
クリスマスのイルミネーションで華やかに彩られる街々をゆったりと船でめぐる音楽の旅。
ウィーン楽友協会ではR.ムーティ指揮＆ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のコンサート＆
ウィーン国立歌劇場ではモーツァルトの《魔笛》を鑑賞！！世界遺産の街レーゲンスブルクでは、美しい２つの
尖塔がそびえる大聖堂でツアーの皆様だけの特別パイプオルガン演奏会をお楽しみいただきます！

アマデウス・スター号で航く

クリスマスに輝く
ドナウ川クルーズ＆
珠玉の音楽紀行１０日間

郵船グループ
旅行企画・実施

郵船トラベル音楽の旅45周年特別企画

2019年12月8日（日）～
12月17日（火）

ウィーン楽友協会（イメージ）

イメージ

イメージ

添乗員同行
限定18名様募集

©Lüftner Cruises（イメージ）



船内では、その時期の旬の料
理や、寄港地の名物・郷土料理
をはじめシェフによる独創的な
料理をご賞味いただけます。

ドナウ川岸のパノラマを眺めながら
ゆったりとクルージング

■A-1（モーツァルトデッキ/17.5㎡）
■B-1（シュトラウスデッキ/17.5㎡）
●ドロップダウン・パノラミックウィンドウ
　［上半分は開閉可］（両デッキ共通）
●シャワーのみ（両デッキ共通）

洗練された格調高いお料理を
お楽しみください。

ルフトナー・クルーズはエレガントであたたかいおもて
なしで定評があります。これらは30年以上のリバーク
ルーズ業界での経験はもとより、それぞれのクルー
のホスピタリティ－
マインドから自然と
溢れ出るものです。
ヨーロッパにいなが
らにしてまるでご自
宅にいるようにリ
ラックスできること
でしょう。

エレガントで
あたたかいおもてなし

30年以上の歴史を誇り、エレガントで温かなホスピタリティあふれるサービスに定評ある
「ルフトナー・クルーズ」。クリスマスシーズンで賑わう街の景色を眺めながら、欧州を代表する
名門歌劇場とお正月のウィーン・フィルニューイヤーコンサート会場としても知られる
ウィーン楽友協会大ホールで感動的な音楽に出逢う旅にご案内します。

2019年就航！

パッサウ

レーゲンスブルク

オーストリア

チェコ

スロバキアドイツ

ニュルンベルク

エンマースドルフ ウィーン
ブラチスラヴァ

ヴァッハウ

ロート

●

アマデウス・スター
2019年就航のリバークルーズ船でゆったり
至福のクリスマスシーズンを過ごす音楽の旅

リバークルーズの魅力は何といっても船にいながらにして移り
ゆく風景を間近に眺められること。海のクルーズと比べて揺れ
もほとんどありません。360度景色を見渡せるサンデッキや、パ
ノラマバーなどのほか、フィットネスやマッサージ、美容室もあり、
ゆったりと快適なクルーズライフをお約束します。

イメージ

モーツァルトデッキの一例（イメージ）

見取り図
（両デッキ共通）

イメージ

イメージ

ニュルンベルク（イメージ）

写真提供：©Lüftner Cruises

●

●

●

●

ドナウ川随一の景観を誇る風光明媚なヴァッハウ渓谷。
豪華で壮大なバロック様式のメルク修道院にもご案内
します。

ハプスブルク家のもと、
オーストリアの首都として
６００年以上にわたり栄華
を極めたウィーンは、ヨー
ロッパの政治、経済の中
心的存在として権勢を誇
り、様 な々芸術や文化が
発展を遂げました。

観光も充実！！魅力あふれる
中欧都市＆世界遺産にご案内します。

ウィーン（オーストリア）

ヴァッハウ渓谷＆メルク修道院（オーストリア）

ブラチスラヴァ（スロバキア）

ニュルンベルク（ドイツ）
旅のフィナーレは、17世紀より続く、ドイツ屈指の歴史と規
模を誇るクリスマスマーケットで知られるニュルンベルクで
す。クリスマスの煌びやかなオーナメント、お菓子などがた
くさん並ぶ屋台めぐりは見る人を飽きさせません。

世界
遺産

イメージ

シュテファン大聖堂（イメージ）

メルク修道院（イメージ）

※上記の都市における観光は郵船トラベルのお客様だ
　けのご案内となります。

クリスマスマーケット（イメージ）

レーゲンスブルク（ドイツ）
古代ローマ帝国時代よりドナウ
川の重要な要塞都市として栄
えたレーゲンスブルク。旧市街
は世界遺産にも登録され、中
世の雰囲気が色濃く残る古都
として、今も多くの訪問者を魅

了し続けています。

ドナウ川沿岸の街として発展したスロヴァキアの首都、ブ
ラチスラヴァ。かつてはハンガリー王国の一部として繁栄
し、18世紀にはハプスブルク家の統治下に置かれながら
独自の文化も華開きました。

レーゲンスブルク（イメージ）

クリスマスマーケット（イメージ）

イメージ

世界
遺産

イメージ

イメージ

クリスマスマーケット（イメージ）

世界
遺産



スケジュール（◎は入場観光、○は下車観光）

1
12/8
（日）

2
12/9
（月）

羽田または成田発（10：00～15：00）Z
ヨーロッパ内乗り継ぎにてウィーンへ。
ウィーン着（18：30～23：10）　着後、ホテルへ。

9：00～13：30頃：ウィーン観光（◎美術史博物館、◎シュテファン大聖堂、
　　　　　　　　　　　　　　○市庁舎前のクリスマスマーケットなど）

9：30～：専用バスにてブラチスラヴァへ。
11：00～15：00頃：ブラチスラヴァ観光
　　　　　　　　（◎ブラチスラヴァ城、○旧市街、○聖マルティン大聖堂など）
16：00～：ウィーンに戻り、アマデウス・スター号乗船
17：00～：専用バスにて楽友協会に隣接するホテル・インペリアルへ。
17：30～：◆ホテル・インペリアル内レストランにてご夕食。

終演後、専用バスにて船へ。

9：00～：レーゲンスブルク入港

9：00～14：00頃：レーゲンスブルク観光
　　　　　　　（◎トゥルン・ウント・タクシス城、クリスマスマーケットなど）
◆船長主催によるガラ・ディナーをお楽しみいただきます。
21：00～：レーゲンスブルク出港

ご朝食後、アマデウス・スター号下船
専用バスにて、空港へ。
ニュルンベルク発（11：00～15：00）Zヨーロッパ内乗り継ぎにて空路、帰国の途へ。
※ミュンヘン発航空便利用となる場合があります。その場合、ニュルンベルク～ミュンヘンまでは
　専用バスでご案内します。（所要約2時間45分）

8：30～：エンマースドルフ入港
9：00～12：00頃：メルク修道院＆ヴァッハウ渓谷観光
14：00～：エンマースドルフ出港

8：30～：パッサウ入港
Qパッサウ徒歩観光【船会社主催／ご希望の方のみ】
Wパッサウのクリスマスマーケットにクルーズ・ディレクターがご案内します。
16：00～：パッサウ出港

13：00～：ロート入港
13：30～17：00頃：ニュルンベルク観光（◎聖ローレンツ教会、◎聖セバルドゥス教会、
　　　　　　　　◎デューラーの家、○クリスマスマーケットなど）
17：00～：ニュルンベルクにて乗船
※船はニュルンベルクにて停泊。

Oご自由にお過ごしいただきます。
Wシェーンブルン宮殿見学＆宮殿前のクリスマスマーケット【船会社主催／ご希
　　望の方のみ】
22：30～：ウィーン出港

羽田または成田着（9：00～14：00）  着後、解散。おつかれさまでした。

ウィーン泊LF

アマデウス・スター号で航く、クリスマスに輝く
ドナウ川クルーズ＆珠玉の音楽紀行１０日間〈添乗員同行〉

3
12/10
（火）

4
12/11
（水）

5
12/12
（木）

6
12/13
（金）

7
12/14
（土）

8
12/15
（日）

9
12/16
（月）

10
12/17
（火）

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

機中泊ALL

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ウィーン楽友協会（大ホール）／19：30開演

モーツァルト《魔笛》
ウィーン国立歌劇場／19：00開演（予定）

A＝朝食　S＝昼食　D＝夕食　F＝機内食　Z＝航空機 
※記載の指揮者、出演者等は現段階で発表のものです。事前の予告なく出演者等が変更となる場合がござ
　います。変更が生じた場合でも旅行代金の返金はいたしかねますので、予めご了承ください。
※交通機関の都合や天候・現地事情により、旅程・見学箇所・訪問順序等が変更になる場合があります。
※気象その他の状況により、記載航路、スケジュールが変更になる場合があります。
※教会の入場は急な宗教行事や教会側の事情により、入場できなくなる場合がございます。

レーゲンスブルク大聖堂 オルガン特別演奏会
10：00～（予定）

■ご旅行代金 ※エコノミークラス利用／船室、ホテルを2名1室利用の大人お一人様

798,000円（190,000円）

お部屋タイプ（相部屋不可） 旅行代金（　　　）内は1人部屋追加代金

A-1モーツァルトデッキ
768,000円（160,000円）B-1シュトラウスデッキ

燃油サーチャージが別途必要となります。（目安24,000円～29,000円：2019年7月1日
現在）また、国内空港施設使用料/成田2,610円、羽田2,570円、国際観光旅客税1,000円、海外空港
税約12,000円～19,000円が別途必要となり、出発の90日前に金額を確定して請求させていただきます。

上記旅行代金には2公演の公演鑑賞チケット代が含まれております。

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ウィーン楽友協会（大ホール） ～12月9日（月）19：30開演～

◆指揮：R.ムーティ　◆ピアノ：R.ブッフビンダー
◆ベートーヴェン《ピアノ協奏曲第5番「皇帝」》、
　ストラヴィンスキー《バレエ音楽「妖精の口づけ」からディヴェルティメント》、
　レスピーギ《ローマの松》

モーツァルト《魔笛》
ウィーン国立歌劇場 ～12月10日（火）19：00開演（予定）～

◆指揮：J.コンロン　◆演出：M.ライザー＆P.コリエ　◆出演予定：J.パーク、
A.シャーガー、A.ヨヴァノヴィッチ、A.キャロル、R.フィンガーローズほか

■食事回数：朝8回、昼7回、夕6回［機内食を除く］  
■添乗員：羽田空港または成田空港出発時から、羽田空港または成田空港ご帰国まで同行いたします。
■利用予定ホテル：〈ウィーン〉インターコンチネンタル（5ツ星）
■利用予定航空会社：ルフトハンザ・ドイツ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、KLMオラ
ンダ航空、エールフランス航空、日本航空、全日空のいずれか　

■ビジネスクラス追加代金：450,000円　■最少催行人員：8名様

イメージ

イメージ

■シェーンブルン宮殿見学＆
  宮殿前のクリスマスマーケット

■パッサウ観光

鑑 賞 公 演
（下記2公演は旅行代金に含まれております）

ドナウ川近くに聳え立つ
ゴシック建築のレーゲン
スブルク大聖堂。世界最
大の壁掛け型パイプオル
ガン演奏会をツアーの皆
様だけの特別企画として
ご鑑賞いただきます。

レーゲンスブルク大聖堂で
パイプオルガン特別演奏会！

※上記は船会社主催の寄港地観光となり、他のお客様と混載で
のツアーとなります。（当社のお客様は無料でご参加いただけます。
/ご希望の方のみ）また、船会社事由により、変更・中止となる場合
があります。その場合でも旅行代金の返金はいたしかねますので予
めご了承ください。

イメージ

イメージ

お荷物無料宅配
クーポン券付（往復）

※ご自宅～空港間のお荷物を無料で宅配できます。
（お1人様片道につき1個まで。沖縄、一部離島は対象外となります。）

ウィーン泊ASL

リンク通り沿いにある市立公園に隣接する利便性と機能的な設備に富んだアメリカンスタ
イルのホテル。内装は落ち着いた色調で重厚感があり、ゆったりとおくつろぎいただけます。

イメージ イメージ

ゆったりと快適なホテルをご用意
インターコンチネンタル（5ツ星／ウィーン）

パッサウ（イメージ）

シェーンブルン宮殿（イメージ）

イメージ



■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、申込金として旅行代金
の15％の申込金を添えてお申し込み頂きます。申込金は旅行代金をお
支払い頂くときに、その一部として取扱います。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け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
知を出した時に成立致します。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、旅行開始日の前日から起
算して遡って90日目に当たる日より前にお支払い頂きます。
■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）、船舶の運送機関の運賃・
料金・宿泊料金（税・サービス料金を含む）、送迎バス等の料金、観光料金
（バス料金・ガイド料金・入場料を含む）、添乗員同行費用、食事料金（税・
サービス料金を含む）、航空会社規定の手荷物運搬料金、団体行動中の
チップ、ポートチャージ、船内チップ。※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、査証料、予防接種料金等）、日本国内における自宅から発着
空港等集合・解散地までの交通費や宿泊費等、日本の空港の空港施設使
用料等、海外の空港の空港税・出入国税・運送機関が課す付加運賃・料金
（燃油サーチャージなど）、国際観光旅客税。
■取消料
お客様は右記に記載した取消料をお支払い頂くことにより、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、お申込
みの旅行取扱店の営業時間内にお受けします。
※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。※お客様の取消により1人1部屋
となった場合、1人部屋追加代金が必要となります。

■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。
■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2019年7月1日を基準としています。また、旅行代金は
2019年7月1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。

旅行条件（要約） 旅行条件は、下記によるほか当社の旅行業約款によります。お申し込みの際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上、お申し込みください。

ご案内とご注意
■渡航手続きについて
旅行に必要な旅券（パスポート）、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。これらの手続
き代行については、販売店が渡航手続き料金をいただいてお受けいた
します。日本国籍でないお客様は、ご自身で自国・渡航先国の大使館、入
国管理事務所へお問い合わせ下さい。
●旅券（パスポート）について：当パンフレットに掲載している旅行には、
日本帰国時点で有効期間が６カ月以上残っている旅券が必要です。
■航空機について
●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。座席のご希望も併せて予約時にお申し出ください。お申
し込み後の手配のため、ご希望に添えない場合があります。ビジネスク
ラス席をご利用いただける区間は原則として日本からヨーロッパの最初
の到着地およびヨーロッパの最終出発地から日本の往復のみとなり、日
本国内およびヨーロッパ内はエコノミークラス席となります。
■国際観光旅客税について
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。
■海外の空港税等について
航空機の乗降地、経由地及び為替レートによって合計金額が異なること
があります。お支払いいただく合計金額は、ご出発の90日前に確定し、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

致しません。
■燃油サーチャージについて
航空機の乗降地、経由地及び為替レートによって合計金額が異なること
があります。旅行出発日の90日前までに確定し、ご請求させて頂きます。
それ以降に為替変動等による過不足が生じましても追加徴収又は返金
はありません。また、燃油サーチャージの確定までに燃油サーチャージ
が廃止となった場合、当社は請求を取りやめます。
■お食事について
日程3日目の船内夕食および7日目の船内昼食は船舶の食事代金に含
まれておりますが、本ツアーにおいては、船内にてお召し上がりいただく
ことはできません。その場合も旅行代金の返金はありませんので、予め
ご了承ください。
■海外危険情報及び衛生状況について
●渡航先（国又は地域）によっては、「外務省海外危険情報」等により国・
地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申込み
の際に海外危険情報に関する書面をお渡し致します。また、「外務省安
全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/」でも確認できま
す。旅行日程・滞在先・連絡先等を登録すると、滞在先の最新の危険情報
や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省海外旅行登録システム「
たびレジ」（http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/）への登録を
お勧めします。また、テロ・誘拐対策に関する「海外旅行のテロ・誘拐対策」
（http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/counter-terro
rism.pdf）をご確認ください。
●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。

■個人情報の取り扱いについて
当社らは、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情
報について、お客様と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おいて運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関
等については当該パンフレット記載の日程表及び最終日程表に記載さ
れています。）の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領
のための手続に必要な範囲内、又は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、並びに旅行先の土
産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運
送・宿泊機関、保険会社、土産物店等に対し、お客様の氏名、生年月日、住
所、パスポート番号等を、予め電磁的方法等で送付することによって提
供します。このほか、当社らは、①当社及び当社の提携する企業の商品
やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提
供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の
作成、にお客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。
■海外旅行保険への加入について
本ツアーは、通常のツアーより取消料の発生が早く設定されています。
急な事情によってご旅行をキャンセルした場合にかかる費用（取消料・渡
航手続費用等）を一定の条件において補償する「旅行変更費用担保特
約」を適用することができますので、基本保険プランに併せてのご加入
をおすすめします。詳しくはお問い合わせください。

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がいのある方、食物アレルギー・動物
アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、その他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

も直ちにお申し出ください。）。当社は可能な範囲でこれに応じます。尚、お客様のお申し出に基づき当社がお客様
のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。

取消料について注意！

旅行開始後または無連絡不参加

旅行契約の解除期日 取消料

旅行代金の25％
旅行代金の15％

旅行代金の32.5％
旅行代金の47.5％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行開始日の
前日から
起算して
さかのぼって

100日前～90日前まで
89日前～60日前まで
59日前～30日前まで

14日前～旅行開始日まで
29日前～15日前まで
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旅行企画・
実施

郵船グループ

お問い合わせ・お申し込み

上記の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り引きに関する責任者です。
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、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

※携帯電話・PHSからのお申込み・お問合せは下記の番号へお願いいたします。
TEL.03-5213-6240  FAX.03-5213-8494　E-mail:tst@ytk.co.jp  
東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8F　総合旅行業務取扱管理者：中田 聡子

郵船トラベル 音楽・美術ツアー専用デスク

担当：中田・宮本・石間・岩崎（平日9：30～17：30 土・日・祝は休業）

〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2（波多野ビル）
観光庁長官登録旅行業第1267号

検索郵船トラベル 音楽
www.ytk.jp

インターネットでも
ご案内中！

0120-319-105フリーダイヤル

※2019年１０月１日以降の電話受付時間が１０：００～１７：００に変更となります。

アマデウス・スター
●船籍：ドイツ  ●総トン数：1,740トン  ●全長：135メートル　
●建造：2019年  ●客室：82室  ●乗客定員：164名  ●乗組員：約46人
【船内設備】●ワインバー  ●美容室  ●パノラマバー  ●フィットネスルーム  ●スターンテラス
●リバーテラス  ●マッサージ  ●ショップ  ●ランドリーサービス（有料）など
【客室アメニティ／全室共通】●ダブルまたはツインベッド　●薄型テレビ  ●ウォークインクローゼット  
●エアコン  ●洗面台  ●シャワー  ●トイレ　●ヘアドライヤー  ●電話  ●金庫
【ドレスコード】ドレスコードはございませんが、夕方以降はジャケットまたは襟付きシャツなどをお勧めします。
【お食事、お飲物について】すべてのお食事はワンシーティング（1回制）です。毎食後のコーヒー・紅茶、
夕食時の白・赤ワインが旅行代金に含まれます。
【船内チップについて】当社ツアーのお客様は旅行代金に含まれております。
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