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4月11日（水）～4月24日（火）
２０１8年 横浜港発 清水港着

世界で最も影響力のある料理人
たちが活躍するホーランドアメリ
カラインのお食事。3つ星レスト
ランの料理長からテレビの料理
ショーで活躍するホスト料理人ま
で、多彩なメンバーが監修する料
理は、味はもちろん、創造性、プレ
ゼンテーションともに一流です。

上級プレミアム客船MSフォーレンダムで航く

横浜・奄美大島・那覇・上海・福岡・釜山・広島・高知・大阪・清水

東シナ海周遊 ゆったりクルーズ
14日間

麗春の
 大航海

278,000円
（内側客室/2名1室利用時のお一人様旅行代金）
別途、船内チップ、寄港料、
政府関連諸税および港湾施設使用料が必要です。

日本人
コーディネーター

乗船

SHIP DATA
船籍：オランダ  総トン数：61,214トン  全長：238ｍ　
初就航：1999年  乗客定員：1,432名  乗組員数：604名

クラシカルな雰囲気に満たされた大人の船旅を

歴史と伝統が感じられる優雅で格調高い空
間に、すっきりとモダンな雰囲気を融合させ
た船内。居心地のいい空間で過ごす一時は
極上の時間を演出してくれます。

・カジノ　　　
・図書館
・ギャラリー
・スパ
・美容室
・プール
・ジム
・サウナ
・ジャグジー

・屋外ジョギングトラック　　　
・スペシャリティレストラン
・Club HAL（お子様プログラム）
・インターネットポイント
・ショッピングエリア
・多目的スポーツピッチ
・アメリカズテストキッチン
（トップシェフによるセミナー）
・エクスプロレーションズカフェ
（NYタイムズ提供スペシャルカフェ）

施 設 一 覧

145年の歴史と伝統が息づく洗練
されたモダンクラッシックな船内

ワールドクラスのお食事 選べるダイニングスタイル

メインダイニング

シアター イメージ イメージ イメージ

おすすめポイント
・ サービス重視の中型客船（約６万ト
ン）フォーレンダム号で、横浜港から
乗船し、清水港で下船いただけます。
※横浜港でも下船いただけます。

・ 往路 横浜港までは、静岡県内各地か
ら、新幹線とタクシーを利用

・ 奄美大島、那覇、福岡、広島、高知で
は、タクシー観光付！！

・ 日本人コーディネーター乗船。船内
新聞やメニューを日本語でご用意。



■■■　諸条件について（抜粋）　■■■
●未成年者の乗船／２１歳未満の方は、２１歳以上の保護者同伴が必要となります。
●年齢制限／生後１２ヶ月未満の幼児のご乗船はお断りしています。
　　　　　　クルーズ終了時に妊娠２４週目以降になる妊婦のお客様もご乗船いただけません。
●ご旅行終了日の時点で残存有効期間が６ヶ月以上の旅券（パスポート）をご用意ください。
●お申込金（お一人様）６６，０００円（お一人で一室利用は１３２，０００円）
●取消料（お客様による旅行契約の解除）　
※コースまたは出発日を変更された場合も取消料の対象となります。

●船内通貨について／船内ではＵＳドルです。
● 船内で利用できるクレジットカードについて／ビザ、マスター、アメリカンエキス
プレス、ディスカバーです。
●この旅行条件の基準日は2017年5月31日です。

［旅行企画・実施］ 【受託販売】

TEL.054-260-7902
株式会社SBSプロモーション旅行部　〒422-8061 静岡市駿河区森下町1-35 静岡MYタワー10階

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、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

JATA正会員 観光庁長官登録旅行業 1141号 総合旅行業務取扱管理者　染谷 剛
営業時間 平日 9:30～18:00　土曜 9:30～12:00　日・祝 休み
運航会社：ホーランドアメリカライン

取消日 取消料（お一人様）
旅行開始日の前日から起算して91日前まで 無料

旅行開始日の前日から起算して90日前から64日前 66,000円※１名一室利用の場合132,000円
旅行開始日の前日から起算して63日前から43日前 旅行代金の50%
旅行開始日の前日から起算して42日前から22日前まで 旅行代金の75%

旅行開始日の前日から起算して21日前以降 旅行代金の100%

◆最少催行人員：6名様　
◆食事条件：船内全食事付（清水下船：朝13回・昼14回・夕13回、横浜下船：朝14回・昼14回・夕14回）
◆添乗員：同行しませんが、船内では日本人コーディネーター、船内係員がご案内します。
◆寄港地観光：寄港地では船会社主催オプショナルツアー（別料金/船上清算）をお楽しみ下さい。（英語ガイド）
◆各寄港地の最終乗船は通常、出港の３０分前です。
◆寄港地は天候などのやむを得ない事由により変更または抜港となる場合があります。

※別途、お一人様あたり入港税・諸税 合計６１，５９０円（2017年5月現在）が掛かります。
※ 船上チップは乗船中お一人様１泊あたり１３．５０米ドル（ビスタスイート、ネプチューンスイートは
１５．００米ドル）が船内会計に加算されます。
※燃油サーチャージは、今後の原油価格の動向により別途徴収される可能性があります。
※諸費用は、料金改訂および為替レートによって変動します。

■旅行代金（お一人様／2名1室利用）

客室タイプ 仕様 旅行代金 1人部屋
追加代金

ネプチューン
スイート（約52㎡）

ベランダ・バスタブ付
専用ラウンジ有 900,000円 790,000円

ビスタスイート
（約２６㎡） ベランダ・バスタブ付 470,000円 420,000円
海側窓付
（約１８㎡） バスタブ付 324,000円 240,000円
内側

（約１６㎡） シャワー付 278,000円 190,000円

◆ 奄美大島： 田中一村記念美術館、奄美大島紬村
◆ 那　　覇： 国際通り、第一牧志市場でショッピング
◆ 福　　岡： 水郷柳川下り、太宰府天満宮
◆ 広　　島： 厳島神社、清盛神社
◆ 高　　知： 高知城、桂浜・坂本龍馬像

※最少催行人員：６名様
※ 添乗員は同行いたしません
が、タクシードライバーが

　ご案内します。
※ タクシーを2名様のみで利用
の場合、小型タクシー利用で
追加代金お一人様3万円。

タクシーによる半日観光付！！

ロングクルーズを意識した客船は一般的なプレミアムクラス客船の中でも広く作られており、高級なマットレスや柔らかなシーツ
を使用したベッドで快適なクルーズをお楽しみいただけます。

月 日（2018） 寄港地 入港 出港 食事
4/11（水） 横浜 昼頃乗船 20：00 　  AS

4/12（木） 終日クルーズ --- --- GAS

4/13（金） 奄美大島 12：00 20：00 GAS

4/14（土） 那覇 8：00 18：00 GAS

4/15（日） 終日クルーズ --- --- GAS

4/16（月） 上海（中国） 8：00 --- GAS

4/17（火） 上海（中国） --- 18：00 GAS

4/18（水） 終日クルーズ --- --- GAS

4/19（木） 福岡 7：00 18：00 GAS

4/20（金） 釜山(韓国) 7：00 16：00 GAS

4/21（土） 広島 8：00 18：00 GAS

4/22（日） 高知 10：00 18：00 GAS

4/23（月） 大阪 8：00 18：00 GAS

4/24（火） 清水 12：00 午後下船 GAS

4/25（水） 横浜 7：00 G　 　 

■日程
※横浜港でも下船頂けます。旅行代金は同額となります。

横浜港から乗船し、清水港で下船いただけます。

ロングクルーズを意識した客船は一般的なプレミアムクラス客船の中でも広く作られており、高級なマットレスや柔らかなシーツロングクルーズを意識した客船は一般的なプレミアムクラス客船の中でも広く作られており、高級なマットレスや柔らかなシーツ
を使用したベッドで快適なクルーズをお楽しみいただけます。を使用したベッドで快適なクルーズをお楽しみいただけます。広めの客室が快適

ネプチューンスイート
ネプチューンラウンジやパーソナルコン
シェルジュサービスのご利用他特典有。

ビスタスイート 海側窓付 内側

OP

OP

OP

を使用したベッドで快適なクルーズをお楽しみいただけます。を使用したベッドで快適なクルーズをお楽しみいただけます。を使用したベッドで快適なクルーズをお楽しみいただけます。を使用したベッドで快適なクルーズをお楽しみいただけます。

※横浜港でも下船頂けます。（旅行代金は同額）（4/24清水20:00出港）
　4/25横浜→静岡県内：交通費は各自ご負担となります。

OP 上海、釜山では、船会社主催の寄港地観光がございます。（別料金）（英語ガイド）

静岡県内各駅 → 新横浜駅
東海道新幹線（午前中発こだま利用予定）指定席を利用致します。

新横浜駅 → 横浜港 タクシーでお送り致します。
※静岡駅→横浜港　添乗員が同行いたします。（最少催行人員：６名様）

往路、静岡県内 → 横浜港
新幹線＋タクシー利用！！

◆ 日　時　2017年6月22日（木）
◆ 場　所　静岡駅ビル パルシェ７階 第２会議室
◆ 時　間　15：30～17：00

下記「SBSツアーズ」へご予約の上お気軽にお越しください。

説明会開催！！ 要予約制


