び販売
店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の
方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった
場合で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、連絡先の方の個人情報を当社及び販売店に提供すること
について連絡先の方の同意を得るものとします。（3）その他、個人情報の取扱
いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。
なお、当社の個人情報に関するお問い合わせ窓口は次の部署となります。
株式会社ＪＴＢお客様相談室　
〒140-8602　東京都品川区東品川2-3-11
https:www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp

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/

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
クルーズ約款が適用されるクルーズ旅行は、通常の旅行よりも取消
料の発生日が早くなってく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。

Economy Class
 「JAL SKY WIDER」
シートピッチ拡大と
座席のスリム化で拡がった
足元スペース。
快適な空間をご提供します。

「ベスト・エコノミークラス・シート」賞受賞�
※2022年SKYTRAX社による

JALグループはすべてのお客さまに安全・安心な空の旅をお届けするため、
JALの徹底した感染症対策「JAL FlySafeの取り組み」を続けてまいります。

JALエコノミークラスについて
Premium Economy Class
 「JAL SKY PREMIUM」
機能性、プライバシー性に配慮した
プレミアムシート。
前席の背もたれが
倒れてこない構造により、
さらにゆとりのある
上質な居住空間を実現しました。

JALプレミアムエコノミークラスについて 

シートはイメージです。 シートはイメージです。

JAL FｌｙSafeの取り組み


