
2021年 ディズニーファン感謝ツアー
ディズニー・ドリームで航く ゴールデンウィーク 4月29日（木・祝）

▲ 5月6日（木） 8日間

（スタンダード内側） （デラックスベランダ）
【諸税・チップ・燃油サーチャージ別】

カリブ海バハマ3泊クルーズと
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート

Ships’ Registry : The Bahamas 憧れのキャラクター達と過ごす時間

As to Disney artwork, logos and properties: 写真はすべてイメージです。

旅行代金
2名1室お一人様 398,000円〜428,000円

ハネムーナーやカップルにもおすすめ♪ポイント　　★安心の添乗員同行
★ディズニーファン・ 

スペシャル・イベント開催！
★ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの 

ホテルもアップグレード可能！
★滞在日数分のパークチケット込み！
★追加代金で延泊もOK！

バッカニア・ブラスト・ファイヤー・ワークス



103-3567-1202
URL : http://www.vacation-ota.co.jp/disneycruise/

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お取引
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
がございましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

お問い合わせ・資料請求

〒104-0061  東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル2階
TEL:03-3567-1202　FAX:03-3563-2320

（平日09：30～18：30　土・日・祝日休業)
総合旅行業務取扱管理者：牧野大輔

dis@vacation-ota.co.jpE-mail 

旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第366号 JATA正会員
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート契約旅行会社

ご案内とご注意
■お食事　朝食3回、昼食3回、夕食3回
■最少催行人員と添乗員　最少催行人員：25名様
添乗員：添乗員は成田または羽田国際空港発着に同行します。
■利用予定航空会社　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（日
本国内区間は全日空・日本航空）エコノミークラス
■利用ホテル　ディズニー・オールスター・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・カリビアン・ビーチ・リゾート、ディズニー・ポート・オーリンズ・リゾート
■旅行代金に含まれるもの　①クルーズ代金 ②日程表にある食事代 ③ホテル宿泊
費 ④航空運賃 ⑤ウォルト・ディズニー・ワールド入場券 ⑥日程表にある陸上移動費用
■旅行代金に含まれないもの　①クリーニング、電報・電話料金 ②追加飲食等、個
人的性質の諸費用及びそれに伴うチップ ③ご自宅から集合・解散場所までの交通費、
宿泊費用 ④船内でのチップ ⑤政府関連諸税 ⑥料金表追加費用の各項目

■パスポート残存期間　バハマ入国時6ヶ月以上
■米国への入国について
米国への入国には「ESTA（電子渡航認証システム）」への登録が必要です。登録はお客
様ご自身で行うことが可能です。
ESTA 申請専用WEB サイト　https://esta.cbp.dhs.gov/

旅行保険ご加入のおすすめ
海外募集型企画旅行契約約款特別補償規定により、当社はお客様がご旅行中に被
られた損害については一定の範囲で補償させていただきますが、傷害・疾病治療・
疾病死亡等については補償いたしません。安心してご旅行をいただくためにお客
様ご自身および携行品等に必ず保険をかけられますようお勧めいたします。

ご旅行条件（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、事前に内容をご確認の上、お申し込みください。 取消料について フライ＆クルーズ約款
■募集型企画旅行契約
この旅行は、㈱オーバーシーズ・トラベル（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。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最終日程表と称する確定書面及び当社旅行
業約款募集型企画旅行契約の部によります。
■旅行のお申込みと契約の成立時期
（１）当社所定の旅行申込書に所定の事項をご記入の上、申込金（旅行代金の20％以上
旅行代金まで）を添えてお申込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」
のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
（２）当社らは、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申
込みを受け付けます。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、当社らに申込書の提出と申

込金の支払いを行っていただきます。
■お申込金
お一人様につきご旅行代金の20％
旅行のお申込は所定の申込書にご記入のうえ、申込金を添えてお申し込みください。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充当します。
■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算して、さかのぼって21日目に当たる日よりも前に
お支払いください。
■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2020年4月1日を基準としています。また、旅行代金は2020年4月 
1日現在有効なものとして公示されている航空運賃、適用規則又は2020年4月1日現
在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・運用規則を基準として算出しています。

旅行開始日
から起算して
さかのぼって

クルーズ日数とホテル宿泊数 クルーズ≧ホテル クルーズ＜ホテル
90 日前まで 無料 無料
89日〜 45日前まで 旅行代金の10％ 旅行代金の5％
44日〜 30日前まで 旅行代金の25％ 旅行代金の12.5％
29日〜 15日前まで 旅行代金の37.5％ 旅行代金の18.75％
14 日〜当日まで 旅行代金の50％ 旅行代金の25％

出発時刻以降〜無連絡不参加 旅行代金の100％ 旅行代金の100％

As to Disney artwork, logos and properties: 写真はすべてイメージです。

※追加代金は為替変動・原油価格・乗継経由地
によって金額が異なります。金額はご出発３０日
前までに確定し、ご案内申し上げます。

※オーランドでのホテルご宿泊はお子様添い寝となり
ます。一部ベッドが一台の客室があり、ご指定は
お受けできません。予めご了承ください。

※ディズニー・ドリーム号はダブルベッドの他、ソファー
ベッドが備わっています（海側キャビンは天井から降
りるベッドと、壁から倒すベッドがご利用可能）。

● 政府関連諸税 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9,700円
● 船内チップ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5,100円
● 海外空港諸税 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8,000円
● 航空燃油サーチャージ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21,000円
● 国際観光旅客税 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,000円
● 成田国際空港使用料 ‥‥‥‥ 大人2,660円／小人1,600円
● 羽田国際空港使用料 ‥‥‥‥ 大人2,710円／小人1,400円
� （2020 年 4月現在）

● 地方発着で国内線航空便の手配が必要な場合は次の代金にて承ります。
日本国内線ご利用の場合は各空港諸税が別途かかります。

大阪・名古屋��10,000円／片道　�福岡・札幌�15,000円／片道

旅行代金の他、次の追加代金が別途かかります

船内ウエディング
手配可能

コンシェルジュ付き
スイート手配可能

プレミアムエコノミークラス・
ビジネスクラス手配可能

※詳細はお問い合わせください。

ポート・カナベラルオーランド

フロリダ ウォルト・
ディズニー・ワールド・
リゾート

キャスタウェイ・ケイ

ナッソー

バハマ

フロリダ

日程 月日 発着時間 スケジュール

1 4/29
木
・
祝

10：00～19：00

14：00～22：30

成田・羽田国際空港発　米国内都市で乗り継ぎ、オーランドへ
日付変更線通過

オーランド着　到着後、ホテルへご案内� 【ディズニー直営ホテル泊】 機機

2 4/30 金
10：00頃 チェックアウト　専用車にて客船ターミナルのあるポート・カナベラルへ
12：30頃

17：00
ディズニー・ドリーム号へ乗船
ポート・カナベラル出港� 【船中泊】 昼夕

3 5/1 土
09：30～17：30 ナッソー　到着後自由行動　★OPツアー:ナッソー半日観光など

★ディズニーファン・スペシャル・イベント開催!★� 【船中泊】朝昼夕

4 5/2 日
08：30～16：30 キャスタウェイ・ケイ

到着後自由行動　ディズニーのプライベートアイランドへ
★OPツアー:シュノーケル・エイとの触れ合いなど� 【船中泊】朝昼夕

5 5/3
月
・
祝

07：30 ポート・カナベラル入港　船内で朝食後、下船。
専用車にてウォルト・ディズニー・ワールドのホテルへ
ホテル到着後・自由行動
2デー・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
� 【ディズニー直営ホテル泊】朝

6 5/4
火
・
祝

終日 ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート
引き続きディズニー・ワールドをお楽しみください！�【ディズニー直営ホテル泊】

追加代金によりご希望日分延泊が可能です。（延泊分チケット付き！）
添乗員は５月５日の便で帰国します。延泊のお客様は現地日本語ガイドが空港へご案内いたします。（混乗車）

7 5/5
水
・
祝

03：30～07：30 チェックアウト
オーランド発　途中ご自身で乗り継ぎ、空路帰国の途へ� 【機中泊】 機機

8 5/6 木 13：00～17：00 成田・羽田国際空港着　着後解散・お疲れ様でした。

旅行代金
子供代金（全カテゴリ共通／同室 3 人目以降）
3 〜１１歳 230,000円／ 2 歳 193,000円／ 0〜1歳 96,000円

2名1室お一人様 
（  ）内はお一人様参加1名1室の追加代金となります

添乗員同行！

デラックス海側

413,000円

(160,000円)

約22.4㎡（定員2〜5名）
●ダブルベッド／ソファベッド／ロフトベッド／
ウォールベッド●レイン・フォレスト・シャワー

スタンダード内側

398,000円

(150,000円)

約15.7㎡（定員2〜4名）
●ダブルベッド／ソファベッド／一部ロフトベッド
●バスタブ・シャワー

デラックスベランダ

428,000円

(170,000円)

約22.9㎡（定員2〜4名）
●ダブルベッド／ソファベッド／一部ロフトベッド
●ベランダ●バスタブ・シャワー

ディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート
（プリファードルーム）

基本ホテル（一例） ひとつ上のホテルクラスへアップグレード
モデレートクラス（一例）

ディズニー・カリビアン・ビーチ・リゾート
（部屋指定なし）

84,000円３延泊 89,000円４延泊

28,000円１延泊 56,000円２延泊

●延泊代金（１名１室利用の場合は倍額となります）25,000円１延泊

75,000円３延泊 80,000円４延泊

50,000円２延泊

●延泊代金（１名１室利用の場合は倍額となります）

※2名以上でご利用の場合（3・4人目15,000円／1泊につき）
　パークチケット代込

※2名以上でご利用の場合（3・4人目15,000円／1泊につき）
　パークチケット代込

ロビーやバス停に近い棟へ！さらにアップグレード
プリファードルーム
アップグレード代金 13,000円（２泊合計お一人様）

※2名以上でご利用の場合（3・4人目15,000円／1泊につき） パークチケット代込

31,000円１延泊

93,000円３延泊 98,000円４延泊

62,000円２延泊●延泊代金
（１名１室利用の場合は倍額
となります）

※寄港地・上陸地は天候などの理由により、予告なく変更または抜港となる場合があります。�※発着時間・交通機関も場合によって
は変更となることがあります。�※ディズニーファン・スペシャル・イベントは開催日が変更となる場合がございます。

アップグレード代金 6,000円（２泊合計お一人様）
※基本ホテルに追加となります。

※基本ホテルに追加となります。


