南極・南米
ワールドクルーズ
横浜発着 100日間
招待ツアー&
プレゼント

4 つの特典を
ご用意！

2015年12月10日
（木）▶ 2016年 3月18日
（金）

巨石 像に秘められた文 明の謎

情 熱 的なリオのカーニバル

そして、初めて出 会 う 南 極の自 然 美

横浜

ラバウル

ヌーメア

心を熱くする100日間の旅が
今、はじまる

オークランド

Drramatic

20156800

南極・南米ワールドクルーズ

2015 ̶ 2016

2015 年 12月10日（木）横浜 ̶ 2016 年 3月18日（金）横浜 100日間
月日
2015

2016

寄港地

12/10

木

12/17

木

12/21

月

12/24

木

12/30

水

12/31

木

1/7

木

1/14

木

1/15

金

1/18

月

1/20

水

1/21

木

1/22

金

初寄港

パペーテ

仏領ポリネシア

イースター島 〈錨泊〉

チリ

バルパライソ

初寄港

チリ氷河クルーズ
プンタアレナス

1/24-26 日-火
2/1

日本

初寄港

初寄港

月

●お食事：朝食、
昼食、夕食

国名

横浜
ラバウル 〈錨泊〉
ヌーメア
オークランド
モーレア島 〈錨泊〉

寄港地

2/2

火

パプアニューギニア

2/3

水

ニューカレドニア

2/6

土

ニュージーランド

2/7

日

仏領ポリネシア

2/8

月

チリ

チリ

ウシュアイア

アルゼンチン

南極海域クルーズ
ブエノスアイレス

アルゼンチン

各98回

月日
2016

2/11

木

2/18

木

2/20

土

2/22

月

2/23

火

2/25

木

2/28

日

3/7

月

3/8

火

3/18

金

国名

モンテビデオ

ウルグアイ

サントス
リオデジャネイロ

ブラジル

カーニバル本選観覧（2/7）

初寄港

サルバドール
ポートオブスペイン
キュラソー
カルタヘナ
パナマ運河通航
プンタレナス
アカプルコ

ブラジル
ブラジル
トリニダード・トバゴ
オランダ領
コロンビア
コスタリカ
メキシコ

ホノルル／オアフ島

アメリカ

横浜

日本

オプショナルツアー：1日または半日の観光ツアー
オーバーナイトステイ：寄港地に1泊停泊

招待ツアー：無料で参加できる観光ツアー
飛鳥Ⅱ初寄港

●クルーズの下船日に有効期間が6カ月以上残っている旅券
（パスポート）が必要です。●パプアニューギニア、
ブラジルでは査証（ビザ）が必要です。
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。写真提供：中村庸夫、篠本秀人、水島和實、高橋敦史

●ラバウル、
モーレア島、
イースター島では、
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、地元ボートへの乗船はできません。●1月7日イースター島寄港日が悪天候の場合、1月8日に寄港を変更する場合もございます。●南極
海域および南米地域の一部区間において
（1月21日頃から2月12日頃までの間）補水事情の困難さから船内で使用される水の使用制限を実施する可能性がございます。
その際は、
ランドリー、
グランドスパ、
お部屋内のバスタブ漲水などの使用制限をはじめ、
ベッドシーツの交換回数削減等、
お客様にはご迷惑をおかけすることになりますが、南極海域および南米
地域のクルーズを安全にお楽しみいただくためにも諸事情へのご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申しあげます。
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飛鳥Ⅱならでは！

View
ホノルル

うれしい旅の4 特典

パナマ運河通航

特典

1

ポートオブスペイン
キュラソー

アカプルコ

ラバウル招待ツアー

P.6

カルタヘナ

プンタレナス

特典
モーレア島

View

ピトケアン島

パペーテ

サルバドール

イースター島

リオデジャネイロ
バルパライソ

ブエノスアイレス

2

P.6

サントス

モンテビデオ

特典

3

プンタアレナス
チリ氷河クルーズ

P.7
View

ウシュアイア

イースター島
招待ツアー

リオのカーニバル
本選観覧

ホーン岬

南極海域クルーズ

特典

4

P.5

飛鳥Ⅱ特製
オリジナル
パルカ
プレゼント

※写真はイメージです。
デザイン・色など実際とは異なります。

View Point ~ 飛鳥Ⅱで出会える絶景の数々~
1/ 18

1/ 23

1/ 24~26

2 / 23

イメージ

チリ氷河クルーズ

ホーン岬

南極海域クルーズ

パナマ運河

パタゴニアの大自然が産み出した芸術的な
蒼い氷河。そのダイナミックな景観をたっぷ
りご堪能ください。

南米最南端に位置し激しい海流と断崖絶壁
で知られる航 海の難 所 。ユネスコの世 界 生
物圏保護区にも登録されています。

雪と氷が織りなす壮大な景色が広がる地球
最後の秘境。美しい自然とそこに暮らす生き
物たちの姿を目の当たりにできます。

人類の英知の結晶とも言える大西洋と
太 平 洋を結ぶ 巨 大な運 河を丸１日か
けて航行するドラマティックな体験。

旅行代金
客室タイプ

（大人お一人様 単位／円）
K：ステート

F：ステート

E：バルコニー

D：バルコニー D3：ディートリプル

C：スイート

A：アスカスイート

S：ロイヤルスイート

早期申込割引代金

4,304,400

5,049,000

5,814,000

6,069,000

9,322,800 12,036,000 23,256,000

通常旅行代金

4,810,800

5,643,000

6,498,000

6,783,000 10,419,600 13,452,000 25,992,000

●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C、K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
「中間金」
を合計し、旅行代金の30％相当額をお支払いください。

早期申込割引代金

2015年6月30日
（火）
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。

ASUKA CRUISE
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南極海域
クルーズ
1/24~26

飛鳥Ⅱ初の南極海域クルーズ
かつてない感動が待つ白銀の世界へ

THE ANTARCTIC

■

海鳥たちが空を舞う中、
ドレーク海峡の荒波をかき分けて

Pick up 南極海域クルーズの見どころ

飛鳥Ⅱは氷河に覆われた南極海域へと入っていきます。

パラダイスベイ

その先に待つのは、太古の大自然そのままの姿で

景観の素晴らしさで知られる氷山
に囲まれた自然 港 。湾の中なので
強 風が吹き込まず波も穏やかで、
その名のとおり別世界のような静
かな風景が広がります。

目の前に迫ってくる巨大な棚氷や密集した氷山。
そして、厳しい環境下でたくましく命を育む野生動物たちです。
南極はペンギンや海鳥の一大営巣地であり、島によってその種類はさまざま。
白い大地で生き生きと躍動する動物たちのありのままの姿に出会えるかもしれません。
地球の美しさを実感できる、感動のクルーズへ皆さまをお連れします。

エレファント島
サウスシェットランド諸島にある氷で覆われた無人島。1916年に
遭難したアーネスト・シャクルトン率いる英国の南極探検隊がたど
りついた島でもあります。

※飛鳥Ⅱでは南極海域クルーズのみとなり、上陸しません。
※ペンギンや海鳥は野生動物ですので、必ずしも見学できるとは限りません。

プンタアレナス

太 平 洋
飛鳥Ⅱ

大 西 洋

ウシュアイア

ブエノスアイレス
バルパライソ
サンチャゴ

モンテビデオ

ケープホーン

飛鳥Ⅱ

サウス
ジョージア島
プンタアレナス
ウシュアイア
ドレーク海峡

パイネ国立公園
プエルトナタレス
飛鳥Ⅱ

南極海域拡大図
南緯60度

南 極 海

ドレーク海峡

★

デセプション島
リビングストン島
アイチョ島
エレファント島

1/14~
20

チャーターフライトで行く
南極上陸ランドツアー

南極大陸とパタゴニア
～ 航空機で ドレーク海峡を越えて ～

南極半島

ファントム
コースト

南極点

6 泊 7日

なかなか訪れることができない南極大陸とパタゴニアを
同時に訪れることができる充実のツアーです。

エコノミークラス利用

2,520,000円

1名1室利用による追加代金：108,900 円
※旅行代金には燃油サーチャージ、海外空港諸税が含まれています。今後、旅行契約成立後に燃油
サーチャージが増額または減額・廃止されても増額分の徴収や減額分の払い戻しはございません。

※詳しくは別刷の
「オプショナルツアーガイド」
をご覧ください。
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ドームふじ

昭和基地

スコット基地
マクマード基地
（米国）
ドライバレー
デイビス基地
アデア岬

また、南米大陸の秘境といわれるパイネ国立公園へも足を延ばします。

旅行代金（大人お一人様）

ウィンケ島
ランドツアー （ポートロックロイ）
ルメール海峡

アムンゼン・スコット基地
（米国）

チャーター機利用により、通常では難しい日帰りでの南極旅行が実現。
壮大なスケールで広がる美しい自然景観をお楽しみください。

ユニオン
グレーシャー基地

ノイマイヤー水道
飛鳥Ⅱ航路

ホープ湾
クーバービル島
パラダイスベイ
ピーターマン島

アストロラブ島
島

ウェッデル海

★南極海：南極大陸のまわりを囲む南緯60度以南の海域のこと。
※航路はあくまで予定です。天候や氷山、海水の分布状況に応じて
安全な航路を決定いたします。

南極海域クルーズ

Q

南極大陸への上陸は
できますか？

南極大陸へ上陸はせずに飛鳥Ⅱ船上から南極
海 域のクルージングをお楽しみいただきます。
雪と氷をかぶった多くの島々や大きな氷山、ペ
ンギンや海を泳ぐアザラシなどの野生動物など
を見ることができるかもしれません。

月尾嘉男氏による特別講演
南米大陸南端ケープホーンをカヤックで周回した経験を持つ冒険家・
東京大学名誉教授月尾氏が南極や環境をテーマに講演します。

※飛行機や探検船で南極大陸に上陸するランドツアー（別料金）
もご用意しています。
（左記参照）

バルパライソ▶ブエノスアイレス

月尾 嘉男

Q &A

つきお よしお

1942年生まれ。東京大学工学部卒業。
名古屋大学教授、東京大学教授、総務省

Q

何を持っていったら
よいですか？

Q

南極大陸までの航海は
揺れますか？

Q

南極の気温は？
どんな服装がよいですか？

特典

飛鳥Ⅱ特製オリジナル
パルカプレゼント

双 眼 鏡・カメラ・サングラスや紫 外 線 対 策のク
リームなど。また、寒冷地ではすぐに電池が切れ
るといわれていますので、予備の電池もお持ち
になることをお勧めします。

総務審議官などをへて、2003年より東
京大学名誉教授。専門はメディア政策。
著書は『ＩＴ革命のカラクリ』
『 縮小文明
の展望』
『 100年先を読む』など。

ホーン岬と南極半島を隔てるドレーク海峡は、
世界で最も揺れる海域の一つとして知られてお
り、海峡を通過する間は一定の揺れに見舞われ
る可能性があります。

南極海域を航く初代飛鳥

一生に一度は訪れてみたい
南極大陸へ降り立つ
チャーター機にて南極大陸に上陸後、雪上車に乗り換え美し
い山並や静寂に包まれた氷の大地を進みます。そして南極大
陸のみ通過する南緯79度線上にある唯一の民間ベースキャ
ンプ「ユニオングレーシャー 基 地 」へ。実 際にその地に降り
立った者にしか味わえない特別な体験が待っています。

気 温は年によってかなり異なりますが、この時
期は0 ℃ ±3℃前後となり、日本の冬のスキー
場くらいです。天候にかかわらず、太陽が出てい
るかどうか、風が吹いているかどうかで体感温
度が異なります。船外で見学される際は、防 寒
着・手 袋の着用が必 要です。飛 鳥Ⅱ南 極・南 米
ワールドクルーズ 全 区 間ご乗 船のお客 様へは
皆様にパルカ（防寒具）をプレゼントいたします。

パルカは、氷河や南極などの寒冷地観光
では欠かせない防寒具です。
フード付きで、
保温性に優れています。

シー・エクスプローラーで行く

こちら
の
ツアー
も
ありま
す！

南極半島と
サウスシェットランド諸島への船旅
1／21 ウシュアイア ～ 2／1 ブエノスアイレス

南米大陸の秘境
パイネ国立公園
氷河の侵食によって形作られた岩峰や氷
河湖が壮大な景観を呈するパタゴニア地
方の国立公園。グレイ湖クルーズ、グレイ
氷河やトーレス・デル・パイネなどをご覧
いただけます。

ウシュアイアから探 検 船で南 極 半 島のサウス
シェットランド諸島へ。小型ボートで南極に暮ら
す動物を見学したり、陸地へ降り立ち南極を体
感します。
ASUKA CRUISE
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イースター
島
1/7

絶海の孤島に残されたモアイ像
秘められた物語に出会う

EASTER ISLAND

チリの首都サンチャゴから3,700kmの太平洋上に浮かぶイースター島は、
島全体がラパ・ヌイ国立公園に指定され、世界遺産にも登録されています。
島内には800体以上の巨石像モアイが点在し、
大きいものは20mを超え、倒されたものや正座したもの、
制作途中で放棄されているものなど、その姿はさまざまです。
この絶海の孤島に一体どうやって住民がやってきたのか、
なんのためにモアイが作られたのかなど、未だに多くの謎に包まれています。

アフ・トンガリキ

ラノ・ララク

イースター島と初代飛鳥

招待ツアー
12 / 17

ラバウル観光

1/7

イースター島観光

ピトケアン島とは？
「バウンティ号の反乱」で知られる英領に
属する絶海の孤島。普段は漁業や農作物
の物々交 換で生 計をたてている島 民の
方々が沖合いの飛鳥Ⅱに訪船し、ピトケ
アン島の文化を紹介します。

ピトケアン
マーケットプレイス
ラバウルの街並やその背後にそびえるダブル
ブル火山、
シンプソン湾を望む展望台と旧日本
軍の司令部などの戦跡をめぐります。パプア
ニューギニアの自然美をご堪能ください。

ハンガロアから数々のモアイ像を見ながら島
の東岸にある15体のモアイ像が立ち並ぶア
フ・トンガリキを訪れます。
また、モアイの製造
場所とされるラノ・ララクにもご案内します。

※いずれのツアーも島の交通事情により小型バンでの移動となります。

チリ氷河
クルーズ
1/18

ピトケアン島民による講演
「ピトケアンへようこそ」

島 民 手 作りの木 彫りや編み
物、貴重な切手などを販売し
ます。

島民の暮らしや島々の美しい
自然をスライドショーでご紹
介します。
※英語による講演となります。

※お客様は上陸できません。
※天候により中止となる場合がございますので、
ご了承ください。

大自然のアート
美しき蒼に染まるチリ氷河

CHILEAN GLACIERS

バルパライソ

チリ
※天候その他の理由に
より、航路は変更となる
場合がございます。

アルゼンチン

チリとアルゼンチンの南端エリアに広がるパタゴニア地方は、氷河に覆われたアンデス山脈とパンパと呼ばれる荒野からなり、
太平洋側には2,000㎞にわたってフィヨルドが続いています。
入り組んだフィヨルドを進むと、巨大な氷壁や氷塊が出現し、その蒼さに誰もが息をのみます。

ピオ11世氷河

蒼さの秘密は氷の透明度の高さ。雪の結晶が溶け圧縮されてできた氷は、青い光だけを反射し他の色は吸収してしまうのです。
大自然の力によって刻々と姿を変える氷河はまさに生きた芸術。海からしか迫れない神秘的な景色に出会えます。
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太平洋

ペンギン氷河
大西洋
プンタアレナス
マゼラン海峡
ウシュアイア

リオの
カーニバル
2/7

白熱の真剣勝負が繰り広げられる
カーニバルの熱い夜に

C A R N I VA L I N R I O D E J A N E I R O

ご招待
！

大地を揺るがすようなサンバの強烈なリズムに激しい踊り。
とびきり陽気で煌びやかなリオのカーニバルは世界で有名なお祭りです。

リオのカーニバルとは？

最大の特徴は、パレードが歴史的な出来事や伝説、物語などをモチーフに
華やかな演出・衣装・踊りを競い合うコンテスト形式だということ。
皆様に観覧していただくのは、予選を勝ち抜いたチームによる本選パレードです。
トップチームの圧倒的なパフォーマンスを見るために世界中から観光客が集まり、
街中が熱気に包まれます。

2/7

カーニバルとは“carne vale”つまり
「肉よさらば」
という言葉に
由来します。キリストの復活祭（イースター）まで40日間の禁欲
生活に入る前に開催され、人々は盛大に開放的なお祭りを楽し
みます。世界各地で催されるカーニバルの中でもリオはその規模
や豪華さで世界に知られる一大イベントです。

リオのカーニバル
特別観覧席プラン（別料金）
通常の招待席よりも前方に設
置されたフリーザ席（マス席）
をご用 意しました。ダンサー
の息づかいも感じられるよう
な 至 近 距 離 で白 熱 のカ ーニ
バ ル を 観 覧 で きる 、臨 場 感
たっぷりの特別プランです。

ご招待席

特別観覧席

チリ氷河イメージ

※特別観覧席は人数に限りがござ
います。詳しくは別刷の「オプショナ
ルツアーガイド」
をご覧ください。
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オプショナルツアー

旅の魅力、
さらに深まる

1 / 14・15

バルパライソ

オプショナルツアー

サンチャゴと
バルパライソ1日観光

長 年 にわたって世 界 中 を 旅してきた 飛 鳥Ⅱ選りすぐりの

首都サンチャゴと世界遺産の街バルパ
ライソを訪ねます。サンチャゴではアン
デス山脈を望むサンクリストバルの丘
にも足を延ばします。チリを代表する２
つの都市の歴史に触れるツアーです。

オプショナルツアー（別料金）は約110コースと充実のライン
ナップ。徒歩で楽しめるものからバスでの車窓観光をメインに
したものまで体力に合わせた多彩なコース展開で、世界遺産や

バルパライソ

各地の名所を訪れます。お好みのツアーをお楽しみください。
※ツアー内容、
タイトル、
出発地は変更となる場合がございます。
※詳しくは別刷の
「オプショナルツアーガイド」
をご覧ください。
「オプショナルツアーガイド」
は
4月頃にお申込みのお客様にお配りする予定です。

オプショナルツアー

1 / 21・22

ウシュアイア

機関車で行く
ティエラ・デル・フエゴ
国立公園

世界の果て号

サンチャゴ

ウシュアイア近郊のティエラ・デル・フエゴ
国 立 公 園を「 世 界の果て号 」と呼ばれる
人 気の機 関 車で巡ります。車 窓からの景
色をのんびりとお楽しみください。

バルパライソ／チリ
初寄港

港を取り囲むように丘がそびえる特徴的な地形。斜面にカラフルな家が建ち
フルな家が建ち
並ぶ景観は世界遺産にも指定されています。

オプショナルツアー

初寄港

ウシュアイア／アルゼンチン

2/1

南極に最も近い位置にあることか
ら「 世 界 最 南 端の町 」と呼ばれ 、
世界の果て博物館もあります。
ウシュアイア

ブエノスアイレス

ブエノスアイレスと
アルゼンチン・タンゴショー
大統領府（カサ・ロサーダ）や大聖
堂などの主な見所に加え、ペロン元
大 統 領 夫 人 エビー タが 眠 るレコ
レータ墓地などを見学。
レストラン
で の お 食 事 とご 一 緒 に タン ゴ
ショーをご鑑賞いただきます。

タンゴショーイメージ

ブエノスアイレス／アルゼンチン
ブエノ
スペイ
スペイン植民地時代からの歴史的
建 物が 並び、石 畳が 敷きつめられ
た趣き
た趣きのある首都。

ボカ地区

オプショナルツアー

2 / 11

リオデジャネイロ

サルバドール1日観光

オプショナルツアー

2 / 7・8 リオデジャネイロ

コルコバードの丘観光
リオデジャネイロの象徴であり、一番の
観 光 地「コルコバードの丘 」をアプト式
登 山 列 車で 訪 れます。頂 上 からはリオ
市街や美しい海岸線の絶景をお楽しみ
いただけます。

2 / 20

リオデジャネイロ
デ
／
ブラジル

世界3大美港の一つに数
えられ、コパカバーナやイ
パネマといったビー チで
有 名なブラジルを代 表す
る観光都市です。

サルバドール・デ・バイアー歴史地区

サルバドール ／
ブラジル

キュラソー

飛鳥Ⅱから歩いて行ける世界遺産の街
キュラソーの観光の中心となるプンダ地区とオトロバンダ
地区はいずれも飛鳥Ⅱから歩いて行くことができます。特に
プンダ地区は小さなエリアに土産物屋、カフェ、レストラン
が集まっているので、徒歩で観光を楽しむこともできます。

キュラソー ／
オランダ領
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サルバドール

キュラソー

主 都ウィレムスタットは運 河 沿いにパステルカラーに彩られた家々が
並ぶ世界遺産の港町として有名です。
キュラソー

旧市街を中心としたサルバドールの見所を
徒歩で巡ります。パステルカラーの建物が
印 象 的なペロウリーニョ広 場や「 奇 跡の
教会」ボンフィン教会、民芸品市場での買
い物をお楽しみください。

ポルトガル統 治 時 代からの歴 史 的 建 造 物が並ぶ世 界 遺 産の
古都。独特の音楽や料理などブラジル文化発祥の地です。

ランドツアー で訪れたい

世界遺産と景勝地

飛鳥Ⅱを一度下船し、陸上での宿泊を伴うランドツアー（別料金）
に参加すると、下記に紹介する世界遺産をはじめとした、内陸
の魅力あふれる有名観光地を訪れることもできます。雄大な自
然が育んだ奇跡の絶景や、人類の英知を感じさせる古代遺跡
など、一度は目にしたかった感動の風景に出会えます。
※詳しくは別刷の
「オプショナルツアーガイド」
をご覧ください。
「オプショナルツアーガイド」
は
4月頃にお申込みのお客様にお配りする予定です。

マチュピチュ遺跡

ペルー

謎に包まれた空中都市
標高2,280m地点にある神秘の空中都市遺跡。遺跡の面積の
約半分に段々畑が広がり、西の市街地には神殿や宮殿が設けら
れており、インカ帝国の高度な建築技術を見ることができます。

マチュピチュ遺跡

ナスカの地上絵

ペルー

古代からの巨大なメッセージ
紀元後、約800年にわたって栄えたナス
カ文化の時代にペルー南部の乾燥地帯
に描かれたとされる巨大な地上絵。その
図柄は幾何学図形、動植物などさまざま
で、何のために描かれたのか未だに謎に
包まれています。

ナスカの地上絵

イグアスの滝

イグアスの滝

アマゾン河

ブラジル/アルゼンチン

幾多の命を育む母なる大河

大地を切り裂く轟音の響き

南 米 北 部を東 流し大 西 洋へ注ぐ、
世 界 最 大の流 域 面積を誇る大河。
入り組んだ水路を行くジャングルク
ルーズなども楽しめます。

ブラジルとアルゼンチンの2国にまたがるイグアス国立公園内にある世
界最大級の滝。最大の見所は「悪魔の喉笛」
と呼ばれる大滝で、轟音と
ともに大量の水がなだれ落ちる様は迫力満点です。

ウユニ塩湖

塩の大地が生み出す絶景
ボリビア西部にある広大な塩の
大 地 。ランドツアーで訪れる雨
季は、表面に水が溜まり、白い大
地が太陽の光を反射して周囲の
風景を映し出す、
「 天空の鏡」と
呼ばれる神秘的な光景を見るこ
とができるベストシーズンです。
ウユニ塩湖

アマゾン河

ボリビア

※天候によっては見られないことがあります。

クスコ

ペルー

異文化が交錯する歴史の街
11～12世紀頃にインカ帝国の都として栄え
た後、
スペイン人により征服されたという歴史
を持つ街。インカ時代の精巧な石組みとスペ
インのコロニアル建築が融合した独特な雰囲
気が漂います。

クスコの街並み

飛鳥IIツアーならでは！ お気軽に安心のサービスをご利用ください
無料

シャトルバスと飛鳥デスク

安心の日本語ガイドがご案内

うれしいイヤホンガイド付

寄港地によっては港から市街地までシャトルバス
を運行します。個人で観光を希望される方はシャ
トルバスを利用して行動されることをおすすめしま
す。さらに、飛鳥デスクを設置し、現地に詳しい案
内人が皆様の質問にお答えします。

オプショナルツアーやランドツアーには日本語ガイ
ドが同行いたしますので、言葉の心配をせずに観
光を満喫していただけます。

人ごみの中でもガイドの案内や説明をお届けでき
るように、飛鳥Ⅱではイヤホンガイド（無線による
音声受信システム）を導入しています。

※ツアーによっては英語ガイドになる場合もございます。

※使用に制限がある国、大自然などのガイドの必要性が低いコース
では使用しません。
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2015.

12 / 25

クリスマス・
パーティー

クリスマス特 別ディナーな
どを楽しみながら、南 半 球
ならではのクリスマスをお
過ごしください。

2015.

12 / 31

赤道通過祭
海の神に赤道を無事通過できるよう祈願する飛鳥Ⅱ恒例のイベント
です。船長やクルーが登場し、大いに盛り上がります。

Special Events

年越しにはカウントダウン・
パーティーを開催。お客様
もスタッフも一体となって新
年を祝う感動の瞬間です。
2016.

2 / 26

ハッピーバースデー！
飛鳥Ⅱ
2月26日は飛鳥Ⅱの10回
目の誕 生日です。皆 様でご
一 緒 に記 念 すべき一 日を
盛大に祝いましょう。

船長主催パーティー
船長主催の歓迎パーティーです。
カクテルとともに優雅な夜をお楽
しみください。

デッキディナー

フルーツビュッフェ

寄港地にちなんだ料理やドリンクなどを開放
的なデッキでお楽しみください。海風を感じな
がらのお食事は格別です。

各寄港地で仕入れた新鮮なフルーツ
を 集 め たビュッフェも 、ワ ー ルドク
ルーズならではのお楽しみです。

Entertainment
ゲストエンターテイナー

プロダクションショー

世界各地からさまざまな分野の
エンターテイナーが乗 船し、特
別ショーを開催。洋上で華やか
なステージを繰り広げます。

本 場ラスベガスで制 作された
飛 鳥Ⅱオリジナルショー。斬新
なアイデアと演 出で 洋 上 のス
テージを盛り上げます。

特別講演

脳科学者が語る心と脳のフシギ
乗船区間：オークランド～パペーテ

茂木 健一郎

ローカルショー
寄港地によっては地元の方々によるショーもご
覧いただけます。
文化が薫る味わい深い世界観
をご堪能ください。
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もぎ けんいちろう

「クオリア」をキーワードに脳と心の関係を探
る。
ソニーコンピュータサイエンス研究所上級
研究員。慶應大学大学院客員教授。早稲田大
学、東京大学、大阪大学などでも講義を受け持
つ。人間の脳の持つ仮想する力の意味を探っ
た『脳と仮想』
（ 新潮社）で小林秀雄賞、旅を中
心とした随筆集『今、ここから全ての場所へ』
（筑摩書房）
で桑原武夫学芸賞を受賞。

充 実の船 上 ライフ

ワールドクルーズならでは！
多 彩なイベントと
エンターテイメント

飛鳥Ⅱで迎える
2016年の幕開け

バラエティー豊富なメニュー
100日にも及ぶクルーズの間、夕食は一度として同じメ
ニューはありません。和食・フレンチ・中国料理など、多
彩な料理をお召し上がりいただけます。また、各寄港地
で仕入れた旬の食材を取り入れたメニューもございま
すのでお楽しみに。

クル ー ズの 楽 し み が もっと 広 が る

世界のどこでも味わえる
和食が嬉しい！
海 外を旅しながら本 格 的な和 食
をご堪 能いただけるのは日本 客
船だからこその嬉しいポイント。
お正月にはおせち料理もご用意し
ています。

Gourmet

美食へのこだわりと
くつろぎの時間を演出する
日本客船ならではのサービス
グランド・スパで
癒しのひとときを
全面ガラス張りの展望大浴場は広々とし
たつくり。外国の街や大海原を眺めながら
湯船に浸かっておくつろぎいただけます。

優雅なティータイムを
洋上で
やわらかな日差しが心地よいパー
ムコートで、
お飲み物をどうぞ。

Relaxation
アロマ香る
アスカアヴェダ サロン＆スパ

開放的な
プールサイドで憩う

植物由来のヘアケア・スキンケアで高い
評価を得ている「AVEDA」初の洋上
サロン&スパで、ゆったりとした特別な
時間をお過ごしください。

洋上で楽しむ自由時間
著 名 人による講 演 会をはじめ、
各 種 講 座 や 参 加 型 イベ ント 、
アクティビティー が 充 実 。旅を
通して新たな世界が広がる有意
義な時間をお過ごしください。

陽光きらめくプールサイドのデッ
キチェアで、
ドリンクを片手に心
ゆくまでおくつろぎください。

バラエティー豊かな講座が勢ぞろい！
◆囲碁教室

◆写真教室

◆ フラ 教 室

◆ コントラクトブリッジ教室

◆ 社 交 ダンス教 室

◆楽器教室

◆手芸教室

◆ 英 会 話 教 室 など

※各イベントや教室の内容は変更となる場合がございます。

日本人船医が乗船しております

お一人でご乗船の方へ

どんなに健 康な人でも洋 上に長く滞 在してい
たら健康状態は気になってしまうもの。体調が
気になる時には船医や看護師にご相談ください。
また、万 一の場 合に備え、ご乗 船 前に任 意の
海外旅行保険への加入をおすすめします。

約20％のお客様がお一人での参加
で、気ままなクルーズライフを満 喫
されています。お一人で乗船されて
いる方 同 士 、交 流 いただけるパー
ティーも開 催いたしますのでお 気
軽にご参加ください。

※診察は有料です。
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CABIN PLAN

飛鳥Ⅱでは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おります。
日本船籍で唯一、全室海側に面し、バスタブ、ツインベッドを完備しています。

キャビンプラン

※ 客室内は全面禁煙となります。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。

S ロイヤルスイート

D E バルコニー

A アスカスイート

45.8 ㎡
バルコニー付

C スイート

F K ステートルーム

22.9 ㎡
バルコニー付

D3 ディートリプル

33.5㎡
バルコニー付

88.2㎡ バルコニー付

※Kステートは、
眺望がさまたげ
られます（例）

22.9 ㎡
角窓（バルコニーなし）

18.4 ㎡
角窓（バルコニーなし）

※ ベッドはナイトテーブルをはさんでのセットアップも可能です。 ※ 面積にはバルコニーが含まれます。

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：フルクルーズ（全区間）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）
。
●ご予約変更による変更後の適用代金

旅行条件（要約）

取消料発生後に客室のご利用人数が減少した場合、取消されたお客様には規定の取消料を、
客室をお１人でご利用になられるお客様には規定の割増代金を申し受けます。
又、取消料発生後にお申込コースを短縮される場合、客室タイプを変更され旅行代金が減額となっ
た場合は、差額代金に対し規定の取消料を申し受けます。
● 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あらかじ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。
●テレビ・雑誌等の取材のため、報道関係者が予告なく乗船する場合がございます。

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（株）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（株）までお問い合わせください。

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。

■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。
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
●世界一周クルーズでは、
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･インターネット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
2015年3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91日以上）
取
消
日
151日前まで
150日前から121日前まで
旅行開始日の前日から 120日前から91日前まで
90日前から61日前まで
起算してさかのぼって
60日前から31日前まで
30日前から21日前まで
20日前から3日前まで
旅行開始日の前前日、前日、当日
（出港後を除く）
旅行開始後又は無連絡不参加

取 消 料
無 料
旅行代金の3％
旅行代金の5％
旅行代金の10％
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
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。
死 亡 補 償 金
入 院 見 舞 金
通 院 見 舞 金
携帯品損害補償金

海外クルーズ
国内クルーズ
2,500万円
1,500万円
4万円～40万円
2万円～20万円
2万円～10万円
1万円～5万円
通院3日以上
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、
パプアニューギニア、
ブラジ
ルでは査証
（ビザ）
が必要です。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
非適合条項に該当する場合と、
機械読取式旅券ではない場合に必要です。
●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/

※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。

TEL 0570
（666）
154

FAX 045
（640）
5366

一部のIP電話、
国際電話の方は045
（640）
5301をご利用ください。

旅行業公正取引協議会会員

浅野光子
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。
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