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2018年
世界一周クルーズ

［Aコース 横浜発着］ 2018年3月25日（日）▶ 7月4日（水）102日間  
［Bコース 神戸発着］ 2018年3月26日（月）▶ 7月5日（木）102日間

飛鳥Ⅱのメインレストラン。エレガ
ントな雰囲気のなか、四季折々の
素材をいかしたお料理をご堪能く
ださい。

フォーシーズン・ダイニングルーム
ビュッフェスタイルの朝食や昼食、
軽食を楽しめるカジュアルレストラ
ン。お天気の良い日には、屋外の
席もおすすめです。

リドカフェ&リドガーデン
柔らかな光に包まれるくつろぎのラ
ウンジ。アフタヌーンティーと一緒
に音楽の演奏をお楽しみいただけ
ます。

パームコート
とれたての新鮮な魚介類を使った
にぎりや魚料理が自慢の寿司処。
大海原を眺めながら食べる江戸
前寿司は格別です。

海彦（有料）
いれたてのコーヒーや飛鳥Ⅱオリ
ジナルハーブティーをどうぞ。ス
イーツやライトスナックも味わえる
カフェです。

ザ・ビストロ

本格的なフレンチ、イタリアン、和食、お寿司からカジュアルなビュッフェ・スタイルのお食事までご堪能いただけます。RESTAURANT レストラン
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夢見た世界を今、旅する
─ One & Only 

世界の芸術を
飛鳥Ⅱのお客様だけで

貸切り鑑賞！

C RUISE  HIGHLIGHT

2018年は、アジア・地中海・ヨーロッパ・北米・カリブ海を結び太平洋へ──
2つの運河、大自然や歴史、数多くの世界遺産をめぐる、世界一周クルーズの王道ともいえるコースです。

想像や期待を超える、102日間が待っています。

世界有数の美術館へ
特選プレミアツアー

バチカン・システィーナ礼拝堂（チビタベッキア）
ミケランジェロの大作「最後の審判」は必見！
特選プレミアツアー

オランダ・マウリッツハイス美術館（アムステルダム）
「真珠の耳飾りの少女」をはじめ希少なフェルメールの傑作を所蔵

クルーズ特典

アメリカ・ボストン美術館（ボストン）
数多くの日本美術をはじめ、エジプト美術、フランス印象派絵画な
ど充実のコレクション
※それぞれ夜間、美術館一般入場終了後、見学ルートを指定してご案内いたします。
※掲載の作品は、貸出しなど美術館の都合により当日ご覧いただけない場合がございます。

●マーレ、ミコノスでは、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。●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。●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。 ●18歳未満の未成年者が片親同伴または単独で参加する場合、両親からの英文同意書が必要となります。
●3月26日神戸港では出国管理上、上陸できません。●7月4日横浜では入国管理上、下船者以外上陸できません。

飛鳥II	2018年世界一周クルーズ
月日（曜日） 	 寄港地 国名

	 3／25 日 	 横浜 日本 午後出港

	 3／26 月 	 神戸 日本 午後出港

	 4／ 2 月 	 シンガポール シンガポール OP

4／ 4 水 	 プーケット タイ OP

4／ 8 日 	 マーレ（錨泊） モルジブ OP

	 4／12 木 	 サラーラ オマーン OP

	 4／18 水 	 スエズ運河通航
	 4／21 土 	 ミコノス（錨泊） ギリシャ

	 4／23 月 	 バレッタ マルタ OP

	 4／25 水
初寄港 	チビタベッキア イタリア OP N

	 4／26 木
	 4／28 土 初寄港 	バレンシア スペイン OP

	 4／30 月 	 マラガ スペイン OP

5／ 1 火 初寄港 	ジブラルタル イギリス領

5／ 2 水 	 リスボン ポルトガル OP N
5／ 3 木
5／ 5 土 初寄港 	ビルバオ スペイン OP

5／ 8 火 	 アムステルダム オランダ OP

月日（曜日） 	 寄港地 国名

5／10 木 初寄港 	ハンブルク ドイツ OP

5／12 土 	 ロサイス イギリス OP

5／15 火 	 ダブリン アイルランド OP

5／22 火 初寄港 	ハリファックス カナダ OP

5／24 木 初寄港 	セントジョン カナダ

5／26 土 	 ボストン アメリカ 特典 OP N
5／27 日
5／29 火 	 ニューヨーク アメリカ OP

5／31 木 初寄港 	ボルチモア アメリカ OP

6／ 3 日 	 ナッソー バハマ OP

6／ 7 木 	 カルタヘナ コロンビア OP

6／ 8 金 	 パナマ運河通航
6／11 月 	 プエルトケッツァル グアテマラ OP

6／17 日 	 サンディエゴ アメリカ OP

6／23 土 	 ホノルル アメリカ OP N
6／24 日
7／ 4 水 	 横浜 日本 午前入港

7／ 5 木 	 神戸 日本 午後入港

［Aコース 横浜発着］ 2018年3月25日（日）▶ 7月4日（水）  ［Bコース 神戸発着］ 2018年3月26日（月）▶ 7月5日（木） │ 102日間

写真提供：中村庸夫、高橋敦史、高嶋一成

食事 A・Bコース共通朝食、昼食、夕食 各100回 オプショナルツアー：寄港地での半日または1日の観光ツアー（別料金）です。 OP オーバーナイトステイ：1泊停泊します。N 飛鳥Ⅱ初寄港です。初寄港

クルーズ特典：寄港地にて郵船クルーズ（株）がご乗船の皆様に提供するサービスです。※不参加もしくは不催行の場合でも他オプショナルツアーへの振替や相当額の補償はありません。特典

万が一のご病気や怪我に備え、海外旅行保険への加入をおすすめします。緊急下船となった場合の搬送や治療費は特に高額になる場合が多く、病院や通訳の手配など保険会社が代行してくれるサービスもあり安心です。海外旅行保険ご加入のすすめ

●現地および航路上の状況によっては、スケジュールの変更もしくは中止となる場合がございます。

©ボストン美術館

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ「
最
後
の
審
判
」

©マウリッツハイス美術館／オランダ政府観光局

日本美術の至宝も数多く揃う“美の殿
堂”ボストン美術館では、クルーズ特典
として、飛鳥Ⅱのお客様だけでご見学
いただく特別な時間を設けました。
※5月26日を予定しています。

ボストン美術館を貸切りで心ゆくまで堪能
クルーズ

特典

フ
ェ
ル
メ
ー
ル「
真
珠
の
耳
飾
り
の
少
女
」
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紺碧のエーゲ海に
真珠のように輝く島
4 /21 ミコノス／ギリシャ

カト・ミリの風車に、５つの礼拝堂をもつパラポルティ
アニ教会、お洒落なカフェや土産品店がひしめくリト
ル・ベニス地区……どこを歩いても絵になる島です。
気ままに散策していると、ペリカンと遭遇することも！

オレンジと火祭りで有名な
スペイン屈指の商業都市
4 /28 バレンシア／スペイン

絹の取引で栄えた地中海
商業都市で、ラ・ロンハ・
デ・ラ・セダやカテドラル、
中央市場は訪ねておきた
いスポットです。有名な「バ
レンシアの火祭り」の地と
しても知られ、火祭り博物館もございます。
OP 火祭り博物館とバレンシア半日観光 など
世界遺産 バレンシアのラ・ロンハ・デ・ラ・セダ

巨匠・ピカソを輩出した
“太陽の海岸”の中心地
4 /30 マラガ／スペイン

アンダルシア地方に位置し、1年で300日
以上晴天に恵まれる街です。アルハンブ
ラ宮殿を模して造られたアルカサバや、様々な建築様
式が混在する大聖堂のほか、ピカソの生家も見所です。
OP ロンダとミハス1日観光 など
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エキゾチックな
美景に、旅心も高揚

交易に花開いた西欧の街 と々、
伝統が輝きを放つ英国へ

初寄港

初寄港

マリーナ・ベイ・サンズとガーデンズ・バイ・ザ・ベイ

アルカサバ アムステルダム

エジンバラ城ミコノス

ローマ  テヴェレ川とバチカン

ハンブルクプーケット  パンガー湾

抜群の透明度を誇る
インド洋の楽園
4 /8 マーレ／モルジブ

ターコイズブルー
の海に抱かれ、お
よそ1200の島々
が環礁をなすモ
ルジブ。首都マー
レは16世紀スル
タン王朝時代からの中心地です。水上飛行機での遊
覧やダイビングの拠点としても賑わいます。
OP 水上飛行機から眺めるモルジブ観光 など

多様な文化が融合する
これぞ“未来都市”

4 /2 シンガポール／シンガポール

力強く時代の最先端をいく街。マーライオンやラッフ
ルズホテルなどの有名スポットに加え、船型の屋上が
目をひくマリーナ・ベイ・サンズや、25万種以上の稀
少な植物生態を誇る植物園ガーデンズ・バイ・ザ・
ベイなども注目を集めています。
OP マリーナ・ベイ・サンズとリバークルーズ など
世界遺産 シンガポール植物園

│シンガポール〜スエズ運河通航│

│ミコノス〜ジブラルタル│

│リスボン〜ダブリン│

歴史を辿り、憧憬を結ぶ
ドラマチック地中海

DESTINATION

乳香が薫る
エキゾチックな港町
4 /12 サラーラ／オマーン

『アラビアン・ナイト』ゆか
りの国・オマーン。主要都
市サラーラは、古代より

「神聖な香り」として重用さ
れたエッセンシャルオイ
ル・乳香の一大産地です。
乳香博物館やアルバリー
ド遺跡、モスク、スーク（市場）など興味は尽きません。
OP アラビアンディナーとベリーダンスショー など
世界遺産 乳香の土地（アルバリード遺跡）

アルバリード遺跡

マーレ

東南アジア屈指の
リゾート・アイランド

4 /4 プーケット／タイ

「アンダマン海の真珠」とも
呼ばれ、19～20世紀に
錫
すず

の貿易で賑わいました。
中心地には中国やポルト
ガルの影響を伝える建築
物が点在。現地で食べる
タイ料理もおすすめです。
OP ジェームズボンド島・パンガー湾観光 など

シャロン寺院

ラ・ロンハ・デ・ラ・セダ

聖ヨハネ騎士団が築いた
美しき要塞都市
4 /23 バレッタ／マルタ

オスマン帝国による欧州
侵攻を退けた聖ヨハネ騎
士団が、さらに守りを強固
にするため築いた城塞都
市です。はちみつ色に輝く
街並みが、軍艦のような島
に美しさを与えています。
OP マルサシュロックとバレッタ郊外観光 など
世界遺産 バレッタ市街／マルタの巨石神殿群

バレッタ

遣欧使節団も上陸した
ローマの“海の玄関口”
4 /25・26 チビタベッキア／イタリア

ローマへ足をのばし円形
闘技場コロッセオや「ロー
マの休日」などのロケ地は
もちろん、カトリック総本山
のバチカン市国も見学で
きます。本場のイタリア料
理もぜひお試しください。
OP システィーナ礼拝堂貸切見学とローマ観光 など
世界遺産 バチカン市国／ローマ歴史地区

コロッセオ

地中海から大西洋へ
海上交通の要衝
5 /1 ジブラルタル／イギリス領

地理的にスペイン
領のように見えな
がらも、イギリスの
海外領土、英国文
化が根付いていま
す。海峡に突き出る
ザ・ロックは、「ヘラ
クレスの柱」とも呼ばれるジブラルタルの象徴です。
※ジブラルタルの寄港は半日を予定しています。自由散策をお楽
しみいただけます。

初寄港初寄港

ザ・ロック

路面電車が行き交う
風情あふれる丘の街

5 /2・3 リスボン／ポルトガル

大航海時代に栄華を極め
たポルトガルの首都です。
ジェロニモス修道院とベレ
ンの塔は必見の世界遺産。
近郊には、「ここに地果て、
海始まる」の碑文で知られ
るロカ岬があります。
OP 貸切路面電車でめぐるリスボン など
世界遺産 リスボンのジェロニモス修道院とベレンの塔
	 シントラの文化的景観

美術史に燦然と輝く
名画、大作の宝庫
5 /8 アムステルダム／オランダ

160本を超える運河と1500以上の橋からなる水の
都です。大小60以上の美術館や博物館が点在し、レ
ンブラントやゴッホ、フェルメールの名作も数多く見ら
れる、芸術の宝庫です。
OP アムステルダムと花のキューケンホフ公園観光 など
世界遺産 	アムステルダムのシンゲル運河の内側にある17世紀

の環状運河地域

重厚な歴史を訪ね
エジンバラへ
5 /12 ロサイス／イギリス

かつて英海軍の造船に沸いたロサイスは、エジンバラ
への玄関口。岩山の要塞・エジンバラ城や、エリザベ
ス女王が避暑地として使用するホリールードハウス宮
殿など、見どころ満載です。
OP スコッチウイスキー蒸留所とエジンバラ観光 など
世界遺産 エジンバラの旧市街・新市街／フォース鉄道橋

初寄港
スペイン北部に花開く
芸術と美食の近代都市
5 /5 ビルバオ／スペイン

近現代美術の殿堂・グッゲ
ンハイム美術館に代表され
る世界有数のアートの街で
す。バスク地方にはミシュラ
ン星付きレストランも数多
く、風情ある旧市街ではバ
ル巡りも存分に楽しめます。
OP サンセバスチャンと美食のバスク など
世界遺産 ビスカヤ橋

グッゲンハイム美術館

ベレンの塔

陽気なパブが軒を連ねる
アイルランドの首都
5 /15 ダブリン／アイルランド

黒ビールの代表格として
知られるギネスビールは、
ダブリンが発祥。また、ジ
ェイムズ・ジョイスやオス
カー・ワイルドを輩出した
文学の街でもあり、文豪ゆ
かりの地が点在します。
OP ギネスビール工場見学とダブリン観光 など
世界遺産 ブルー・ナ・ボーニャ─ボイン渓谷の遺跡群

ダブリンのバプ

歴史、芸術、文化に触れる
26の寄港地と2つの運河

VIEW POINT

スエズ運河通航
エジプト領内に属し、アジアと
ヨーロッパの最短ルートとして
活用されているスエズ運河。
その長さは運河南端のスエズ
から北端のポートサイドまで
全長約160kmにおよびます。

4 /18

海洋交易でにぎわった
自由ハンザ都市
5 /10 ハンブルク／ドイツ

何世紀にもわたりドイツの
貿易を支えてきた一大港
湾都市。運河沿いの赤レン
ガ倉庫街と、船をイメージ
して建設された商館チリハ
ウスが2015年、世界遺産
に。脚光を浴びています。
OP 世界遺産の美しい町リューベック観光 など
世界遺産 ハンブルク運河沿いの倉庫群と商業地区
	 ハンザ同盟都市リューベック

チリハウス

54



シンガポール

プーケット

マーレ

プエルトケッツァル

サンディエゴ

ホノルル

セントジョン

ボストン

ボルチモア

カルタヘナ

ナッソー

横浜神戸

ハリファックス

ニューヨーク

ビルバオ

ハンブルク

ロサイス

ダブリン

リスボン

アムステルダム

シンガポール

プーケット

マーレ

プエルトケッツァル

サンディエゴ

ホノルル

カルタヘナ

ナッソー

横浜神戸

ビルバオ

ハンブルク

ロサイス

ダブリン

リスボン

アムステルダム

パナマ運河通航バカンスの客船が集う
バハマ諸島の中心
6 /3 ナッソー／バハマ

英国植民地時代の面影を残すカラフルな街並みや、
白砂のビーチなどカリブ海の雰囲気が楽しめる島。

『007』シリーズ４作目のロケ地としても有名です。
OP イルカとふれあい体験 など

先人たちの足跡を辿る
カナダ＆アメリカ周遊

南国の風に吹かれ、
満ちてゆく旅

カナダ東部に位置する
西洋との交易拠点
5 /22 ハリファックス／カナダ

大西洋沿岸カナダ東部４州
最大の都市で、英国植民地
時代に築かれました。函館
と姉妹都市で、五稜郭に似
た星型の要塞跡（シタデル）
のほか、白亜の灯台ペギース
コープなどの景勝地も。
OP 世界遺産の海辺の町ルーネンバーグ観光 など
世界遺産 ルーネンバーグ旧市街

アグア火山を望む
古都アンティグア観光へ
6 /11 プエルトケッツァル／グアテマラ

ケッツァルとはグアテマラ
の国鳥の名前で、同港はグ
アテマラ最大規模を誇りま
す。見どころは、近郊にある
マヤの末裔が暮らす古都
アンティグア。スペイン統
治時代のコロニアル調の街並みをご覧いただけます。
OP 世界遺産アンティグア観光 など
世界遺産 アンティグア・グアテマラ

摩天楼が迎える
エネルギッシュな大都会
5 /29 ニューヨーク／アメリカ

世界経済の中枢で、文化・
流行を発信し続けています。
タイムズスクエアやブロード
ウェイ、ロックフェラーセン
ター、ブルックリン地区… 
様々なテーマで満喫でき
る、魅力あふれる街です。
OP メトロポリタン美術館見学 など
世界遺産 自由の女神

タイムズスクエア要塞跡

オールド・ハバナ

ベニス

自由を求めた古都は
学術都市として発展
5 /26・27 ボストン／アメリカ

アメリカ独立の舞台・ボス
トンは、ハーバード大学に
象徴される学術都市でもあ
ります。世界屈指の所蔵品
を誇るボストン美術館や、
ロマネスク様式のトリニテ
ィ教会は見逃せません。

OP 水陸両用車でめぐるボストン など
ボストン

ナッソー

『カリブの海賊』を彷彿
美しくも強固な要塞都市
6 /7 カルタヘナ／コロンビア

スペイン植民地時代に、財
宝が集まる貿易港として発
展。海賊の強奪を退けるた
めに築かれた城壁の印象と
は裏腹に、中は色彩豊かな
コロニアル調の街。活気あ
ふれる観光都市です。

OP 馬車でめぐる世界遺産カルタヘナ旧市街観光 など
世界遺産 カルタヘナの港、要塞、歴史的建造物群

カルタヘナ

カリフォルニアの
光あふれる観光都市
6 /17 サンディエゴ／アメリカ

趣向を凝らしたショーで有名なシーワールドや、超巨
大空母が迎えるミッドウェイ博物館など好奇心を満た

すスポットが多
数。近郊には、セ
レブに愛される
ビーチリゾートの
ラ・ホヤも。

OP サンディエゴとラ・ホヤ観光 など

ラ・ホヤ

観光プランは無限
ショッピングスポットも多数
6 /23・24 ホノルル／アメリカ

ダイヤモンドヘッドやワイ
キキビーチはもちろん、シ
ョッピング＆グルメスポッ
トも充実している大満喫
のスーパーリゾート。クル
ーズ最後の寄港地で、お
買い物を楽しんでみては。

OP 早朝発ダイヤモンドヘッド登頂体験 など
ワイキキビーチ

アンティグア

寄港地で飛鳥Ⅱを一度下船、内陸の世界遺産や必見スポットへ、陸上での宿泊を伴いながら観光するツアーです。
大航海にアレンジを加え、よりダイナミックな世界一周をお楽しみください。

L AND TOUR  ─ランドツアー（別料金）─

ポルトガルと北スペインの旅
リスボンから北上、巡礼の地サンチ
ャゴ・デ・コンポステーラへ到達。

世界
遺産

スペイン・アンダルシアの旅
コルドバ、グラナダなど、スペイン南
部アンダルシア地方の名所へ。

世界
遺産

スイスアルプスの旅
マッターホルン＆ユングフラウヨッホ
観光と、人気の氷河特急乗車。

世界
遺産

イタリア周遊の旅
システィーナ礼拝堂の貸切見学と、
ローマ、フィレンツェ、ベニスめぐり。

世界
遺産

世界
遺産

ベルリンと北ドイツの旅
名所がひしめくドイツの首都ベルリン
と、北ドイツの美しい街へ。

赤毛のアンの島・プリンスエドワードの旅
セントローレンス湾に浮かぶ、『赤毛のアン』
ゆかりの島を訪れます。

ナイアガラの滝への旅
アメリカとカナダの国境、迫力あふれる名
瀑を間近にご見学いただきます。

アメリカ東部の旅
ワシントンＤ.Ｃ.やフィラデルフィアを
中心とした東部都市めぐり。

※�オプショナルツアー、特選プレミアツアー、
ランドツアーは定員制・別料金となります。
また、内容、タイトルは変更となる場合が
あります。詳細は後日お送りするオプショ
ナルツアーガイドをご確認ください。
※�世界遺産 はその寄港地で自由行動中ま
たはオプショナルツアー、特選プレミアツ
アー、ランドツアーでご覧いただけます。
※�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

マチュピチュの旅
標高2400mの「空中都市」へ。イン
カ文明に迫ります。

世界
遺産

キューバの旅
カリブ海最大の島国へ。近年扉を開
いたばかり、注目を浴びています。

飛鳥IIを離れて陸路や空路で、
行きたかったあの場所へ。

│ハリファックス〜ボルチモア│

│ナッソー〜ホノルル│

初寄港

足をのばして
首都ワシントンD.C.へも
5 /31 ボルチモア／アメリカ

アメリカの政治の中心部
であるワシントンD.C.に
もほど近いボルチモア。
巨大な水族館や水辺の
レストランなどが密集す
るインナー・ハーバーは、
多くの人々が憩います。

OP ワシントンD.C.観光、フィラデルフィア観光 など
世界遺産 独立記念館（フィラデルフィア）

初寄港

VIEW POINT

パナマ運河通航
パナマ地峡を横断し
てカリブ海（大西洋）
と太平洋を結ぶ運河。
1914年に開通した
世界最大の海洋運河
で、全長は約80km
におよびます。

6 /8

5 /26

ボストン美術館を
飛鳥IIのお客様だけで貸切り!
日本美術の至宝も数
多く揃う“美の殿堂”
ボストン美術館を、飛
鳥Ⅱのお客様だけでご
見学いただく特別な
時間を設けました。
※夜間、美術館一般入場終了後、見学ルートを指定して
ご案内いたします。

レンガ建築が印象的な
造船業に沸いた港町
5 /24 セントジョン／カナダ

2000年代に入るまで、カ
ナダ最大の造船の街でし
た。シティマーケットは野
菜や果物、雑貨やアートな
どがひしめく歴史あるスポ
ット。街にはレンガ造りの
端正な建物が点在します。 シティマーケット

初寄港

クルーズ
特典

フィレンツェ

氷河特急とアルプス

コルドバの花の小径

プリンスエドワード島

モロ要塞 マチュピチュ

ナイアガラ フィラデルフィア美術館

アメリカ合衆国議会議事堂

サンチャゴ・デ・コンポステーラの大聖堂 ブランデンブルク門

飛鳥IIの特選プレミアツアー 厳選されたワンランク上のツアーをご用意しました。
（別料金）

［ロサイス（イギリス）］

ノーザンベルで行くエジンバラ ランチツアー
［シンガポール（シンガポール）］

イースタン＆オリエンタル・エクスプレス
マレーシア ランチツアー
アジアの豪華列車イース
タン＆オリエンタル・エク
スプレスを特別に貸切り、
ランチをお召し上がりいた
だきます。隣国マレーシア
のジョホールバルからマ
レー鉄道の旅をお楽しみ
ください。

オリエント急行を運行す
るベルモンド社が運営す
るイギリスの豪華列車ノ
ーザンベルを特別に貸切
り、ランチをお召し上がり
いただきます。エジンバラ
近郊の風景を眺めながら
優雅なひとときをお楽し
みください。

［リスボン（ポルトガル）］

ジェロニモス修道院貸切りディナー
大航海時代の富で建築された
マヌエル様式の最高傑作であ
る世界遺産「ジェロニモス修道
院」内で貸切りディナーをお楽
しみいただきます。

51242

52
［バレッタ（マルタ）］

マルタ・インガーディアショー観覧
中世、聖ヨハネ騎士団時
代の軍事訓練再現劇を
飛鳥Ⅱのお客様に特別に
ご覧いただきます。騎士
たちの隊列や迫力ある号
砲は見どころです。

423

画像提供 マルタ観光局 www.viewingmalta.com

世界
遺産©ボストン美術館
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CRUISE LIFE
世界をひとまわり、
笑顔あふれる“海の上の時間”

世界の美味。
飛鳥流	彩りゆたかな食

心身のリラックスで、
はつらつとした毎日を

華麗なエンターテイナーたちの
バラエティー豊かなステージ

スペシャルイベント エンターテイメント GOURMET
リラクゼーション

世界一周クルーズならではの
多彩なイベント

6 : 30
グランドスパで入浴
朝陽を眺めながら

6 : 00
潮風を感じながら
デッキウォーキング

8 : 00
朝食は和食と

洋食ビュッフェから
選べる楽しみ

10 : 00
フラダンスに

初挑戦

12 : 00
ビュッフェで

ランチ

14 : 00
海を眺めながら
ティータイム

16 : 00
ショップで
お土産選び

17 : 00
世界一周を機に

社交ダンスデビュー

18 : 00
ナイトショーを

鑑賞

19 : 30
フランス料理の

コースディナーを

21 : 30
バーでカクテル
語らいの時間

22 : 30
夜食を楽しむ

ある日の
船上ライフ

船内には診療室が
ございます（有料）
日本人医師と看護師が乗船していますので
体調が優れない場合にはご相談ください。
※健康保険などの医療保険は適用外となります。
※診療室の設備および医療行為には限りがあり、病状
によっては陸上病院を受診していただく場合がござい
ます。

海外旅行保険にご加入を
海外で病気・怪我をした場合、多額の治
療費や搬送費等がか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な場合が
あります。これらを担保するため、お客様
ご自身で十分な費用補償とサポート体制
を備えた海外旅行保険に加入することを
お勧めします。
※海外旅行保険は、旅行開始後には加入できません。
必ずご乗船前にご契約ください。

ENTERTAINMENT
グルメ RELAXATIONSPECIAL EVENTS

展望大浴場で
ゆったりバスタイム
開放感たっぷりの大浴場では、
刻 と々変わる海の表情や寄港地の
景色を眺めながらおくつろぎいた
だけます。すべての客室がバスタブ
付きでありながら、毎日通うお客
様もいるほどの人気スポットです。

プロダクションショー
飛鳥Ⅱのショーはラスベガス
のプロダクション仕込み。ダ
ンサーやシンガーが見ごた
えあるオリジナルショーを繰
り広げます。

ローカルショー
寄港地によっては、伝統の民
族文化を現代に脈 と々伝える
方々が乗船。じっくりとその世
界観を披露。世界一周クルー
ズならではのひとときです。

クルーショー
日本への帰国が迫ってくると、
クルーたちが感謝の気持ちを
込めたショーで一夜を盛り上
げます。スタッフの知られざる
秘技にご期待ください。

飛鳥祭
よさこい、竿燈、阿波、
ねぶたと、熱気あふれる
祭りパフォーマンスが繰
り広げられます。盆踊り
タイムは参加者全員が
ひとつの輪に。日本船な
らではの催しです。

海を眺めながらのティータイム
コーヒーや紅茶、オリジナルハーブティー。ふとした時間
の一杯も、空と海の青い世界の中では格別の味わいです。

キャプテンズ・
ウエルカム・
パーティー
旅の序盤に行われる歓
迎パーティーです。船
長をはじめ、飛鳥Ⅱのオ
フィサーたちが揃って
ごあいさついたします。

デッキディナー&フルーツビュッフェ
航行している海域に合わせた料理やドリ
ンクをプールサイドでお楽しみください。
また、世界各地の寄港地で仕入れた新鮮な
果実が味わえるフルーツビュッフェは世界
一周クルーズならでは。開放的なデッキで
のお食事は格別です。

※掲載写真は全てイメージです。イベント内容は変更となる場合があります。

鏡開きで
良き航海を祈念
横浜と神戸、お客様が揃っ
たところで、世界一周クルー
ズの円満成就をお客様とス
タッフ全員で祈ります。

さりげなく体調管理の礎に。
長旅にこそ嬉しい和食
飛鳥Ⅱの世界一周クルーズ中、約半分の夕食は
和食をご提供します。どの海域を航行していて
も、なじみの和食をご堪能いただけます。春から
夏にかけて、日本の歳時記を感じさせるメ
ニューが登場することも。寿司レストラン・海彦

（有料）があるのも、日本船ならではの魅力です。

毎日ときめくメニューで、食でも世界一周を満喫！
フレンチ、和食、イタリアン、中華。ディナーは日ごとに変化します。寄港地で
仕入れた厳選素材が、印象深い一皿となって出てくることも。ゲストシェフ
によるスペシャルディナーを含め、100日を超える世界一周クルーズで、
飽きることのないメニューをご提供します。

洋上で繰り広げられるハワイアンライブ

KONISHIKI（こにしき）

元大相撲力士・大関。引退後はタレント、アーティストと
して講演やTV・CMに出演。ハワイアンシンガーとして
アルバムを多数発売し、ハワイアンライブも精力的に行
っている。
乗船区間 │ ホノルル〜横浜

歌手生活50周年、情熱のステージ！

今 陽子（こん ようこ）

15歳でソロデビュー。16歳でピンキーとキラーズを結成、
デビュー曲「恋の季節」がダブルミリオンを記録し、17週
連続でオリコン1位となり、数 の々音楽賞を受賞。ミュージ
カル、舞台、ライブ、テレビなど多岐にわたり活躍中。
乗船区間 │ 横浜〜シンガポール

●スペシャルゲスト●

ゲストエンターテイナー
様々なジャンルの歌手、弦楽器演奏、落語など、
日本をはじめ世界各国の実力派エンターテイ
ナーによるスペシャルショーを開催します。

陽光降り注ぐ、
まどろみの特等席
デッキチェアに寝そべって、アイス
クリームやビールを楽しみ、そして
うとうと……。季節が夏へと進む
世界一周クルーズの後半は、プー
ルの活用度がぐんと増します。

100日を超える大航海では
かかせないサロン＆スパ
アスカアヴェダ・サロン＆スパ（有料）
は、フォーマルのヘアアレンジの心強い
味方です。3カ月にもおよぶ世界一周
クルーズでは、ヘアカットやカラーリン
グのご要望も多数。寄港地観光などで
アクティブに歩いた後は、スパ
のボディトリートメントが心身
をほぐします。

SPECIAL GUEST

クルーズ中に
新しい趣味を発見
たっぷり自由な時間のある世界一周クルーズは、新しいこ
とにチャレンジするのに最適。各種講座や参加型イベン
ト、アクティビティーが充実しています。
●カルチャー
■ 写真教室 ■ マジック教室 
■ 手芸教室 ■ ウクレレ教室  など
●ゲーム
■ 囲碁教室 ■ カジノ教室   
■コントラクトブリッジ教室  など
●ダンス・エクササイズ
■ 社交ダンス教室 ■フラダンス教室   
■ ストレッチ教室 ■ ヨガ教室   
■ ゴルフ教室  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。

社交ダンス教室

囲碁教室

日中や寄港地ではカジュアルな服
装でお過ごしいただけます。夕刻

（17：00以降）は下記の3つのドレス
コードを設けています。時にはドレス
アップして、船上のひとときをお楽し
みください。

世界一周クルーズのドレスコード

〈フォーマル〉 5回程度
男性：タキシードやダークスーツなど
女性：カクテルドレス、着物なら訪問着など

〈インフォーマル〉 11回程度
男性：スーツ、ジャケットなどの上着
 ネクタイは着用をおすすめします
女性：ワンピースやツーピースなど

〈カジュアル〉 
男性：襟付きシャツとスラックスなど
女性：ブラウスやスカートなど

フォーマル

インフォーマル

カジュアル

初乗船者向けパーティー、お一人様で参加の方向けの
パーティー、同郷の仲間との語らいが楽しめる県人会など、
クルーズ中に“船友”が見つかるイベントも開催します。

その他
にも

ヘアサロンでドレスに合わせたスタイリングに

※乗船区間は変更となる場合がございます。
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３人利用
広 と々したリラックス客室

ディートリプルD3 角窓（バルコニーなし）
22.9m2 

開放感がぐんと増す
潮風と光あふれる空間

バルコニーED バルコニー付
22.9m2 

海を望むバスルームも。
最上級のくつろぎをお約束

優雅なインテリアでゆとりを感じる空間 過ごしやすさを重視した、くつろぎスイート

フルクルーズ（全区
間）乗船の際の寄
港地オプショナルツ
アーの優先予約（注1）。

快適な船旅を
サポート

● �ご出発前はお客様サポートデスクが旅の準備をお手伝いします。
● �ご乗船中は担当スタッフが快適なクルーズライフをサポートします。
● �フルクルーズ（全区間）乗船の際の寄港地オプショナルツアーの優先予約（注1）。
● �無料宅配便サービス（日本国内に限る／海外乗下船は除く）。
● �乗下船時ハイヤー送迎サービス。※送迎範囲は100km圏内。全区間乗船の場合のみ。
● �「アスカアヴェダ・サロン＆スパ」「海彦」事前予約サービス。

快適な船旅をサポート

※面積にはバルコニーが含まれます。　
※サービス内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※バルコニーを含む客室内は全面禁煙となります。喫煙されるお客様は、船内指定の喫煙スペースをご利用ください。
※救命ボートや救命いかだ、乗下船用タラップなど客船固有の設備のために、一部客室では眺望が妨げられます。

ロイヤルスイート	 バルコニー付／88.2m2 S

★「海彦」メニューを含む、ルームサービスおよび客室内のソフト
ドリンク、アルコールすべて無料。

★ クリーニングサービス。　
★ 客室内専用パソコンサービス（日本経済新聞電子版閲覧可能）。
★ 無料Wi-Fiサービス（一部ご利用いただけない海域がございます）。 など

特典

アスカスイート	 バルコニー付／45.8m2 A スイート	 バルコニー付／33.5m2 C

世界中どこにいても、わが家で暮らすように

機能性と安らぎを備えた
心地よいプライベート空間

ステートKF 角窓（バルコニーなし）
18.4m2 

旅行代金プラン客室のご案内

プレミアダイニング	プレゴ
プライベートな空間でゆったりと眺望とお食事をお楽
しみいただけるディナー専用のプレミアダイニングです。
※プレゴでは、ソフトドリンクの他、ビールを無料にてお召し上がりいただけます。�
※フォーシーズン・ダイニングルームでもディナーをお楽しみいただけます。�

S・A客室ご利用のお客様限定 S・A・C客室ご利用のお客様限定

インルームダイニングサービス
S・A・C客室をご利用のお客様には、朝・昼・夕
食を客室へお届けするサービスがございます
（無料・予約制）。※ご注文はご乗船後に承ります。

※Kステートは、眺望
が妨げられます（例）

早めのご予約がたいへんお得！

◆ 割引のご案内

客 室タイプ 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

ワールド特別割引
適用後の旅行代金 3,300,000 3,900,000 5,000,000 5,200,000 8,000,000 11,000,000 21,000,000
早期全額支払割引
適用後の旅行代金 3,506,000 4,143,000 5,312,000 5,525,000 8,500,000 11,687,000 22,312,000
早期申込割引

適用後の旅行代金 3,671,000 4,338,000 5,562,000 5,785,000 8,900,000 12,237,000 23,362,000
旅行代金 4,125,000 4,875,000 6,250,000 6,500,000 10,000,000 13,750,000 26,250,000

●客室をお2人様でご利用の場合のお1人様あたりの代金です。
●客室をお1人様でご利用の場合、客室K・Cは上記旅行代金の160％、客室F・Eは上記旅行代金の135％、客室Dは上記旅行代金の140％、客室Aは上記旅行代金の180％、客室Sは上記旅行代金の
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。

●お申し込み時に申込金として旅行代金の10％を、2017年7月31日（月）までに中間金として旅行代金の20％を、残金は2017年11月30日（木）までにお支払いください。
　※2017年8月1日（火）以降にお申し込みの場合は、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。
　※ワールド特別割引、早期全額支払割引をご利用の場合は、各期日までに全額お支払いください。
●2018年3月25日横浜～7月4日横浜、2018年3月26日神戸～7月5日神戸、2018年3月25日横浜～7月5日神戸、2018年3月26日神戸～7月4日横浜は同一旅行代金です。

2018年 世界一周クルーズ 旅行代金〈A・Bコース共通〉  （お一人様　単位：円）

［Aコース 横浜発着］ 2018年3月25日（日）▶ 7月4日（水）102日間   ［Bコース 神戸発着］ 2018年3月26日（月）▶ 7月5日（木）102日間

2017年6月30日（金）までに全額お支払いのお客様は
20％割引の旅行代金にてご利用いただけます。

ワールド特別割引 2017年8月31日（木）までに全額お支払いのお客様は、
15％割引の旅行代金にてご利用いただけます。早期全額支払割引 客室番号のご希望を

お預かりいたします。★

2017年11月30日（木）までにお申し込みのお客様は、
早期申込割引の旅行代金にてご利用いただけます。早期申込割引 客室番号のご希望を

お預かりいたします。★

客室番号のご希望はお受けできません。 ★：ただし、客室番号の最終決定は乗船券発券時に確定します。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。
客室番号のご希望について詳しくは裏表紙「お申し込み時の注意事項とご案内」をご覧ください。

万が一のご病気や怪我に備え、海外旅行保険への加入をおすすめします。緊急下船となった場合の搬送や治療費は特に高額になる場合が多く、病院や通訳の手配
など保険会社が代行してくれるサービスもあり安心です。海外旅行保険ご加入のすすめ

柒世界一周クルーズへ出発!!

㆒お申し込み
申込書を提出し、申込金をお支払いください。ご旅
行について不安な方はお気軽にご相談ください。

㆓ 渡航手続き
クルーズの下船日に有効期限が6カ月以上残って
いる旅券（パスポート）をご準備ください。査証（ビ
ザ）などは旅行会社にお問い合わせください。

叅 代金支払い
予約が成立したら2017年7月31日までに中間金
を、その後、2017年11月30日までに旅行代金
の残金をお支払いください。
※ワールド特別割引にてお申し込みの方は、2017年6月30日まで
に、早期全額支払割引にてお申し込みの方は、2017年8月31日ま
でに全額お支払いください。

㆕出発	半年前
船会社による船内生活説明会やオプショナルツ
アー説明会を開催し、ご質問にお答えします。
※オプショナルツアーのお申し込みも開始されます。
※説明会はご予約のお客様が対象です。

⓹出発の	約2カ月前
クルーズの日程表（ドレスコードや出発当日のご
案内など）や宅急便のご案内などをお届けします。

⓺出発の	約1カ月前
乗船券や、船内で行われるイベントのご案内・
エンターテイメントガイドなどをお届けします。
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初めてのご乗船も安心
世界一周クルーズのお客様のうち、約30%
がクルーズ初参加。初めて乗船された
お客様同士が交流を深めることのできる
パーティーも開催いたします。

ロングクルーズでも快適な客室設備
各客室にはテレビやDVDプ
レーヤー、冷蔵庫、ドライヤー、
バスタブ、シャワー付きトイレを
完備。海外向け日本語テレビ放
送もお楽しみいただけます。

船内でかかる費用は？
旅行代金には食事代、移動費、宿泊費、船内で
上演するショーやイベント参加費などが含まれ
ています。チップの心配もいりません。
※船内での飲み物（アルコール、炭酸飲料（除くプレゴ））や
お買い物、アスカアヴェダ・サロン＆スパ利用、クリーニング
サービス、寄港地でのオプショナルツアーなどは別途料金
がかかります。

海外でのツアーも日本語ガイド付きで安心
各寄港地の見どころを楽しめるオプショ
ナルツアーやランドツアーでは、日本語ガ
イドがご一緒いたします。また、ツアーに
よってはイヤホンガイドを使用します。 
※一部の寄港地ツアーでは、英語ガイドがご案内
します。※詳しい日程･ツアー代金はクルーズをお
申し込みのお客様に後日ご案内します。

（注1）S・A客室のお客様のご予約でオプショナルツアーの定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。

●ルームサービス●テレビ：日本の沿岸では衛星放送、海外クルーズではNHKワールド、ワールドプレミアム（NHK海外向け番組）をご覧いただけます● 冷蔵庫：冷蔵庫内のお飲物は、1
日1回補充します。ご自由にお飲みください● 電気製品：国内で使用できるものを客室内のコンセントでご使用いただけます（客室でのアイロン、電気コンロなど熱源機器のご使用はご遠慮く
ださい）● 洗濯：セルフサービスのランドリールームをご自由にお使いいただけます。また、ドライクリーニングやプレスも承ります。※サービスの内容により有料のものがございます。

全室共通のサービス

10 11

３人利用
広 と々したリラックス客室

ディートリプルD3 角窓（バルコニーなし）
22.9m2 

開放感がぐんと増す
潮風と光あふれる空間

バルコニーED バルコニー付
22.9m2 

海を望むバスルームも。
最上級のくつろぎをお約束

優雅なインテリアでゆとりを感じる空間 過ごしやすさを重視した、くつろぎスイート

フルクルーズ（全区
間）乗船の際の寄
港地オプショナルツ
アーの優先予約（注1）。

快適な船旅を
サポート

● �ご出発前はお客様サポートデスクが旅の準備をお手伝いします。
● �ご乗船中は担当スタッフが快適なクルーズライフをサポートします。
● �フルクルーズ（全区間）乗船の際の寄港地オプショナルツアーの優先予約（注1）。
● �無料宅配便サービス（日本国内に限る／海外乗下船は除く）。
● �乗下船時ハイヤー送迎サービス。※送迎範囲は100km圏内。全区間乗船の場合のみ。
● �「アスカアヴェダ・サロン＆スパ」「海彦」事前予約サービス。

快適な船旅をサポート

※面積にはバルコニーが含まれます。　
※サービス内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※バルコニーを含む客室内は全面禁煙となります。喫煙されるお客様は、船内指定の喫煙スペースをご利用ください。
※救命ボートや救命いかだ、乗下船用タラップなど客船固有の設備のために、一部客室では眺望が妨げられます。

ロイヤルスイート	 バルコニー付／88.2m2 S

★「海彦」メニューを含む、ルームサービスおよび客室内のソフト
ドリンク、アルコールすべて無料。

★ クリーニングサービス。　
★ 客室内専用パソコンサービス（日本経済新聞電子版閲覧可能）。
★ 無料Wi-Fiサービス（一部ご利用いただけない海域がございます）。 など

特典

アスカスイート	 バルコニー付／45.8m2 A スイート	 バルコニー付／33.5m2 C

世界中どこにいても、わが家で暮らすように

機能性と安らぎを備えた
心地よいプライベート空間

ステートKF 角窓（バルコニーなし）
18.4m2 

旅行代金プラン客室のご案内

プレミアダイニング	プレゴ
プライベートな空間でゆったりと眺望とお食事をお楽
しみいただけるディナー専用のプレミアダイニングです。
※プレゴでは、ソフトドリンクの他、ビールを無料にてお召し上がりいただけます。�
※フォーシーズン・ダイニングルームでもディナーをお楽しみいただけます。�

S・A客室ご利用のお客様限定 S・A・C客室ご利用のお客様限定

インルームダイニングサービス
S・A・C客室をご利用のお客様には、朝・昼・夕
食を客室へお届けするサービスがございます
（無料・予約制）。※ご注文はご乗船後に承ります。

※Kステートは、眺望
が妨げられます（例）

早めのご予約がたいへんお得！

◆ 割引のご案内

客 室タイプ 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

ワールド特別割引
適用後の旅行代金 3,300,000 3,900,000 5,000,000 5,200,000 8,000,000 11,000,000 21,000,000
早期全額支払割引
適用後の旅行代金 3,506,000 4,143,000 5,312,000 5,525,000 8,500,000 11,687,000 22,312,000
早期申込割引

適用後の旅行代金 3,671,000 4,338,000 5,562,000 5,785,000 8,900,000 12,237,000 23,362,000
旅行代金 4,125,000 4,875,000 6,250,000 6,500,000 10,000,000 13,750,000 26,250,000

●客室をお2人様でご利用の場合のお1人様あたりの代金です。
●客室をお1人様でご利用の場合、客室K・Cは上記旅行代金の160％、客室F・Eは上記旅行代金の135％、客室Dは上記旅行代金の140％、客室Aは上記旅行代金の180％、客室Sは上記旅行代金の
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。

●お申し込み時に申込金として旅行代金の10％を、2017年7月31日（月）までに中間金として旅行代金の20％を、残金は2017年11月30日（木）までにお支払いください。
　※2017年8月1日（火）以降にお申し込みの場合は、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。
　※ワールド特別割引、早期全額支払割引をご利用の場合は、各期日までに全額お支払いください。
●2018年3月25日横浜～7月4日横浜、2018年3月26日神戸～7月5日神戸、2018年3月25日横浜～7月5日神戸、2018年3月26日神戸～7月4日横浜は同一旅行代金です。

2018年 世界一周クルーズ 旅行代金〈A・Bコース共通〉  （お一人様　単位：円）

［Aコース 横浜発着］ 2018年3月25日（日）▶ 7月4日（水）102日間   ［Bコース 神戸発着］ 2018年3月26日（月）▶ 7月5日（木）102日間

2017年6月30日（金）までに全額お支払いのお客様は
20％割引の旅行代金にてご利用いただけます。

ワールド特別割引 2017年8月31日（木）までに全額お支払いのお客様は、
15％割引の旅行代金にてご利用いただけます。早期全額支払割引 客室番号のご希望を

お預かりいたします。★

2017年11月30日（木）までにお申し込みのお客様は、
早期申込割引の旅行代金にてご利用いただけます。早期申込割引 客室番号のご希望を

お預かりいたします。★

客室番号のご希望はお受けできません。 ★：ただし、客室番号の最終決定は乗船券発券時に確定します。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。
客室番号のご希望について詳しくは裏表紙「お申し込み時の注意事項とご案内」をご覧ください。

万が一のご病気や怪我に備え、海外旅行保険への加入をおすすめします。緊急下船となった場合の搬送や治療費は特に高額になる場合が多く、病院や通訳の手配
など保険会社が代行してくれるサービスもあり安心です。海外旅行保険ご加入のすすめ

柒世界一周クルーズへ出発!!

㆒お申し込み
申込書を提出し、申込金をお支払いください。ご旅
行について不安な方はお気軽にご相談ください。

㆓ 渡航手続き
クルーズの下船日に有効期限が6カ月以上残って
いる旅券（パスポート）をご準備ください。査証（ビ
ザ）などは旅行会社にお問い合わせください。

叅 代金支払い
予約が成立したら2017年7月31日までに中間金
を、その後、2017年11月30日までに旅行代金
の残金をお支払いください。
※ワールド特別割引にてお申し込みの方は、2017年6月30日まで
に、早期全額支払割引にてお申し込みの方は、2017年8月31日ま
でに全額お支払いください。

㆕出発	半年前
船会社による船内生活説明会やオプショナルツ
アー説明会を開催し、ご質問にお答えします。
※オプショナルツアーのお申し込みも開始されます。
※説明会はご予約のお客様が対象です。

⓹出発の	約2カ月前
クルーズの日程表（ドレスコードや出発当日のご
案内など）や宅急便のご案内などをお届けします。

⓺出発の	約1カ月前
乗船券や、船内で行われるイベントのご案内・
エンターテイメントガイドなどをお届けします。
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初めてのご乗船も安心
世界一周クルーズのお客様のうち、約30%
がクルーズ初参加。初めて乗船された
お客様同士が交流を深めることのできる
パーティーも開催いたします。

ロングクルーズでも快適な客室設備
各客室にはテレビやDVDプ
レーヤー、冷蔵庫、ドライヤー、
バスタブ、シャワー付きトイレを
完備。海外向け日本語テレビ放
送もお楽しみいただけます。

船内でかかる費用は？
旅行代金には食事代、移動費、宿泊費、船内で
上演するショーやイベント参加費などが含まれ
ています。チップの心配もいりません。
※船内での飲み物（アルコール、炭酸飲料（除くプレゴ））や
お買い物、アスカアヴェダ・サロン＆スパ利用、クリーニング
サービス、寄港地でのオプショナルツアーなどは別途料金
がかかります。

海外でのツアーも日本語ガイド付きで安心
各寄港地の見どころを楽しめるオプショ
ナルツアーやランドツアーでは、日本語ガ
イドがご一緒いたします。また、ツアーに
よってはイヤホンガイドを使用します。 
※一部の寄港地ツアーでは、英語ガイドがご案内
します。※詳しい日程･ツアー代金はクルーズをお
申し込みのお客様に後日ご案内します。

（注1）S・A客室のお客様のご予約でオプショナルツアーの定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。

●ルームサービス●テレビ：日本の沿岸では衛星放送、海外クルーズではNHKワールド、ワールドプレミアム（NHK海外向け番組）をご覧いただけます● 冷蔵庫：冷蔵庫内のお飲物は、1
日1回補充します。ご自由にお飲みください● 電気製品：国内で使用できるものを客室内のコンセントでご使用いただけます（客室でのアイロン、電気コンロなど熱源機器のご使用はご遠慮く
ださい）● 洗濯：セルフサービスのランドリールームをご自由にお使いいただけます。また、ドライクリーニングやプレスも承ります。※サービスの内容により有料のものがございます。

全室共通のサービス
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飛鳥Ⅱのメインレストラン。エレガ
ントな雰囲気のなか、四季折々の
素材をいかしたお料理をご堪能く
ださい。

フォーシーズン・ダイニングルーム
ビュッフェスタイルの朝食や昼食、
軽食を楽しめるカジュアルレストラ
ン。お天気の良い日には、屋外の
席もおすすめです。

リドカフェ&リドガーデン
柔らかな光に包まれるくつろぎのラ
ウンジ。アフタヌーンティーと一緒
に音楽の演奏をお楽しみいただけ
ます。

パームコート
とれたての新鮮な魚介類を使った
にぎりや魚料理が自慢の寿司処。
大海原を眺めながら食べる江戸
前寿司は格別です。

海彦（有料）
いれたてのコーヒーや飛鳥Ⅱオリ
ジナルハーブティーをどうぞ。ス
イーツやライトスナックも味わえる
カフェです。

ザ・ビストロ

本格的なフレンチ、イタリアン、和食、お寿司からカジュアルなビュッフェ・スタイルのお食事までご堪能いただけます。RESTAURANT レストラン

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。
■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
（同室）を条件とします。
●健康を害している方、車いすなどの器具をご利用になっている方や心身に障害の
ある方、認知症の方、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、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れ
の方、そのほか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。改めて当社からご案内申し上げますので、
旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
●前項のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じ
ます。この際、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、または書面で
それらをお申し出いただくことがあります。
●当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、医師の診
断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。
また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約
のお申し込みをお断りし、または旅行契約の解除をさせていただくことがあります。
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
要する費用は原則としてお客様のご負担とします。
●海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上）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･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。　
■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 取　消　料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

151日前まで 無　料
150日前から121日前まで 旅行代金の3％
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％

■添乗員　●添乗員は同行いたしません。船内係員がお世話いたします。
■最少催行人員　●350名様
最少催行人員に満たない場合は、ご出発の151日前（151日前が土・日・祝日の
場合は、その前の平日）の時点で催行を中止します。

■旅行条件・旅行代金の基準　2017年3月1日を基準としています。
■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
死 亡 補 償 金 2,500万円
入 院 見 舞 金 4万円～40万円

通 院 見 舞 金 2万円～10万円
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、お客様がお申し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きに必要な範
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、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。
●訪問国によっては妊娠中の方に対して査証（ビザ）が必要になる場合がございま
す。妊娠中の方はお申し込み時にお申し出ください。
●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。

お申し込み時の注意事項とご案内
●旅行代金は、客室をお2人様でご利用の場合の、お1人様の代金です。
●客室をお1人様でご利用の場合（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・Ｋ160％、Ｄ140％、Ｅ・Ｆ135％の割増代金となります。相部屋は承っていません。
●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人目の旅行代金は、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。※Dトリプルは3人利用が基本です。

●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。
※ワールド特別割引にお申し込みの方の客室番号のご希望はお預かりできません。

●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
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人様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し込みコースを短縮される場合（乗船区間をフル乗船から区間乗船へ変更さ
れる場合など）や、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。
●6ヶ月未満の乳児はご乗船いただけません。海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上、区間乗船も含
む）には未就学児（6歳以下）もご乗船いただけません。
●15歳未満の方は、保護者の同行（同室）が条件となります。
●15歳以上20歳未満の方は単独でもご乗船いただけますが、保護者の同意書が必要です。
●妊娠中の方は事前にお申し出ください。乗船前に船会社指定の診断書および承諾書を提出いただきます。
●車いすをご使用されるお客様は事前にお申し出ください。原則としてお客様1名様に対して1名の介助い
ただけるご同伴者様（同室）の乗船をお願いいたします。又、ご同伴者様は車いすご使用のお客様と共
に行動していただきます。単独行動はご遠慮ください。
●電動車いすをご使用の場合、前項のほか使用上の制限事項についての承諾書が必要となります。な
お、電動カートはご使用になれません。
●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し出いただき、船会社
指定のお伺い書の提出をお願いいたします。
●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。
●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。
●イベント内容、ゲストエンターテイナーは諸事情により変更になる場合がございます。
●ご乗船に際して必要なデータの正確を期すため、過去の乗船時のデータと異なる申告について取扱旅
行会社へ照会させていただく場合があります。
●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㈱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いただけません。
・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。
・車いす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。

■シャトルバスサービス
港が市内中心地から離れている寄港地では、港から市内中心
地などへシャトルバスを運行します。
※シャトルバスは郵船クルーズ㈱が提供するサービスです。不
催行の場合でも相当額の補償や他運送機関への振替はあ
りません。

〒220-8147 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー
一部のIP電話、国際電話の方は045（640）5301をご利用ください。

0570（666）154   FAX 045（640）5366

観光庁長官登録旅行業　第892号
一般社団法人日本旅行業協会正会員
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