
2020年4月29日（水・祝）～5月6日（水・祝） 8日間

ディズニー・ドリーム号で航く バハマ3泊クルーズと

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート

ディズニー・キャスタウェイ・ケイ（イメージ）　Ships' Registry : The Bahamas

アクアダック・ウォーターコースター（イメージ）

As to Disney artwork, logos and properties:As to Disney artwork, logos and properties:As to Disney artwork, logos and properties:

おすすめ5大
ポイント！

おすすめ
大

ポイント！

嬉し
い！

1 安心の添乗員同行

2 ゴールデンウィーク期間で参加しやすい♪

3 郵船トラベルのお客様限定の
    キャラクターグリーティングへご招待！

4 郵船トラベルオリジナルのクルーズガイドブック
　 「トラベルナビゲーター」をプレゼント！

5 滞在日数分のパークチケット付き

1 安心の

2 で参加しやすい♪

3 郵船トラベルのお客様限定の
へご招待！

4 郵船トラベルオリジナルのクルーズガイドブック
をプレゼント！

5 滞在日数分の

※諸税・チップ・燃油サーチャージ別

～
（スタンダード内側） （2名1室お一人様） （デラックスベランダ）

398,000円 438,000円〈旅行代金〉



ディズニー・キャスタウェイ・ケイ（イメージ）　Ships' Registry : The Bahamas

ディズニー・クルーズラインでしかいけないカリブ
海に浮かぶプライベート・アイランドはディズニー・
クルーズラインのゲストの為の夢のリゾートです!
一歩島に入れば、そこに広がるのは白砂のビーチ
にヤシの木がそよぐ絵にかいたような風景。木陰
でくつろいだり、アクティビティーに挑戦したり、
楽しみ方は思いのまま！

ディズニー・
キャスタウェイ・ケイ
ディズニー・
キャスタウェイ・ケイダイニングダイニング

（イメージ）

（イメージ）

「バッカニア・ブラスト・ファイヤー・ワークス」（イメージ）

 美女と野獣（イメージ）

 ロイヤルコート ロイヤルティー【有料】（イメージ）

ディズニー・クルーズラインは老若男女問わず、どなたでも楽しんでいただける夢と魔法が
いっぱい詰まった船旅を提供しております。船内には大人から子供まで楽しめるアトラクション
施設や年齢に応じた専用施設が充実！さらにディズニーキャラクターやプリンセスたちが勢ぞろい
するグリーティングや超一流のエンターテイナーによるディズニー・クルーズラインだけの
オリジナル・ショーも満喫できます！

ディズニー・クルーズラインは老若男女問わず、どなたでも楽しんでいただける夢と魔法が
いっぱい詰まった船旅を提供しております。船内には大人から子供まで楽しめるアトラクション
施設や年齢に応じた専用施設が充実！さらにディズニーキャラクターやプリンセスたちが勢ぞろい
するグリーティングや超一流のエンターテイナーによるディズニー・クルーズラインだけの
オリジナル・ショーも満喫できます！

夢と魔法の豪華客船
「ディズニー・ドリーム号」へようこそ！

アニメーターズ・パレット（イメージ）
Inspired by the Disney・Pixar film “Finding Nemo”

  ©Disney/Pixar

日替わりでディナーを楽しむ3つの
ローテーション・ダイニングの他に大人
専用レストラン(有料)もございます。
個性的な料理が堪能できると同時
にレストラン内にある様々な仕掛け
やエンターテインメントをお楽しみ
いただけます。

レミー【有料】（イメージ）



フロリダ
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As to Disney artwork, logos and properties:As to Disney artwork, logos and properties:As to Disney artwork, logos and properties:As to Disney artwork, logos and properties:

旅行代金

同室3人目以降の旅行代金　
※大人も子供もベッドは添い寝になります。

※お二人目までは大人・子供問わず同一料金となります。
※（　　）内はお一人様参加1名1室の旅行代金となります。
※下記旅行代金には空港税・燃油サーチャージ・船内チップ・国際観光旅客税等
　が含まれていません。目安料金は裏面・ご案内とご注意を参照ください。
※船のスイートルームをご希望のお客様はお問い合わせください。

2名1室／お一人様の旅行代金

航空機ビジネスクラス追加代金 お問い合わせください。
15,000円片道

往復
片道
往復

30,000円
20,000円
40,000円

  

客室カテゴリ 旅行代金

スタンダード内側  
約17㎡　定員2～4名

398,000円
（558,000円）

 

カテゴリ11

デラックス海側
約24㎡　定員2～5名

418,000円
（578,000円）カテゴリ8

デラックスベランダ
約25㎡（ベランダを含む）定員2～4名

438,000円
（598,000円）カテゴリ5

日本国内線追加代金
※その他の空港につきましては
　お問い合わせください。

発着時間 スケジュール・宿泊地・食事
福岡・大阪・名古屋・札幌発（成田または羽田空港経由）
成田または羽田国際空港発　北米都市空港へ（北米都市でお乗り継ぎ）
オーランド空港着　
専用車にてウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのご宿泊ホテルへ
◎ホテルにて日本語ガイドがチェックインのお手伝い

 

【ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート直営ホテル泊】 機

【ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート直営ホテル泊】

ディズニー・ドリーム号へ乗船！（船内で昼食をお召し上がりください）
ポート・カナベラル出港  

ナッソー入港
自由行動（オプショナルツアー等でお楽しみください）

ナッソー出港 朝 昼 夕【ディズニー・ドリーム号泊】

朝 昼 夕【ディズニー・ドリーム号泊】

ディズニー・キャスタウェイ・ケイ入港
自由行動（オプショナルツアー等でお楽しみください）
ディズニー・キャスタウェイ・ケイ出港 

ポート・カナベラル入港（船内で朝食後、下船）

 

 

日程

1

2

3

4

5

6

2020年
4/29
【水・祝】

4/30
【木】

5/1
【金】

5/2
【土】

5/3
【日】

5/4
【月・祝】

07:00～16:00
17:30～19:30
23:00～24:00

09:00頃

09:30

17：15
08:30

16:45

07:30

12:00頃

12:30頃
17:00

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート　終日自由行動
 ディズニー・マジック・ユア・ウェイ・パークホッパー・チケット

チェックアウト
◎日本語ガイドによる乗船ブリーフィング
専用車にてホテルからポート・カナベラル港へ
ポート・カナベラル港着　乗船手続き

昼 夕【ディズニー・ドリーム号泊】

郵船トラベルのお客様限定！
ディズニーキャラクターグリーティングご招待

＊日時が変更となる場合がございます。

専用車にてウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのご宿泊ホテルへ
◎ホテルにて日本語ガイドがチェックインのお手伝い
その後、自由行動
 ディズニー・マジック・ユア・ウェイ・パークホッパー・チケット

朝【ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート直営ホテル泊】

スケジュール

※スケジュール等は、天候や交通機関の都合、現地事情等により変更になる場合がございます。
●最少催行人員：25 名様　
●添乗員：成田または羽田国際空港出発から成田または羽田国際空港帰着まで同行します。
●食事：朝食３回、昼食３回、夕食３回（機内食は含みません。）　
●利用航空会社：デルタ航空、アメリカン航空、ユナイテッド航空、エア・カナダのいずれか
●利用ホテル：ディズニー・オールスター・スポーツ・リゾート、ディズニー・オールスター・
ミュージック・リゾート、ディズニー・オールスター・ムービー・リゾート、ディズニー・アート・
オブ・アニメーション・リゾート、ディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート、ディズニー・
コロナド・スプリングス・リゾートのいずれか

ゴールデン
ウィークは

　　　　楽
しい海の旅

へ♪

チェックアウト
専用車にてオーランド空港へ
◎日本語ガイドがチェックインのお手伝い
オーランド空港発（北米都市でお乗り継ぎ） 
成田または羽田国際空港着
福岡・大阪・名古屋・札幌着（成田または羽田空港経由） 機

03:30～05:00

06:00～08:00
13:00～17:30
16:00～22:00

【機内泊】 機

円　

円　

円　

大人代金（全カテゴリ共通）

子供代金（全カテゴリ共通）

（3～11歳）

（2歳）

（1歳以下）

358,000円
328,000円
268,000円
148,000円

スイートルーム
／53㎡

4 / 29（水・祝）
4 / 30（木）連泊限定
4 / 29（水・祝）
4 / 30（木）連泊限定

大阪・名古屋

福岡・札幌

同室3人目以降のアップグレード代金は無料です。 （ホテル外観イメージ）（イメージ）

アフリカの雄大な自然を存分に満喫で
きるサファリ気分満点の高級リゾートホ
テルです！
キリンやシマウマなど動物を客室から眺め
られるかも！？

お一人様追加代金大人・子供同額

30,000円（1泊）

ファミリ
ーに

おすすめ
！

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートご利用ホテル

ディズニー・
アニマルキングダム・ロッジ

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートご利用ホテル

ディズニー・
アニマルキングダム・ロッジ

（サバンナビュー指定／29㎡）（サバンナビュー指定／29㎡）



旅 行 企 画 ・ 実 施

観光庁長官登録旅行業第1267号
〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル
ホームページアドレス https://www.ytk.jp 検 索郵船トラベル

T-19-018

キャビンプラン キャビンプラン 

カテゴリ11　約17㎡　定員2～4名

●クイーンサイズベッド（セパレート不可）、
　ソファ付
●マジカルポートホール、バスタブ、シャワー、
110Vコンセント、テレビ、冷蔵庫、船内専用
携帯電話2台、ドライヤー、金庫、プルダウン
ベッド（一部）

●クイーンサイズベッド（セパレート不可）、
　ソファ付
●丸窓、シャワー、110Vコンセント、テレビ、冷
蔵庫、船内専用携帯電話2台、ドライヤー、金
庫、プルダウンベッド（天井・壁）

●クイーンサイズベッド（セパレート不可）、
　ソファ付
●ベランダ、バスタブ、シャワー、110Vコンセ
ント、テレビ、冷蔵庫、船内専用携帯電話2台、
ドライヤー、金庫、プルダウンベッド（天井）

（船室イメージ） （船室イメージ） （船室イメージ）

スタンダード内側 
カテゴリ8　約24㎡　定員2～5名

デラックス海側 デラックスベランダ 

 ディズニー・ドリーム号

カテゴリ5　約25㎡（ベランダを含む）　定員2～4名

As to Disney artwork, logos and properties:

旅行条件（要約）（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、お申込みください。）
募集型企画旅行契約
この旅行は、郵船トラベル株式会社（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。また、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確定書面（最終旅行日程表）
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。
旅行のお申し込みと契約の成立時期
●当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて、当社所定の旅行申
込書に所定の事項を記入のうえ、申込金（旅行代金の２0％）を添えてお申し込み
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、その一部として取り
扱います。また、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
きに成立するものとします。
●当社らは、電話、郵便、ファクシミリ及び電子メールその他の通信手段による旅行
契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約
は成立しておらず、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
日以内に申込書の提出と申込金の支払いをして頂きます。この期間内に申込書の
提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みがなかったものと
して取り扱います。
●旅行契約は、電話によるお申込の場合には、申込金を当社らが受領したときに、ま
た、郵便、ファクシミリ又は電子メール等でお申し込みの場合には、申込金のお支
払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに成立致しま
す。また、電話、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の通信手段でお申し込みの
場合であっても、クレジットカード決済による旅行契約は、当社らが旅行契約の締
結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発し
たときに成立し、当社らが電子メール等の電子承諾通知による方法により通知す

る場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
旅行代金のお支払い
旅行代金（又は申込金を差し引いた残金）は、取消料がかかる日の２週間前より以前
にお申込み店にお支払いただきます。
旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した航空（エコノミークラス）、船舶等の運送機関の運賃・料金、宿泊
料金（税・サービス料金を含む）、食事、施設入場料、添乗員同行費用、送迎バス等の
料金、ガイド料金、航空会社規定の手荷物運搬料金　※お客様のご都合により、旅
行代金に含まれるものを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
※旅行代金に含まれないものを以下に例示します。
航空会社の規定を超えた超過手荷物料金、個人的性質の諸費用（クリーニング代、
電話料等）、傷害・疾病に関する医療費、渡航手続関係諸費用（旅券印紙代、査証
等）、日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費や宿泊費
等、希望者のみが参加するオプショナル・ツアーの料金、日本の空港の空港施設使用
料等、海外の空港・港の空港税・出入国税・港湾施設使用料、運送機関が課す付加運
賃・料金（燃油サーチャージなど）、チップ（船内チップを含む）、国際観光旅客税
当社の責任
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合には、当社は責任を
負いません。
（ア）天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行
の中止（イ）運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害（ウ）運送・宿泊機関
等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行
の中止（エ）官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによっ

て生じる旅行日程の変更、旅行の中止（オ）自由行動中の事故（カ）食中毒（キ）盗難
（ク）運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又は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
取消料（フライ＆クルーズ約款）
お客様は下記に記載した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
を解除することができます。但し、契約解除のお申し出は、お申し込みの旅行取扱
店の営業時間内にお受けします。
※１ 取消料の基準となる旅行代金とは、旅行代金に追加代金を加算し、割引代金
を減じた合計金額となります。
※２ お客様の取消により1人１部屋となった場合、1名1室利用旅行代金との差額が
必要となります。
※３ 取消料が掛かる日以降に、客室カテゴリーを変更する場合は旅行代金全額に
対する取消料がかかります。

旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2019年8月19日を基準としています。また、旅行代金は2019年8月19
日現在の有効なものとして公示されている運賃・規則を基準として算出しています。

取消料について注意！
旅行契約の解除期日 取消料 （おひとり）

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

旅行開始後または無連絡不参加

90日前（2020年1月30日）まで
89日目以降、45日前まで
44日目以降、30日前まで
29日目以降、15日前まで
14日目以降、出発時刻まで

無料
旅行代金の10%
　　〃　   25%
　　〃　   37.5%
　　〃　   50%
旅行代金の100%

ご案内とご注意
お申し込み・ご参加の条件
●アメリカ各州法律及びホテルの規則により、未成年者（18～21歳）のみのご旅行、
ご宿泊は禁止されている場合があり、宿泊・運送機関はこれを拒否する権利を保
持します。そのため、未成年者のみでのご旅行は、お申込みいただく前に必ずご相
談ください。（お断りする場合があります）
●旅行開始日の時点で妊娠24週を経過した妊婦の方、生後6ヶ月未満の乳児の方
はご参加いただけません。尚、お申し込み後に妊娠24週目が判明した場合もご参
加いただけません。その場合、取消料が発生する場合がありますので、ご注意くだ
さい。妊娠24週未満の方は医師の診断書をご提出いただく場合がございます。
渡航手続きについて
●旅行に必要な旅券、査証（ビザ）、再入国許可及び各種証明書の取得については、
お客様自身で行っていただきます。
●クルーズの下船日に有効期間が6か月以上残っている旅券が必要です。
●日本国籍ではないお客様は、ご自身で自国・渡航先国の大使館、入国管理事務所
へお問合せください。
●日本国籍の方はアメリカ、カナダへの入国に関して電子渡航認証（アメリカ／ESTA
／14米ドル、カナダ／eTA／7カナダドル）の取得が必要です。ご旅行時点で有効の
ESTAとeTAをお持ちでない方は各国大使館のWEBサイトよりご自身で取得され
るか販売店にご相談ください。ご参加のお客様には、追って詳細をご案内します。

航空機について
●ビジネスクラスについて
　ビジネスクラスご利用のお客様は基本コースのご予約と同時にお申し出くださ
い。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。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。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は、予
め販売店にご連絡願います）。また、航空機の座席は予約状況により、窓側・通路
側のご希望に添えない場合があります。
●航空機の座席配列により、グループの皆様、カップルの方であっても隣り合わせに
ならない場合があります。
●福岡・大阪・名古屋・札幌・その他空港からご参加の方へ
国際線出発時刻の24時間以内に成田または羽田空港にお越しのお客様は追加
代金をお支払いいただくことで国内線を手配いたします。国内線手配をご希望の
お客様は旅行申込時にお申し出ください。航空座席の空席状況により予約が確
保できない場合はご利用いただけません。国内線手配完了以降は、当該国内区間
も基本コースと併せて、1つの募集型企画旅行の範囲として取扱いいたします。別
途、国内線旅客施設使用料をお支払いいただく必要がございます。航空機以外の
交通機関の費用、宿泊を伴う場合の宿泊代は、お客様のご負担となります。成田
空港発着ツアーで羽田便となった場合、羽田空港から成田空港間の交通機関は

お客様ご自身の手配、ご負担となります。また、国内線出発空港における搭乗手
続きはお客様ご自身で行っていただきます。
国際観光旅客税
観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保
するために、「国際観光旅客税」が創設されました。「国際観光旅客税」は、船舶又は
航空会社が、チケット代金に上乗せする等の方法で、2019年1月7日以降に日本か
ら出国するお客様から徴収（出国１回につき1,000円）するものです。
空港税・燃油サーチャージ・船内チップ等について
上記の費用は旅行代金に含まれていません。これらの費用は、旅行代金（又は申込
金を差し引いた残金）請求時に確定し、ご請求させていただきます。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。ただし、燃油サーチャージは、ご旅行
代金（或いは、申込金を差し引いた残金）のご請求後も予告なく変更、廃止される場
合があります。その場合は、追加徴収あるいは返金いたします。
●成田空港施設使用料（大人2,610円、子供1,570円） ●羽田空港施設使用料（大
人2,570円、子供1,280円） ●燃油サーチャージ（約28,000円） ●海外空港税（約
7,700円） ●船舶に係る米国政府関連諸税・ポートチャージ等（約9,100円） ●船
内チップ（約4,900円）

☎ 075（256）2233
《電話受付時間》
10:00~17:00(月～金曜日)　10：00～14：00（土曜日）　日曜日・祝日休業

〒604-8578　京都市中京区烏丸通夷川上ル 京都新聞ビル南館6階

総合旅行業務取扱管理者／川上賢憲
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てご不明な点があれば、ご遠慮なく取扱管理者にお尋ねください。

【受託販売】
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