
南洋の島々を結ぶ憧れのクルーズ

Cruise Life

赤道通過祭
海の神様ネプチューンから赤道
通過の許しを得る「赤道祭」

様々なカル
チャ

ー教室やス
ポー

ツ教室など
をご

用意していま
す。

飛鳥Ⅱスペシャルコンサートで
忘れえぬ感動のシドニー

パワフルな美声とスーパードラム
洋上のスペシャルライブ！

『ラ・ロシェル』オーナーシェフ
坂井宏行の特別ディナー

坂井宏行 profile
17歳でフランス料理の世界に入る。国
内外で修行を重ね、1980年フレンチレ
ストラン『ラ・ロシェル』を開店。2005
年にフランス農事功労章「シュヴァリエ」
を受章、2008年に「東京マイスター東
京都優秀技能者」を受賞。2009年「現
代の名工」卓越した技能者の表彰（厚
生労働大臣表彰）受賞。

麻倉未稀 profile
1981年『ミスティ・トワイライト』でデビ
ュー。「スチュワーデス物語」「スクール
ウォーズ」のドラマ主題歌をはじめヒット
曲多数。ポップスにとどまらず、JAZZ、
ゴスペル、ラテン、クラシックと、幅広い
ジャンルを歌いこなす。バラエティや旅
番組でも幅広く親しまれている。

飛鳥Ⅱで、海の上の時間を、期待の上をいく時間に
尽きることのない、洋上の楽しみ

デッキディナー
潮風を感じるプールサイドで、ビュッフェ
形式のディナーを
お楽しみください。

プロダクションショー カジノゲーム（有料） アスカ アヴェダ サロン＆スパ（有料） フィットネスセンター 寿司「海彦」（有料） フルコースディナー

Special Event Entertainment

そのほかにも
魅力が満載！

プールサイドでは、多彩なイベントも開催いたします。

節分イベント
2月3日の節分では、豆まきなど、楽しい
イベントを企画しています。

イベントのスケジュールは
船内新聞でチェック

多くの美食家を魅了する
鉄人坂井シェフのディナーを
お楽しみください。

名作ドラマの主題歌から、
ジャズ、ラテン、クラシックまで、
抜群の歌唱力を堪能。

卓越したドラムテクニックと
ハートフルな歌声で、
名曲の数々をお届けします。

美しい港町シドニーでは、ランドマークと
して愛されるシドニー・タウンホールへ皆
さまをご招待します。ご好評をいただい
ているスペシャルコンサートを開催。シド
ニーコンサートオーケストラ首席指揮者の
スティーブ・ワトソン氏によるこの日のため
のオリジナルプログラムをお届けします。

シドニー・タウンホール
19世紀後半に建設されたシドニー中心部にあるシンボル的建物。南半
球最大のパイプオルガンを擁することでも広く知られ、現在も市庁舎と
して活躍している。シドニー・タウンホール内にあるコンサート会場は、
豪華絢爛なヴィクトリア様式の装飾が訪れる者の心を奪う。

飛鳥Ⅱ誕生パーティー
2月26日は飛鳥Ⅱの就航記念日です。
盛大にバースデーをお祝いしましょう。

つのだ☆ひろ profile
中学時代からドラムを始め、高校在学中
にプロデビュー。日本人離れしたパワフ
ルなドラミングで、ジャンルを問わず多く
のミュージシャンと活動する。歌手とし
ても『メリージェーン』が大ヒットを記録。
作詞・作曲家としても多くのヒット曲を
世に送り出している。

南洋の王国トンガの首都
ヌクアロファを巡る
無料招待ツアー

Special Tour 南太平洋で唯一残る王国、
　トンガの首都をバスで観光
します。王家が深く関わる伝
統、文化を体感します。その他、
キャプテンクック上陸の地や、巨石遺跡ハアモンガ三石塔、
ホウマの潮吹き穴など、見どころをお楽しみいただきます。

2／14

2／24

※乗船区間は未定です。

※乗船区間は未定です。

※乗船区間は未定です。
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A 2015年1月30日㊎横浜発 ▶ 3月20日㊎横浜着 50日間
B 2015年1月31日㊏神戸発 ▶ 3月20日㊎横浜着 49日間

お好みに合わせてお選びいただけるよう、さまざまなタイプのお部屋をご用意しています。Cabin Plan キャビンプラン
ロイヤルスイートS

バルコニー付 88.2m2

アスカスイートA

バルコニー付  
45.8m2

スイートC

バルコニー付  
33.5m2

ステートルームF K

角窓
（バルコニーなし）
18.4m2

※Kステートは、眺望がさまたげられます（例）

※面積にはバルコニーが含まれます。

バルコニーD E

バルコニー付  
22.9m2

ディートリプルD3

角窓
（バルコニーなし）
22.9m2

※2014年世界一周クルーズ終了後より、客室内は全面禁煙となりました。喫煙されるお客様は、船内の喫煙スペースをご利用ください。

シドニータウンホールにて

スペシャルコンサートご招待
ポリネシアの自然と文化を堪能

トンガ・ヌクアロファ観光へご招待

クルーズ特典 1

クルーズ特典 2
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一部のIP電話、国際電話の方は045（640）5301をご利用ください。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの責任者です。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、ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

211

浅野光子

TEL 0570（666）154 FAX 045（640）5366
旅行業公正取引協議会会員

旅行条件（要約）　旅行条件につきましては下記による他、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。

※ダイジェスト版につき旅行条件等の詳細につきましては、旅行条件書をご覧ください。

■募集型企画旅行契約
この旅行は下記掲載の旅行会社（以下「当社」という）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。
■旅行代金に含まれるもの
●旅行日程表に明示されたクルーズ代金（クルーズ期間中の船内における全食事
を含む。但し、寿司“海彦”は別料金）。
●旅行日程表に明示された利用交通機関の運賃・料金、バス料金。
　〔注〕上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しは
いたしません。

■旅行代金に含まれないもの
　（前項の他は旅行代金に含まれていません。その一部を例示します）
●アルコール等飲料の代金、クリーニング、電報・電話料、その他追加飲食等
　個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
●傷害、疾病に関する治療費、渡航手続費用（旅券用印紙代、査証料、予防接
種料金、傷害・疾病保険料及び渡航手続取扱料金）。
●ご自宅と発着港間の交通費、宿泊費。
●お客様のご希望によりお１人部屋を利用される場合の割増料金。
●希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金。
■お申し込み条件
●20歳未満の方は、保護者の同意が必要です。15歳未満の方は、保護者の同
行を条件とします。
●a.慢性疾患、認知症、定期的に医師の診療を受けている方　b.妊娠中の方　
c.食物アレルギーをお持ちの方　d．身体に障がいをお持ちの方及び車椅子を
使用している方はその旨お申し出ください。
　�ａ、bに該当する方は健康診断書の提出をお願いいたします。cに該当する方は
所定のアンケートの提出をお願いいたします。また、ａ、ｂ、ｃ、dに該当する方は、
当社の判断で参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行、承諾書の提出を
条件とさせていただく場合があります。認知症の方、車椅子を使用される方は同
伴者の同行が必要です。
　なお、お客様から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します。
●南太平洋グランドクルーズでは、すべてのお客様に健康アンケートの提出をお願
いいたします。健康アンケートの内容によっては、健康診断書の提出をお願いい
たします。

■旅行代金の額の変更
●利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改訂により、旅行代金の額を変更す
ることがあります。増額の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、
15日目にあたる日より前にお知らせします。

■お客様の責任
●当社は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ときは、お客様から損害の賠償を申し受けます。
●お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集
型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
●お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載

内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手
配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

■旅程保証
●当社は別途お渡しする契約書面に重要な変更が生じた場合は、規定の変更補
償金を支払います。ただし、次の場合は変更補償金は支払いません。
　天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供
の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命
又は身体の安全確保のため必要な措置。なお、変更補償金は旅行者１名に対
し、１募集型企画旅行につき旅行代金の15％を限度とします。また、変更補償
金が千円未満であるときは、変更補償金は支払いません。

■旅行契約内容の変更
●当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中
止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービス提供等の当社が
関与しえない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。

■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金として旅行代金の10％を添
えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその
一部として繰り入れます。
●当社は、電話･郵便･FAX等による募集型企画旅行契約の予約申し込みを受け
つけることがあります。この場合、電話等による予約申し込みの翌日から起算し
て当社が定める期間内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内
に申込書と申込金を提出されない場合、当社は申し込みはなかったものとして取
り扱います。
●詳しい旅行条件を説明した説明書面を用意していますので、事前に確認の上お
申し込みください。

■旅行契約の成立時期
●募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに
成立するものとします。　

■添乗員 　●添乗員は同行いたしません。
■最少催行人員��●2名様
■旅行条件・旅行代金の基準
2014年1月1日を基準としています。
■取消料（お客様による旅行契約の解除）
●海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上）

取　　消　　日 取　消　料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

121日前まで 無　料
120日前から91日前まで 旅行代金の5％
90日前から61日前まで 旅行代金の10％
60日前から31日前まで 旅行代金の20％
30日前から21日前まで 旅行代金の30％
20日前から3日前まで 旅行代金の40％

旅行開始日の前前日、前日、当日（出港後を除く） 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
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、
募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加
中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定
の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。

海外クルーズ 国内クルーズ
死 亡 補 償 金 2,500万円 1,500万円
入 院 見 舞 金 4万円～40万円 2万円～20万円

通 院 見 舞 金 2万円～10万円 1万円～5万円
通院3日以上

携帯品損害補償金 お客様1名様につき３千円～15万円　※1※2

※1�補償対象品1個あたり10万円を限度とします。
※2���損害額がお客様1名様について1回の事故につき3千円を超えない場合は、当
社は損害補償金を支払いません。

■個人情報の取扱いについて
当社及び受託旅行業者（以下「販売店」といいます）は、旅行申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、お客様との間の連絡のために利用させて
いただくほか、渡航手続業務の遂行、お客様がお申込みいただいた旅行において旅
行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で利
用し、また、お申し込みいただいたパンフレットに記載された運送・宿泊機関等及び保
険会社、手配代行者に対し、電子的方法等で送付することにより提供いたします。
※このほか、当社及び販売店では、将来、よりよい旅行商品の開発のためのマー
ケット分析や、当社及び販売店の旅行商品のご案内をお客様にお届けするた
めに、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

■旅券・査証について
　日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所に
お問い合わせください。
●旅券（パスポート）：当パンフレットで掲載している旅行にはクルーズの下船港で
の下船日に、有効期間が6ヵ月以上残っている旅券が必要です。
●査証（ビザ）：当パンフレットで掲載している旅行の内、サイパン、アメリカではESTA
（電子渡航認証システム）への登録、もしくは査証（ビザ）が必要です。米国査
証免除プログラムの非適格条項に該当する場合ならびに機械読み取り式旅券
（MRP）でない場合には米国の査証が必要です。またオーストラリアでは査証（ビ
ザ）またはETAS（事前電子渡航許可）の登録が必要です。
●現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお
客様の責任で行ってください。これら手続きの代行については、販売店が渡航
手続料金をいただいてお受けいたします。

■海外危険情報及び渡航先の衛生状況について
渡航先（国または地域）によっては「外務省海外危険情報」等、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。お申し込みの際に販売店にご確認ください。海
外渡航関連情報は、外務省海外安全相談センターなどでもご確認いただけます。
　外務省海外安全ホームページ　http://www.pubanzen.mofa.go.jp/
渡航先の衛生状況については、下記ホームページにてご確認ください。
　厚生労働省検疫感染情報ホームページ　http://www.forth.go.jp/

お申し込み時の注意事項とご案内

●旅行代金は、2人用客室をお2人でご利用の場合の、大人お1人の代金（正規代金）です。
●客室をお1人でご利用の場合（お1人でご利用いただける客室には限りがございます）には、

S200％、A180％、C・K150%、 D・E・F125％の割増代金となります。
●未就学（6歳以下）のお子様は、ご乗船いただけません。子供（6歳以上12歳以下、小学

生まで）も正規代金となります。
●スイートルーム及びDトリプルルームの3人利用
　◦客室Sはエキストラベッドを、客室A、C、D3は備え付けのソファーベッドを使用することで3人利

用が可能です（但し、1058、1059、1060、1061、1062、1063号室を除く）。
　◦3人目の代金は、客室タイプ（S、A、C、D3）にかかわらず当該クルーズのKステート相当の代金とな

ります。
　◦3人の中に大人2名以上含まれる場合は、1・2人目は当該客室の正規代金となります。
●客室番号のご希望について：AコースまたはBコースにご予約の場合にのみ、客室番号のご

希望をお預かりいたします。お申し込みの旅行会社および販売店へお申し出ください。ただし、
客室番号の最終決定は乗船券発券時に確定いたします。ご希望にそえない場合もございます
のであらかじめご了承ください。

　なお、Kステートのキャビンに関しましては、右舷・左舷・7デッキ・8デッキ・エレベーター付近（前
方・中央・後方）の組み合わせでのお預かりとなります。キャビン番号指定や眺望に関するご希
望（ボートとボートの間など）はお受けできませんのでご了承ください。

●乗船者の途中交替はできません。区間乗船をご希望の場合は、区間料金でお預かりさせてい
ただきます（詳細はお問い合わせください）。

●15歳以上20歳未満の方は、単独でもご参加できますが、保護者の同意書が必要です。
●15歳未満の方は、保護者の同行（同室）が条件となります。
●妊娠中の方はお申し出ください。乗船時又は、乗船中に妊娠6ヶ月（20週）以後となるご婦

人はご乗船いただけません。
●妊娠中のお客様は乗船前に当社指定の診断書および承諾書が必要となります。
●妊娠中のお客様、電動車椅子をご利用のお客様にはご乗船前に当社指定の承諾書が必要と

なります。電動カートの船内使用はできません。
●健康上および体質上の理由で食べ物に制限をお持ちのお客様は乗船前にお申出いただき、

当社指定のお伺い書の提出をお願いいたします。
●記載されたスケジュールは、天候・その他の事情により変更される場合もございます。
●通船を使っての上陸地では、安全確保のため、車椅子でのテンダーボート、地元ボートへのご

乗船はできませんので、あらかじめご了承ください。
●医療器具をお持ち込みされる場合はお申し込み旅行会社へ予めお申し出ください。
●パンフレット中の写真は全てイメージです。掲載の寄港地案内、写真は一部オプショナルツアー

でお楽しみいただけるものです。

オプショナルツアーについて
・オプショナルツアーは郵船クルーズ ㈱ が企画・

実施します。
・詳しい日程および申込書は別途送付いたします。
・お申し込み多数の場合は抽選となります。
・代金は、すべて船上でお支払いください。
・オプショナルツアーにご参加中の船上での諸サー

ビス（食事・宿泊等）について、クルーズ代金の
払い戻しはございませんのでご了承ください。

・乗船港でのオプショナルツアーにはご参加になれ   
ません。

・下船港でオプショナルツアー参加ご希望の際には
お問い合わせください。

・車椅子をご利用のお客様および歩行が困難な
お客様は、旅行の安全かつ円滑な実施のため
ツアーへのご参加をお断りすることもございます
ので、あらかじめお申し込みの旅行会社を通じ、
郵船クルーズ ㈱までお問い合わせください。



フィフィヨルド通航
急峻急峻な断崖を縫うよう
にクにクルージング。雄大な
大自然を大自然を堪能します。

赤道通過祭赤道通過祭
赤道通過時赤道通過時に、プール
デッキでキで楽し楽しいイベン
トを開催開催しまします。

赤道

横浜

オークランド
シドニー

ケアンズ

ヌクアロファ

サイパン

神戸

ラハイナ

モーレア島

タヒチ島
（パペーテ）

ボラボラ島

ソシエテ諸島

シド

キュランダ高原列車

2014年5月31日（土）までに全額お支払いいただく場合、早期
申込割引代金より約2％割引にてご利用いただけます。早期全額支払

割引代金 ※飛鳥クルーズご優待割引券（アスカクラブ優待割引券）は、支払期限内かつ
乗船日に有効なご優待割引券のみご利用いただけます。

写真提供：中村庸夫、水島和寛、水元俊也、篠本秀人

食事：Aコース／朝48回、昼48回、夕48回　Bコース／朝47回、昼47回、夕47回
OP オプショナルツアー  各寄港地の半日または1日観光ツアーです。 
N  オーバーナイトステイ  1泊停泊します。　招 招待ツアー    初寄港  飛鳥Ⅱが初めて寄港する港です。
★2月28日モーレア島、3月2日ボラボラ島、3月8日ラハイナでは、テンダーボートまたは地元ボートで上陸の予定で
すが、天候によっては上陸できない場合もございますのであらかじめご了承ください。また、安全確保のため、車椅子
でのテンダーボート、地元ボートの乗船はできません。★サイパン、アメリカではESTA（電子渡航認証システム）への
登録、もしくは査証（ビザ）が必要です。査証（ビザ）は米国査証免除プログラムの非適格条項に該当する場合と、機
械読取式旅券でない場合に必要です。オーストラリアでは査証（ビザ）またはETAS（入国許可登録）が必要です。
★1月31日神戸港では出国管理上、上陸できません。★2月21日オークランドは朝の出港を予定しています。★2
月28日パペーテは夕刻の入港を予定しています。

月日（曜日） 寄港地 国名 コース

 1／30 金 横浜 日本 PM出港 A
  31 土 神戸 日本 PM出港 B
 2／4 水 サイパン 北マリアナ諸島 OP

  10 火 ケアンズ オーストラリア OP

  14 土 シドニー オーストラリア OP

  17 火 フィヨルド通航
  20 金

オークランド ニュージーランド N
OP

21 土

  24 火 初 ヌクアロファ トンガ 招

  28 土
モーレア島（錨泊） 仏領ポリネシア OP

パペーテ 仏領ポリネシア N
 3／1 日 OP

 2 月 ボラボラ島（錨泊） 仏領ポリネシア OP

8 日 ラハイナ／マウイ島（錨泊）アメリカ OP

  9 月
ホノルル／オアフ島 アメリカ N

OP

  10 火 OP

  20 金 横浜 日本 AM入港

2015年 

南太平洋グランドクルーズ
～オセアニアの大自然、南太平洋、トンガ・タヒチ・ハワイのポリネシア文化にふれる～

A 2015年1月30日㊎横浜発 ▶ 3月20日㊎横浜着 50日間
B 2015年1月31日㊏神戸発 ▶ 3月20日㊎横浜着 49日間

輝くばかりの青い海、島をおおう鮮やかな緑、そして心を魅了する独特の文化……。

冬の日本を抜け出して向かう南太平洋の島々には、期待のさらに上をゆく旅の時間が流れています。｠

飛鳥Ⅱの楽園クルーズをお楽しみください。

客室タイプ 早期全額支払割引
代金

早期申込割引
代金 通常旅行代金

Kステート 1,850,000 1,887,000 2,109,000
Fステート 2,100,000 2,142,000 2,394,000
Eバルコニー 2,600,000 2,652,000 2,964,000
Dバルコニー／  ディートリプル 2,750,000 2,805,000 3,135,000
Cスイート 4,210,000 4,294,000 4,799,000
Aアスカスイート 6,125,000 6,247,000 6,982,000
Sロイヤルスイート 10,780,000 10,995,000 12,280,000

客室タイプ 早期全額支払割引
代金

早期申込割引
代金 通常旅行代金

Kステート 1,813,000 1,850,000 2,066,000
Fステート 2,060,000 2,101,000 2,340,000
Eバルコニー 2,550,000 2,601,000 2,907,000
Dバルコニー／  ディートリプル 2,700,000 2,754,000 3,078,000
Cスイート 4,124,000 4,207,000 4,701,000
Aアスカスイート 6,000,000 6,120,000 6,840,000
Sロイヤルスイート 10,560,000 10,771,000 12,038,000

Aコース 横浜～横浜　旅行代金 〈大人お一人様〉 

Bコース 神戸～横浜　旅行代金 〈大人お一人様〉 

（単位：円）

（単位：円）

客室D、E、Fは
シングル代金がお得！

サイパン2／4

冬の日本からあったか別世界へ
「ゆったり時間」も心地よい
景勝地や戦跡めぐりをつめ込んだサイパン島観光
はもちろん、抜群の透明度を誇るマニャガハ島へ
の小旅行も人気。どこを歩いても、のんびりとした
雰囲気に満ちたリゾートです。
オプショナルツアー

マニャガハ島ビーチプラン など

マニャガハ島（サイパン）

ハァモンガの三石塔（ヌクアロファ） ノートルダム大聖堂（パペーテ）

イメージ

イメージ

シュガートレイン（ラハイナ）

ボラボラ島3／2

まぶしい青の光彩を放つ島
南洋への憧憬そのものが眼前に
約40kmにおよぶ岩礁に囲まれたラグーンが
素晴らしい仏領ポリネシアでも屈指の美しさ
を誇る島。象徴ともなっているオテマヌ山の
神 し々い姿は、遊覧船から望むことができます。
オプショナルツアー ボラボラ島グラスボート遊覧 など

ラハイナ／マウイ島3／8

王朝時代＆捕鯨全盛期
古き良きハワイを今に伝える街
カメハメハ王朝時代に王国の首都として栄えて
以来、捕鯨やサトウキビ産業の一大拠点として
発展した古都です。ハレカレア休火山やイアオ渓
谷など、ダイナミックな自然景観も必見です。
オプショナルツアー

サトウキビ列車乗車体験、イアオ渓谷半日観光 など

ホノルル／オアフ島オアフ島3／9・10

利便性と安心感に富んだオアフ島で、
最後の寄港地をたっぷり満喫
ワイキキビーチやダイヤモンドヘッドなどの観光地
めぐり、潜水艦ツアーや、ゴルフを楽しんだり。旅
の記念に、アロハやムームーを仕立ててみては。
オプショナルツアー

ダイヤモンドヘッド登頂体験
オアフ島1日観光、オアフ島セスナ機遊覧 など

パペーテ2／28・3／1

印象派の巨匠を虜にしたタヒチ
中心地に停泊
タヒチを愛したゴーギャンの博物館を
はじめ、有名なビーナス岬に足を延ばす
プランも。フランス領ならではのしゃれ
たカフェやみやげ物屋が多く、都会的
な雰囲気が漂います。
オプショナルツアー タヒチ島とゴーギャン博物館 など

モーレア島2／28

高峰の濃緑がラグーンに映える
フレンチ・ポリネシア珠玉の島
1000メートル級の高峰が連なる勇壮な島。
その自然美は映画「南太平洋」でも印象的
に写された。ベルベデール展望台は、クッ
ク湾とオブノフ湾を一望できるパノラマ
スポット。
オプショナルツアー モーレア島内観光 など

ヌクアロファ2／24

親日の王国トンガに初寄港
光にきらめく首都
南太平洋唯一の王国で、『ガリバー旅行
記』の巨人国のモデルとなったと言われ
ている地でもあります。体格はもとより、
心が広くおおらかな人 と々のふれあいも
楽しみです。
招待ツアー ヌクアロファ観光

●客室をお2人でご利用の場合のお1人あたりの代金です。●客室をお1人でご利用の場合、客室D、E、Fをご利用のお客様
は上記代金の125%、客室K、Cをご利用のお客様は上記代金の150%、客室Aをご利用のお客様は上記代金の180%、客
室Sをご利用のお客様は上記代金の200%となります。ただし、お1人様でご利用いただける客室には限りがございますので
あらかじめご了承ください。●お申込時に申込金として旅行代金の10％を、残金は2014年10月31日（金）までにお支払いく
ださい。※2014年11月1日（土）以降にお申込の場合は、お早めに全額をお支払いください。

2014年10月31日（金）までにお申し込みのお客様は、
早期申込割引代金にてご利用いただけます。早期申込割引代金

寄港時間をどう過ごそうか
幾通りものシナリオが描けるオセアニア

旅 心 、沸 き 立 つ

のんびりとした島時間に浸り
心身ともにリラックス

海 の 美 の 、極 み

観光、グルメ、ショッピング……
思いのままに南国リゾートを満喫

満ちてゆく、旅の思い出

南洋の島々を結ぶ憧れのクルーズ

イメージ

ケアンズ2／10

グレートバリアリーフと熱帯雨林、
２つの世界遺産をゆく
「世界最大」のサンゴ礁と「世界最古」の熱帯雨林、ふたつ
を遊覧飛行するプランが人気。そのほか、キュランダ高原で
は100年前から活躍するかわいらしい高原列車が走ります。
オプショナルツアー

2大世界遺産ヘリコプター遊覧
高原列車で行くキュランダ1日観光 など

シドニー2／14

世界3大美港のひとつ
入出港シーンは見どころ
美食探訪も楽しみ
初めて訪れたなら、まずはオペラハウスや
ハーバーブリッジなどの見どころへ。ワインや
シーフードなどのグルメ満喫に出かけても。
オプショナルツアー

シドニー半日観光
オペラハウス見学とロックス地区 など シドニー・オペラハウスと飛鳥Ⅱ

を遊覧飛行するプランが人気。そのほか、キュランダ高原で
は100年前から活躍するかわいらしい高原列車が走ります。
オプショナルツアー

2大世界遺産ヘリコプター遊覧
高原列車で行くキュランダ1日観光 など

シドニーシドニー
世界3大美港のひとつ世界3大美港のひとつ
入出港シーンは見どころ入出港シーンは見どころ
美食探訪も楽しみ美食探訪も楽しみ
初めて訪れたなら、まずはオペラハウスや初めて訪れたなら、まずはオペラハウスや
ハーバーブリッジなどの見どころへ。ワインやハーバーブリッジなどの見どころへ。ワインや

オークランド2／20・21

マリン気分で闊歩したい
魅力の凝縮された「帆の街」
ニュージーランド最大の都市。ウォー
ターフロントにはショッピングや美食
スポットがひしめきます。マオリ族の
南太平洋諸島の文化を展示するオー
クランド博物館も興味深いです。
オプショナルツアー ヨットセーリング体験 など

オークランド

ホノルル

観光、グルメ、ショッピング……観光、グルメ、ショッピング……
思いのままに南国リゾートを満喫思いのままに南国リゾートを満喫

満ちてゆく、旅の思い出満ちてゆく、旅の思い出

光と風が躍る、あたたかな楽園へ。

オアフ島1日観光、オアフ島セスナ機遊覧 など

海 の 美 の 、極 み

ド ポールゴ
ーギャンも

楽園を夢
見たタヒチ

へ

鮮やかな
緑と深く透

き通

る海が美
しい、南

太平洋

の楽園、
タヒチで、

ゆった

り流れる
時間と人

々の温

かさに触
れる休日

を。

初寄港オークランド

ニュージーランド最大の都市。ウォー
ターフロントにはショッピングや美食
スポットがひしめきます。マオリ族の
南太平洋諸島の文化を展示するオー

ヨットセーリング体験 など

飛鳥Ⅱを離れ、陸路・空路で内陸観光を
お楽しみいただくオプショナルツアーです。
●エアーズロック観光
●マウントクック観光 など

ランドツアー
（予定／別途料金）

水上バンガロー
宿泊で愉しむ
ボラボラ島の休日
憧れの水上バンガローに宿泊し、紺碧
のラグーンと、瑞 し々い緑あふれるボラ
ボラ島の景色をお楽しみください。マウントクック観光 など

エアーズロック

イメージ

マウントクック

ポールゴ
ーギャンも

ポールゴ
ーギャンも

ポールゴ
ーギャンも

ポールゴ
ーギャンも

高峰の濃緑がラグーンに映える

パペーテ
印象派の巨匠を虜にしたタヒチ

タヒチを愛したゴーギャンの博物館を
はじめ、有名なビーナス岬に足を延ばす
プランも。フランス領ならではのしゃれ
たカフェやみやげ物屋が多く、都会的

タヒチ島とゴーギャン博物館 など

高峰の濃緑がラグーンに映える
フレンチ・ポリネシア珠玉の島
1000メートル級の高峰が連なる勇壮な島。
その自然美は映画「南太平洋」でも印象的
に写された。ベルベデール展望台は、クッ
ク湾とオブノフ湾を一望できるパノラマ

モーレア島内観光 など

高峰の濃緑がラグーンに映える
フレンチ・ポリネシア珠玉の島

バリハイ山（モーレア）

オプショナルツアーやランドツアーにて、
さまざまな世界遺産をお楽しみいただけます。
オーストラリア
●エアーズロック
●クイーンズランド湿潤熱帯地域
●グレートバリアリーフ
●グレーター・ブルーマウンテンズ地域

世界遺産

※詳しい日程、ツアー代金はクルーズお申し込みのお客様に後日ご案内します。
※車椅子ご利用のお客様および通常歩行が困難なお客様はご参加いただけないコースがございます。

モーレア島の飛鳥Ⅱ

「2015年南太平洋グランドクルーズ」＋「2015年世界一周クルーズ★」に連続して乗船されるお客様へ
2015年南太平洋グランドクルーズ終了後、2015年世界一周クルーズまで船上使用のお荷物をお預かりします。
2014年5月31日までに両コースにお申し込みいただくと、同じ客室をご用意いたします。 

特典1
特典2

特 典

★詳しくは、2015年世界一周クルーズパンフレットをご覧ください。

※対象者は両クルーズともフルクルーズに参加されたの方のみとなります。 ※客室番号のご希望には添えない場合もありますのでご了承ください。
2015年世界一周クルーズ

2015年4月4日横浜発～7月16日横浜着104日間

20156031



パワフルな美声とスーパードラム
洋上のスペシャルライブ！

麻倉未稀 profile
1981年『ミスティ・トワイライト』でデビ
ュー。「スチュワーデス物語」「スクール
ウォーズ」のドラマ主題歌をはじめヒット
曲多数。ポップスにとどまらず、JAZZ、
ゴスペル、ラテン、クラシックと、幅広い
ジャンルを歌いこなす。バラエティや旅
番組でも幅広く親しまれている。

Entertainment

名作ドラマの主題歌から、
ジャズ、ラテン、クラシックまで、
抜群の歌唱力を堪能。

卓越したドラムテクニックと
ハートフルな歌声で、
名曲の数々をお届けします。
つのだ☆ひろ profile
中学時代からドラムを始め、高校在学中
にプロデビュー。日本人離れしたパワフ
ルなドラミングで、ジャンルを問わず多く
のミュージシャンと活動する。歌手とし
ても『メリージェーン』が大ヒットを記録。
作詞・作曲家としても多くのヒット曲を
世に送り出している。

※乗船区間は未定です。

※乗船区間は未定です。

『ラ・ロシェル』オーナーシェフ
坂井宏行の特別ディナー

坂井宏行 profile
17歳でフランス料理の世界に入る。国
内外で修行を重ね、1980年フレンチレ
ストラン『ラ・ロシェル』を開店。2005
年にフランス農事功労章「シュヴァリエ」
を受章、2008年に「東京マイスター東
京都優秀技能者」を受賞。2009年「現
代の名工」卓越した技能者の表彰（厚
生労働大臣表彰）受賞。

多くの美食家を魅了する
鉄人坂井シェフのディナーを
お楽しみください。

※乗船区間は未定です。

飛鳥Ⅱスペシャルコンサートで
忘れえぬ感動のシドニー

Special Event2／14

美しい港町シドニーでは、ランドマークと
して愛されるシドニー・タウンホールへ皆
さまをご招待します。ご好評をいただい
ているスペシャルコンサートを開催。シド
ニーコンサートオーケストラ首席指揮者の
スティーブ・ワトソン氏によるこの日のため
のオリジナルプログラムをお届けします。

シドニー・タウンホール
19世紀後半に建設されたシドニー中心部にあるシンボル的建物。南半
球最大のパイプオルガンを擁することでも広く知られ、現在も市庁舎と
して活躍している。シドニー・タウンホール内にあるコンサート会場は、
豪華絢爛なヴィクトリア様式の装飾が訪れる者の心を奪う。

南洋の王国トンガの首都
ヌクアロファを巡る
無料招待ツアー

Special Tour 南太平洋で唯一残る王国、
　トンガの首都をバスで観光
します。王家が深く関わる伝
統、文化を体感します。その他、
キャプテンクック上陸の地や、巨石遺跡ハアモンガ三石塔、
ホウマの潮吹き穴など、見どころをお楽しみいただきます。

2／24

Cruise Life
飛鳥Ⅱで、海の上の時間を、期待の上をいく時間に
尽きることのない、洋上の楽しみ

飛鳥Ⅱ誕生パーティー
2月26日は飛鳥Ⅱの就航記念日です。
盛大にバースデーをお祝いしましょう。

プールサイドでは、多彩なイベントも開催いたします。

赤道通過祭
海の神様ネプチューンから赤道
通過の許しを得る「赤道祭」

デッキディナー
潮風を感じるプールサイドで、ビュッフェ
形式のディナーを
お楽しみください。節分イベント

2月3日の節分では、豆まきなど、楽しい
イベントを企画しています。

様々なカル
チャ

ー教室やス
ポー

ツ教室など
をご

用意していま
す。

プロダクションショー カジノゲーム（有料） アスカ アヴェダ サロン＆スパ（有料） フィットネスセンター 寿司「海彦」（有料） フルコースディナー

そのほかにも
魅力が満載！

イベントのスケジュールは
船内新聞でチェック



フィヨルド通航
急峻な断崖を縫うよう
にクルージング。雄大な
大自然を堪能します。

赤道通過祭
赤道通過時に、プール
デッキで楽しいイベン
トを開催します。

赤道

横浜

オークランド
シドニー

ケアンズ

ヌクアロファ

サイパン

神戸

ラハイナ
ホノルル

モーレア島

タヒチ島
（パペーテ）

ボラボラ島

ソシエテ諸島

寄港時間をどう過ごそうか
幾通りものシナリオが描けるオセアニア

旅 心 、沸 き 立 つ

マニャガハ島（サイパン）

オークランド

サイパン2／4

冬の日本からあったか別世界へ
「ゆったり時間」も心地よい
景勝地や戦跡めぐりをつめ込んだサイパン島観光
はもちろん、抜群の透明度を誇るマニャガハ島へ
の小旅行も人気。どこを歩いても、のんびりとした
雰囲気に満ちたリゾートです。
オプショナルツアー

マニャガハ島ビーチプラン など

飛鳥Ⅱを離れ、陸路・空路で内陸観光を
お楽しみいただくオプショナルツアーです。
● エアーズロック観光
● マウントクック観光 など

ランドツアー
（予定／別途料金）

水上バンガロー
宿泊で愉しむ
ボラボラ島の休日
憧れの水上バンガローに宿泊し、紺碧
のラグーンと、瑞 し々い緑あふれるボラ
ボラ島の景色をお楽しみください。

※詳しい日程、ツアー代金はクルーズお申し込みのお客様に後日ご案内します。
※車椅子ご利用のお客様および通常歩行が困難なお客様はご参加いただけないコースがございます。

エアーズロック

ケアンズ2／10

グレートバリアリーフと熱帯雨林、
２つの世界遺産をゆく

「世界最大」のサンゴ礁と「世界最古」の熱帯雨林、ふたつを
遊覧飛行するプランが人気。そのほか、キュランダ高原では
100年前から活躍するかわいらしい高原列車が走ります。
オプショナルツアー

2大世界遺産ヘリコプター遊覧
高原列車で行くキュランダ1日観光 など

オークランド2／20・21

マリン気分で闊歩したい
魅力の凝縮された「帆の街」
ニュージーランド最大の都市。ウォー
ターフロントにはショッピングや美食
スポットがひしめきます。マオリ族の
南太平洋諸島の文化を展示するオー
クランド博物館も興味深いです。

オプショナルツアー ヨットセーリング体験 など

シドニー2／14

世界3大美港のひとつ
入出港シーンは見どころ
美食探訪も楽しみ
初めて訪れたなら、まずはオペラハウスや
ハーバーブリッジなどの見どころへ。ワインや
シーフードなどのグルメ満喫に出かけても。

オプショナルツアー

シドニー半日観光
オペラハウス見学とロックス地区 など

イメージ

キュランダ高原列車

シドニー・オペラハウスと飛鳥Ⅱ

イメージ

マウントクック



フィヨルド通航
急峻な断崖を縫うよう
にクルージング。雄大な
大自然を堪能します。

赤道通過祭
赤道通過時に、プール
デッキで楽しいイベン
トを開催します。

赤道

横浜

オークランド
シドニー

ケアンズ

ヌクアロファ

サイパン

神戸

ラハイナ
ホノルル

モーレア島

タヒチ島
（パペーテ）

ボラボラ島

ソシエテ諸島

ハァモンガの三石塔（ヌクアロファ） ノートルダム大聖堂（パペーテ）

イメージ

シュガートレイン（ラハイナ）

ボラボラ島3／2

まぶしい青の光彩を放つ島
南洋への憧憬そのものが眼前に
約40kmにおよぶ岩礁に囲まれたラグーンが
素晴らしい仏領ポリネシアでも屈指の美しさ
を誇る島。象徴ともなっているオテマヌ山の
神 し々い姿は、遊覧船から望むことができます。
オプショナルツアー ボラボラ島グラスボート遊覧 など

ラハイナ／マウイ島3／8

王朝時代＆捕鯨全盛期
古き良きハワイを今に伝える街
カメハメハ王朝時代に王国の首都として栄えて
以来、捕鯨やサトウキビ産業の一大拠点として
発展した古都です。ハレカレア休火山やイアオ渓
谷など、ダイナミックな自然景観も必見です。
オプショナルツアー

サトウキビ列車乗車体験、イアオ渓谷半日観光 など

ホノルル／オアフ島3／9・10

利便性と安心感に富んだオアフ島で、
最後の寄港地をたっぷり満喫
ワイキキビーチやダイヤモンドヘッドなどの観光地
めぐり、潜水艦ツアーや、ゴルフを楽しんだり。旅
の記念に、アロハやムームーを仕立ててみては。
オプショナルツアー

ダイヤモンドヘッド登頂体験
オアフ島1日観光、オアフ島セスナ機遊覧 など

パペーテ2／28・3／1

印象派の巨匠を虜にしたタヒチ
中心地に停泊
タヒチを愛したゴーギャンの博物館を
はじめ、有名なビーナス岬に足を延ばす
プランも。フランス領ならではのしゃれ
たカフェやみやげ物屋が多く、都会的
な雰囲気が漂います。
オプショナルツアー タヒチ島とゴーギャン博物館 など

モーレア島2／28

高峰の濃緑がラグーンに映える
フレンチ・ポリネシア珠玉の島
1000メートル級の高峰が連なる勇壮な島。
その自然美は映画「南太平洋」でも印象的
に写された。ベルベデール展望台は、クッ
ク湾とオブノフ湾を一望できるパノラマ
スポット。
オプショナルツアー モーレア島内観光 など

観光、グルメ、ショッピング……
思いのままに南国リゾートを満喫

満 ちてゆく、旅 の 思 い 出

イメージ
バリハイ山（モーレア）

のんびりとした島時間に浸り
心身ともにリラックス

海 の 美 の 、極 み

ポールゴーギャンも

楽園を夢見たタヒチへ

鮮やかな
緑と深く透

き通

る海が美
しい、南

太平洋

の楽園、
タヒチで、

ゆった

り流れる
時間と人

々の温

かさに触
れる休日

を。

ヌクアロファ2／24

親日の王国トンガに初寄港
光にきらめく首都
南太平洋唯一の王国で、『ガリバー旅行
記』の巨人国のモデルとなったと言われ
ている地でもあります。体格はもとより、
心が広くおおらかな人 と々のふれあいも
楽しみです。
招待ツアー ヌクアロファ観光

初寄港

オプショナルツアーやランドツアーにて、
さまざまな世界遺産をお楽しみいただけます。
オーストラリア
● エアーズロック
● クイーンズランド湿潤熱帯地域
● グレートバリアリーフ
● グレーター・ブルーマウンテンズ地域

※詳しい日程、ツアー代金はクルーズお申し込みのお客様に後日ご案内します。
※車椅子ご利用のお客様および通常歩行が困難なお客様はご参加いただけないコースがございます。

世界遺産



南洋の島々を結ぶ憧れのクルーズ

Cruise Life

赤道通過祭
海の神様ネプチューンから赤道
通過の許しを得る「赤道祭」

様々なカル
チャ

ー教室やス
ポー

ツ教室など
をご

用意していま
す。

飛鳥Ⅱスペシャルコンサートで
忘れえぬ感動のシドニー

パワフルな美声とスーパードラム
洋上のスペシャルライブ！

『ラ・ロシェル』オーナーシェフ
坂井宏行の特別ディナー

坂井宏行 profile
17歳でフランス料理の世界に入る。国
内外で修行を重ね、1980年フレンチレ
ストラン『ラ・ロシェル』を開店。2005
年にフランス農事功労章「シュヴァリエ」
を受章、2008年に「東京マイスター東
京都優秀技能者」を受賞。2009年「現
代の名工」卓越した技能者の表彰（厚
生労働大臣表彰）受賞。

麻倉未稀 profile
1981年『ミスティ・トワイライト』でデビ
ュー。「スチュワーデス物語」「スクール
ウォーズ」のドラマ主題歌をはじめヒット
曲多数。ポップスにとどまらず、JAZZ、
ゴスペル、ラテン、クラシックと、幅広い
ジャンルを歌いこなす。バラエティや旅
番組でも幅広く親しまれている。

飛鳥Ⅱで、海の上の時間を、期待の上をいく時間に
尽きることのない、洋上の楽しみ

デッキディナー
潮風を感じるプールサイドで、ビュッフェ
形式のディナーを
お楽しみください。

プロダクションショー カジノゲーム（有料） アスカ アヴェダ サロン＆スパ（有料） フィットネスセンター 寿司「海彦」（有料） フルコースディナー

Special Event Entertainment

そのほかにも
魅力が満載！

プールサイドでは、多彩なイベントも開催いたします。

節分イベント
2月3日の節分では、豆まきなど、楽しい
イベントを企画しています。

イベントのスケジュールは
船内新聞でチェック

多くの美食家を魅了する
鉄人坂井シェフのディナーを
お楽しみください。

名作ドラマの主題歌から、
ジャズ、ラテン、クラシックまで、
抜群の歌唱力を堪能。

卓越したドラムテクニックと
ハートフルな歌声で、
名曲の数々をお届けします。

美しい港町シドニーでは、ランドマークと
して愛されるシドニー・タウンホールへ皆
さまをご招待します。ご好評をいただい
ているスペシャルコンサートを開催。シド
ニーコンサートオーケストラ首席指揮者の
スティーブ・ワトソン氏によるこの日のため
のオリジナルプログラムをお届けします。

シドニー・タウンホール
19世紀後半に建設されたシドニー中心部にあるシンボル的建物。南半
球最大のパイプオルガンを擁することでも広く知られ、現在も市庁舎と
して活躍している。シドニー・タウンホール内にあるコンサート会場は、
豪華絢爛なヴィクトリア様式の装飾が訪れる者の心を奪う。

飛鳥Ⅱ誕生パーティー
2月26日は飛鳥Ⅱの就航記念日です。
盛大にバースデーをお祝いしましょう。

つのだ☆ひろ profile
中学時代からドラムを始め、高校在学中
にプロデビュー。日本人離れしたパワフ
ルなドラミングで、ジャンルを問わず多く
のミュージシャンと活動する。歌手とし
ても『メリージェーン』が大ヒットを記録。
作詞・作曲家としても多くのヒット曲を
世に送り出している。

南洋の王国トンガの首都
ヌクアロファを巡る
無料招待ツアー

Special Tour 南太平洋で唯一残る王国、
　トンガの首都をバスで観光
します。王家が深く関わる伝
統、文化を体感します。その他、
キャプテンクック上陸の地や、巨石遺跡ハアモンガ三石塔、
ホウマの潮吹き穴など、見どころをお楽しみいただきます。

2／14

2／24

※乗船区間は未定です。

※乗船区間は未定です。

※乗船区間は未定です。
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A 2015年1月30日㊎横浜発 ▶ 3月20日㊎横浜着 50日間
B 2015年1月31日㊏神戸発 ▶ 3月20日㊎横浜着 49日間

お好みに合わせてお選びいただけるよう、さまざまなタイプのお部屋をご用意しています。Cabin Plan キャビンプラン
ロイヤルスイートS

バルコニー付 88.2m2

アスカスイートA

バルコニー付  
45.8m2

スイートC

バルコニー付  
33.5m2

ステートルームF K

角窓
（バルコニーなし）
18.4m2

※Kステートは、眺望がさまたげられます（例）

※面積にはバルコニーが含まれます。

バルコニーD E

バルコニー付  
22.9m2

ディートリプルD3

角窓
（バルコニーなし）
22.9m2

※2014年世界一周クルーズ終了後より、客室内は全面禁煙となりました。喫煙されるお客様は、船内の喫煙スペースをご利用ください。

シドニータウンホールにて

スペシャルコンサートご招待
ポリネシアの自然と文化を堪能

トンガ・ヌクアロファ観光へご招待

クルーズ特典 1

クルーズ特典 2

南洋の島々を結ぶ憧れのクルーズ

Cruise Life

赤道通過祭
海の神様ネプチューンから赤道
通過の許しを得る「赤道祭」

様々なカル
チャ

ー教室やス
ポー

ツ教室など
をご

用意していま
す。
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年にフランス農事功労章「シュヴァリエ」
を受章、2008年に「東京マイスター東
京都優秀技能者」を受賞。2009年「現
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生労働大臣表彰）受賞。

麻倉未稀 profile
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ュー。「スチュワーデス物語」「スクール
ウォーズ」のドラマ主題歌をはじめヒット
曲多数。ポップスにとどまらず、JAZZ、
ゴスペル、ラテン、クラシックと、幅広い
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お楽しみください。

プロダクションショー カジノゲーム（有料） アスカ アヴェダ サロン＆スパ（有料） フィットネスセンター 寿司「海彦」（有料） フルコースディナー

Special Event Entertainment
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プールサイドでは、多彩なイベントも開催いたします。

節分イベント
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イベントを企画しています。
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船内新聞でチェック
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鉄人坂井シェフのディナーを
お楽しみください。
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ジャズ、ラテン、クラシックまで、
抜群の歌唱力を堪能。

卓越したドラムテクニックと
ハートフルな歌声で、
名曲の数々をお届けします。

美しい港町シドニーでは、ランドマークと
して愛されるシドニー・タウンホールへ皆
さまをご招待します。ご好評をいただい
ているスペシャルコンサートを開催。シド
ニーコンサートオーケストラ首席指揮者の
スティーブ・ワトソン氏によるこの日のため
のオリジナルプログラムをお届けします。

シドニー・タウンホール
19世紀後半に建設されたシドニー中心部にあるシンボル的建物。南半
球最大のパイプオルガンを擁することでも広く知られ、現在も市庁舎と
して活躍している。シドニー・タウンホール内にあるコンサート会場は、
豪華絢爛なヴィクトリア様式の装飾が訪れる者の心を奪う。

飛鳥Ⅱ誕生パーティー
2月26日は飛鳥Ⅱの就航記念日です。
盛大にバースデーをお祝いしましょう。

つのだ☆ひろ profile
中学時代からドラムを始め、高校在学中
にプロデビュー。日本人離れしたパワフ
ルなドラミングで、ジャンルを問わず多く
のミュージシャンと活動する。歌手とし
ても『メリージェーン』が大ヒットを記録。
作詞・作曲家としても多くのヒット曲を
世に送り出している。

南洋の王国トンガの首都
ヌクアロファを巡る
無料招待ツアー

Special Tour 南太平洋で唯一残る王国、
　トンガの首都をバスで観光
します。王家が深く関わる伝
統、文化を体感します。その他、
キャプテンクック上陸の地や、巨石遺跡ハアモンガ三石塔、
ホウマの潮吹き穴など、見どころをお楽しみいただきます。
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一部のIP電話、国際電話の方は045（640）5301をご利用ください。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの責任者です。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、ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

211

浅野光子

TEL 0570（666）154 FAX 045（640）5366
旅行業公正取引協議会会員

旅行条件（要約）　旅行条件につきましては下記による他、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。

※ダイジェスト版につき旅行条件等の詳細につきましては、旅行条件書をご覧ください。

■募集型企画旅行契約
この旅行は下記掲載の旅行会社（以下「当社」という）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。
■旅行代金に含まれるもの
●旅行日程表に明示されたクルーズ代金（クルーズ期間中の船内における全食事
を含む。但し、寿司“海彦”は別料金）。
●旅行日程表に明示された利用交通機関の運賃・料金、バス料金。
　〔注〕上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しは
いたしません。

■旅行代金に含まれないもの
　（前項の他は旅行代金に含まれていません。その一部を例示します）
●アルコール等飲料の代金、クリーニング、電報・電話料、その他追加飲食等
　個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
●傷害、疾病に関する治療費、渡航手続費用（旅券用印紙代、査証料、予防接
種料金、傷害・疾病保険料及び渡航手続取扱料金）。
●ご自宅と発着港間の交通費、宿泊費。
●お客様のご希望によりお１人部屋を利用される場合の割増料金。
●希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金。
■お申し込み条件
●20歳未満の方は、保護者の同意が必要です。15歳未満の方は、保護者の同
行を条件とします。
●a.慢性疾患、認知症、定期的に医師の診療を受けている方　b.妊娠中の方　
c.食物アレルギーをお持ちの方　d．身体に障がいをお持ちの方及び車椅子を
使用している方はその旨お申し出ください。
　�ａ、bに該当する方は健康診断書の提出をお願いいたします。cに該当する方は
所定のアンケートの提出をお願いいたします。また、ａ、ｂ、ｃ、dに該当する方は、
当社の判断で参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行、承諾書の提出を
条件とさせていただく場合があります。認知症の方、車椅子を使用される方は同
伴者の同行が必要です。
　なお、お客様から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します。
●南太平洋グランドクルーズでは、すべてのお客様に健康アンケートの提出をお願
いいたします。健康アンケートの内容によっては、健康診断書の提出をお願いい
たします。

■旅行代金の額の変更
●利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改訂により、旅行代金の額を変更す
ることがあります。増額の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、
15日目にあたる日より前にお知らせします。

■お客様の責任
●当社は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ときは、お客様から損害の賠償を申し受けます。
●お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集
型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
●お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載

内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手
配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

■旅程保証
●当社は別途お渡しする契約書面に重要な変更が生じた場合は、規定の変更補
償金を支払います。ただし、次の場合は変更補償金は支払いません。
　天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供
の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命
又は身体の安全確保のため必要な措置。なお、変更補償金は旅行者１名に対
し、１募集型企画旅行につき旅行代金の15％を限度とします。また、変更補償
金が千円未満であるときは、変更補償金は支払いません。

■旅行契約内容の変更
●当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中
止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービス提供等の当社が
関与しえない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。

■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金として旅行代金の10％を添
えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその
一部として繰り入れます。
●当社は、電話･郵便･FAX等による募集型企画旅行契約の予約申し込みを受け
つけることがあります。この場合、電話等による予約申し込みの翌日から起算し
て当社が定める期間内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内
に申込書と申込金を提出されない場合、当社は申し込みはなかったものとして取
り扱います。
●詳しい旅行条件を説明した説明書面を用意していますので、事前に確認の上お
申し込みください。

■旅行契約の成立時期
●募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに
成立するものとします。　

■添乗員 　●添乗員は同行いたしません。
■最少催行人員��●2名様
■旅行条件・旅行代金の基準
2014年1月1日を基準としています。
■取消料（お客様による旅行契約の解除）
●海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上）

取　　消　　日 取　消　料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

121日前まで 無　料
120日前から91日前まで 旅行代金の5％
90日前から61日前まで 旅行代金の10％
60日前から31日前まで 旅行代金の20％
30日前から21日前まで 旅行代金の30％
20日前から3日前まで 旅行代金の40％

旅行開始日の前前日、前日、当日（出港後を除く） 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
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、
募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加
中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定
の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。

海外クルーズ 国内クルーズ
死 亡 補 償 金 2,500万円 1,500万円
入 院 見 舞 金 4万円～40万円 2万円～20万円

通 院 見 舞 金 2万円～10万円 1万円～5万円
通院3日以上

携帯品損害補償金 お客様1名様につき３千円～15万円　※1※2

※1�補償対象品1個あたり10万円を限度とします。
※2���損害額がお客様1名様について1回の事故につき3千円を超えない場合は、当
社は損害補償金を支払いません。

■個人情報の取扱いについて
当社及び受託旅行業者（以下「販売店」といいます）は、旅行申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、お客様との間の連絡のために利用させて
いただくほか、渡航手続業務の遂行、お客様がお申込みいただいた旅行において旅
行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で利
用し、また、お申し込みいただいたパンフレットに記載された運送・宿泊機関等及び保
険会社、手配代行者に対し、電子的方法等で送付することにより提供いたします。
※このほか、当社及び販売店では、将来、よりよい旅行商品の開発のためのマー
ケット分析や、当社及び販売店の旅行商品のご案内をお客様にお届けするた
めに、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

■旅券・査証について
　日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所に
お問い合わせください。
●旅券（パスポート）：当パンフレットで掲載している旅行にはクルーズの下船港で
の下船日に、有効期間が6ヵ月以上残っている旅券が必要です。
●査証（ビザ）：当パンフレットで掲載している旅行の内、サイパン、アメリカではESTA
（電子渡航認証システム）への登録、もしくは査証（ビザ）が必要です。米国査
証免除プログラムの非適格条項に該当する場合ならびに機械読み取り式旅券
（MRP）でない場合には米国の査証が必要です。またオーストラリアでは査証（ビ
ザ）またはETAS（事前電子渡航許可）の登録が必要です。
●現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお
客様の責任で行ってください。これら手続きの代行については、販売店が渡航
手続料金をいただいてお受けいたします。

■海外危険情報及び渡航先の衛生状況について
渡航先（国または地域）によっては「外務省海外危険情報」等、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。お申し込みの際に販売店にご確認ください。海
外渡航関連情報は、外務省海外安全相談センターなどでもご確認いただけます。
　外務省海外安全ホームページ　http://www.pubanzen.mofa.go.jp/
渡航先の衛生状況については、下記ホームページにてご確認ください。
　厚生労働省検疫感染情報ホームページ　http://www.forth.go.jp/

お申し込み時の注意事項とご案内

●旅行代金は、2人用客室をお2人でご利用の場合の、大人お1人の代金（正規代金）です。
●客室をお1人でご利用の場合（お1人でご利用いただける客室には限りがございます）には、

S200％、A180％、C・K150%、 D・E・F125％の割増代金となります。
●未就学（6歳以下）のお子様は、ご乗船いただけません。子供（6歳以上12歳以下、小学

生まで）も正規代金となります。
●スイートルーム及びDトリプルルームの3人利用
　◦客室Sはエキストラベッドを、客室A、C、D3は備え付けのソファーベッドを使用することで3人利

用が可能です（但し、1058、1059、1060、1061、1062、1063号室を除く）。
　◦3人目の代金は、客室タイプ（S、A、C、D3）にかかわらず当該クルーズのKステート相当の代金とな

ります。
　◦3人の中に大人2名以上含まれる場合は、1・2人目は当該客室の正規代金となります。
●客室番号のご希望について：AコースまたはBコースにご予約の場合にのみ、客室番号のご

希望をお預かりいたします。お申し込みの旅行会社および販売店へお申し出ください。ただし、
客室番号の最終決定は乗船券発券時に確定いたします。ご希望にそえない場合もございます
のであらかじめご了承ください。

　なお、Kステートのキャビンに関しましては、右舷・左舷・7デッキ・8デッキ・エレベーター付近（前
方・中央・後方）の組み合わせでのお預かりとなります。キャビン番号指定や眺望に関するご希
望（ボートとボートの間など）はお受けできませんのでご了承ください。

●乗船者の途中交替はできません。区間乗船をご希望の場合は、区間料金でお預かりさせてい
ただきます（詳細はお問い合わせください）。

●15歳以上20歳未満の方は、単独でもご参加できますが、保護者の同意書が必要です。
●15歳未満の方は、保護者の同行（同室）が条件となります。
●妊娠中の方はお申し出ください。乗船時又は、乗船中に妊娠6ヶ月（20週）以後となるご婦

人はご乗船いただけません。
●妊娠中のお客様は乗船前に当社指定の診断書および承諾書が必要となります。
●妊娠中のお客様、電動車椅子をご利用のお客様にはご乗船前に当社指定の承諾書が必要と

なります。電動カートの船内使用はできません。
●健康上および体質上の理由で食べ物に制限をお持ちのお客様は乗船前にお申出いただき、

当社指定のお伺い書の提出をお願いいたします。
●記載されたスケジュールは、天候・その他の事情により変更される場合もございます。
●通船を使っての上陸地では、安全確保のため、車椅子でのテンダーボート、地元ボートへのご

乗船はできませんので、あらかじめご了承ください。
●医療器具をお持ち込みされる場合はお申し込み旅行会社へ予めお申し出ください。
●パンフレット中の写真は全てイメージです。掲載の寄港地案内、写真は一部オプショナルツアー

でお楽しみいただけるものです。

オプショナルツアーについて
・オプショナルツアーは郵船クルーズ ㈱ が企画・

実施します。
・詳しい日程および申込書は別途送付いたします。
・お申し込み多数の場合は抽選となります。
・代金は、すべて船上でお支払いください。
・オプショナルツアーにご参加中の船上での諸サー

ビス（食事・宿泊等）について、クルーズ代金の
払い戻しはございませんのでご了承ください。

・乗船港でのオプショナルツアーにはご参加になれ   
ません。

・下船港でオプショナルツアー参加ご希望の際には
お問い合わせください。

・車椅子をご利用のお客様および歩行が困難な
お客様は、旅行の安全かつ円滑な実施のため
ツアーへのご参加をお断りすることもございます
ので、あらかじめお申し込みの旅行会社を通じ、
郵船クルーズ ㈱までお問い合わせください。




