
レイル＆クルーズレイル＆クルーズ

1年で一番
ロマンチックなシーズンは、
飛鳥Ⅱで特別なクリスマスを
お楽しみください。

Xmasパッケージツアークリスマス

日2017年12月15日（金）～12月17日（日）

首都圏発着｜BBコース
関西圏発着｜CCコース
Xmas JAZZ ON ASUKAⅡ
JR・観光付3日間

Xmas横浜・名古屋クルーズと
なばなの里イルミネーション観光3日間

首都圏発着｜AAコース

2017年12月10日（日）～12月12日（火）

飛鳥Ⅱ総料理長による
クリスマスディナー
特別バージョンでお贈りする
華麗なクリスマスショー
特別な夜だから
華やかにドレスアップ

Merry Christmas　Merry Christmas　Merry Christmas　Merry Christmas　Merry Christmas

なばなの里（イメージ）

神戸（イメージ）
©（一財）神戸国際観光
コンベンション協会

飛鳥Ⅱ（イメージ）撮影：中村庸夫

クリスマスデコレーション（イメージ）

クリスマスディナー（イメージ）

クリスマスショー（イメージ）

ドレスアップ（イメージ）



　  Xmas JAZZ ON ASUKAⅡ
JR・観光付 3日間

なばなの里（イメージ）

首都圏発着｜AAコース

Xmas横浜・名古屋クルーズと
なばなの里イルミネーション観光  3日間

■旅行代金 大人お1人様（2名1室ご利用の場合） （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アスカスイート

首都圏発着
AAコース 158,000 169,000 180,000 183,000 225,000 260,000

※アスカクラブご優待割引券がご利用いただけます（併用不可）。
　また、日本郵船株主様ご優待割引券およびその他の割引券はご利用いただけません。
※1名様1室利用はございません。

■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アスカスイート

首都圏発着｜BBコース 154,000（181,000） 176,000（210,000） 196,000（236,000） 200,000（241,000） 280,000（411,000） 344,000（513,000）

関西圏発着｜CCコース 155,000（182,000） 178,000（212,000） 198,000（238,000） 202,000（243,000） 282,000（412,000） 346,000（515,000）
※アスカクラブご優待割引券がご利用いただけます（併用不可）。また、日本郵船株主様ご優待割引券およびその他の割引券はご利用いただけません。

日次 行程 食事

1 12/10日
飛鳥Ⅱ乗船　横浜港（17：00出港）
★クリスマスディナー　★クリスマスショー

s � 【飛鳥Ⅱ�泊】

　 　

2 12/11月

s 名古屋港（10：00入港）　飛鳥Ⅱ下船
b 伊勢・戸田家料庵（昼食） b ◎伊勢神宮・外宮

b ◎伊勢神宮・内宮 b 長島
＊夕食後、イルミネーション観光（希望者）
ホテル b ●なばなの里 b ホテル�【ホテル花水木（本館）�泊】

朝 昼 夕

3 12/12火
ホテル b ◎熱田神宮 b ●名古屋城 b 慶葉閣（昼
食） b ●徳川園 b 名古屋駅発 t〈新幹線・グリーン
車〉 東京駅（17：30〜19：30）着

　

■日程表中のマーク：�●入場観光／◎下車観光／t電車／bバス／s船
■食事回数：�朝食2回・昼食2回・夕食2回
■添乗員：飛鳥Ⅱ下船時から名古屋駅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：�ホテル花水木（本館）和室　■最少催行人員：10名
■�利用バス：名鉄観光バスまたは名阪近鉄バスまたはタクシー

日次 行程 食事

1 12/15金
飛鳥Ⅱ乗船　神戸港（17：00出港）
★クリスマスディナー　★クリスマスショー

s � 【飛鳥Ⅱ�泊】

　 　

夕

2 12/16土
終日：クルージング s
★阿川泰子スペシャルステージ� 【飛鳥Ⅱ�泊】

朝 昼 夕

3 12/17日

s 横浜港（9：00入港）　飛鳥Ⅱ下船
b ●東京スカイツリー®（天望デッキ）

b ◎浅草（浅草寺・仲見世・昼食） b 東京
駅発 t〈新幹線・グリーン車〉 京都駅・新
大阪駅 新神戸駅（17：30〜19：30）着

　

■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。
■日程表中のマーク：�●入場観光／◎下車観光／t電車／bバス／s船
■食事回数：�朝食2回・昼食2回・夕食2回
■添乗員：飛鳥Ⅱ下船時から東京駅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。
■�利用バス：アイビーエスまたは東京ヤサカ観光バスまたはタクシー
■最少催行人員：8名

日次 行程 食事

1 12/15金

東京駅（8：00〜9：30）発 品川駅・新横浜駅
t〈新幹線・グリーン車〉 京都駅着

b ●清水寺・おかべ家（昼食） b
神戸港　飛鳥Ⅱ乗船　神戸港（17：00出港）
★クリスマスディナー　★クリスマスショー

s � 【飛鳥Ⅱ�泊】

　

昼 夕

2 12/16土
終日：クルージング s
★阿川泰子スペシャルステージ� 【飛鳥Ⅱ�泊】

朝 昼 夕

3 12/17日
s 横浜港（9：00入港）　

飛鳥Ⅱ下船

　 　

■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：�●入場観光／t電車／bバス／s船
■食事回数：�朝食2回・昼食2回・夕食2回
■添乗員：東京駅から飛鳥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。
■�利用バス：東豊観光バスまたはヤサカ観光バスまたはタクシー
■最少催行人員：8名

浅草寺・仲見世清水寺
飛鳥時代628年創建の「浅草寺」は、都内
最古の由緒あるお寺です。「雷門」から境内
まで伸びる参道「仲見世」から漂う江戸の
風情とワクワク感など活気あふれる下町を
巡ります。

清水の観音として多くの人々が参拝。参道
を上ると東山の音羽山を背に仁王門、西
門、三重塔（いずれも重要文化財）が迎えて
くれます。四季折々の美しさを背景にした懸
崖造りの本堂（国宝）は、断崖の上にせりだ
し、市街地の眺望も最高です。

ジャズ・シンガー 阿川泰子
文学座演劇研究所にて演劇を学び、東宝映画「青春の門」、テレ
ビドラマ「太陽にほえろ！」などに出演。その後ジャズ・シンガーと し
て1978年にアルバム『Yasuko "LOVE - BIRD"』でデビューし、
1981年アルバム『SUNGLOW』で大ヒットを記録。以降、海外の
一流ミュージシャンとのコラボレーションなど、精力的に活動している。

ラウンジライブも開催

阿川泰子
スペシャルステージ

2017年12月15日（金）～12月17日（日）

ジャズ・シンガーの第一人者・阿川泰子の
華麗なステージを心ゆくまで。「フライ・ミー・
トゥー・ザ・ムーン」「星に願いを」「オー
バー・ザ・レインボー」など、スタンダードナ
ンバーを含む珠玉の名曲をお贈りします。

サックスプレイヤー
ユッコ・ミラー

2016年9月キングレコードよりメ
ジャーデビューし、テレビや雑誌を
賑わす実力派のサックス奏者。エ
リック・マリエンサル氏に師事。ブ
ルーノート東京でのキャンディー・ダ
ルファー来日公演やグレン・ミラー・
オーケストラのジャパンツアーにス
ペシャルゲストとして出演を果たす
など国内外で活躍するトップミュー
ジシャンと多数共演。海外でのフェ
スティバルにも出演するなど、世界
的に高い評価を得ている。

ジャズバイオリニスト
北床宗太郎

5歳からバイオリンを始め、法政大
学入学後ジャズバイオリンに出会
う。2005年アメリカにてジョン・ブ
レイク氏に師事し、同年横濱ジャ
ズプロムナード、コンペティ ション
部門で3部門受賞。オンラインジャ
ズレッスン総合プログラム「JAZZ 
VIOLIN DIRECTION JAPAN」
を主宰し、ジャズバイオリン文化の
普及とプレイヤー育成に取り組ん
でいる。

2日目
12/16
（月）

◆�名古屋のシンボルの「名古屋城」や海に見立てた池を中心に
見どころをぐるりと巡る池泉回遊式庭園の「徳川園」を観光し、
昼食は名古屋名物の「ひつまぶし」をご堪能ください。

◆�京都では、店内にある豆腐製造所で作られた「ゆどうふ」を�
おかべ家にてご堪能いただきます。 ◆�復路は新幹線・グリーン車で快適にご移動いただけます。

◆�冬の風物詩として好評を博している「なばなの里イルミ
ネーション」を訪れます。国内最大級のスケールを誇るイ
ルミネーションで、壮大な景色や想像を超える移ろいや
情景を色鮮やかに演出しています。

◆�往路は新幹線・グリーン車でゆったりとご移動いただけます。 ◆�飛鳥Ⅱ下船後は、東京スカイツリー®の天望デッキと
　ゆったりと浅草を散策いただきます。

首都圏発着｜AAコースのポイント 首都圏発着｜BBコースのポイント 関西圏発着｜CCコースのポイント

浅草・仲見世（イメージ）
写真提供：台東区清水寺（イメージ）

伊勢神宮（イメージ）
©（公社）三重県観光連盟

2017年12月10日（日）～12月12日（火）
神戸夜景と飛鳥Ⅱ（イメージ）撮影：中村庸夫

★は過去のクリスマスデコレーション、ショーです。ディナーはイメージです。実際のサービスとは異なります。

クリスマスデコレーション（イメージ）★

首都圏発着｜BBコース
関西圏発着｜CCコース

クリスマスディナー（イメージ）★ クリスマスショー（イメージ）★

名古屋城（イメージ）

ホテル花水木（本館）
ナガシマリゾート内にある4軒のホテルの中で名実ともに最上
級のお宿です。季節の旬を取り入れた絢爛豪華な夕食はゆっ
くりとお楽しみいただけるようお部屋食でご用意いたします。 ホテル花水木 

庭園風呂（イメージ）



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 全室海側・バスタブ付

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ステートルーム
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。

※Kステートは眺望が妨げられます。

※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。

（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

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。

表紙の写真（すべてイメージ）：なばなの里、神戸©（一財）神戸国際観光コンベンション協会、飛鳥Ⅱ（写真撮影：中村庸夫）

■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

●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

この旅行条件は2017年9月1日を基準としています。また、旅行代金は2017年9月1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

AAコース　 飛鳥Ⅱ下船時から名古屋駅まで同行いたします。
BBコース　東京駅から飛鳥Ⅱ乗船時まで同行いたします。
CCコース　飛鳥Ⅱ下船時から東京駅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。

■添乗員

AAコース  10名様
BB・CCコース  8名様

■最少催行人員

■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

旅行開始の当日 旅行代金の50％

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。


