
北海道新幹線はやぶさと
夏の北海道クルーズ６日間

2017年7月22日～27日首都圏発着

小樽 青の洞窟と
夏の北海道クルーズ4日間

2017年7月26日～29日首都圏発着

夏の鳥羽クルーズと
ハイヤープラン４日間

2017年7月17日～20日関西圏発着

関西圏発着首都圏発着

レイル&クルーズ
フライ&クルーズ
レイル&クルーズ
フライ&クルーズ

鳥羽クルーズと
北海道クルーズパッケージツアー

夏
の

祇園祭 宵山 観賞と
夏の鳥羽クルーズ４日間

2017年7月16日～19日首都圏発着



祇園祭・宵山（イメージ）

▲ 緑豊かな木々が町を爽やかに彩る夏の京都。祇園囃子の
音とともに7月の一ヶ月間、京都は祇園祭一色となります。祇
園祭の山鉾巡行前に行われる宵山は山鉾巡行に劣らない
人気を誇り、大変賑わいます。

鳥羽沖に停泊する飛鳥Ⅱ（イメージ）
写真提供：中村庸夫

2017年7月16日（日）～19日（水） 東京駅発／横浜港着

祇園祭 宵山 観賞と夏の鳥羽クルーズ４日間

神戸（イメージ）

■旅行代金 （大人お1人様・２名様１室料金ご利用の場合）　
各客室タイプ下段・網掛け内はシングル代金 （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 Cスイート Aスイート

258,000 288,000 316,000 321,000 431,000 518,000
309,000 348,000 384,000 391,000 611,000 890,000

※アスカクラブご優待割引券または日本郵船株主様ご優待割引券がご利用いただけます（併用不可）。またその他の割引券はご利用いただけません。

外観（イメージ） ロビー（イメージ）

※往路の新幹線につきましては、品川駅・新横浜駅でも乗車が可能です。ご予
約時にお申し出ください。旅行代金は東京駅発と同額です。
■日程表中のマーク：t電車／bバス／s船／◎下車観光
■食事回数： 朝食3回・昼食3回・夕食3回
■ 添乗員：京都駅から飛鳥Ⅱ乗船時まで同行いたします。飛鳥Ⅱ船内では、船内
スタッフがお世話いたします。
■利用ホテル：神戸メリケンパークオリエンタルホテル
■利用バス会社：東豊観光バスまたは京都ヤサカ観光バスまたは
　日本交通大阪またはタクシー
■最少催行人員：8名
※ 7月18日鳥羽では、テンダーボートまたは地元ボートでの上陸予定です。天候によっては上陸
できないことがございます。また、安全確保のため車椅子での上陸用ボートへの乗船はできま
せんのであらかじめご了承ください。

まわりを270度海に囲まれ、神戸ポートタワーに隣接した、港町らしい雰囲気を感
じられる場所に建つ白亜のホテル。全客室に広いバルコニーを設置しているの
で神戸港を一望できるお部屋でゆったりとお過ごしください。

神戸メリケンパークオリエンタルホテル日次 行程 食事

1 7/16日

東京駅（09:30～11:00）発 品川駅・新横浜駅
t〈新幹線・グリーン車〉 京都駅・昼食 b 　

◎ 祇園祭 宵山 観賞 （現地ガイドがご案内） b

b ホテル
 【神戸メリケンパークオリエンタルホテル 泊】

　

昼
夕

2 7/17月・祝

ホテル b ◎六甲ガーデンテラス 昼食
◎北野異人館街 b 神戸港
飛鳥Ⅱ乗船　神戸港（17:00出港） s

 【飛鳥Ⅱ 泊】

朝
昼
夕

3 7/18火

s 鳥羽港（08:00入港）　錨泊
飛鳥Ⅱオプショナルツアー

鳥羽港（17:00出港）
★スペシャルステージ 【飛鳥Ⅱ 泊】

朝
昼
夕

4 7/19水
s 横浜港（09:00入港）飛鳥Ⅱ下船 朝　

　

首都圏発着

▲六甲山の豊かな自然を背に、北野の異人館街や、レトロ建
築が立ち並ぶ旧居留地、賑やかな南京町など、異国情緒あふ
れる港町神戸。海から眺める神戸港の美しさも格別です。

▲伊勢志摩国立公園にある鳥羽は、養殖真珠が育まれる美
しい海が自慢です。

こちらについては最終ページをご確認ください。飛鳥Ⅱオプショナルツアー

情熱のパーカッショニスト
カルロス菅野～熱帯Super Jam～

　　　スペシャルステージ
18

7

日本のラテン・ミュージックシーンを代表するパーカッショニスト、
カルロス自身がプロデュースするラテン・ジャズ・セッション・ユニット「熱帯Super Jam」
とともに飛鳥Ⅱに登場します。変幻自在な熱いジャム・セッションをお楽しみください。

※こちらのコースは宵山観賞の際に、専門ガイドと歩きながら山鉾を
　見学します。（約2～3時間）



■旅行代金 （大人お1人様・２名様１室料金ご利用の場合）　各客室タイプ下段・網掛け内はシングル代金 （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 Cスイート Aスイート

442,000 467,000 517,000 527,000 727,000 887,000
522,000 554,000 619,000 632,000 1,039,000 1,295,000

※アスカクラブご優待割引券または日本郵船株主様ご優待割引券がご利用いただけます（併用不可）。またその他の割引券はご利用いただけません。

函館夜景（イメージ）

北海道新幹線はやぶさと夏の北海道クルーズ６日間

▲北海道開拓の要衝として栄え、小樽運河と石造り倉庫
が当時の面影を伝えています。石油ランプ製造から続く
繊細で華麗な魅力の北一硝子や、近世ヨーロッパの様
式の建物小樽・旧日本郵船小樽支店など明治時代の雰
囲気を色濃く伝える名所を訪れます。

小樽・北一硝子（イメージ）

函館朝市（イメージ）

小樽（イメージ）

外観（イメージ） 13階夜景バー（イメージ）

※往路の新幹線につきましては、上野駅・大宮駅でも乗車が可能です。ご予約
時にお申し出ください。旅行代金は東京駅発と同額です。
■日程表中のマーク：t電車／bバス／s船／a航空機／●入場観光／
　◎下車観光
■食事回数：�朝食5回・昼食5回・夕食5回
■�添乗員：新函館北斗駅から飛鳥Ⅱ乗船時まで、飛鳥Ⅱ下船時から新千歳空港
まで同行いたします。飛鳥Ⅱ船内では、船内スタッフがお世話いたします。
■利用ホテル：フォーポイントバイシェラトン函館
■利用航空会社：日本航空または全日空（いずれも普通席）
■利用バス会社：北海道観光バスまたは北海道グローバル観光バスまたは
　厚沢部観光バスまたは札幌観光バスまたはタクシー
■最少催行人員：8名

有名な朝市はホテルのすぐ横です。客室からは函館港や函館山の美景を一望でき、
歴史情緒あふれる街並みや夜景がご堪能いただけます。お客様へ洗練された空間
と あたたかいおもてなしでお迎えいたします。

フォーポイントバイシェラトン函館日次 行程 食事

1 7/22土

東京駅（09:00～12:30）発 上野駅・大宮駅
t〈新幹線・グリーン車〉 新函館北斗駅 b ホテル　
ホテル b ◎ 函館山夜景観賞 � b ホテル����
� 【フォーポイントバイシェラトン函館�泊】

　
　

夕

2 7/23日

函館朝市（自由散策）　ホテル（10:30～11:30） b

※ホテル出発まで函館朝市等を自由に散策下さい
b ◎金森赤レンガ倉庫 b 昼食 b

●五稜郭公園・タワー b 函館港
飛鳥Ⅱ乗船　函館港（22:00出港） s � 【飛鳥Ⅱ�泊】

朝
昼
夕

3 7/24月
終日クルージング s

船内の様々なイベントでお楽しみください。� 【飛鳥Ⅱ�泊】
朝
昼
夕

4 7/25火

s 網走港（08:00入港）
飛鳥Ⅱオプショナルツアー

網走港（17:00出港） s � 【飛鳥Ⅱ�泊】

朝
昼
夕

5 7/26水

s 利尻港（07:00入港）〈錨泊〉
飛鳥Ⅱオプショナルツアー

利尻港（17:00出港） s � 【飛鳥Ⅱ�泊】

朝
昼
夕

6 7/27木

s 小樽港（08:00入港）飛鳥Ⅱ下船 b 小樽散策
（◎北一硝子　●旧日本郵船小樽支店） b 昼食
b ◎ニッカウヰスキー余市蒸溜所見学（ガイドツアー）

b  新千歳空港…a…羽田空港（19:00～22:00）着

朝
昼　

2017年7月22日（土）～27日（木） 東京駅発／羽田空港着首都圏発着

北海道新幹線 H5系 はやぶさ（イメージ）
函館・金森レンガ倉庫（イメージ）

▲ 世界三大夜景の一つにもあげられる函館山からの夜
景。ゆるやかな海岸線に囲まれた市街地の光り輝く美しさ
をご堪能ください。五稜郭公園や金森レンガ倉庫、朝市な
ど見どころが多いのも魅力です。

こちらについては最終ページをご確認ください。飛鳥Ⅱオプショナルツアー



■旅行代金 （大人お1人様・２名様１室料金ご利用の場合）　各客室タイプ下段・網掛け内はシングル代金 （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 Cスイート Aスイート

267,000 279,000 304,000 309,000 409,000 489,000
307,000 324,000 356,000 363,000 566,000 694,000

※アスカクラブご優待割引券または日本郵船株主様ご優待割引券がご利用いただけます（併用不可）。またその他の割引券はご利用いただけません。

小樽青の洞窟（イメージ）

▲

小樽国定公園内にある「青の洞窟」への春～秋の期間限定のクルーズ。
自然の偶然が重なりあってできた、青く輝く光が美しい神秘的な光景をお楽しみください。

小樽 青の洞窟と夏の北海道クルーズ4日間

▲“日本のウイスキーの父”と呼ばれる創業者・竹鶴政孝が、ウイスキーづくりの
第一歩として選んだ場所。工場内の見学、試飲、直売所でのショッピングなどを
お楽しみください。

小樽運河（イメージ）

ニッカウヰスキー余市蒸溜所（イメージ）

外観（イメージ

客室の一例

ロビー（イメージ）

■日程表中のマーク：bバス／s船／a航空機／●入場観光／◎下車観光
■食事回数：�朝食3回・昼食3回・夕食3回
■�添乗員：新千歳空港から飛鳥Ⅱ乗船時まで同行いたします。飛鳥Ⅱ船内で
は、船内スタッフがお世話いたします。
■利用ホテル：オーセントホテル小樽
■利用航空会社：日本航空または全日空（いずれも普通席）
■利用バス会社：�北海道グローバル観光バスまたは札幌観光バスまたは
　タクシー
■最少催行人員：8名

浪漫の街小樽を現代の感性でとらえた外観と最上級のおもてなしで皆様をお迎
えし、心からおくつろぎいただけるホテルです。気品のある空間と和む客室。レスト
ランやバーなど時間を楽しむ施設も充実しています。

オーセントホテル小樽日次 行程 食事

1 7/26水

羽田空港（07:30～09:30）発…a…新千歳空港
新千歳空港 b 札幌市内（昼食） b

● 小樽青の洞窟クルーズ （90分） b 小樽（泊）

� 【オーセントホテル小樽�泊】

　

昼
夕

2 7/27木

ホテル b ◎ニッカウヰスキー余市蒸溜所（ガイド
ツアー） b 小樽港
飛鳥Ⅱ乗船　小樽港（13:00出港） s

� 【飛鳥Ⅱ�泊】

朝
昼
夕

3 7/28金

終日クルージング s

船内の様々なイベントでお楽しみください。

� 【飛鳥Ⅱ�泊】

朝
昼
夕

4 7/29土
s 横浜港（09:30入港）飛鳥Ⅱ下船 朝　

　

2017年7月26日（水）～29日（土） 羽田空港発／横浜港着首都圏発着

・青の洞窟までは専用ボートを利用します。
・専用ボートは屋根無しのため、水しぶきなどで濡れる場合がございます。
・ツアー以外の他のお客様と相乗りになる場合がございます。
・荒天により中止になる場合がございます。

青の洞窟クルーズについて



■日程表中のマーク：t電車／s船　■食事回数：�朝食3回・昼食1回・夕食2回
■添乗員：添乗員は同行しません。飛鳥Ⅱ船内では、船内スタッフがお世話いたします。
■利用ホテル：パレスホテル東京　■最少催行人員：8名　※7月18日鳥羽では、テン
ダーボートまたは地元ボートでの上陸予定です。天候によっては上陸できないことがございます。また、
安全確保のため車椅子での上陸用ボートへの乗船はできませんのであらかじめご了承ください。

※ハイヤー利用中の有料道路代や駐車場代などの費用はお客様負担となります。　
※復路の新幹線につきましては、京都駅・新大阪駅でも下車が可能です。ご予約時
にお申し出ください。旅行代金は新神戸駅着と同額です。

東京の中心にありながら緑豊かな丸の内に位置しています。全室４５平米以
上の広さを確保し、ゆとりのホテルライフを実現。東京駅からも徒歩圏内で、
銀座、日本橋も至近です。

パレスホテル東京 日次 行程 食事

1 7/17月・祝
飛鳥Ⅱ乗船　神戸港�（17:00出港） s

� 【飛鳥Ⅱ�泊】

　
　

夕

2 7/18火

s 鳥羽港（08:00入港）　錨泊
飛鳥Ⅱオプショナルツアー

鳥羽港�（17:00出港） s

★スペシャルステージ� 【飛鳥Ⅱ�泊】

朝
昼
夕

3 7/19水

s 横浜港（09:00入港）飛鳥Ⅱ下船
 ハイヤー（6時間チャーター）�にて自由散策�　
各自ホテルへ　 オプショナル夕食プラン  屋形船乗船

� 【パレスホテル東京�泊】

朝　
　

4 7/20木
終日自由行動　東京駅 t〈新幹線・グリーン車〉
京都駅・新大阪駅 新神戸駅（16:00～18:00）着

朝　
　

情熱のパーカッショニスト
カルロス菅野〜熱帯Super Jam〜スペシャルステージ18

7

19
7

オプショナル夕食プラン

屋形船で夕食プラン
レインボーブリッジやスカイツリーだけではなく
東京タワーやその他の厳選スポットを見ながらお食事を楽しんでいただけます。
※本オプショナルツアーには添乗員は同行いたしません。　※乗船場所およびご宿泊ホテルまで
はお客様ご自身で移動いただきます。　※屋形船は貸切ではございません。他のお客様との混乗
となります。

コースの一例 晴海乗船場

▲

レインボーブリッジ

▲

お台場

▲

隅田川・清洲橋

▲

晴海乗船場

夏の風物詩

■旅行代金�大人1名様／12,000円　■最少催行人員／2名

こちらについては最終ページをご確認ください。飛鳥Ⅱオプショナルツアー

■旅行代金 （大人お1人様・２名様１室料金ご利用の場合）　
各客室タイプ下段・網掛け内はシングル代金 （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 Cスイート Aスイート

233,000 263,000 291,000 296,000 406,000 493,000
347,000 386,000 422,000 428,000 649,000 928,000

※アスカクラブご優待割引券または日本郵船株主様ご優待割引券がご利用いただけます（併用不可）。またその他の割引券はご利用いただけません。
※販売店の皆様へ…本オプショナルツアーは発生手配です。お申し込み後予約の可否をご連絡いたします。

外観（イメージ） 客室の一例

夏の鳥羽クルーズとハイヤープラン４日間

春〜秋の間だけ見ることができる
神秘的な小樽・青の洞窟へご案内します。昨年開業の

北海道新幹線（グリーン車）を利用して
函館まで列車の旅を楽しめます。 2日目は早い

飛鳥Ⅱ乗船でクルーズ
ライフも満喫できます。世界三大夜景に数えられる

函館山の夜景をゆっくり観賞します。

2017年7月17日（月・祝）～20日（木） 神戸港発／新神戸駅着関西圏発着

日本三大祭りのひとつ祇園祭の
昼間の宵山を観賞するコースです。

山鉾を間近に見ながら専門ガイドが
ツアーのお客様だけにご案内します。

祇園祭の宵山観賞と

夏の鳥羽クルーズ４日間

小樽 青の洞窟と

夏の北海道クルーズ4日間
北海道新幹線はやぶさと
夏の北海道クルーズ６日間

飛鳥Ⅱ クルーズ

珠玉の4コースのポイント

飛鳥Ⅱ下船後は
貸切のハイヤータクシーで自由に
横浜や東京を観光できます。（6時間チャーター）

オプショナルプランでは、
夏の風物詩 屋形船での夕食をご用意！

夏の鳥羽クルーズと
ハイヤープラン４日間



飛鳥Ⅱ利用客室のご案内 全室海側・バスタブ付

■募集型企画旅行契約
この旅行は郵船クルーズ（株）（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　観
光庁長官登録旅行業第892号。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、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・観光料金（バス料金・ガイド料金・入場

料）、宿泊料金、食事料金
●手荷物の運搬料金（原則としてお1人様1個、但し、航空会社の規定重量・容積・個数の範囲内）
●旅行日程中の海外空港税
●日本国内の空港施設使用料・旅客保安サービス料
●航空会社の燃油サーチャージ
※契約成立後に燃油サーチャージが増減または廃止されても、増額・返金はございません。
[注]上記諸費用は、お客様の都合により、一部ご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）
●超過手荷物料金（規定の重量・容積・個数を超える分について）
●飲物代、クリーニング、電報・電話料、ホテルのルームボーイ、メイドなどに対するチップ、その

他追加飲食等、個人的性質の費用およびそれに伴う税・サービス料
●傷害、疾病に関する治療費、渡航手続き費用（旅券用印紙代、査証料、予防接種料金、傷

害・疾病保険料および渡航手続取扱料金）
●ご自宅から発着空港／港までの交通費、宿泊費
●ご希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金

●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。

■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。
●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。

旅行条件 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。

●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付けること
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。

■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い

●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。

■旅行契約の成立時期

●各コース8名様
■最少催行人員

この旅行条件は2017年5月2日を基準としています。また、旅行代金は2017年5月2日現在の
有効な運賃・規則を基準として算出しています。

■旅行条件・旅行代金の基準

■特別補償
当社は、当社又は当社が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。

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。

■個人情報の取扱いについて

■取消料（お客様による旅行契約の解除）

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

旅行開始後または無連絡不参加

取消日 取消料

旅行代金の100％

無　料21日前まで
旅行代金の20％20日前から8日前まで
旅行代金の30％7日前から2日前まで
旅行代金の40％旅行開始日の前日
旅行代金の50％旅行開始日の当日

死亡補償金 1,500万円
入院見舞金 2～20万円

1～5万円通院見舞金（通院3日以上）
お客様1名につき3千円～15万円 ※1 ※2携帯品損害補償金

※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。

お申し込み時のご案内とご注意
●旅行代金は客室をお2人でご利用の場合の、お1人様の代金です。
●客室の3人利用についてはお問い合わせください。
●客室をお1人でご利用の場合は、シングル代金となります。
●6ヶ月未満の乳児はご参加いただけません。

●15歳未満の方は、保護者の同行（同室）が必要となります。乳幼児（6歳までの未就学児）のお子様は、
ご乗船前に当社指定の承諾書が必要となります。

●15歳以上20歳未満の方は、単独参加可能ですが、保護者の同意書が必要です。
●ご乗船に際して必要なデーターの正確を期すため、過去の乗船時のデーター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ございます。
●本ツアーでは客室番号のご希望はお受けできません。

●観光や送迎のバスはJTB首都圏と郵船クルーズの両社で募集・企画しているお客様が混
乗となる場合がございます。又、両社のお客様の旅程管理を両社が共通で派遣する添乗員
1名でご案内させていただく場合がございます。

●気象・海象の状態によりクルーズスケジュール・航路を変更させていただくことがございます。
※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は郵船クルーズ（株）が企画・実施します。
◆別途、「オプショナルツアー資料」をご用意いたします。
◆詳しい日程および申込書はご予約のお客様へご乗船前に別途送付いたします。

◆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のご予約は、全区間乗船のお客様、ロイヤルスイートまたはアスカスイートをご予約されたお客

様を優先とさせていただきます。
◆オプショナルツアーは満席または催行中止の場合もございます。あらかじめご了承ください。

OP 飛鳥Ⅱのオプショナルツアーについて ◆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。

◆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。 

SHIP DATA   ■総トン数：50,142トン　■全長：241m　■全幅：29.6m　
　　　　　　　  ■乗客数：872名　■就航：2006年2月

※面積にはバルコニーが含まれます。
※救命ボートや救命いかだ、乗下船用タラップなど、客船に固有の設備のため一部客室では眺望が妨げられます。 
※Sロイヤルスイートの設定はございません。※バルコニーを含む客室内は全面禁煙です。

D・Eバルコニー
バルコニー付／22.9㎡
飛鳥Ⅱで最も室数が多く、平均
的な客室タイプ。開放的で明る
い窓とバルコニーを持ち、外の
景色も存分に楽しめます。

F・Kステート
角窓（バルコニーなし）／18.4㎡

機能的で、落ち着く空間、全室
バスタブ付き。アクティブな方や
リーズナブルに旅をされたい方
にお勧めです。

※D、Eバルコニーはデッキの階数が異
なります。

Cスイート
バルコニー付／33.5㎡バルコニー付／45.8㎡
お部屋でお食事が取れるイン
ルームダイニングサービスはC
スイート以上となります。

Aアスカスイート

落ち着いたリビングで上質の住
空間をお楽しみください。

※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。（夕食は二回制です）

プレミアダイニング プレゴ
ロイヤルスイートとアスカスイートご利用の
お客様専用のダイニングルーム。落ち着いた雰囲
気の中でディナーをお楽しみください。

アスカスイートのお客様限定

※Kステートは眺望が妨げられます。

ご相談・お申し込みは下記の販売店をご利用ください。

http://www.asukacruise.co.jp

●旅行企画・実施

郵船クルーズ株式会社

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引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、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者に
お尋ねください。

観光庁長官登録旅行業 第892号
総合旅行業務取扱管理者：池田栄一
一般社団法人 日本旅行業協会正会員
〒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
　  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。

北海道新幹線はやぶさと
夏の北海道クルーズ６日間

2017年7月22日～27日首都圏発着

小樽 青の洞窟と
夏の北海道クルーズ4日間

2017年7月26日～29日首都圏発着

夏の鳥羽クルーズと
ハイヤープラン４日間

2017年7月17日～20日関西圏発着

関西圏発着首都圏発着

レイル&クルーズ
フライ&クルーズ
レイル&クルーズ
フライ&クルーズ

鳥羽クルーズと
北海道クルーズパッケージツアー

夏
の

祇園祭 宵山 観賞と
夏の鳥羽クルーズ４日間

2017年7月16日～19日首都圏発着




