みなと総研・クルーズ総合研究所

2018 海外視察・研修旅行
日程：2018 年 10 月 31 日(水)～11 月 4 日(日)5 日間（船内 2 泊）
◆参加のお誘い◆
みなと総研・クルーズ総合研究所では、
「2018 海外視察・研修旅行を企画
しました。昨年実施した「カリブ海研修」の第二弾です。
中国・深圳（シンセン）では、第 13 回中国クルーズ産業発展大会の国際
博覧会を視察します。この博覧会は、中国最大のクルーズイベントで、船
社を始め、物流など含め多くのクルーズ関係者が集まります。
深圳と香港では、成長著しい中国のクルーズ産業の象徴とも言える、深圳
太子湾クルーズターミナルと香港啓徳（カイタック）クルーズターミナル、
オーシャンターミナルを視察します。また、香港ではゲンティン香港の本
社を訪問する予定です。その後、2017 年 11 月に就航した最新鋭のクルー
ズ客船「ワールドドリーム」に乗船し、2 泊 3 日の船旅を実体験していた
だきます。
エネルギーあふれる中国とアジアのクルーズを身を以て体験できるまた
とない機会です。港湾管理者、地方自治体及びクルーズ関係者の皆様のご
参加を心よりお待ちしております。
一般財団法人みなと総合研究財団（みなと総研）/クルーズ総合研究所

船名 ：ワールドドリーム
船社名：ドリームクルーズ
（ゲンティングループ）
総トン数：150,695 トン
全長：335ｍ、全幅：40ｍ
客室数：1,686 室 乗客定員：3,376 人
就航年 2017 年 11 月

＜旅行日程＞
日付
１

発着地

時間

行

程

１０月３１日

成田

（発）

09:50

各地より成田空港へ集合し、全日空 NH809 便にて香港へ

（水）

香港

（着）

14:05

香港空港到着後フェリーで深圳に移動
＜ホテル（深圳）泊＞

１１月１日
2

深圳

（木）

（夕食込）

午前

第 13 回中国クルーズ産業発展大会 博覧会視察

午後

深圳太子湾クルーズターミナル施設視察
＜ホテル（深圳）泊＞ （朝・昼・夕食込）

１１月２日
3

午前

深圳

専用バスにて香港へ移動
ゲンティン香港 会社訪問

（金）

香港クルーズターミナル施設視察（オーシャンターミナル、
カイタッククルーズターミナル）
18:00 頃、ワールドドリームに乗船
香港 （出港）

21:00

香港（カイタック）出港
＜船内泊＞（朝・昼・夕食込）

４

１１月３日

終日航海

ワールドドリームにて終日航海
＜船内泊＞（朝・昼・夕食込）

（土）
５

１１月４日
（日）

香港 （入港） 09:00

香港（カイタック）入港。下船後香港空港に移動

香港

（発）

14:25

全日空 NH860 便にて帰国の途に

羽田

（着）

19:05

羽田空港到着後解散

※利用予定航空会社 ： NH（全日空）

＜JL（日本航空）/ CX（キャセイ・パシフィック航空）になる
場合があります。＞

※利用予定ホテル

（朝食込）

： グランドメルキュール深圳オリエンタル銀座ホテル

◆募集要項◆
■旅行期間
■旅行代金

：
：

■募集人員 ：
■食事条件 ：
■添乗員
：
■申込締切 ：
■申込先
：
■最少催行人員

2018 年 10 月 31 日（水）～11 月 4 日（日） 4 泊 5 日（うち船内 2 泊）
お一人様 297,000 円（エコノミークラス利用、ホテル・客船ともにシングル使用）
※航空機：燃油サーチャージ、成田空港使用料、海外空港税を含みます。
※乗船 ：ポートチャージ（港費）を含みます。
※ビジネスクラス追加代金：お一人 100,000 円
20 名
朝食 2 回、昼食 2 回、夕食 2 回を含みます。
（機内、船内での食事を除きます。）
みなと総研事務局員および現地係員がご案内します。
2018 年 9 月 28 日（金）
エーペックスインターナショナル株式会社 担当（鈴木）までご連絡ください。
： 10 名（この人数に達しない場合、当ツアーの催行を中止することがあります。
）

ご旅行条件(要約) お申込みの際には必ず旅行条件書(全文)をお受け取り頂き、事前に内容をご確認の上お申込みください。
■募集型企画旅行契約
本旅行は、エーペックスインターナショナル株式会社（東京都新宿区新宿 2-15-22 S2 ビル 6 階 観光庁長官登録旅行業 第一種 第 1392 号。JATA 正会員。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、この旅行条件による他、当社の
旅行業約款によります。
■取消料（お客様による旅行契約の解除）
お客様はいつでも下記の取消料を払って旅行契約を解除することができます。
旅行契約解除の時期

取消料

旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって発日の 31 日前まで
旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって 30 日前～3 日前まで

無料
旅行代金の 20％

旅行契約解除の時期

取消料

旅行出発日の前々日、前日、当日

旅行代金の 50％

旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金の 100％

■特別補償規程
当社は、お客様が当旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害について当社旅行業約款特別保証規程により、以下の金額の範囲に於
いて補償金又は見舞金を支払います。 ・死亡補償金：2,500 万円 ・入院見舞金：4 万～40 万円（入院日数による） ・通院見舞金：2 万～10 万円（通院日数による。通院日数 3 日以上） ・携行品損害補償金：お客
様 1 名につき３千円～15 万円(但し、補償対象品 1 個又は 1 対当たり 10 万円を限度)

■衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省(検疫感染症情報)ホームページ：http://www.forth.go.jp/でご確認ください。
■海外危険情報について
渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。海外危険情報については、「外務省海外安全ページ：
hhtp://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でご確認ください。
■海外旅行傷害保険への加入について
海外に於いて病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費などが掛かることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これ
らの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害などを担保するためお客様自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。
■個人情報の取扱について。
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書などに記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申し込み頂いた旅行に於いて運送・宿泊機関
などの提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲で利用させて頂きます。
■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2018 年 8 月 14 日を基準としています。また、旅行代金は 2018 年 8 月 14 日現在有効な運賃・規則を基準として算出しています。
※上記の旅行代金に含まれるものは次の通りです。
1.利用運送機関の運賃・料金：日程表に記載した航空機、船、バスなどの運賃・料金
2.視察料金： 日程表に記載した視察に伴う料金（通訳料など）
3.宿泊料金： 日程表に記載した宿泊料金および税・サービス料
4.食事料金： 日程表に記載した食事料金および税・サービス料
（朝食 2 回・昼食 2 回・夕食 2 回を含みます。機内、船内での食事を除きます。）
5.団体行動中の税・サービス料・チップ
6.手荷物運搬料金：お一人様スーツケース 1 個の手荷物（規定重量内）の全行程の運搬料金
（その他航空手荷物規則によります）

※下記に例示する内容は旅行代金に含まれておりません。
1.超過手荷物運送料金（各種運送機関が定めた重量・容量・個数を超えるもの）
2.個人的性質の諸費用（クリーニング代、電話代、追加飲食代等）
3.お土産および持込品に係る関税
4.傷害・疾病に係る医療費
5.渡航手続き費用
6.航空機欠航補償
7.海外旅行保険（任意保険）※任意保険ですがご加入をお勧めします。
※下船時に旅券の残存期間 6 ケ月以上が必要です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
＜旅行企画・実施＞
エーペックスインターナショナル株式会社 福岡支店
■企画（視察・研修）に関するお問い合せ窓口
観光庁長官登録旅行業 第一種 第 1392 号 JATA 正会員
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名 2-4-38 チサンマンション天神Ⅲ
営業時間：月曜日～金曜日 09:30～17:30 (土・日・祝日休業)
総合旅行業務取扱管理者 ： 鈴木毅

一般財団法人みなと総合研究財団/クルーズ総合研究所
〒105-000１ 東京都港区虎ノ門 3-1-10 第２虎の門電気ビルディング 4 階
E-mail : cruise@wave.or.jp
TEL：03-5408-8294
FAX：03-5408-8741
担当 ： 藤田 ・ 石神

■旅行のお申込み・お問い合せ窓口
エーペックスインターナショナル株式会社 福岡支店
観光庁長官登録旅行業 第一種 第 1392 号 JATA 正会員
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名 2-4-38 チサンマンション天神Ⅲ
営業時間：月曜日～金曜日 09:30～17:30 (土・日・祝日休業)
総合旅行業務取扱管理者 ： 鈴木毅
担当：鈴木毅
E-mail : suzuki@apex-asia.co.jp
TEL：092-751-0478
FAX：092-751-9548

