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A 9/22（火・祝） 横浜発 

▲

 10/3（土） 横浜着 11泊12日
B 9/22（火・祝） 横浜発 

▲

 9/28（月） 金沢着 6泊 7日
C 9/23（水）  神戸発 

▲

 10/3（土） 横浜着 10泊11日
D 9/23（水）  神戸発 

▲

 9/28（月） 金沢着 5泊 6日
E 9/28（月）  金沢発 

▲

 10/3（土） 横浜着 5泊 6日

横浜発 神戸発 金沢発

秋の日本一周クルーズ
2020年9月22日（火・祝） ▲  10月3日（土） 12日間

元乃隅神社（仙崎）観光

横浜

秋田
八戸

函館

神戸

瀬戸内海
佐伯

仙崎

金沢

アスカクラブ
特別
割引20

％

アスカクラブ会員様向けに
20％割引の特別代金が
設定されたクルーズです。

※A・Cコースのみ。Sロイヤルスイート、Kステート
は対象外。
※ご予約の際にアスカクラブ会員である旨を旅行
会社へお伝えいただき、割引券をご提出ください。

名橋と多島美が織りなす
瀬戸内海クルージング

波穏やかな瀬戸内海は大小無数の島が
浮かび、心を洗う景色が連続します。瀬戸
大橋などを頭上に仰ぎながらくぐる際は、
デッキが歓声に包まれます。人気の「飛鳥 
瀬戸内ビアフェスタ」も開催します。
※天候によっては飛鳥 瀬戸内ビアフェスタは
変更や中止となる場合がございます。

9/ 24

フォーマルナイトは
ドレスアップして優雅に

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ございます。
日程表でご確認ください。

9/ 27

view point

■食事： Aコース＝朝11回、昼10回、夕11回  Bコース＝朝6回、昼5回、夕6回  Cコース＝朝10回、
昼9回、夕10回   Dコース＝朝5回、昼4回、夕5回   Eコース＝朝5回、昼4回、夕5回  

観光  ：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。
※9月26日仙崎では、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。※天候その他の事情により歓迎イベントは変更や実施されない場合がございます。
また航路が変更となる場合がございます。

月日 発着スケジュール 入港 出港 コース

9/22 火・祝 横浜 16：00

23 水 神戸 15：00 21：00

24 木 瀬戸内海 クルージング ─ ─

25 金 佐伯 初寄港 観光 8：00 17：00

26 土 仙崎 通船 観光 8：00 17：00

27 日 クルージング ─ ─
28 月 金沢 観光 8：00 17：00

29 火 秋田 観光 10：30 19：00

30 水 函館 観光 8：00 22：00

10/1 木 八戸 観光 8：00 17：00

2 金 クルージング ★スペシャルディナー ─ ─
3 土 横浜 9：00

AB
CD

E

金沢では便利な乗下船バスを運行！（無料／乗船時のみ事前申込制）
JR金沢駅付近〜飛鳥Ⅱ／飛鳥Ⅱ〜JR金沢駅付近の乗下船バスを運行します。
※詳細はお申し込みのお客様に別途ご案内します。

海 路 で ひとめぐり
“ 美 しき日 本 ” 再 発 見
風 情 ある 列 車 の 旅 も

26

海から見る美しい日本

金沢　   横浜　   秋田
横浜市は石川県の金沢港およ
び秋田県とクルーズ振興を目的
にした連携協定を結びました。
金沢および秋田では記念行事
を開催する予定です。

クルーズでつながる港町
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角館の武家屋敷（秋田）観光

青海島（仙崎）

奥入瀬渓流（八戸）観光金森赤レンガ倉庫（函館）

兼六園（金沢）観光

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
D3：ディートリプル C：スイート A：アスカスイート

（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金

Aコース 616,000 737,000 869,000 891,000 1,342,000 1,716,000 3,003,000
Bコース 336,000 402,000 474,000 486,000 732,000 936,000 1,638,000
Cコース 560,000 670,000 790,000 810,000 1,220,000 1,560,000 2,730,000
Dコース 280,000 335,000 395,000 405,000 610,000 780,000 1,365,000
Eコース 280,000 335,000 395,000 405,000 610,000 780,000 1,365,000

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位：円）

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Kは150％、客室F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。なお、お一人様でご利用いただける客室には限りがございます。

明治の若き文豪も愛した城下町
■佐伯

大分県の南東端に位置する佐伯は文豪・国木田独
歩が暮らし、数々の作品に描かれた城下町です。初
寄港を記念した地元の方々による歓迎イベントも。 
観光   臼杵石仏と大水車 ほか
シャトルバス（予定） 歴史と文学のみち付近

9/ 25 フォトジェニックな名所が点在
■仙崎

童謡詩人・金子みすゞの出身地で、美しい海景色が
続く北長門海岸国定公園に位置します。深紅の鳥
居が並ぶ「元乃隅神社」は、国内外からの注目も。

観光   世界遺産 萩1日観光 ほか

9/ 26 伝統と文化が息づく雅びの町
■金沢

日本三名園・兼六園や風情ある茶屋街のほか、世
界的に美しさが評価された金沢駅も人気のスポッ
ト。足を延ばせば、永平寺や白川郷観光も。

観光   輪島と巌門遊覧観光 ほか
シャトルバス（予定） JR金沢駅付近

9/ 28

秋田の伝統文化を体感
■秋田

男鹿半島のなまはげ文化や、武家屋敷が並ぶ角館
が有名です。出港時には竿燈の技の披露と大曲の
花火師による演出が彩ります。 
観光   秋田新幹線で行く角館 ほか
シャトルバス（予定） 秋田市内中心地

9/ 29 開港当時のにぎわいを彷彿
■函館

洋館や教会が建ち並ぶ元町や、幕末の歴史遺構・
五稜郭、ノスタルジックな赤レンガ倉庫群など夜遅
くまで思いのままに散策を。

観光   きらめきの街 函館夜景鑑賞 ほか

9/ 30 三陸復興国立公園の北の玄関口
■八戸

東山魁夷や司馬遼太郎の作品に描かれた種差海
岸や、縄文時代を体感する是川縄文館、四季折々
の美しさがある奥入瀬渓流など見どころ満載です。

観光   秋の奥入瀬渓流観光 ほか
シャトルバス（予定） 八戸市内中心地

10 / 1

ASUKA SPECIAL

2020年の秋の日本一周は、各寄港地から「列車の旅」
をお楽しみいただける観光ツアーを計画中。各地の名
物列車に乗って、旅情豊かなひと時をお過ごしください。

寄港地から列車の旅に出発 ! 観光

観光臼杵石仏（臼杵）観光

道南いさりび鉄道 三陸鉄道

profile
幼少より音楽の才能
を認められ、世界の
一流オーケストラと
共演。ドラマ・映画・
CMの音楽を多数担
当。テレビ・ラジオの
出演や執筆も行う。

優しく語りかけるメロディ
西村由紀江 （ピアニスト）

profile
2001年デビュー。故・
藤本敏夫と加藤登紀
子の次女。父の残した
鴨川自然王国で農的
暮らしを営む。存在感
溢れる歌声でライブを
中心に全国で活動中。

自然のぬくもりを歌にのせて
Yae （シンガー）

函館 八戸

乗船区間 横浜〜金沢 乗船区間 金沢〜横浜

profile
2010年“東京割烹”
湯島「くろぎ」のオー
ナーシェフとなる。テ
レビ番組「アイアンシ
ェフ」に和の鉄人とし
て出演。上海に「くろ
ぎ上海」をオープン。

芝大門「くろぎ」 気鋭の料理人
黒木 純シェフ

スペシャルディナー 10/2（予定）
秋田新幹線こまち

秋田
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初寄港
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