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秋の日本一周クルーズ秋の日本一周クルーズ
添乗員同行パッケージツアー添乗員同行パッケージツアー

横浜／神戸～唐津クルーズとハウステンボス「九州一花火大会」観賞6・7日間
2019年9月16日（月・祝）／9月17日（火）～9月22日（日） 横浜港発／羽田空港着　神戸港発／伊丹空港着

2019年9月18日（水）～9月22日（日） 羽田空港発／東京駅着
唐津～上五島～七尾クルーズと秋の太宰府・金沢5日間
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首都圏発着 関西圏発着

フライ＆クルーズ レイル＆クルーズ
2019年9月発

飛鳥Ⅱ 写真撮影：中村庸夫

※Kステートは眺望が
　妨げられます。
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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 Eバルコニー

首都圏発着 449,000（708,000） 498,000（780,000）

関西圏発着 398,000（651,000） 439,000（702,000）
※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
およびその他の割引券はご利用いただけません。

■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 Eバルコニー
旅行代金 326,000（377,000） 386,000（453,000）

※アスカクラブご優待割引券および、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。
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日次 行程 食事

1 9/16
月・祝

首都圏発着  飛鳥Ⅱ乗船　横浜港（16：00出港）
s � 【飛鳥Ⅱ�泊】

首都圏発着　 　

夕

2 1 9/17火
s 神戸港（15：00入港）

関西圏発着  神戸港（21：00出港） s
（乗船は16時頃）� 【飛鳥Ⅱ�泊】

首都圏発着
朝 昼 夕
関西圏発着　 　

夕

3 2 9/18水
終日：瀬戸内海クルージング s
船内の様々なイベントをお楽しみください。� 【飛鳥Ⅱ�泊】

4 3 9/19木

s 唐津港（08：00入港）　飛鳥Ⅱ下船
b ○虹の松原 b ◎からつ曳山展示場 b
お魚処�玄海（昼食） b ○伊万里・大川内山自由散策
b 嬉野温泉� 【嬉野観光ホテル�大正屋�泊】

5 4 9/20金

ホテル b ◎九州陶磁文化館 b ○展海峰 b
弓張の丘ホテル（昼食） b ○海上自衛隊佐世保史料

館（セイルタワー） b 佐世保ハウステンボス
＊�夕食はホテル内レストラン『デ・アドミラル』にて本格フラン
ス料理をお召し上がりいただきます。
� 【ハウステンボス内：ホテルヨーロッパ�泊】

6 5 9/21土

終日：自由行動�
※夕食までハウステンボスでお楽しみください（パスポート付）
＊�夕食は花火観賞の前に召し上がっていただきます。
18：45〜21：00�「九州一花火大会」観賞（特別花火観覧席）
� 【ハウステンボス内：ホテルヨーロッパ�泊】

7 6 9/22日

ホテル b ○太宰府天満宮 b 博多料亭�稚加榮
（昼食） b 福岡空港

首都圏発着  福岡空港…a…羽田空港（17：40〜19：40）着
関西圏発着  福岡空港…a…伊丹空港（16：30〜18：30）着

　

※9/21（土）添乗員はホテルヨーロッパとは別のホテルに宿泊いたします。
※天候その他の事情により花火大会が実施されない場合がございます。
■日程表中のマーク：�◎入場観光／○下車観光／bバス／s船／a航空機
■食事回数：�首都圏発着 �朝食6回・昼食5回・夕食6回　�関西圏発着 �朝食5回・昼食4回・夕食5回
■添乗員：飛鳥Ⅱ下船時から福岡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：�9/19（木）嬉野観光ホテル�大正屋［和室］／9/20（金）・21（土）ホテルヨーロッパ［洋室］
■利用航空会社：日本航空またはANA（いずれも普通席）
■利用バス：�西肥自動車、西鉄観光バス、長崎県営バス、西鉄バス筑豊、福岡昭和タクシーのいずれか
■最少催行人員：8名
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日次 行程 食事

1 9/18水

羽田空港（08：00〜10：00）発…a…福岡空港
福岡空港 b 大丸別荘（昼食） b ○坂本八幡宮

b ◎太宰府展示館 b ○太宰府天満宮 b
古湯温泉� 【ONCRI古湯温泉おんくり�泊】

　

夕

2 9/19木

ホテル b マリンパル呼子 s（◎七ツ釜遊覧） マ
リンパル呼子 b お魚処�玄海（昼食） b ○虹の
松原 b ◎唐津城 b 唐津港　飛鳥Ⅱ乗船
唐津港（17：00出港） s � 【飛鳥Ⅱ�泊】

3 9/20金
s 上五島（錨泊）（07：00入港／17：00出港）
飛鳥Ⅱオプショナルツアー（別料金）� 【飛鳥Ⅱ�泊】

4 9/21土
終日：クルージング s
船内の様々なイベントをお楽しみください。� 【飛鳥Ⅱ�泊】

5 9/22日

s 七尾港（08：00入港）　飛鳥Ⅱ下船
b（なぎさドライブウェイ） ◎兼六園 b 金沢寿

司割烹�魚匠庵（昼食） b ○ひがし茶屋街 b 金
沢駅 t 〈北陸新幹線・グリーン車〉 （大宮駅・上
野駅） 東京駅（17：30〜19：30）着

　

※9/20（金）上五島では、上陸用ボートで上陸予定です。天候によっては上陸できない場
合がございます。なお、安全確保のため車いす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。※ ツアーの詳細について裏面をご確認ください。�
※復路の新幹線につきましては上野駅・大宮駅でも下車が可能です。ご予約時にお申し出
ください。旅行代金は東京駅着と同額です。　■日程表中のマーク：◎入場観光／○下車
観光／bバス／s船／a航空機／t鉄道／ フォーマルナイト：クルーズライフをより
華やかに演出するフォーマルナイトを予定しています（ドレスコードは変更となる場合が
あります）。　■食事回数：朝食4回・昼食5回・夕食4回　■添乗員：福岡空港から飛鳥Ⅱ乗
船時まで、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。なお、9/18（水）添乗員は別の旅館に宿泊となる場合があります。�※乗船
前と乗船後で添乗員を交替する場合がございます。　■利用ホテル：ONCRI古湯温泉お
んくり［和室］　■利用航空会社：日本航空またはANA（いずれも普通席）　■利用バス：
〈9/18・19〉西鉄観光バス、西鉄バス筑豊、西鉄バス二日市、西鉄バス宗像のいずれか�
〈9/22〉北鉄金沢バス、北鉄能登バスのいずれか　■最少催行人員：8名

昭和36年創業、博
多の息づかいが感
じられる、旬の活魚
や食材を使った会
席料理をお楽しみ
いただけます。

西海国立公園に建
つリゾート感溢れる
ホテルです。美しい
景色とともに佐世
保の新鮮な食材を
味わえます。

万葉集にも歌われた歴史をもつ温泉
宿。四季折々の旬を活かした会席料
理をご堪能いただけます。

イカ活造り発祥の店として、50年の
歴史をもつ老舗。五島産などの新鮮
な魚介の刺身、揚げ物、焼き物なども
揃います。

「九州一花火大会」を特別観覧席から観賞！
西日本最大級、打上総数22,000
発の花火を特別観覧席から間近
でご覧いただきます。みどころは第
9回世界花火師競技会や国内
有名花火師による一尺玉品評
会、大玉100発一斉打ちなど。エ
ンディングの約5分間は4000発、 
約1kmにわたるスターマインで締め
くくります。

日本三大松原のひとつに数えられ、全長約4.5km、
幅約500mにわたって続く松は約100万本と言われ、
昔から数々の不思議な伝説があることでも有名。

ハウステンボス「九州一花火大会」（イメージ）
©Huistenbosch-B-5638 虹の松原（イメージ）

太宰府天満宮（イメージ）

料理（イメージ）

外観（イメージ）

外観（イメージ）料理（イメージ）

横浜／神戸〜唐津クルーズと
ハウステンボス「九州一花火大会」観賞 6・7日間

唐津〜上五島〜七尾クルーズと
秋の太宰府・金沢 5日間

AA
コース

◆日本有数の多島美を楽しめる瀬戸内海クルーズ
◆�唐津では名物イカ活き造りの昼食、嬉野では日本三大美肌の湯、
嬉野観光ホテル�大正屋で1泊
◆�ホテルヨーロッパに2連泊、ハウステンボス散策とメインダイニング
“デ・アドミラル”での本格フランス料理
◆打上数22,000発、「九州一花火大会」を特別観覧席からご観賞

◆�秋の日本一周クルーズの唐津から～キリシタンの島・上五島
～七尾区間3泊4日の日本海クルーズ
◆�佐賀県の名湯�古湯温泉“恩送り”を意味するＯＮＣＲＩ古湯
温泉おんくりで1泊
◆�唐津港乗船前に呼子にて国の天然記念物�
“七ツ釜”クルージングとイカ活き造りの昼食
◆�金沢駅から東京駅までは北陸新幹線グリーン車を利用

首都圏発着 首都圏発着関西圏発着 BB
コース

ひがし茶屋街（イメージ）
 頭ヶ島教会（イメージ）©（一社）長崎県観光連盟

写真撮影・掲載に当たっては大司教区の許可をいただいています。

嬉野観光ホテル 大正屋

ONCRI古湯温泉おんくり

ホテルヨーロッパ

嬉野温泉

佐世保ハウステンボス

古湯温泉

大浴場「滝の湯」（イメージ）

外観（イメージ）

大正14年創業、街中に位置しな
がら杉の木立に囲まれた静かな
純日本風の旅館。大浴場四季の
湯・滝の湯はゆっくりと旅の趣に
ひたることができます。 天山を望み、素朴で趣のある露天風呂や檜風呂、箱蒸し風呂など趣向

を凝らした温泉が自慢の宿。客室は緑豊かな山 を々望む開放感あふれ
る眺望が魅力です。

アムステルダム市内にあるホテル
ヨーロッパの外観をそのまま再現し
た高級リゾートホテル。雰囲気の
良いロビー、運河沿いのレストラン、
広 と々した客室でゆったりとお過ご
しください。

外観（イメージ） 大浴場（イメージ）

博多料亭 稚加榮
福岡 ｜ 昼食AAコース

9/22
昼食

弓張の丘ホテル
長崎 ｜ 昼食AAコース

9/20
昼食

大丸別荘
福岡 ｜ 昼食 BBコース

9/18
昼食お魚処 玄海

唐津 ｜ 昼食AAコース

9/19
昼食

BBコース

9/19
昼食

なぎさドライブウェイ（イメージ）

AAコース

9/19
宿泊

AAコース

9/20・21
宿泊

BBコース

9/18
宿泊

2日間とも
ハウステンボス
パスポート付

多彩なイベント・アトラクション
で充実の一日を
お過ごしください。

AAコース
BBコース

　　　　　　　　金沢文化を代表する茶屋
街で、国の重要伝統的建造物群保存地区に
選定されています。伝統工芸品を扱うショップ、
おしゃれなカフェなどが充実しており、古くから

続く美しい街並みの中でショッピングや 
グルメを楽しめます。

ひがし茶屋街頭ヶ島教会

なぎさドライブウェイ

太宰府天満宮

虹の松原
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ご相談・お申し込みは下記の販売店をご利用ください。

https://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。

■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
●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（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20％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2019年7月1日を基準としています。また、旅行代金は2019年7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下船時から福岡空港まで同行いたします。
●BBコース／福岡空港から飛鳥Ⅱ乗船時まで、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

●各コース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、旅行申し込みの際に提出された申込書
等に記載された個人情報について、お客様と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、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用な
どを担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物
の便宜のために必要な範囲内で利用し、また、それらの運送・宿泊機関等、手配代行者、保険会
社、土産品店等に対し電子的方法等で送付することにより提供します。
このほか、当社および販売店の個人情報の取り扱いに関する方針については、店舗、旅行条件
書、ホームページ等でご確認ください。
お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。

■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。

◆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、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。 

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。

●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。
●妊娠中の方は事前にお申し出ください。
●各種優待券のご利用をご希望の場合、販売店へお申し出ください。

※テレビ、雑誌等の取材関係者が予告なく乗船する場合がございます。

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、Aアスカスイート、Cスイート、Dバルコニー、Fステー
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。

Kステート

Eバルコニー

角窓（バルコニーなし）／18.4㎡

バルコニー付／22.9㎡

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。

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。

※Kステートは眺望が
　妨げられます。

飛鳥Ⅱ利用客室のご案内 
全室海側・バスタブ付飛鳥Ⅱクルーズの魅力

ダンスタイムプロダクションショー

朝食／和食ディナー／洋食

グランドスパビスタラウンジ

美 食  多彩な食のシーン

本場ラスベガススタイルの
飛鳥Ⅱオリジナルプロダク
ションショーや、優雅なダン
スタイムをお楽しみくださ
い。

飛鳥Ⅱの行く先を望みなが
らコーヒーを味わえる「ビス
タラウンジ」や、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。

旬の食材をいかしたフレン
チのコースディナー、朝食は
和食と焼きたてパンやオム
レツを味わえるビュッフェが
選べるほか、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。

Relaxation

Gourmet

Entertainment & Culture

寛 ぐ  洋上のオアシスで寛ぐひと時

愉しむ  洋上時間を彩るエンターテイメント




