１．ご料金について
基本乗船料金 + 遠征費 = クルーズ料金となります。
＜基本乗船料金に含まれるもの＞
○ ご乗船料金、各日程分のお部屋利用及びご宿泊、食事（日程表記載回数）
○ お飲み物（水、コーヒー、紅茶）
○ 日程表記載ダイビング本数
最終日に組み込まれている早朝ダイブは搭乗まで 18 時間以上時間がある場合のみ参加可能です。
※可能フライト：翌 AM01：45 以降の出発便
フライトの都合上早朝ダイブにご参加いただけない場合、$40 マイナスさせて頂きます。
○ 下船後のホテルまでの送迎
＜基本乗船料金に含まれないもの＞
○ 空港往復送迎

往復$40/人、片道$25/人

○ 下船後のホテル宿泊代金
例）ウェストプラザ系ホテル

$116~/泊

※下船時間は 14-15 時頃を予定しております。

○ シングルチャージ（事前確約・現地精算）＿＿＿＿＿＿基本乗船料金の 50%
※ただし、ご乗船当日お客様の数が少ない場合には、シングルチャージは発生いたしません。
○ オプション料金（現地精算）
・ナイトロックスタンク使用料____無料
・ナイトロックス講習＿＿＿＿＿＿US$200（教材費＄30・申請費＄30 別。要事前申込）
（PADI エンリッチド・エア・ダイバー・スペシャルティ・コースです）
＊ナイトロックス講習時はナイトロックスに対応したダイブコンピューターが必要です。有料貸出
を行っております。（US$10/1 日）
○ レンタル器材代金（1 日あたり）
フルセット

$50

ウエットスーツ

$10

ＢＣ、ＲＥＧ

$30

３点セット

$10

レギュレーターのみ

$20

マスク、スノーケルのみ

$5

ＢＣＤのみ

$20

フィンのみ

$5

カレントフック

$10（日程中）

シグナルフロート（必須）

$5

ダイブコンピューター

$10

※フルセット:BCD、REG、ウェットスーツ、フィン、マスク、フロート、フック
○ お飲み物
ソフトドリンク ____＿＿＿＿＿_$2

ビール ____________________$5

焼酎 _______________$8/glass, $40-/bottle

ワイン _____________$8/glass, $27-/bottle

ウィスキー _________$8/glass, $50-/bottle
＊アルコールのお持込みは、缶・ボトルを問わず、1 本 US$15 が必要となります。
○ アメニティ
歯ブラシ ________________________$5

髭剃り __________________________$2

スリッパ ________________________$2

酔い止め ________________________$9

耳栓 ____________________________$1
○ チップのご案内
当クルーズでは最終日にアンケートともにチップのご案内をさせて頂きます。
＊チップの目安：お 1 人様につき US$15 /泊

＜各種税金＞※2017 年 1 月現在の金額になります。予告なく変更される場合がございます。
○ ダイビング許可証
ご精算は現地にて US$現金のみのお取り扱いとなります。
・コロール州

ロックアイランド許可証

US$50 （ダイビングのみ）
・・10 日間有効

ジェリーフィッシュレイク許可証 US$100・・10 日間有効
・ペリリュー州

US$30 ・・ 10 日間有効 ・ガラロン、ノーザン

US$15・・5 日間有効

・ガラツマオ（ユーカク）US$15・・1 日有効・カヤンゲル（ゲルアンゲル）
・・US$15／1 回
・カヤンゲル（カヤンゲル、ベラスコ、テールトップ）・・US$20／1 か月
・ソンソロール、プルアナ、メリル・・各エリア 1 クルーズ＄100／1 回
・ヘレンリーフ・・1 クルーズ＄1,500／1 回
○ ROOM TAX (VESSEL CABIN TAX)
すべてのクルーズについて、パラオ政府より ROOM TAX(VESSEL CABIN TAX)が課税されま
す。恐れ入りますが、現地にて下記料金を US$現金にてお支払ください。
スタンダード：

$6 ／1 泊／PAX

デラックス：

$9／1 泊／PAX

○ 出国税・グリーン税
パラオ空港からの出国時、空港にて出国税$20、グリーン税$30 のお支払いが必要になります。
＜その他＞
○ クルーズ最少催行人数
各クルーズ 4 名様より催行いたします。4 名に満たず催行中止の場合は、ご乗船 40 日前までにお
知らせいたします。
○ 燃油サーチャージ
原油が高騰した場合は、現地にて 1 日＄50 上限として燃油サーチャージを徴収させて頂く場合が
ございます。
○ インターネット利用
無料 Wi-Fi はございません。
インターネットエクスプローラ 9 以下で有線 LAN 利用可能な端末でしたら、衛星回線にて
1,000KB につき US$20 でインターネット接続が可能です。高額になる場合がございますのでご注
意ください。
○ 衛星電話利用料金
通話料 1 分毎に US$2

２．各種割引/お支払い/キャンセルチャージについて
＜割引について＞
・グループ割引（早期割引・連続乗船割引・リピーター様割引との適用不可）
6 名様以上のグループ様の場合、1 名様分のスタンダードルーム基本乗船料金を無料とさせていただき
ます。チャーターの場合は 2 名様分のスタンダードルーム基本乗船料金を無料とさせていただきます。
各種税金は現地にてお支払いください。
・早期割引
ご乗船日より起算して 180 日以上前のご予約：$50 引き
ご乗船日より起算して 90 日以上前のご予約：$25 引き
・連続乗船割引
各クルーズより$50 引き
・リピーター様割引
各クルーズより$25 引き（最新のご乗船クルーズ日程をお知らせください）

＜お支払いについて＞
(1) 事前支払い分
クルーズ料金（基本乗船料金+遠征費）およびホテル・空港送迎代金（弊社手配の場合）は、事前支払
いをお願いいたします。日本円でのお支払いをご希望の場合、ご予約確定時の TTS レートにて、クル
ーズ料金を日本円建てに換算させていただきます。
ご予約金：事前支払い金額の 20%を、ご予約確定後 10 日以内にお支払いください。
残額

：ご乗船日より起算して 30 日前までにお支払いください。

(2) 現地払い分
その他ご料金は、下船日に龍馬船上にてご精算をお願いいたします。
US$現金、クレジットカード（VISA，MASTER，JCB, DINERS）をご利用いただけます。
アメリカンエクスプレスのクレジットカード・トラベラーズチェックはご利用頂けません。
(3) キャンセルチャージ・日程変更手数料
乗船日から起算して３１日前までのキャンセル/日程変更 ・・・ 無し
乗船日から起算して３０日以降のキャンセル/日程変更 ・・・ クルーズ料金の 20%
乗船日から起算して２日以降のキャンセル/日程変更・・・クルーズ料金の 50%
乗船日当日のキャンセル/日程変更、NO SHOW

・・・ クルーズ料金の 100%

(4) その他
お客様のご都合（航空便の決便・遅延も含む）や天候・海況等により、予定数のダイビングが
行なえなかった場合のご返金は致しかねます。予めご了承下さい。

☆ご予約方法
下記情報をinfo@daydream-cruise.com宛にお送りください。
○乗船者名 ローマ字フルネーム：（
）
○性別
○生年月日
○ご乗船クルーズNO. （例 12-A)
○乗船日・下船日
○お部屋タイプ（スタンダード/デラックス）
○ご利用航空会社（便名）・日本出発日・パラオ出発日
○現地送迎会社名 （例 ベラウツアー等）
○後泊のホテル名
○ライセンス種類 （例 PADI アドバンス等）
○経験本数/最終ダイビング年月
○レンタル器材の 有無 ※有の場合（身長・体重・足のサイズ）
○ナイトロックス利用のご希望の有無 ※要スペシャリティCカード
○タンク種類：（ 9 or 11 ）リットル
※アルミタンク。特にリクエストがない場合は9Ｌのタンクをご用意させて頂いております。
○食事アレルギーの 有無
○その他リクエストなど
※パスポートの残存期間が入国時+６ヶ月以上かつ未使用のページ１枚以上が必要です。
※PADI病歴確認項目に該当がないかご確認ください。該当がある場合、医師の診断書が必要に
なる場合がございますので、事前にご相談ください。事前連絡なく、ご乗船後に病歴の該当
があった場合はダイビングにご参加いただけません。その場合のご返金はいたしかねます。
※必ず海外旅行保険にご加入ください。

