
       

≪≪旅旅行行会会社社対対象象  優優待待≫≫  

日日本本発発着着アアジジアア最最大大 1133 万万 88 千千トトンン  
ボボイイジジャャーー・・オオブブ・・ザザ・・シシーーズズ  台台湾湾・・香香港港ククルルーーズズ  

2014 年4/26 東京発～5/5 東京着 （9 泊10 日） 
話題のアジア最大客船『ボイジャー・オブ・ザ・シーズ』でゴールデンウィークを上手に利用して、東京港からのんびりラ

クラク海外旅行はいかがですか？ 人気の台湾の 2 都市から香港まで脚を伸ばします。 
ちょっとこだわりの日本発着クルーズをお探しの方へおすすめします。 

    

【スケジュール】【スケジュール】【スケジュール】【スケジュール】    

2014 年 4 月 26 日東京発（大井ふ頭）/東京着（大井ふ頭）  

日次 日程 入港 出港 

4 月 26 日（土） 東京（大井ふ頭） --- 19：00 

4 月 27 日（日） 終日クルーズ --- --- 

4 月 28 日（月） 終日クルーズ --- --- 

4 月 29 日（火） 基隆（台湾） 7：30 16：30 

4 月 30 日（水） 高雄（台湾） 7：30 14：00 

5 月 1 日（木） 香港 10：00 20：00 

5 月 2 日（金） 終日クルーズ --- --- 

5 月 3 日（土） 終日クルーズ --- --- 

5 月 4 日（日） 終日クルーズ --- --- 

5 月 5 日（月） 東京（大井ふ頭） 08：00 --- 

※区間乗船をご希望の方は申込書の区間乗船欄に乗下船地を記入してください。（旅行代金は東京発着と同額となります） 

 

  【【【【優待優待優待優待旅行代金】旅行代金】旅行代金】旅行代金】    （大人お一人様／2 名 1 室利用）      通通通通常常常常旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金からからからから30％割引％割引％割引％割引     

※上記旅行代金の他、別途かかる費用別途かかる費用別途かかる費用別途かかる費用は以下のとおりです。 

グランドスイート以上の客室 合計合計合計合計 52,750円円円円 （内訳：港湾税 25,000 円、諸税 13,800 円、船内チップ 13,950 円） 

ジュニアスイート以下の客室 合計合計合計合計 49,600円円円円 （内訳：港湾税 25,000 円、諸税 13,800 円、船内チップ 10,800 円） 

 

客室カテゴリー 
客室＋バルコニー

の広さ 

台湾（基隆・高雄）・香港クルーズ 10 日間 

  優待旅行代金優待旅行代金優待旅行代金優待旅行代金（※区間乗船も同額） 

ロイヤルスイート RS 101.0 ㎡+20.1 ㎡ １，０００，０００円１，０００，０００円１，０００，０００円１，０００，０００円    ⇒⇒⇒⇒    完売完売完売完売    

オーナーズスイート OS 51.9 ㎡+8.3 ㎡ 700,000700,000700,000700,000 円円円円    ⇒⇒⇒⇒    ４９０，０００４９０，０００４９０，０００４９０，０００円円円円    

ファミリースイート FS 56.6 ㎡+21.7 ㎡ 700,000700,000700,000700,000 円円円円    ⇒⇒⇒⇒    ４９０，０００４９０，０００４９０，０００４９０，０００円円円円    

グランドスイート GS 32.4 ㎡+9.2 ㎡ 500,000500,000500,000500,000 円円円円    ⇒⇒⇒⇒    ３５０，０００３５０，０００３５０，０００３５０，０００円円円円    

ジュニアスイート JS 24.6 ㎡+6.9 ㎡ 358,000358,000358,000358,000 円円円円    ⇒⇒⇒⇒    ２５０，６００２５０，６００２５０，６００２５０，６００円円円円    

スーペリアバルコニー D1/D2/D3 16.7 ㎡+4.8 ㎡ 269,800269,800269,800269,800 円円円円    ⇒⇒⇒⇒    １８８，１８８，１８８，１８８，８８８８００００００００円円円円    

デラックスバルコニー E1/E2 15.3 ㎡+4.7 ㎡ 259,800259,800259,800259,800 円円円円    ⇒⇒⇒⇒    １８１８１８１８１，８１，８１，８１，８００００００００円円円円    

ファミリー海側 FO 24.6 ㎡ 249,8249,8249,8249,800000000 円円円円    ⇒⇒⇒⇒    完売完売完売完売    

ラージ海側 F 16.6 ㎡ 209,800209,800209,800209,800 円円円円    ⇒⇒⇒⇒    完売完売完売完売    

スタンダード海側  G/H/I 14.9 ㎡ 199,800199,800199,800199,800 円円円円    ⇒⇒⇒⇒    １３１３１３１３９，８９，８９，８９，８００００００００円円円円    

プロムナード PR 15.5 ㎡ 159,800159,800159,800159,800 円円円円    ⇒⇒⇒⇒    １１１，８１１１，８１１１，８１１１，８００００００００円円円円    

スタンダード内側 K/L/M/N/Q 14.0 ㎡ 139,800139,800139,800139,800 円円円円    ⇒⇒⇒⇒    ９７，８９７，８９７，８９７，８００００００００円円円円    

 3・4 人目代金（カテゴリーRS～JS） 98,00098,00098,00098,000 円円円円        ⇒⇒⇒⇒    ６８，６６８，６６８，６６８，６００００００００円円円円    

 3・4 人目代金（カテゴリーD1～E2） 無料無料無料無料    

 3・4 人目代金（カテゴリーFO～Q） 49,8049,8049,8049,800000 円円円円    ⇒⇒⇒⇒    ３４，８３４，８３４，８３４，８００００００００円円円円    

 18 歳以下・1 室 3 人目以上の利用 無料無料無料無料    

 1 人部屋追加料金 各カテゴリーの 100％追加 

東京港からラクラク台湾、香港へ！東京港からラクラク台湾、香港へ！東京港からラクラク台湾、香港へ！東京港からラクラク台湾、香港へ！    

    

 

2014年 2月 7日現

在の状況です。 
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おおおお申込み申込み申込み申込みのののの諸条件諸条件諸条件諸条件    

・ 旅行代金は、1 室を 2 名様でご利用の場合のお 1 名様の金額です。 

・ 1 客室をお 1 人様でご利用の場合は、表示金額の 200％となります。 

・ 3／4 人用客室をご希望の方は、1／2 人目代金に 3／4 人目代金が追加になります。なお、3／4 人対応の客室数には限りがありま

す。 

・ 大人・子ども同額です大人・子ども同額です大人・子ども同額です大人・子ども同額です。子ども代金の設定はありません。 

・ 旅行代金に含まれないもの： 港湾税、諸税、船内チップ、クルーズ燃油サーチャージ*、渡航手続き諸費用、ご自宅から発着港間

の交通費、出発前（ご自宅から本船まで）と下船後（港からご自宅まで）の荷物宅配料金、アルコール類、一部ソフトドリンク、アイス

クリーム等の飲食料金、スペシャリティレストランのカバーチャージ、クリーニング、電話代、通信費、マッサージ、美容院や自由行動

中に発生する個人的諸費用、各寄港地でのエクスカーション代金や食事など。（*燃油サーチャージは 2014 年 2 月現在必要ありま

せんが原油価格の変動により今後徴収する場合もあります） 

・ 別途かかる費用の金額は予告なく変更になる場合があります。 

・ 夕食時間夕食時間夕食時間夕食時間のご希望はお受けできませんのご希望はお受けできませんのご希望はお受けできませんのご希望はお受けできません。。。。 

・ 既に予約済の別客室の同行者とは夕食時のテーブルをご一緒にできない場合があります。 

・ パスポートの残存期間は下船日から 6 か月以上必要です。 

お申込みの流れお申込みの流れお申込みの流れお申込みの流れ 

・ 別添の申込書にご旅行者氏名（パスポートと同じローマ字）、性別、国籍、生年月日など必要事項を記載のうえ、ご本人様参加の場ご本人様参加の場ご本人様参加の場ご本人様参加の場

合は合は合は合は名刺または社員証のコピーを添えて名刺または社員証のコピーを添えて名刺または社員証のコピーを添えて名刺または社員証のコピーを添えて、ファックス・郵便、スキャンして Eメールにてお申し込みください。 お電話でのお問い合わ

せはご遠慮ください。  

・ ご旅行者が 21 歳未満の場合はお問い合わせください。 

・ 申込書受領後、記載のメールアドレスあてに予約確認書をお送りいたします。予約確認書発行後 7 日以内にクレジットカードで全額

一括払いにてお支払いただきます。支払方法は予約確定後にご案内するオンライン決済のみとなります。 

・ 最終書類は出航の 2 週間～7 日前を目途に代表者宅へ一括で送付します。客室番号は最終書類でご確認ください。最終書類の個

別発送はお受けできません。最終書類は、出発 2 週間前～1 週間前を目途に送付いたします。 

・ 出航 5 日前までにオンラインチェックインが必要となります。詳細は最終書類をご覧ください。 

・ クルーズに関するご不明点は＜http://www.royalcaribbean.jp＞画面右上の”Q&A”でもご確認いただけます。 

お申し込みお申し込みお申し込みお申し込み期限期限期限期限はははは    ３３３３月月月月３１日３１日３１日３１日（（（（月月月月））））１７１７１７１７:００００００００    ととととなります。なります。なります。なります。 

取消取消取消取消規定規定規定規定 
取消日 取消料（お一人様） 

旅行開始日の前日から起算して 92 日前～48 日前まで 45,000 円 ＊但しシングル利用の場合は 90,000 円 

旅行開始日の前日から起算して 47 日前～34 日前まで 旅行代金の 50％ 

旅行開始日の前日から起算して 33 日前以降 

および無連絡不参加 

旅行代金の 100％ 

※上記の旅行代金には、別途かかる費用（港湾税、諸税、船内チップ）は含みません。 

【シップデータ】【シップデータ】【シップデータ】【シップデータ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総トン数 137,276 ﾄﾝ 船籍 バハマ 

全長 310ｍ 巡航速度 22 ノット 

全幅 48ｍ 初就航 1999 年 

全高 63ｍ 乗客定員 3,114 名 

喫水 8.8ｍ 乗組員数 1,176 名 

＊おすすめポイント＊＊おすすめポイント＊＊おすすめポイント＊＊おすすめポイント＊ 

～ファミリー特典～～ファミリー特典～～ファミリー特典～～ファミリー特典～ 

① 大人と同行の18歳以下の3、4人目のお子さま料金が無料！ 

② ママに船内のスパ・エステ割引 

50米ドルクーポン をプレゼント ～『ママ得』！～ 

③ 子ども専任日本人保母さんコーディネーター乗船 

～リピーター特典～～リピーター特典～～リピーター特典～～リピーター特典～ 

おかえりなさい日本発着キャンペーンパーティにご招待！ 

～バル～バル～バル～バルコニー限定特典～コニー限定特典～コニー限定特典～コニー限定特典～ 

バルコニーご利用の3、4人目の大人料金が無料！ 

【お問い合わせ先】 

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル日本総代理店ロイヤル・カリビアン・インターナショナル日本総代理店ロイヤル・カリビアン・インターナショナル日本総代理店ロイヤル・カリビアン・インターナショナル日本総代理店 

株式会社ミキ・ツーリスト株式会社ミキ・ツーリスト株式会社ミキ・ツーリスト株式会社ミキ・ツーリスト    クルーズカンパニークルーズカンパニークルーズカンパニークルーズカンパニー 

TEL：03-5404-8813    FAX：03-5404-6683 

Ｅメール：Ｅメール：Ｅメール：Ｅメール：cruise-operation.jp@group-miki.com    （担当：（担当：（担当：（担当：橋本橋本橋本橋本）））） 
 


