
❶ ワンランク上のプレミアムクラスの客船。 上品で落ち
　 着いた雰囲気のメインダイニングは、質が高く日本人に
　 好評のフルコースディナーを提供しています。
❷ 本格的な英国風のアフタヌーンティー、人気のイタリアン
　 「サバティーニ」（有料）等、お食事のチョイスは様々です。
❸ 早朝から深夜まで営業のビュッフェレストランや24
　 時間無料のルームサービスなどのうれしいサービスも
　 好評です。
❹ 日本語を話せるスタッフ、日本語のメニューと船内新聞
　 をご用意しております。また、本格的な寿司レストラン等、
　 日本食も充実しています。
❺ 「カルチャー教室」では、ダンスレッスン、ワインテイス
　 ティング（有料）、寄港地の歴史や文化についての講演
 　など多彩なメニューをご用意しています。
❻ 「快適な睡眠へのこだわり」内側キャビン含む全ての
　 客室にプリンセス・ラグジュアリー・ベッドが用意さ
　 れています。

98,000円127,000円

20,000円
食事（朝8・昼7・夕8）

◆旅行代金/大人お1人様
　（内側船室利用・2名1室）

日本航空 女満別↔羽田 往復航空券（希望便）、
羽田空港第一ターミナル⇄横浜大桟橋 往復シャトルバス付

ダイヤモンド・プリンセス
沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間
ビーチリゾートで人気の島に寄港し、沖縄から台湾を周遊するコース。
人気の2大都市・那覇と台北の観光やグルメもご満喫いただけます。
◆旅行期間/
2019年12月15日（日）～23日（月）

横浜港発着

●添乗員/同行いたしませんが、船内スタッフがお世話いたします。
●パスポート残存期間/クルーズ終了時にパスポート有効残存期間が6ヵ月以上必要です。
●チップ料金1名1泊あたり14.50米ドル～16.50米ドルが自動的にチャージされます。
　また、租税・国際観光旅客税・手数料及び港湾費用を別途申し受けます。料金は変更する
　場合があります。 

RR

女満別発着追加代金

旅行説明会

会場・時間は後日お知らせ
いたします。

ダイヤモンドプリンセスでの豪華施設
のご案内、船内での楽しみ方や行程など
を説明いたします。また、乗船までの不
明の点や疑問など、お気軽にご相談いた
だけます。ぜひ、ご参加ください。

6つのポイント！

6日目は
台湾かき氷や小籠包など
本場台湾グルメを味わい
ながら散策をお楽しみ
ください。

29,000円OFF

4・5日目は

人気の2大都市那覇と台北の
観光・グルメを満喫！

那覇ではウミカジテラスや
国際通り、首里城、
宮古島では人気の前浜ビーチの
散策などをお楽しみください。

TE0090 C-8

（14：00～16：00）
北見芸術文化ホール2F 大練習室

9月4日（水）先着

50
名様

予約制

イメージ

伊良部大橋

九份

台湾かき氷イメージ

小籠包イメージ

守礼門

ウミカジテラス



イメージ
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この旅行は（株）東北海道トラベル（以下「当社」という）が旅行を企画して実施するものであり、お客
様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」という）を締結することになります。また、契約の内
容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面（行
程ご案内）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。
お申込み・契約成立　1）所定の旅行申込書に所定事項を記入のうえ、次に定める申込金を添えてお
申込みいただきます。申込金は旅行代金または取消料もしくは違約料の一部として取り扱います。

2）当社及び当社の受託営業所（以下「当社ら」という）は、電話、郵送、ファクシミリその他等の通信手
段による契約の予約を受付けます。この場合、お客様は当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌
日から起算して3日以内に旅行申込書と申込金を提出していただきます。3）契約は当社らが契約の
締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとします。4）旅行代金は、旅行開始日の14日
前までに全額お支払いいただきます。ただし、旅行開始日の13日前以降にお申込された場合は、お
申込時に全額お支払いいただきます。

話、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受けることがあります。（以上を「通
信契約」といいます）。なお、受託旅行業業者により当該取り扱いができない場合や、取り扱いができ
るカードの種類に制限がある場合があります。

旅行日程・旅行代金　各コースごとに表示しています（旅行代金は、特に注釈のない時は満12歳以
上の方はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満の方はこども旅行代金を、おとな・こどもの区分表
示がないときは満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適用します）。
旅行代金に含まれるもの　各コースごとに明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限り航空機
は普通席）、宿泊費、食事代、消費税等諸税、旅客施設使用料（空港により必要な場合）及び特に明示し
たその他の費用等。
旅行代金に含まれないもの　各コースに含まれない交通費等の諸費用、個人的性質の諸費用、オプシ
ョナルプラン（別途料金）の代金等。

取消料と払い戻し　日本発着クルーズの予約を取消される場合、すべてのお客様（同室の3人目、4人
目のお客様を含む）から取消料を申し受けます。取消料は取消時期により異なり、以下のとおりです。

・7泊以上のクルーズ
〈取消時期〉 ……………………………………………………………………………………………〈取消料〉
出発日の前日から起算して75日以上前……………………………………………………………… 無料
出発日の前日から起算して74～57日前（ クルーズのみ対象）………………………………予約金相当
出発日の前日から起算して56～29日前………………………………………………… 総代金の50％
出発日の前日から起算して28～15日前…………………………………………………総代金の75％
出発日の前日から起算して14日前以降…………………………………………………総代金の100％
・6泊以下のクルーズ
〈取消時期〉 ……………………………………………………………………………………………〈取消料〉
出発日の前日から起算して60日以上前 ………………………………………………………………無料
出発日の前日から起算して59～45日前 ………………………………………………………予約金相当
出発日の前日から起算して44～29日前 …………………………………………………総代金の50％
出発日の前日から起算して28～15日前 …………………………………………………総代金の75％
出発日の前日から起算して14日前以降 …………………………………………………総代金の100％
※上記総代金には、租税、手数料及び港湾費用、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー）、トラン
スファー、その他のほとんどのサービス商品の代金は含まれません。※期間限定の特別プロモーショ
ンが発表される場合があります。特別プロモーションのクルーズ及びツアーは、代金お支払後は100
％の取消料がかかり、払い戻しは一切いたしかねますので、予めご了承ください。
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添乗員　1）添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。お客様が旅行に必要な
クーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っ
ていただきます。なお、現地における当社の連絡先は行程ご案内などに明示します。また、悪天候等
お客様の責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領が出来なくなった場合は、当該部分の代替
えサービスの手配や手続きはお客様ご自身で行っていただきます。2）添乗員同行と記載されたコー
スには添乗員が同行し、原則として契約書面に定められた行程を安全かつ円滑に実施するために必
要な業務を行います。
通信契約　当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社のカード会員（以下「会員」という）よ
り所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを条件に「電

旅行条件・旅行代金の基準期日　この旅行条件は、2019年7月1日を基準日としています。また、旅
行代金は、2019年7月1日現在の有効な運賃・料金・規則を基準として算出しています。
ご注意　1）お客様の都合による航空便の変更・行程変更はできません。2）交通機関の渋滞等、当社
の責に帰すべき事由によらず航空便のお乗り遅れの場合、別途、航空券のご購入が必要となり航空
券引換証の払い戻しもできません。　3）悪天候など、お客様の責に帰すべき事由によらず旅行サー
ビスの受領ができなくなった場合、当該旅行サービスに対して取消料、違約料など支払うべき費用
を差し引いた金額をお客様に払い戻します。ただし、代替えサービスの宿泊費・交通費等は、お客様
のご負担となります。
個人情報のお取扱い　1）下記受託販売欄に記載の受託旅行業者など（以下「販売店」という）及び当
社は、旅行申込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、お客様がお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供する
サービスの手配およ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で利用させていた
だきます。※このほか、当社および販売店では1.当社、販売店及びこれらと提携する企業の商品やサ
ービス、キャンペーンのご案内。2.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。3.アンケートのお
願い。4.特典サービスの提供。5.統計資料の作成。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、旅行先でのお客様のお買い物などの便宜のため当社の保有するお客様の個
人データをお土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名・搭乗日及び航空便名等
に係わる個人データを、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。なお、こ
れらの事業者へ個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込時にお申し出ください。
3）当社は当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレス等の
お客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、
共同して利用させていただくことがあります。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催
し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のためにこれを利用させていただくことがあり
ます。個人データの管理について責任を有するものの氏名又は名称は、当社ホームページ（http：
//www.higashihokkaido.com）を参照ください。

旅行代金
（おひとり様） 3万円未満 15万円以上

お申込金 6,000円

3万円以上
6万円未満

6万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

30,000円12,000円 20,000円 旅行代金の20％
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募集型企画旅行条件説明書をご用意しております。詳しくはカウンタースタッフへお問い合わせください。募集型企画旅行条件説明書をご用意しております。詳しくはカウンタースタッフへお問い合わせください。

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。このご旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

旅行企画・実施

［営業企画グループ］東北海道トラベル株式会社

〒099-2103 北海道北見市端野町3区572の1（東武イーストモール内）
〈総合旅行業務取扱管理者 湯本勝也〉

●受託販売

（一社）日本旅行業協会会員 観光庁長官登録旅行業  第1-1583号

R

中標津店 Tel.（0153）73-4572
年中無休〈営業時間/AM9：00～PM9：00〉

北見本店 Tel.（0157）56-4110
年中無休〈営業時間/AM9：00～PM9：00〉

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。このご旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

旅行企画・実施

［営業企画グループ］東北海道トラベル株式会社

〒099-2103 北海道北見市端野町3区572の1（東武イーストモール内）
〈総合旅行業務取扱管理者 湯本勝也〉

●受託販売

（一社）日本旅行業協会会員 観光庁長官登録旅行業  第1-1583号

R

中標津店 Tel.（0153）73-4572
年中無休〈営業時間/AM9：00～PM8：00〉

北見本店 Tel.（0157）56-4110
年中無休〈営業時間/AM9：00～PM8：00〉

Ⓒ2016 CONSADOLE

株式会社 東北海道トラベルは
北海道コンサドーレ札幌の
サポートシップパートナーです。

太平洋

台湾

日本

基隆
（台北）

那覇

横浜

宮古島（沖縄）

※天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。※ご自身での手配となりますが、
寄港地観光ツアー（有料）とシャトルバス（一部無料）もオプションでお申し込みいただけます。

※2名部屋を1名で利用する場合は、クルーズ代金の200%となります。
※リピーター割引最大1万円引き。プリンセス・クルーズに一度御乗船いただいた方対象。
　3・4名1室利用時の3・4名様には適用されません。

日次

12/15
横浜港大桟橋に集合
午後乗船
横浜港（17：00）発
那覇へ

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド・プ
リ
ン
セ
ス

××夕

12/18

那覇（07：00）着
滞在中自由行動
（参考観光地：ウミカジテラス・国際通り、首里城）
那覇（17：00）発
宮古島へ

朝昼夕

12/19

宮古島（07：00）着
滞在中自由行動
（参考観光地：伊良部大橋、砂山ビーチ、下地島）
宮古島（17：00）発
台湾・基隆へ

朝昼夕

12/20

台湾・基隆（07：00）着
滞在中自由行動
（参考観光地：基隆・台北・九份）
台湾・基隆（17：00）発
横浜へ

朝昼夕

12/16
終日：航海
船内エンタテインメントなどを
お楽しみいただけます。

朝昼夕

12/17
終日：航海
船内エンタテインメントなどを
お楽しみいただけます。

朝昼夕

12/21
終日：航海
船内エンタテインメントなどを
お楽しみいただけます。

朝昼夕

12/22
終日：航海
船内エンタテインメントなどを
お楽しみいただけます。

朝昼夕

12/23
横浜（6：00）着
着後、解散となります
※下船開始まで2～3時間要します。

朝××

スケジュール 食事 宿泊施設

内　容

日　数 8泊9日

クルーズ代金 1～2人目

¥368,000→￥273,000 ¥48,000

¥323,000→￥214,000 ¥48,000

3～4人目

プレミアム・ジュニア・スイート

ジュニア・スイート（中央）

ジュニア・スイート（前方/後方）

海側バルコニー（中央）

海側バルコニー（前方/後方）

海側

内側

租税、手数料および港湾費用
（別途申し受けます）※変動します。

¥275,000→￥198,000 ¥48,000

¥233,000→￥158,000 ¥48,000

¥222,000→￥148,000 ¥48,000

¥175,000→￥128,000 ¥48,000

海側（視界が遮られます） ¥138,000→￥108,000 ¥48,000

¥127,000→  ￥98,000 ¥48,000

¥12,550

【注意事項】パスポートの残存有効期限の不足（下船後6か月必要）、及び査証（ビザ）の不備等には十分ご注意ください。
船会社規定により、乗船日において6ヶ月未満の乳児のご乗船はできません。�20歳未満の未成年者は、成人と同室での利用が必要となります。車椅子持込・医師の指導により医療用電子器具を船内にお持ちになる方、特別な身体的配慮・ご申告が必要な方など、 船会社に通知が必要
となりますのでご予約時にお知らせ下さい。船会社の判断によっては、所定の書類を提出して頂く場合がございます。船会社規定により、下船日に妊娠24週に入るお客様はご乗船できません。また下船日に妊娠23週目前のお客様でも事前に所定の英文診断書のご提出が船会社へ必
要です。�記載された旅行日程は、天候・港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止・変更する場合があります。石垣島・宮古島へはテンダーボート(小型艇)に乗り換えて着岸します。 天候や海象状況によっては上陸できない場合がございます。上陸でき
なくても返金はございません。 また、安全上の理由により車椅子に乗ったままでのテンダーボートにはご乗船できない場合がございます。こちらのコースは出発日の前日から起算して74日前から取消料が発生します。添乗員は同行しませんが、船内スタッフがお世話いたします。
クルーズ中のメインダイニングでの夕食のお時間（17：45頃～または19：45頃～）は選択可能です。ご予約時に担当者へお申し付け下さい。 ただし、満席などでご用意できない場合がございます。また、航海中は毎日同じ時間でのお席となり、相席となる場合がございます。船内でお
食事はご用意いたしますが、お召し上がりにならなかった場合でも返金はございません。乗船開始日に予定出航時刻の2時間前までにご集合が確認できないお客様は放棄扱いとなる場合がございます。 また目的地に下船の際には当局の入国審査・税関・検疫審査に約2時間前後船内
でお待ちいただきます。 詳しい集合受付時間はご出発前に交付する最終日程表にてご案内いたします。ご旅行代金の他に船内チップ、租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用が別途必要です。�租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用（大人・子供・幼児共通）は、お1人様
あたり12,550円を別途申し受けます。 船内チップは、お1人様1泊あたり14.50米ドル～16.50米ドルが船内精算に利用されるクルーズカードに自動的に加算されます。船会社の都合により、船内チップおよび、租税、手数料および港湾費用は予告なく変更となる場合がございま
す。 変更後でも差額が発生した場合は徴収させていただきますので何卒ご理解のほどよろしくお願いします。ご出発75日前または残金お支払い時までに、パスポート情報（旅券番号、発行日、有効期限、お名前、発行国、国籍）が必要となります。パスポートの残存有効期限の不足（下
船後6か月必要）、及び査証（ビザ）の不備等には十分ご注意ください。その他詳細は「プリンセス・クルーズ　2019年日本発着クルーズ　ダイヤモンド・プリンセスパンフレット」最新号に準じます。
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