
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。
■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

■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。

（1）健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある
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）をお連れの方その他特別の配慮を必要とする
方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい（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。）。あらためて当社からご
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。

（2）前号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。これ
に際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し
出ていただくことがあります。

（3）当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、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込みを
お断りし、又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
の負担とします。

●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

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、下記ホームページをご確認ください。
厚生労働省検疫感染情報ホームページ　http://www.forth.go.jp/

■海外危険情報及び渡航先の衛生状況について

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、よりより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

（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先の領事館、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下船港での下船日に有効
期限が6ヶ月以上残っている旅券が必要となります。

●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
方はお申込時にお申し出ください。

●オーストラリアでは査証またはETAS（入国許可登録）が必要となります。サイパン・グアムでは
査証またはESTA（電子渡航認証システム）が必要となります。（DD、EEコースのみ）

※査証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、販売店が渡航手続き料金をいただいてお受
けいたします。

■旅券・査証について

■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。

死亡補償金 2,500万円

入院見舞金 4～40万円

2～10万円通院見舞金（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。

（旅行開始の前日から起算してさかのぼって）
■取消料（お客様による旅行契約の解除）

旅行契約の解除日 ピーク時に開始する旅行

31日前まで
30日前から3日前まで

無料

旅行の前 日々から当日まで
旅行代金の20%
旅行代金の50%

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%

2018年1月・2月発
フライ＆クルーズ

区間乗船
パッケージ
ツアー
パッケージ



横浜
神戸

オークランド

フィヨルド

ウェリントン

ヌーメア
イルデパン島

ケアンズ

エアーズロック

シドニー

グアム

サイパン

赤道
世界遺産グレートバリアリーフの玄関口

ケアンズ2/8
世界遺産グレートバリアリーフを
はじめ、太古の熱帯雨林をロー
プウェイや水陸両用車で観光で
きる大自然観光の拠点。

オーストラリアを代表する港町

シドニー2/12 2/13
オペラハウスやハーバーブリッジなど優美な建築物がシ
ンボルのオーストラリアを代表する大都市。郊外には世
界遺産ブルーマウンテンズ国立公園も。

氷河が創った壮大な景勝地
世界遺産のフィヨルド

フィヨルド2/16
フィヨルドランド国立公園は大小
14のフィヨルドからなり、中でも人
気のミルフォードサウンドなどを通
航予定。1000m級の山々や水煙
をあげながら落下する滝などまさに
幽玄の世界です。

はじめてでも安心
リピーターも満足の南の島

グアム3/3
歴史的観光地からマリンアクティビティや
ショッピングも楽しめる人気のリゾート。
恋人岬や眺望抜群の展望台など随所に
海の美しさを感じるスポットがあります。

オプショナルツアー
グアム・サブマリンツアー などマニャガハ島（イメージ）

グアム（イメージ）
©グアム政府観光局

オプショナルツアー
ワインの産地・ハンターバ
レーを訪ねて など

ゆったりとした島時間がながれる

サイパン2/2
抜群の透明度を誇る人気のマニャガハ島、平和へ
の祈りを胸に訪れたい戦跡、さらには先住民継承の
チャモロ料理などが味わえる人気のビーチリゾート。

オプショナルツアー マニャガハ島ビーチプラン など

オプショナルツアー 2大世界遺産ヘリコプター遊覧など

※東京は羽田または成田のいずれかになります。※大阪は関空になります。

オペラハウスやハーバーブリッジなど優美な建築物がシオペラハウスやハーバーブリッジなど優美な建築物がシオペラハウスやハーバーブリッジなど優美な建築物がシ
ンボルのオーストラリアを代表する大都市。郊外には世 氷河が創った壮大な景勝地氷河が創った壮大な景勝地カンガルー（イメージ）

©Tourism Australia

2

ミルフォードサウンド（イメージ）
©Destination Fiordland

グレートバリアリーフ（イメージ）
©Tourism Whitsundays

オペラハウス（イメージ） ©Tourism Australia

2018年オセアニアグランドクルーズ
区間乗船パッケージツアー コース一覧

ページ コース 乗船区間 発着地 旅行期間 飛鳥Ⅱ
宿泊数

P.4-5 プレミアプラン シドニー乗船　

▲

　ヌーメア下船 東京発着／東京発大阪着 2018年2月11日（日） 

▲  

2月28日（水）／18日間 12泊

P.6 AAコース シドニー乗船　

▲

　オークランド下船 東京発着／東京発大阪着 2018年2月 7日（水） 

▲  

2月21日（水）／15日間 　9泊

P.7 BBコース ケアンズ乗船　

▲

　オークランド下船 東京発着／東京発大阪着 2018年2月 7日（水） 

▲  

2月21日（水）／15日間 13泊

P.8 CCコース シドニー乗船　

▲

　オークランド下船 東京発着／東京発大阪着 2018年2月11日（日） 

▲  

2月21日（水）／11日間 　9泊

P.9 DDコース
横浜乗船　     

▲

　オークランド下船 横浜港発／東京着 2018年1月28日（日） 

▲  

2月21日（水）／25日間 24泊

神戸乗船　     

▲

　オークランド下船 神戸港発／大阪着 2018年1月29日（月） 

▲  

2月21日（水）／24日間 23泊

P.10 EEコース
シドニー乗船　

▲

　横浜下船 東京発／横浜港着 2018年2月11日（日） 

▲  

3月  7日（水）／25日間 23泊

シドニー乗船　

▲

　神戸下船 東京発／神戸港着 2018年2月11日（日） 

▲  

3月  8日（木）／26日間 24泊



横浜
神戸

オークランド

フィヨルド

ウェリントン

ヌーメア
イルデパン島

ケアンズ

エアーズロック

シドニー

グアム

サイパン

赤道

山紫水明の地をゆくニュージーランド
世界で最も人の手が入っていな
い自然地域、世界遺産のテ・ワヒ
ポナウム。太古の氷河地形フィヨ
ルドランド国立公園や、ニュージラ
ンド最高峰マウント・クック国立公
園などへご案内します。

2/13 シドニー発

クリアブルーの楽園イルデパン島
「海の宝石箱」と称されるイルデパ
ン島。まぶしいほど白く輝くビーチ
に立つと、足元から水平線の先ま
で、海は透きとおっています。その
美しさをたっぷり体験できるツアー
です。

飛鳥Ⅱを離れ、降路・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。

2/21 オークランド発

フランスの香り漂う
南太平洋の街

ヌーメア2/24
ステンドグラスが美しいセントジョ
セフ大聖堂、新鮮な果物や魚介
類が並ぶマルシェ（朝市）など、南
国の空気の中にもフランス文化
を感じさせる街。

ヌーメア半日観光など

煌めく港と丘陵に抱かれた
ニュージランドの首都

ウェリントン2/18
ニュージーランドの首都、ウェリントンは洗練された大
人の街。コンパクトにまとまった市中心部にはアトラク
ションやアクティビティが満載。そして中心地から一
歩外に出れば、そこには大自然が広がっています。

で、海は透きとおっています。そので、海は透きとおっています。その
美しさをたっぷり体験できるツアー美しさをたっぷり体験できるツアー
です。

ゲストエンターテイナー

井上 順 profile 今井俊輔 profile

歌、踊り、ウィットに富んだ会話
遊び心いっぱいのステージを

コーラスグループ「フォレスタ」の
バリトン今井俊輔のステージ

“田邊昭知とザ・スパイダース”のメ
ンバーとして、「バン・バン・バン」「あ
の時君は若かった」など、数多くの
ヒットソングを生む。解散後もソロデ
ビュー曲「昨日・今日・明日」を始め、
「涙」「お世話になりました」などが
ヒット。伝説の歌番組「夜のヒットス
タジオ」の司会なども担当し、芝居・
歌はもちろんオールラウンドプレイ
ヤーとして多方面で活躍中。

東京藝術大学音楽学部声楽科を
首席で卒業。皇居内の桃華楽堂に
て御前演奏を行う。『マクベス』タイト
ルロール、『カルメン』エスカミーリォ、
『道化師』トニオ、『ラ・ボエーム』マ
ルチェッロ、『第九』などのソリストと
して活躍している。BS日テレ「BS日
本・こころの歌」の中でフォレスタのメ
ンバーとして出演、多数のファンから
熱烈な支持を受けている。

乗船区間 1月28日横浜～2月2日サイパン 乗船区間 3月3日グアム～3月7日横浜

ゲストシェフ

山下春幸 profile

『HAL YAMASHITA 東京』
山下春幸シェフの特別ディナー

「HAL YAMASHITA」オー
ナー兼エグゼクティブシェフ。あ
りとあらゆる食材や調理方法
を用いて、素材の持ち味を最
大限に引き出す「新和食」を
確立させた今注目の料理人の
一人。2010年シンガポール、
2012年アブダビのワールドグ
ルメサミットに日本代表として
出場。

乗船区間 2月12日シドニー～2月21日オークランド

※ゲストエンターテイナー、ゲストシェフの乗船区間は変更となる場合があります。

シドニー・オペラハウス内劇場貸切オペラハウス専属歌劇団

「オペラ・オーストラリア」の公演へご案内

Special Event 2/12夜

客室Aのお客様には指定鑑賞エリアをご用意！2007年に世界遺産に登録され、その独創的で美しい外観が世界中の人々
を魅了するシドニーオペラハウス。当日は“ジョーン・サザーランド劇場”を貸
切にし、国立オペラ歌劇団「オペラ・オーストラリア」所属の歌手によるオペ
ラ・アリアコンサートへご案内致します。
※オペラハウスまではフェリー移動、徒歩移動が含まれます。

オペラ・オーストラリア Profile
オペラハウス専属の国立オペラ歌劇団で世界十二大オペラ団のひとつ。
バロック・オペラからオペレッタ、ミュージカルまで幅広いジャンルの演目を披露し、
近年ではシドニーハーバー全体を舞台とした壮大な公演も話題となりました。

壮大なる“大地のオブジェ”エアーズロック
オーストラリア中央部に位置する
ウルル＝カタ・ジュタ国立公園。
赤色の巨大な一枚岩は、自然景
観としての価値はもちろん、先住
民アボリジニの文化的価値も認
められた世界複合遺産です。

2/8 ケアンズ発

ウェリントン（イメージ）
©Ian Traff ord

ヌーメア（イメージ）
©Toko / NCTPS

ニュージーランド北島に位置する
オセアニア屈指の国際都市

オークランド2/20 2/21
ヨット文化が浸透し、“帆の街”の愛称を持つ
ニュージーランド最大の都市。「羊の国」を実
感するシープランドや南半球でもっとも高いス
カイ・タワーなど見どころも満載。

ヨットセイリング体験 など
オークランド（イメージ）

©Tourism New Zealand

ウルル＝カタ・ジュタ国立公園（イメージ）
©Tourism Australia

マウントクック国立公園（イメージ）
©Keisuke Tanaka

イルデパン島（イメージ）
©Terres de lumière / NCTPS

飛鳥Ⅱを離れ、降路・空路で内陸観光をお楽しみいただく飛鳥Ⅱを離れ、降路・空路で内陸観光をお楽しみいただく飛鳥Ⅱを離れ、降路・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。オプショナルツアーです。オプショナルツアーです。

2/8 ケアンズ発

飛鳥Ⅱ（撮影：中村庸夫）

（イメージ）
©NSW Trade and Investment

さらなる魅力を堪能する
ランドツアー（別料金）

初寄港

オプショナルツアー

オプショナルツアー

ウェリントン近郊のワイナリーを訪ねて などオプショナルツアー

※ランドツアーおよび オプショナルツアーは別料金です。
　掲載のツアーの名称・内容は変更となる場合がございます。
※ の詳細は裏面の「飛鳥Ⅱのオプショナルツアーについて」をご確認ください。
※乗下船港ではオプショナルツアーにご参加いただけません。
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2018年オセアニアグランドクルーズ
区間乗船パッケージツアー コース一覧

クルーズ特典



ル メリディアン・イルデパン プール（イメージ）

ル メリディアン・イルデパン
レストラン（イメージ）

クリアブルーの楽園

シドニー・オペラハウス内劇場貸切
オペラハウス専属歌劇団

「オペラ・オーストラリア」の
公演へご案内

2/12夜

※詳細は3ページをご参照ください。

ヌーメア（イメージ）
©Terres de lumière / NCTPSTerres de lumière / NCTPSTerres de lumière / NCTPS

ル メリディアン・イルデパン
お部屋の一例

ル メリディアン・イルデパン
バンガロー（イメージ）

フランスの香り漂う
南太平洋の街

ヌーメア

飛鳥Ⅱ（撮影：中村庸夫）

ヌーメア（イメージ）
©Toko / NCTPS

4

ニューカレドニアの至宝イルデパン島滞在
オセアニアグランドクルーズ

オペラハウス（イメージ）
©Tourism Australia

イルデパン島（イメージ） ©Terres de lumière / NCTPS

現地の言葉で“クニエ（海の宝石箱）”の別名を持つイルデパン島。
自然が創造した宝石箱の様な絶景が随所に散りばめられています。
白く輝き透き通ったビーチに立つと、その美しさを体感できます。　

イルデパン島



ココティエ広場 天女の噴水（イメージ）
©Terres de Lumière / NCTPS
ココティエ広場 天女の噴水（イメージ）
©Terres de Lumière / NCTPS 5

ニューカレドニアの至宝イルデパン島滞在

シドニー乗船 ➡ ヌーメア下船
添乗員が同行します（復路大阪着はオークランド空港まで）

2018年2月11日（日） ▲  2月28日（水）／18日間／飛鳥Ⅱ 12泊
〈東京発着／東京発大阪着〉

日次・日程 行　程 食事

1 2月11日(日) 【19：00～22：30】東京（成田・羽田）発aシド
ニー（オーストラリア）へ（直行便） 【機中泊】

　 　

機

2 2月12日
(月・祝)

【07：00～10：00】シドニー着
着後、シドニー観光（◎ミセスマッコリーズ
チェア、◎オペラハウス、○ロックス地区）
午後:飛鳥II乗船 特典  N

【
飛
鳥
Ⅱ 

泊
】

機 昼 夕

3 2月13日(火)【19：00】シドニー出港 

朝 昼 夕

4～5 2月14日（水） ～15日（木）終日：クルージング

6 2月16日(金) フィヨルド通航

7 2月17日(土) 終日：クルージング

8 2月18日(日) 【08：30】ウェリントン（ニュージーランド）入港【17：00】出港 
9 2月19日(月) 終日：クルージング

10 2月20日(火)【11：00】オークランド（ニュージーランド）入港  N

11 2月21日(水)【20：00】出港 

12～13 2月22日（木） ～23日（金）終日：クルージング

14 2月24日(土)

【08：00】ヌーメア（フランス領ニューカレドニア）入港
飛鳥Ⅱ下船
午後：ヌーメア発aイルデパン島へ 
 【イルデパン島泊】

15 2月25日(日)
イルデパン島滞在
島内半日観光（ヴァオ村、クト・カヌメラビーチ）
 【イルデパン島泊】

16 2月26日(月)
午前：イルデパン発aヌーメアへ
着後、ヌーメア半日市内観光（ヌーメア博物
館、エフ・オー・エルの丘） 【ヌーメア泊】

17 2月27日(火) 午前：ヌーメア発aオークランドへ
 【オークランド泊】

18 2月28日(水)

早朝：b空港へ
【09：00～11：00】オークランド発a
東京（成田）・大阪（関空）へ（直行便）
【16：00～18：00】東京（成田）・大阪（関空）着

機 機

　

■添乗員： 東京から飛鳥Ⅱ乗船まで、飛鳥Ⅱ下船時から東京まで（大阪着のお客様はオーク
ランド空港まで）同行します。飛鳥Ⅱ船内では船内スタッフがお世話いたします。

■最少催行人員：6名
■利用航空会社：ニュージーランド航空、全日空、カンタス航空、日本航空のいずれか
　　　　　　　（いずれもエコノミークラス）
■利用予定ホテル：
［イルデパン島］ル メリディアン・イルデパン　［ヌーメア］ル メリディアン・ヌーメア
［オークランド］ソフィテル オークランド ヴァイアダクトハーバーまたは
　　　　　  スカイシティ グランドホテル オークランド
※P.11の「各コース共通のご案内」を必ずご確認ください。

プレミアプラン

■旅行代金 大人お1人様（2名1室ご利用の場合）　（　　）内は1名様1室利用代金 （単位／円）

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 Cスイート Aスイート ビジネスクラス
追加代金

東京発着 1,880,000
（2,372,000）

1,981,000
（2,344,000）

2,096,000
（2,494,000）

2,121,000
（2,526,000）

2,566,000
（3,363,000）

2,911,000
（4,371,000） 450,000東京発大阪着または

オークランド（ホテルの例）17日目（2月27日）

ソフィテル オークランド ヴァイアダクト ハーバー

スカイシティ グランドホテル オークランド

シドニーシドニー

ヌーメア

オークランドオークランド

ウェリントン
フィヨルドフィヨルド

イルデパン島イルデパン島

■  イルデパンでは5つ星リゾート
　ル メリディアン・イルデパンに宿泊
■  往復ともに直行便利用
■  シドニー乗船までとヌーメア下船後
　添乗員が同行します

ヌーメアのビーチフロントにあるホテル。客室はすっきりしたラ
インと暖かく居心地のよい雰囲気が特徴で、家具付き専用バ
ルコニーのすぐ前にはヌーメアの美しい自然が広がります。

ニューカレドニアのイルデパン島唯一の5つ星リゾートホテル。
ターコイズブルーの美しいラグーンに囲まれ、自然に調和した
バンガローには、専用パティオが備わります。

ル メリディアン・ヌーメア
 ヌーメア16日目（2月26日）

ル メリディアン・イルデパン
イルデパン島15日目（2月24日・25日）

レストラン（イメージ）

プール（イメージ）お部屋の一例

イルデパンの海（イメージ）

イルデパンでは5つ星リゾートイルデパンでは5つ星リゾート

コースのポイント

   ホテルセレクション

※旅行代金には航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設使用料、
　旅客保安サービス料を含みます。
※アスカクラブご優待割引券がご利用いただけます。
※日本郵船株主様ご優待割引券はご利用いただけません。その他の割引券はご利用いただけません。



世界遺産エアーズロックを訪ねて
シドニー乗船 ➡ オークランド下船
添乗員が同行します（復路大阪着はオークランド空港まで）

2018年2月7日（水） ▲  2月21日（水）15日間／飛鳥Ⅱ 9泊
〈東京発着／東京発大阪着〉

AA
コース

6

オーストラリア大陸のほぼ中央にある、世界最大の一枚岩。荒涼
とした砂漠の真ん中に忽然と姿を現す、高さ348ｍ、周囲約9km
にも及ぶ岩はまさに圧巻です。時間帯によって、見え方が七色に
変化するという岩肌も見逃せません。

■旅行代金 大人お1人様（2名1室ご利用の場合）　（　　）内は1名様1室利用代金 （単位／円）

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 Cスイート Aスイート ビジネスクラス
追加代金

東京発着 1,498,000
（1,785,000）

1,601,000
（1,764,000）

1,690,000
（1,879,000）

1,711,000
（1,907,000）

2,055,000
（2,553,000）

2,321,000
（3,332,000） 440,000東京発大阪着

エアーズロック

ウルル＝カタ・ジュタ国立公園（イメージ）
©Tourism Australia

日次・日程 行　程 食事

1 2月7日(水) 【19:00～22:30】東京（成田・羽田）発a
 【機中泊】

　 　

機

2 2月8日(木)

オーストラリア国内で乗り継ぎaケアンズへ
【09:30～15:30】ケアンズ着
着後、bホテルへ
※ケアンズ到着時間により昼食は機内食又は軽食
をご準備します。
※2/8の夜から2/12までは飛鳥Ⅱオプショナルツ
アーに合流します。 【ケアンズ泊】

機 機 夕
または

機 軽 夕

3 2月9日(金)

飛
鳥
Ⅱ
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ツ
ア
ー

午前：b空港へ
空路、アリススプリングスで乗り継ぎaエ
アーズロックへ（乗り継ぎ時間含め約6時間）
午後：到着後、bホテルへ
夕刻：マウント・オルガ散策
 【エアーズロック泊】

朝 昼 夕

4 2月10日(土)

早朝：エアーズロック
　　  サンライズ見学と周辺観光
※観光後、ホテルにてお寛ぎください
午後：ヘリコプター遊覧 上空からのエアー
ズロックの眺めをお楽しみください
夕景のエアーズロックをご覧いただきなが
ら大自然の中で夕食 【エアーズロック泊】

5 2月11日(日)

午前：出発までゆったりとお過ごしください
ホテル敷地内にある展望台よりエアーズ
ロックの眺望などがお楽しみいただけます
午後：昼食後、b空港へ
空路、エアーズロックよりシドニーへa
（約4時間30分）
夕刻：到着後、bホテルへ
夜：シドニー車窓観光 【シドニー泊】

6 2月12日
(月・祝)

午前:b港へ
午後:飛鳥II乗船 特典  N

【
飛
鳥
Ⅱ 

泊
】

7 2月13日(火)【19：00】シドニー出港 

8～9 2月14日（水） ～15日（木）終日：クルージング

10 2月16日(金) フィヨルド通航
11 2月17日(土) 終日：クルージング

12 2月18日（日）【08：30】ウェリントン（ニュージーランド）入港【17：00】出港 
13 2月19日（月）終日：クルージング

14 2月20日(火)【11：00】オークランド（ニュージーランド）入港  N 　

15 2月21日(水)

早朝：飛鳥Ⅱ下船後、b空港へ
【09：00～11：00】オークランド発a
東京（成田）・大阪（関空）へ（直行便）
【16：00～18：00】東京（成田）・大阪（関空）着

機 機

　

■添乗員： 東京から飛鳥Ⅱ乗船まで、飛鳥Ⅱ下船時から東京まで（大阪着のお客様はオークラ
ンド空港まで）同行します。飛鳥Ⅱ船内では船内スタッフがお世話いたします。

■最少催行人員：4名 
■利用航空会社：ニュージーランド航空、全日空、カンタス航空、日本航空のいずれか
　　　　　　　（いずれもエコノミークラス）
■利用予定ホテル：
［ケアンズ］ヒルトンケアンズ　［エアーズロック］セイルズ イン ザ デザート ホテル
［シドニー］インターコンチネンタル シドニーまたはシャングリ・ラ ホテル シドニーまたは
 　　　　フォーシーズンズホテル シドニー
※P.11の「各コース共通のご案内」を必ずご確認ください。

ウォーターフロントのロケーションを誇るヒルトンケアンズ。自然の
驚異に満ちたこのユニークな地域の魅力を満喫いただけます。

広大な敷地を持つ、砂漠の中のリゾートホテル。名前の通り、外観
は大きなヨットの帆で陽光を遮るような設計になっていて、テラス
からは砂漠の絶景を堪能できます。

ヒルトン ケアンズ

エアーズロック3・4日目（2月9日～10日）

セイルズ イン ザ デザート ホテル

シドニー（ホテルの例）5日目（2月11日）

外観（イメージ）ロビー（イメージ）

外観（イメージ）プール（イメージ）

   ホテルセレクション

日本からオーストラリア国内で日本からオーストラリア国内で日本からオーストラリア国内で
乗り継ぎケアンズへ乗り継ぎケアンズへ乗り継ぎケアンズへ乗り継ぎケアンズへ

エアーズロック

アリススプリングスアリススプリングスアリススプリングス

シドニー オークランド

ウェリントン
フィヨルド

ケアンズ2日目（2月8日）

インターコンチネンタル シドニー

シャングリ・ラ ホテル シドニー

フォーシーズンズホテル シドニー

または

または

※旅行代金には航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設使用料、
　旅客保安サービス料を含みます。
※アスカクラブご優待割引券がご利用いただけます。
※日本郵船株主様ご優待割引券はご利用いただけません。その他の割引券はご利用いただけません。



世界最大級の珊瑚礁
グレートバリアリーフと、
クイーンズランドの湿
潤熱帯地域と2つの
世界遺産があります。

ケアンズ　

日次・日程 行　程 食事

1 2月7日(水) 【19:00～22:30】東京（成田・羽田）発a
 【機中泊】

　 　

機

2 2月8日(木)

オーストラリア国内乗り継ぎaケアンズへ
【09:30～15:30】ケアンズ着
着後、b港へ
※ケアンズ到着時間により昼食は機内食又は
軽食をご準備します。
午後:飛鳥II乗船
【17：00】ケアンズ出港

【
飛
鳥
Ⅱ 

泊
】

機 機 夕
または

機 軽 夕

3～5 2月9日（金） ～11日（日）終日：クルージング

朝 昼 夕

6 2月12日
(月・祝)

【09：00】シドニー入港
 特典  N

7 2月13日(火)【19：00】シドニー出港 

8～9 2月14日（水） ～15日（木）終日：クルージング

10 2月16日(金) フィヨルド通航

11 2月17日(土) 終日：クルージング

12 2月18日(日)【08：30】ウェリントン（ニュージーランド）入港【17：00】出港 

13 2月19日(月) 終日：クルージング

14 2月20日(火)【11：00】オークランド（ニュージーランド）入港  N 　

15 2月21日(水)

早朝：飛鳥Ⅱ下船後、b空港へ
【09：00～11：00】オークランド発a
東京（成田）・大阪（関空）へ（直行便）
【16：00～18：00】東京（成田）・大阪（関空）着

機 機

　

■添乗員： 東京から飛鳥Ⅱ乗船まで、飛鳥Ⅱ下船時から東京まで（大阪着のお客様はオークラ
ンド空港まで）同行します。飛鳥Ⅱ船内では船内スタッフがお世話いたします。

■最少催行人員：4名
■利用航空会社：ニュージーランド航空、全日空、カンタス航空、日本航空のいずれか
　　　　　　　（いずれもエコノミークラス）
※P.11の「各コース共通のご案内」を必ずご確認ください。

ケアンズ乗船 ➡ オークランド下船
添乗員が同行します（復路大阪着はオークランド空港まで）

2018年2月7日（水） ▲  2月21日（水）15日間／飛鳥Ⅱ 13泊
〈東京発着／東京発大阪着〉

Ｋステート、Ｆステートの２名様１室利用が
お得な料金設定となっています

BB
コース

オーストラリアを代表する港町
シドニー

シドニー（イメージ） 
©Tourism Australia

オークランド

オークランド（イメージ）
©Tourism New Zealand

ニュージーランド北島に位置する
オセアニア屈指の国際都市

政治の中心でありながら、緑豊かな丘陵に囲まれた港町。国会議
事堂や国立博物館もあり、自然の美しさと芸術文化の素晴らしさ
を体感できます。

7

ウェリントン（イメージ）
©Rob Suisted

シドニー オークランドオークランド

ウェリントン
フィヨルド

日本からオーストラリア国内で
乗り継ぎケアンズへ乗り継ぎケアンズへ乗り継ぎケアンズへ

ケアンズ（イメージ）

ウェリントン

■旅行代金 大人お1人様（2名1室ご利用の場合）　（　　）内は1名様1室利用代金 （単位／円）

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 Cスイート Aスイート ビジネスクラス
追加代金

東京発着 1,100,000
（1,518,000）

1,261,000
（1,489,000）

1,385,000
（1,649,000）

1,411,000
（1,684,000）

1,890,000
（2,583,000）

2,261,000
（3,668,000） 440,000東京発大阪着

※旅行代金には航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設使用料、
　旅客保安サービス料を含みます。
※アスカクラブご優待割引券がご利用いただけます。
※日本郵船株主様ご優待割引券はご利用いただけません。その他の割引券はご利用いただけません。



シドニー

ケアンズ

サイパン

神戸神戸神戸
横浜

オークランド

ウェリントン
フィヨルド

CC
コース

CC
コース

CC
コース

DD
コース

DD
コース

シドニー乗船 ➡ オークランド下船
添乗員が同行します（復路大阪着はオークランド空港まで）

2018年2月11日（日） ▲  2月21日（水）11日間／飛鳥Ⅱ 9泊
〈東京発着／東京発大阪着〉

CC
コース

日次・日程 行　程 食事

1 2月11日(日)【19：00～22：30】東京（成田・羽田）発aシド
ニー（オーストラリア）へ（直行便） 【機中泊】

　 　

機

2 2月12日
(月・祝)

【07：00～10：00】シドニー着
着後、シドニー観光（◎ミセスマッコリーズ
チェア、◎オペラハウス、○ロックス地区）
午後:飛鳥II乗船 特典 N

【
飛
鳥
Ⅱ 

泊
】

機 昼 夕

3 2月13日(火)【19：00】シドニー出港 

朝 昼 夕

4～5 2月14日（水） ～15日（木）終日：クルージング

6 2月16日(金) フィヨルド通航

7 2月17日(土) 終日：クルージング

8 2月18日(日)【08：30】ウェリントン（ニュージーランド）入港【17：00】出港 

9 2月19日(月) 終日：クルージング

10 2月20日(火)【11：00】オークランド（ニュージーランド）入港  N 　

11 2月21日(水)

早朝：飛鳥Ⅱ下船後、b空港へ
【9：00～11：00】オークランド発a
東京（成田）・大阪（関空）へ（直行便）
【16：00～18：00】東京（成田）・大阪（関空）着

機 機

　

■添乗員： 東京から飛鳥Ⅱ乗船まで、飛鳥Ⅱ下船時から東京まで（大阪着のお客様はオーク
ランド空港まで）同行します。飛鳥Ⅱ船内では船内スタッフがお世話いたします。

■最少催行人員：4名
■利用航空会社：ニュージーランド航空、全日空、カンタス航空、日本航空のいずれか
　　　　　　　（いずれもエコノミークラス）
※P.11の「各コース共通のご案内」を必ずご確認ください。

シドニー（イメージ）
©Karen Gallagher

■旅行代金 大人お1人様（2名1室ご利用の場合）　（　　）内は1名様1室利用代金 （単位／円）

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 Cスイート Aスイート ビジネスクラス
追加代金

東京発着 1,180,000
（1,464,000）

1,280,000
（1,443,000）

1,368,000
（1,558,000）

1,390,000
（1,586,000）

1,733,000
（2,232,000）

2,000,000
（3,011,000） 450,000東京発大阪着

※旅行代金には航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設使用料、
　旅客保安サービス料を含みます。
※アスカクラブご優待割引券、日本郵船株主様ご優待割引券がご利用いただけます。
　その他の割引券はご利用いただけません。
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ニュージーランド最大の国立公園、フィヨルドランド。
氷河の浸食によって造られた雄大な景色を船上よりお楽しみください。

フィヨルド
氷河が創った壮大な世界遺産の景勝地

ロックス地区（イメージ）
©Tourism Australia

オペラハウス（イメージ）
©Tourism Australia

コアラ（イメージ）
©Tourism Australia

世界有数の美港と讃えられるシドニー湾に白い帆を張ったヨットの
様なオペラハウスが映えるオーストラリア最大の都市。開拓の歴史
が始まるロックス地区と現代の高層ビル、植物園や公園との融合
がこの国の多様性を象徴しているかのようです。

シドニー



オークランド

オークランド（イメージ）
©Chris-McLennan

ニュージーランド最大の都市で海に囲まれた帆の街。洗練された
都会でありながら、足を延ばせば自然豊かな島が点在し、のどかな
風景が広がります。

透明度の高い遠浅の
マニャガハ島や海鳥が
飛来するバードアイラン
ド。過去の記憶を今に
伝える戦跡も。先住民
より継承されたチャモ
ロ料理も有名です。

サイパン
ゆったりとした島時間がながれる

サイパン（イメージ）

飛鳥Ⅱ サイパン入港（イメージ）
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■旅行代金 大人お1人様（2名1室ご利用の場合）　（　　）内は1名様1室利用代金 （単位／円）

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 Cスイート Aスイート ビジネスクラス
追加代金

横浜発・
東京着

1,380,000
（2,072,000）

1,614,000
（2,019,000）

1,834,000
（2,305,000）

1,874,000
（2,999,000）

2,724,000
（3,954,000）

3,384,000
（5,880,000） 302,000

神戸発・
大阪着

1,330,000
（2,000,000）

1,561,000
（1,949,000）

1,772,000
（2,224,000）

1,811,000
（2,274,000）

2,627,000
（3,808,000）

3,261,000
（5,658,000） 302,000

横浜乗船 ➡ オークランド下船
神戸乗船 ➡ オークランド下船
添乗員が同行します（復路大阪着はオークランド空港まで）

【横浜乗船】2018年1月28日（日） ▲  2月21日（水）25日間／飛鳥Ⅱ 24泊〈東京着〉
【神戸乗船】2018年1月29日（月） ▲  2月21日（水）24日間／飛鳥Ⅱ 23泊〈大阪着〉

フィヨルド（イメージ） ©Rob Suisted

DD
コース

日次・日程 行　程 食事

横浜
乗船

神戸
乗船 1月28日（日） 横浜乗船【14：00】横浜出港 

【
飛
鳥
Ⅱ 

泊
】　

　

昼 夕
1

2 1 1月29日（月）

【14：00】神戸入港
※横浜乗船の方は下船・上陸できません
神戸乗船
【17：00】神戸出港 

横浜乗船
朝 昼 夕
神戸乗船　 　

夕

3～５ 2～4 1月30日（火）～2月1日（木）終日：クルージング

朝 昼 夕

6 5 2月2日（金）
【08：00】サイパン（北マリアナ諸島）入港
 
【17：00】出港

7～11 6～10 2月3日（土）～7日（水） 終日：クルージング

12 11 2月8日（木）【08：00】ケアンズ（オーストラリア）入港【17：00】出港 

13～15 12～14 2月9日（金）～11日（日） 終日：クルージング

16 15 2月12日（月・祝）
【09：00】シドニー（オーストラリア）入港 
 特典  N

17 16 2月13日（火）【19：00】シドニー出港 

18～19 17～18 2月14日（水）～15日（木） 終日：クルージング

20 19 2月16日（金） フィヨルド通航

21 20 2月17日（土）終日：クルージング

22 21 2月18日（日）【08：30】ウェリントン（ニュージーランド）入港【17：00】出港 

23 22 2月19日（月）終日：クルージング

24 23 2月20日（火）【11：00】オークランド（ニュージーランド）入港 N

25 24 2月21日（水）

早朝：飛鳥Ⅱ下船後、b空港へ
【09：00～11：00】オークランド発a
東京（成田）・大阪（関空）へ（直行便）
【16：00～18：00】東京（成田）・
大阪（関空）着

機 機

　

■添乗員： 飛鳥Ⅱ下船時から東京まで（大阪着のお客様はオークランド空港まで）同行します。
飛鳥Ⅱ船内では船内スタッフがお世話いたします。

■最少催行人員：4名
■利用航空会社：ニュージーランド航空、全日空のいずれか（いずれもエコノミークラス）
※P.11の「各コース共通のご案内」を必ずご確認ください。

※旅行代金には航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設使用料、
　旅客保安サービス料を含みます。
※アスカクラブご優待割引券、日本郵船株主様ご優待割引券がご利用いただけます。
　その他の割引券はご利用いただけません。　



エアーズロック（イメージ）
©Tourism Australia

グレートバリアリーフ（イメージ）
©Tourism Port Douglas and Daintree

キュランダ（イメージ）
©Skyrail Rainforest Cableway

世界遺産

※旅行代金には航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設使用料、
　旅客保安サービス料を含みます。
※アスカクラブご優待割引券、日本郵船株主様ご優待割引券がご利用いただけます。
　その他の割引券はご利用いただけません。
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■旅行代金 大人お1人様（2名1室ご利用の場合）　（　　）内は1名様1室利用代金 （単位／円）

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 Cスイート Aスイート ビジネスクラス
追加代金

東京発・
横浜着

1,598,000
（2,283,000）

1,843,000
（2,232,000）

2,054,000
（2,506,000）

2,093,000
（2,557,000）

2,909,000
（4,090,000）

3,543,000
（5,940,000） 267,000

東京発・
神戸着

1,670,000
（2,355,000）

1,897,000
（2,302,000）

2,117,000
（2,588,000）

2,157,000
（2,640,000）

3,007,000
（4,237,000）

3,667,000
（6,163,000） 267,000

シドニー乗船 ➡
横浜下船
シドニー乗船 ➡
神戸下船
添乗員が同行します

【東京発】2月11日（日） ▲  3月7日（水）／25日間／飛鳥Ⅱ23泊】〈横浜下船〉
【東京発】2月11日（日） ▲  3月8日（木）／26日間／飛鳥Ⅱ24泊】〈神戸下船〉

日次・日程 行　程 食事

横浜
下船

神戸
下船 2月11日(日)【19：00～22：30】東京（成田・羽田）発aシド

ニー（オーストラリア）へ（直行便） 【機中泊】
　 　

機
1 1

2 2 2月12日
(月・祝)

【07：00～10：00】シドニー着
着後、シドニー観光（◎ミセスマッコリーズ
チェア、◎オペラハウス、○ロックス）
午後:飛鳥II乗船  特典 N

【
飛
鳥
Ⅱ 

泊
】

機 昼 夕

3 3 2月13日(火)【19：00】シドニー出港 

朝 昼 夕

4～5 4～5 2月14日（水） ～15日（木）終日：クルージング

6 6 2月16日(金) フィヨルド通航
7 7 2月17日(土) 終日：クルージング

8 8 2月18日(日)【08：30】ウェリントン（ニュージーランド）入港【17：00】出港 
9 9 2月19日(月) 終日：クルージン グ

10 10 2月20日(火)【11：00】オークランド（ニュージーランド）入港  N 　

11 11 2月21日(水)【20：00】出港 

12～13 12～13 2月22日（木） ～23日（金）終日：クルージング

14 14 2月24日（土）【08：00】ヌーメア（フランス領ニューカレドニア）入港【17：00】出港 

15～20 15～20 2月25日（日） ～3月2日（金）
終日：クルージング
2月26日 飛鳥Ⅱ誕生日

21 21 3月3日(土) 【08：00】グアム（アメリカ）入港【17：00】出港 

22～24 22～24 3月4日（日） ～6日（火） 終日：クルージング

25 25 3月7日(水)
【09：00】横浜入港 　飛鳥Ⅱ下船
※神戸着の方は下船・上陸できません
【14：00】出港

横浜港下船
朝

　 　

神戸港下船
朝 昼 夕

26 3月8日(木) 【14：00】神戸入港 　飛鳥Ⅱ下船 朝 昼

　

■添乗員：東京から飛鳥Ⅱ乗船まで同行します。飛鳥Ⅱ船内では船内スタッフがお世話いたします。
■最少催行人員：4名
■利用航空会社：ニュージーランド航空、全日空、カンタス航空、日本航空のいずれか
　　　　　　　（いずれもエコノミークラス）
※P.11の「各コース共通のご案内」を必ずご確認ください。

シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡

シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡

シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡シドニー乗船 ➡

シドニー乗船 ➡ シドニーシドニーシドニー

ヌーメアヌーメアヌーメア

グアム

神戸神戸神戸神戸神戸 横浜横浜

オークランド

ウェリントン
フィヨルド

EE
コース

飛鳥Ⅱ航海中やオプショナルツアーでさまざまな
世界遺産をお楽しみいただけます。

シドニー（イメージ）
©Tourism Australia

○クイーンズランドの湿潤熱帯地域
 　（キュランダ／バロン渓谷国立公園）
○グレートバリアリーフ
○ウルル＝カタ・ジュタ国立公園（エアーズロック）

○シドニー・オペラハウス
○グレーター・ブルーマウンテンズ地域

○テ・ワヒポウナム-南西ニュージーランド
　（フィヨルドランド国立公園）

○ニューカレドニア・バリアリーフ
　（イルデパン島）

2/8 ケアンズ

2/12・13 シドニー

2/16 フィヨルド

2/24 ニューカレドニア

ミルフォードサウンド（イメージ）
©Tourism Eastland Inc

イルデパン島（イメージ）
©Terres de lumière / NCTPS

ブルーマウンテンズ（イメージ）
©Tourism Australia



飛鳥Ⅱ フライ＆クルーズの魅力
飛鳥Ⅱ（撮影：中村庸夫）

■各コース共通のご案内
※行程は2017年7月21日現在の運航予定スケジュールを基準としております。※旅行代金には航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設使用料、旅
客保安サービス料を含みます。燃油サーチャージが変更になった場合でも、返金あるいは追加料金の請求はいたしません。※ビジネスクラスの適用範囲は日本発着の国際線のみ
で他の区間はエコノミークラスになります。※3名様1室利用の旅行代金はお問い合わせください。※Sロイヤルスイートをご希望の方はリクエスト対応で承ります。
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入出港時間一覧
月日 該当コース乗船区間 寄港地 国名 入港時間 出港時間

1月28日（日）DD C D 横浜
日本

―― 14:00
1月29日（月） DD 神戸 14:00 17:00
2月2日（金） サイパン 北マリアナ諸島 8:00 17:00
2月8日（木） BB ケアンズ

オーストラリア
8:00 17:00

2月12日（月・祝） AA EE EEプ
レ
ミ
ア

CC
シドニー

9:00 ――
2月13日（火） ―― 19:00
2月16日（金） フィヨルド通航

ニュージーランド

―― ――
2月18日（日） ウェリントン 8:30 17:00
2月20日（火）

オークランド
11:00 ――

2月21日（水） ―― 20:00

2月24日（土） ヌーメア フランス領
ニューカレドニア 8:00 17:00

3月3日（土） グアム アメリカ合衆国 8:00 17:00
3月7日（水） 横浜

日本
9:00 14:00

3月8日（木） 神戸 14:00 ――

■日程表記載の記号の見方
　a：航空機での移動　b：バスでの移動　◎：下車観光　○：車窓観光
　特典クルーズ特典：郵船クルーズ（株）が提供する無償の特典サービスです。
　※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。
　 ：飛鳥Ⅱオプショナルツアー（写真内の マークは、オプショナルツアーで訪れることが可能な場所）
　※詳細については裏面の「飛鳥Ⅱオプショナルツアーについて」をご確認ください。
　N：オーバーナイトステイ（1泊停泊する寄港地）
　朝：朝食　昼：昼食　夕：夕食　軽：軽食　機：機内食　車：車内食　 ：食事なし

■時間帯の目安 早朝
04：00 06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00 04：00

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

洋上のオアシスで寛ぐひと時

Relaxation

飛鳥Ⅱの行く先を臨みながらコーヒーを味わえる
「ビスタラウンジ」や、大海原を望む大浴場「グラ
ンドスパ」など、飛鳥Ⅱには身も心も解放できるリ
ラクゼーションスポットがたくさんあります。あなた
のお気に入りの場所を是非探してみてください。

夜に昼に華やかに愉しむ

Entertainment

オセアニアグランドクルーズでは普段以上に船
内イベントが盛り沢山。赤道通過祭や飛鳥Ⅱ誕生
日（2月26日）など、海外ロングクルーズならではの
エンターテイメントをお楽しみください。

多彩な食のシーン

Gourmet

朝の焼き立てパンに、夜のフルコース。午後のティー
タイムにはスイーツも。専用パテで作るハンバーガー
も人気です。海外できちんとした和食が味わえるの
も飛鳥Ⅱならでは。バラエティー豊かな極上の味わ
いを揃えて皆様をお待ちしています。ほとんどの食
事が料金に含まれているのもうれしいポイントです。

飛鳥Ⅱは一日中楽しみが満載です。毎日配られる船内新聞「アス
カデイリー」で一日の予定をチェックしてみましょう。
※日本船籍のためカジノではチップの現金化はできません。

船長託送（お荷物預かりサービス）の
ご案内

1月28日の横浜出港前にスーツケースなどの大きな荷物を有料
にて飛鳥Ⅱでお預かりします。（荷物1つにつき ¥25,000）
※船長託送をご利用いただく場合、12月中旬までにお申し込みいただきます。
※一度お預かりしたお荷物は、ご乗船まで返却できません。 
※通関に必要な書類をご記入いただきます。詳細は別途お知らせします。

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

赤道通過祭（イメージ）

飛鳥Ⅱ誕生日（イメージ）

寛ぐ 美食 愉しむ

◆ 短い期間でも飛鳥Ⅱ海外クルーズのハイライトを
   ご堪能いただけます。

◆ 厳選したホテルをご用意し、短い滞在でも
   ご満足いただける宿泊にこだわりました。

◆ 追加代金にてビジネスクラスの手配を承ります。

◆ 燃油サーチャージ、空港税、ドライバーや
   ガイドへのチップなどはツアー代金に含まれます。

◆  ご出発時（ご自宅から空港※まで）・ご帰国時（空港※

からご自宅まで）ともに、スーツケース（お1人様1個）
　の宅配を往復無料でご利用いただけます。
   重いスーツケースを持ち運ぶ必要がありません。
   （港～ご自宅間は別途有料となります。）※空港は成田、羽田、関西になります。



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。
■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

■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。

（1）健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある
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）をお連れの方その他特別の配慮を必要とする
方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい（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。）。あらためて当社からご
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。

（2）前号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。これ
に際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し
出ていただくことがあります。

（3）当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、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込みを
お断りし、又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
の負担とします。

●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

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、下記ホームページをご確認ください。
厚生労働省検疫感染情報ホームページ　http://www.forth.go.jp/

■海外危険情報及び渡航先の衛生状況について

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、よりより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

（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先の領事館、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下船港での下船日に有効
期限が6ヶ月以上残っている旅券が必要となります。

●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
方はお申込時にお申し出ください。

●オーストラリアでは査証またはETAS（入国許可登録）が必要となります。サイパン・グアムでは
査証またはESTA（電子渡航認証システム）が必要となります。（DD、EEコースのみ）

※査証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、販売店が渡航手続き料金をいただいてお受
けいたします。

■旅券・査証について

■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。

死亡補償金 2,500万円

入院見舞金 4～40万円

2～10万円通院見舞金（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。

（旅行開始の前日から起算してさかのぼって）
■取消料（お客様による旅行契約の解除）

旅行契約の解除日 ピーク時に開始する旅行

31日前まで
30日前から3日前まで

無料

旅行の前 日々から当日まで
旅行代金の20%
旅行代金の50%

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%

ご相談・お申し込みは下記の販売店をご利用ください。

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。

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。

表紙：フィヨルドを通航する飛鳥Ⅱ 撮影：中村庸夫　イルデパン ©Ethnotrack / NCTPS、ウルル＝カタ・ジュタ国立公園、シドニー、コアラ（3点とも©Tourism Australia） ※写真は全てイメージです。

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歳以下のお子様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。
●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。 

飛鳥Ⅱ利用客室のご案内  

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

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。 ※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。
※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。

※夕食は2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

全室海側・バスタブ付

※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。

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。

※Kステートは眺望が妨げられます。




