
福井新聞創刊120周年記念チャータークルーズ

ご あ い さ つ
　福井新聞は今年、創刊120周年を迎えます。長年にわたって、ご愛読いただいております福井県民、読者の皆様への
感謝の気持ちを込め、県内の港を発着するクルーズ船をチャーターしての船旅を企画しました。２泊３日の気軽な旅程、
午後乗船し豪華客船内でゆったりと寛ぎ、目覚めれば鳥取県境港に到着。島根県の出雲大社や足立美術館など初秋の
山陰を満喫いただける多彩な観光コースをオプションとして、ご用意しております。ぜひ、クルーズならではの優雅な旅を
お楽しみください。皆さまのご参加をお待ちしております。
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●事業企画　福井新聞社事業局
●旅行企画・実施／お申込お問合せは

※土・日・祝日は休業。休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には
　対応ができませんので、翌営業日の受付となります。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う取引の責任者です。この旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点があれば総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

株式会社近畿日本ツーリスト中部  福井支店

1募集型企画旅行約款
①この旅行は株式会社近畿日本ツーリスト中部（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行
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」という）を締結す
ることになります。
この条件書に定めのない事項は当社募集型企画旅行業約款によります。当社募集型企画旅行業約款を
ご希望の方は、当社にご請求下さい。この書面は旅行業法第12条の４による旅行取引条件書です。ま
た、旅行契約が成立した場合は、旅行業法12条の5により交付する契約書面の一部になります。
②当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の
旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」という）の提供を受けることができるように手配し、旅程を
管理することを引き受けます。
2.旅行のお申し込み
当杜所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記の申込金又は旅行代金全額を添え
てお申し込みいただきます。
3.申込金
ご旅行代金全額のお支払いをお願いします。
旅行契約は当杜が契約締結を承諾し申込金を受理した時に成立するものとします。
4.最少催行人員
最少催行人員に満たない場合は旅行を中止する場合がありますが、この場合は出発１４日前までにご連
絡いたします。
5.旅行代金に含まれているもの
旅行日程に明示された以下のもの
（1）旅行日程に明示した運送機関(特に明示のない場合はエコノミ一クラス)の運賃・料金、食事料金、
観光料金
（2）添乗員が同行する場合は、添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。
6.上記5のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
クリーニング代、追加飲食等個人的性質の諸費用及ぴそれに伴う税・サーピス料金、傷害・疾病に関
する医療費、自由行動中の諸費用など
7.取消料
お申込の後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお一人につき次の取消料
をお支払いいただきます。またお客様のご都合により、途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみ
なし、一切の払戻しをいたしません
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

8.旅行内容･旅行代金の変更
天災地変、運送、宿泊機関のサービスの提供の中止など当社の関与し得ない事由で、また運送機関の運
賃・料金の大幅な改定により旅行内容・旅行代金を変更する場合があります。尚お客様のお申し出に
より旅行内容の変更がある場合は別途所要経費をいただきます。また運送・宿泊機関の利用人員により
旅行代金が異なる場合、お客様の都合で利用人員が変更になったときは旅行代金を変更することがあり
ます。
9.特別補償
国内受注型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ
外来の事故により、生命、身体又は荷物に被られた一定の損害については、あらかじめ定める額の補償
金及び見舞金を支払います。
10.当社の責任
当社は故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害を賠償します。ただし、損害発生日から2
年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。手荷物について生じた損害については、同項の規
定にかかわらず、損害発生日から15日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1人15万円
を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。(注：天変地異、戦乱、暴
動、運送・宿泊機関の事故・火災による旅行日程の変更・中止、運送機関の遅延、欠航、スケジュール
変更、食中毒、自由行動中の事故、盗難、官公署の命令又は伝染病による隔離は該当しません。）

●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害のある方、
認知症の方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、そのほか特別
の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、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ぐにお申し出くだ
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。

●６ヶ月未満のお子様はご乗船いただけません。
●アレルギー対応の食事を希望される方は事前にお申し出ください。
●妊婦の方はお申し込み時に必ずお申し出ください。クルーズによりましてはご乗船をお断
りする場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
●２歳以上小学生以下のお子様には、昼食・夕食に限りお子様用メニューをご用意できま
すので、お申し込み時にお選びください。

11.お客様の責任
お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被った時にはお客様
へ損害の賠償を申し受けます。
12.旅程保証
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を
支払います。
13.確定書面の交付
当社は旅行開始日の１４日前までに最終日程表（確定書面）を交付致します。
14.その他
①当社はいかなる場合でも旅行の再実施は致しません。
②この旅行条件は、2019年1月1日現在を基準としております。また旅行代金は2019年1月1日現在有
効なものとして公示されている航空運貨・適用規則を基準として算出しています。
15.個人情報の取扱について
イ．当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際にご提
出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送･宿泊機関等の手配のために利用させていた
だくほか、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におい
て当該機関等に提供いたします。
また、旅行先でのお客さまのお買物等の便宜のため、お客さまのお名前および搭乗される航空便等に係
る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。
お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客さまに同意いただくものとします。
ロ．当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さまへの
ご連絡や対応のために、当社グループ企業および販売店と共同利用させていただきます。
当社グループ企業および販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。
住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス
ハ．上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページ
でご確認ください。

取消日 日帰 21日前 前日 当日集合
時間まで

100％

20日～8日前 7日～2日前 旅行開始後及び
無連絡不参加

取消料率 30％ 40％ 50％無料 20％

旅行条件（抜粋） 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますのでご確認の上お申し込み下さい。

お申し込み時の
注意事項と
ご案内

観光庁長官登録旅行業第２０３８号　一般社団法人日本旅行業協会正会員

〒910-0006 福井市中央1-3-1加藤ビル５階 
TEL:0776-25-4001　FAX:0776-24-2533
営業時間：月曜日～金曜日9:30 ～18:00

総合旅行業務取扱管理者：中野　裕行
担当者：谷・田中・吉田和

オプショナルバスツアー（別料金）（大人お一人様／子供お一人様・単／円・消費税込）

⑤足立美術館と、大名茶人松平公の足跡を訪ねる旅
8:30～17:00（所要時間８時間半）　11,500円 ／ 9,200円
【観光内容】☆明々庵、★月照寺、☆普門院にてお抹茶、☆足立美術館
【昼食】松江にて昼食

①ゲゲゲの妖怪ゆかりの地 境港
9:00～13:00（所要時間４時間）　6,500円 ／ 5,200円
【観光内容】★正福寺、 水木しげるロード散策、☆水木しげる記念館、
　　　　　☆由志園にて庭園の見学、江島大橋（車窓）

②日本一の庭園 足立美術館と出雲大社巡り
8:30～16:30（所要時間８時間）　12,000円 ／ 9,600円
【観光内容】★出雲大社参拝、神門通り散策、☆足立美術館
【昼食】出雲大社参拝後昼食

③美肌の湯 玉造温泉と縁結び大神 八重垣神社
8:30～16:30（所要時間8時間）　14,000円 ／ 11,200円
【観光内容】☆松江市堀川遊覧、☆松江歴史館、★武家屋敷散策、
　　　　　☆玉造温泉入浴、★出雲縁結びの大神 八重垣神社
【昼食】玉造温泉にて昼食

④足立美術館と松江散策
9:00～16:30（所要時間７時間半）　11,000円 ／ 8,800円
【観光内容】☆足立美術館、☆松江歴史館、★武家屋敷散策
【昼食】松江にて昼食

昼食付き

昼食付き

昼食付き

昼食付き

子供料金２歳～12歳
各コースとも最少催行人員２５名　添乗員・バスガイド同行
☆入場観光　★下車観光
※上記の時間は、交通渋滞、天候状況などにより変更になる場合がございます。
※満席でおことわりすることもございます。

足立美術館
世界有数の横山大観コレクションをはじめ、近代日本画と陶芸、童画、彫刻、蒔
絵などを展示。日本庭園の美しさでも知られています。

出雲大社
縁結びの神・福の神として親しまれる出雲大社。日本で最も古い神社建築の
形式である大社造りで、国宝に指定されています。

水木しげる記念館
ゲゲゲの鬼太郎の作者、水木しげるの
原画、直筆壁画、漫画雑誌を展示する
博物館です。

玉造温泉イメージ

境港正福寺イメージ

足立美術館イメージ 足立美術館イメージ

出雲大社イメージ 出雲大社イメージ

八重垣神社イメージ

松江歴史館と船イメージ

明々庵イメージ

パンフレット承認番号　1610-1901-0016

ぱしふぃっく びいなすイメージ

ぱしふぃっく びいなす全景イメージ

代表取締役社長

吉 田 真 士

2019年
９月13日金～15日日境港・日本海クルーズの旅
福井港発/敦賀港着、送迎バス付

豪華客船「　　　　　　　　　　　  」
で行く山陰３日間の旅



620名募集人員 350名最少催行人員
朝食２回・昼食１回・夕食２回・夜食２回お食事

同行します添乗員

2019年８月30日金お申込み締切 ※満員になり次第、
　締切らせていただきます

県内：京福グループ/大野観光自動車/
　　 海陸運輸/サポート観光
境港：日の丸自動車

利用バス会社

2019年９月13日金～９月15日日ご旅行期間

自由行動もしくは
オプショナルツアー（別料金）を
お楽しみください

14:00～15:30

７:00入港 18:00出港

９:00入港 ９:30 10:00～11:30

16:00 17:00出港

※宿泊はすべて船内泊となります。　※オプショナルツアーの概要は裏面をご覧ください。
※上記の時間は、交通渋滞、天候状況などにより変更になる場合がございます。
※日程の時間は予定となります。正式な時間は最終日程表でご案内いたします。

※各集合場所に駐車場のご用意はございません。

日 程 旅　程 食 事

夕

昼 夕朝

夜

夜

朝

世界一周クルーズを過去８回おこなっている日本船籍の客船。

「ふれんどしっぷ」をモットーに乗組員全員によるフレンドリーなサービスで、お客様に「おもてなし」と「寛ぎ」をご提供いたします。

クルーズが初めての方でも安心してお楽しみいただけます。

福井港

敦賀港

境港

主な船内設備のご案内

お食事 ティータイムを入れて１日最大８回のお食事

ダイニング
ダイニングサロン

・ダイニングサロン専用スタッフによるおもてなし
・２名テーブルでゆったり
・入れ替え制がない１回制
・食事の際のお飲み物が無料（指定銘柄）

メインダイニングルーム

明るく開放的な雰囲気の中、
フレンドリーなスタッフが
楽しいお食事時間で
おもてなしいたします

客室タイプ
ご旅行代金（おとなおひとり様・単／円・消費税込）２名様１室利用

旅行代金

県内各地の送迎場所  各地集合場所より送迎バスがでます。最寄りの集合場所にお集まりください。詳しいお時間は最終のご案内でご連絡します。
坂井市 …… 三国駅 / 丸岡城 / 坂井中央公園
永平寺町 … 道の駅 禅の里
勝山市 …… 勝山駅
大野市 …… 城下町東広場
池田町 …… 池田町役場

福井市 …… 福井駅東口 / 福井新聞社
鯖江市 …… 西鯖江バス停
越前市 …… 武生駅
越前町 …… 越前町役場
あわら市 … あわら湯の町駅

南越前町 … 河野ふれあいシーサイドパーク /
　　　 　　 JR今庄駅 / JR南条駅
敦賀市 …… JR敦賀駅
美浜町 …… JR美浜駅
若狭町 …… JR上中駅 / JR三方駅

小浜市 …… JR小浜駅
おおい町 … ぽーたる
高浜町 …… JR高浜駅

9/13 金
14 土

県内各地 　　　 福井港 ～～～ 船中（泊）

バス　～～～ 船

～～～ 境港 ～～～ 船中（泊）

設 備

共通設備

ロイヤルスイートルームA･B スイートルーム デラックスルーム ステートEルーム ステートFルーム ステートGルーム ステートJルームステートHルーム

360,000 230,000 165,000 122,000 114,000 109,000 92,000102,000
３７型液晶テレビ（リビング）
２２型液晶テレビ（ベッドルーム）
専用バルコニーあり
バスタブ・トイレ付
ブルーレイプレーヤー
インターネット閲覧
Eメール専用パソコン

双眼鏡

●クローゼット　●電気機器類　●飲料関連（湯沸かしポット、グラス、湯のみセット、日本茶ティーバッグ）　●冷蔵庫内（一部有料）＊ロイヤルスイート、スイートルームは冷蔵庫内すべて無料。
●金庫　●アメニティ（バスタオル、ボディタオル、フェイスタオル、シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、歯ブラシ、綿棒、石鹸、ドライヤー等）　●お部屋の空調　●ルームキー

２6型液晶テレビ
専用バルコニーあり
バスタブ・トイレ付
ブルーレイプレーヤー

双眼鏡

２6型液晶テレビ
ブルーレイプレーヤー
バスタブ・トイレ付

２0型液晶テレビ
シャワー・トイレ付

２0型液晶テレビ
シャワー・トイレ付

２0型液晶テレビ
シャワー・トイレ付

２0型液晶テレビ
シャワー・トイレ付

丸窓になります

２0型液晶テレビ
シャワー・トイレ付

丸窓になります

◆シングル利用：大人１名様で客室を利用される場合、各ステートルームは２名様１室代金の130％、その他の客室は160%となります。
◆３名様１室利用：各ステートルームの客室を３名様１室で利用される場合、大人お１人様代金は２名様１室代金の80％となります。
◆子供代金は大人お一人様の代金の80%です。（２歳～12歳）お子様だけでご旅行に参加する事はできません。

ロイヤルスイートルーム スイートルーム デラックスルーム デラックスルーム（アクセンシブルルーム）

エントランスロビー（三層吹抜け）

ライティングルーム

ジムナジウム

ネイルサロン ボディセラピー

プールデッキ ジャグジー

シアター

エントランスロビー

プロムナード オブザベーションラウンジ

トップラウンジ

スモーキングコーナー

ピアノサロン

メインホール

ステートルーム ステートルーム（３名１部屋利用時）

15 日 ～～～ 敦賀港 　　　 県内各地

※未就学児童の方はご利用いただけません

ロイヤルスイート・スイートルームの
お客様専用レストラン

デラックス・ステートルームの
お客様用のレストラン

※Tシャツ・ジーンズ・半ズボン・甚平・浴衣・トレーニングパンツ・ジャージ・サンダル・
草履などはご遠慮ください。
※自国以外の民族衣装などは、ドレスコードが「カジュアル」の日にお楽しみください。

男性
襟付のシャツにスラックスなど

女性
ブラウスにスカート、スラックスなど

カジュアル リゾートで過ごしているような、爽やかな装い

船内での服装について

イメージ

イメージ

※ぱしふぃっく びいなす クルーイメージ

※ぱしふぃっく びいなす 客室イメージ

※ぱしふぃっく びいなす 船体イメージ

※ぱしふぃっく びいなす 食事・軽食イメージ

※ぱしふぃっく びいなす 船内施設イメージ

心地よくて温かい雰囲気はまるで「洋上の我が家」。
心行くまで海の休日をお楽しみください。

就　　航
総トン数
旅客定員
客 室 数
全　　長
　 幅

1998年4月
26,594トン
620名
230室
183.4m
25m

クルーズが初めての方も
安心して楽しんでいただけます。

※ぱしふぃっく びいなす
　船体イメージ

イメージ図


