
スケジュール＆代金 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ・割引など

[1] 夏の神戸・横浜ゆったりワンナイトクルーズ 2018.7.6（金） - 7.7（土）

神戸～横浜  （１泊２日） \58,000 ～ 289,000

[2] 若大将クルーズ 2018.7.7(土） - 7.9（月）

横浜～横浜（2泊3日） \111,000 ～ 550,000

[3] 横浜発着 小笠原クルーズ 2018.7.9（月） - 7.14（土）

横浜～父島～横浜（5泊6日） \260,000 ～ 1,310,000

[4] HULA ON ASUKAⅡ 2018.7.14（土） - 7.16（月・祝）

横浜～神戸（２泊３日） \108,000 ～ 479,000

[5] 神戸発着 夏の種子島・日向クルーズ 2018.7.16（月・祝） - 7.20（金）

神戸～種子島～日向（細島）～神戸（4泊5日） \208,000 ～ 1,048,000

[6] 神戸発 日南花火クルーズ 2018.7.20（金） - 7.23（月）

神戸～日南（油津）～横浜（3泊4日） \198,000 ～ 997,000

[7] 夏の北海道クルーズ
Aコース：2018.7.23（月） - 8.1（水）
Bコース：2018.7.23（月） - 7.28（土）
Cコース：2018.7.28（土） - 8.1(水)

Aコース：　横浜～函館～小樽～稚内～網走～十勝～横浜（9泊10日） \468,000 ～ 2,358,000

Bコース：　横浜～函館～小樽～稚内～網走（5泊6日） \275,000 ～ 1,380,000

Cコース：　網走～十勝～横浜（4泊5日） \200,000 ～ 996,000

[8] サマークルーズ 2018.8.1（水） - 8.3（金）

横浜～鳥羽～横浜　（２泊３日） \120,000 ～ 604,000

[9] 竿燈・ねぶた祭クルーズ 2018.8.3（金） - 8.9（木)

横浜～船川～秋田～青森～横浜　（６泊７日） \396,000 ～ 1,993,000

[10] 伊東花火クルーズ 2018.8.9（木） - 8.11（土・祝)

横浜～伊東～横浜　（２泊３日） \139,000 ～ 693,000

[11] 阿波おどり・高松花火クルーズ 2018.8.11（土・祝） - 8.16（木)

横浜～徳島(小松島)～高松～横浜　（５泊６日） \330,000 ～ 1,661,000

[12] 鳥羽・熊野大花火クルーズ 2018.8.16（木） - 8.19（日)

横浜～(熊野)～鳥羽～横浜　（３泊４日） \208,000 ～ 1,040,000

[13] 函館発 夏の日本海クルーズ 2018.8.22（水） - 8.24（金)

函館～酒田～伏木　（２泊３日） \84,000 ～ 420,000

[14] 金沢発着 釜山・境港クルーズ 2018.8.28（火） - 8.31（金）

金沢～釜山～境港～金沢　（3泊4日） \111,000 ～ 591,000

[15] 仙台発着 函館秋紀行クルーズ 2018.9.11（火） - 9.14（金）

仙台～函館～仙台　（３泊４日） \117,000 ～ 591,000

[16] 秋の仙台・横浜ワンナイトクルーズ 2018.9.14（金） - 9.15（土）

仙台～横浜　（１泊２日） \42,000 ～ 210,000

[17] A-styleクルーズ ～秋彩～ 2018.9.15（土） - 9.17（月・祝）

横浜～横浜　（２泊３日） \108,000 ～ 479,000

   飛鳥Ⅱ2018年度 上期新商品（2018.7～2018.11）

クルーズ名

*スイートトリプルキャンペーン

*スイートトリプルキャンペーン
*K3キッズキャンペーン

*早期申込割引
Aコースのみ適用

*クルーズ特典（十勝）

*早期申込割引

*Ｄ・Ｅバルコニー体験キャンペーン

*アスカクラブ25％特別割引
Ｓ・Ｋは対象外

*フリードリンクキャンペーン

*早期申込割引

*グループ割引10％
*Ｄ・Ｅバルコニー体験キャンペーン
*子供代金キャンペーン
*ベビーシッタールーム

*早期申込割引
*ベビーシッタールーム

*早期申込割引
*子供代金キャンペーン
*ベビーシッタールーム

*早期申込割引
*ベビーシッタールーム

*早期申込割引
*子供代金キャンペーン
*ベビーシッタールーム



スケジュール＆代金 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ・割引など

   飛鳥Ⅱ2018年度 上期新商品（2018.7～2018.11）

クルーズ名

[18] 秋の日本三景クルーズ

Aコース：2018.9.17（月・祝） - 9.28（金）
Bコース：2018.9.17（月・祝） - 9.23（日）
Cコース：2018.9.18（火） - 9.28（金）
Dコース：2018.9.18（火） - 9.23（日）
Eコース：2018.9.23（日） - 9.28（金）

Aコース：　横浜～名古屋～（瀬戸内海クルージング）～広島～
宮津～金沢～大船渡～仙台～横浜（11泊12日）

\572,000 ～ 2,882,000

Bコース：　横浜～名古屋～（瀬戸内海クルージング）～広島～
宮津～金沢（6泊7日）

\312,000 ～ 1,572,000

Cコース：　名古屋～（瀬戸内海クルージング）～広島～
宮津～金沢～大船渡～仙台～横浜（10泊11日）

\520,000 ～ 2,620,000

Dコース：　名古屋～（瀬戸内海クルージング）～広島～
宮津～金沢（5泊6日）

\260,000 ～ 1,310,000

Eコース：　金沢～大船渡～仙台～横浜
（5泊6日）

\260,000 ～ 1,310,000

[19] 文楽クルーズ 2018.9.28（金） - 9.30（日）

横浜～横浜　（2泊3日） \104,000 ～ 524,000

[20] 秋の九州・隠岐クルーズ
Aコース：2018.9.30（日） - 10.5（金）
Bコース：2018.9.30（日） - 10.2（火）
Cコース：2018.10.2（火） - 10.5（金）

Aコース：　横浜～博多～隠岐・島前～長崎～鹿児島　（5泊6日） \195,000 ～ 920,000

Bコース：　横浜～博多　（2泊3日） \84,000 ～ 420,000

Cコース：　博多～隠岐・島前～長崎～鹿児島　（3泊4日） \126,000 ～ 630,000

[21] 博多発着 済州島クルーズ 2018.10.9（火） - 10.11（木）

博多～済州島～博多　（２泊３日） \68,000 ～ 342,000

[22] ウエスタンカーニバル クルーズ 2018.11.1（木） - 11.3（土・祝）

横浜～神戸　（２泊３日） \84,000 ～ 420,000

[23] 秋の週末 神戸ワンナイトクルーズ 2018.11.3（土・祝） - 11.4（日）

神戸～神戸　（1泊2日） \52,000 ～ 262,000

[24] 神戸発着 ザ・グレン・ミラーオーケストラ クルーズ 2018.11.4（日） - 11.6（火）

神戸～神戸　（2泊3日） \98,000 ～ 494,000

[25] 神戸発着 小笠原クルーズ 2018.11.6（火） - 11.11（日）

神戸～父島～神戸　（５泊６日） \260,000 ～ 1,310,000

*アスカクラブ20％特別割引
A・Cコースのみ適用
Ｓ・Ｋは対象外

*クルーズ特典（広島、仙台）

※各寄港地では郵船クルーズ（株）が企画・実施する半日または１日のオプショナルツアーを予定しています。（別料金）
 

*50代特別割引
S・F・Kは対象外

*早期申込割引
*フリードリンクキャンペーン

*スイートトリプルキャンペーン
*フリードリンクキャンペーン


