新緑のみちのく
・室蘭クルーズ
▲

横浜発 2021年5月18日
（火） 5月23日
（日）6日間

シニア10％

北国の自然が育んだ
雄大な風景
アイヌ の 文 化

月出発

5

国 内 クル ー ズ

ウポポイ
（室蘭）観光
提供：
（公財）アイヌ民族文化財団（写真はイメージです）

月日

発着スケジュール

5/18 火

入港

横浜

出港

17：00

19 水

クルージング

20 木

青森

観光

8：00 17：00

21 金

室蘭

観光

8：00 16：00

22 土

大船渡

観光

23 日

─

★ アニバーサリーディナー

横浜

8：00 17：00

青森
大船渡

15：00

■食事：朝5回、昼5回、
夕5回
観光：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。
※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

5/20

室蘭

─

横浜

5/21

アイヌの心を受け継ぐ地へ
■ 室蘭

優美な白鳥大橋がシンボルの
室蘭港。海岸沿いには地球岬、
トッカリショの奇勝など雄大
な景観が広がります。
アイヌ文
化の復興・発展の拠点で国立
アイヌ民族博物館などを有す
るウポポイ
（民族共生象徴空
間）
へもご案内します。
観光

ウポポイ有料連絡バス、
洞爺湖観光 ほか

芽吹きの季節に訪ねる
みちのくの豊かな自然

洞爺湖

5/22

■ 青森

三陸の絶景に
絢爛な仏教文化へも
■ 大船渡

かつて青函連絡船の発着港だった青森
は、
散策も楽しい。新緑がまぶしい奥入
瀬渓流と十和田湖へ足を延ばすのもお
すすめです。
観光

碁石海岸

青森ベイエリア

新緑の奥入瀬・十和田湖観光 ほか

観光

碁石海岸など、
沿岸の景観美で知られ
る大船渡。世界遺産・平泉を訪ねるツ
アーでは、中尊寺など、藤原一族の繁
栄をしのばせる史跡を訪ねます。
観光

平泉・中尊寺と毛越寺 ほか

旅行代金〈2名1室利用時 お一人様〉

（単位：円）

客室タイプ

K：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

W：和洋スイート

S：ロイヤルスイート

旅行代金

292,000

407,000

417,000

622,000

792,000

862,000

1,377,000

シニア割引10％

262,800

366,300

375,300

559,800

712,800

775,800

1,239,300

※客室をお一人様でご利用の場合には、
客室Ｋは150％、
客室E、
Dは130％、
客室 C、
A、
Wは160％、
客室 Sは200％の割増代金となります。

24

観光

門司発着
シニア

※下船日に満60歳以上 のご
本人様が対象です（1961年5
月23日までにお生まれの方）。

境港ウィークエンドクルーズ
門司発 2021年5月28日
（日）3日間
（金） 5月30日
▲

10%

60歳以上のお客様は、
旅行代金が 10％割引
になるクルーズです。

バルコニー体験

ミドルエイジ10％

Cスイートトリプル

週末利用

詳細はP.6へ

世界遺産

中尊寺
（大船渡）観光

出雲大社

観光

月出発

5

ASUKA SPECIAL
あたたかく美しい歌が胸を打つ

藤田恵美（歌手）

p r o f il e

1994年、LeCoupleとしてデビュー。
「ひ
だ まりの 詩 」が 180 万枚 の 大 ヒット。
2001年以降ソロとして発売した洋楽カ
バーアルバムがアジア10ヶ国で45万枚
のセールスを記録。2008年から小学生と
共に作った「OMOIYARIのうた」が全国
で歌われ始め、全国で「OMOIYARI 音
楽会」を今までに184箇所開催している。

水木しげるロード

月日

発着スケジュール

5/28 金

門司

29 土

境港

30 日

門司

出港

12：00
観光

10：00

※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

5/29

島根の観光にも便利 鳥取の境港
■ 境港

境港駅周辺の水木しげるロードは「ゲゲゲの鬼太郎」の妖怪ブロンズ像など
遊び心満載。県境に位置するため島根県の出雲大社、松江城の観光も楽
観光

10%

国宝 松江城と松江歴史館、出雲大社1日観光 ほか
40～50歳代のお客様は、旅行代金が 10％割引になる
クルーズです。
※対象：1961年５月29日〜1981年5月30日生まれ。
ご本人様に限ります。

牧原正洋（ジャズトランペット）
岩手県出身、武蔵野音楽大学卒。自身の
バンドのほか、
角田健一ビッグバンド、
谷
口英治クインテット、宮間利之＆ニュー
ハードなどに参加。ライブのほか、
レコー
ディング、タレントサポート、
NHK の番
組出演など精力的にこなしている。

門司

観光：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。

ミドルエイジ

p r o f il e

境港

9：00 17：00

■食事：朝2回、昼2回、
夕2回

しめます。

幅広い演奏で魅了する

入港

観光

国 内 クル ー ズ

奥入瀬渓流
（青森）観光

旅行代金〈2名1室利用時 お一人様〉（単位：円）
客室タイプ
旅行代金
ミドルエイジ
10％割引

K：ステート

E：バルコニー

バルコニー
利用がお得！

3人利用が
お得！

D：バルコニー

118,000 150,000 153,500
106,200 135,000 138,150

C：スイート

252,000
226,800

客室タイプ

A：アスカスイート

W：和洋スイート

S：ロイヤルスイート

旅行代金

320,000
288,000

348,000
313,200

554,000
498,600

ミドルエイジ
10％割引

※客室をお一人様でご利用の場合には、
客室Ｋは150％、
客室 E、
Dは130％、
客室 C、
A、
W は160％、
客室 Sは200％の割増代金となります。
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お客 様と心をつなぐ船 旅を
あなた好みで愉しむクルーズスタイル

Gourmet
洋 上で堪 能する
旬の彩り、各地の美味

01

2021年、第12 代総料理長に岡本崇が
就任します。飛鳥クルーズとしては初と
なる和食出身の総料理長の誕生です。
瀧淳一、そして歴代の総料理長が築い
てきた伝統の味に、和の世界が加わり、
新しい食での楽しみが広がります。
早朝のモーニングコーヒーからお夜食
まで、多彩なメニューをご用意して皆
様をお待ちしております。
飛鳥第11代総料理長
飛鳥第12代総料理長

瀧 淳一（右）
岡本 崇（左）

■総料理長こだわりのフルコース
季節を味わう
春の日ディナー
草木が芽吹き、花咲く季節。美しく、そして
繊細な春の表情を一皿一皿、瀧総料理長が
お料理で表現します。

飛鳥クルーズ 30 周年を祝う
アニバーサリーディナー（春・夏メニュー）
旬にあわせて、5月〜6月上旬と6月下旬〜7月の
2つの期間にわけ、それぞれ記念の年に相応しい
贅を尽くした華やかなメニューをお届けします。

※春の日ディナーの写真は2019年に提供したメニューです。 ※アニバーサリーディナーの写真は秋・冬に提供したメニューです。 ※乗船する総料理長は変更となる場合がございます。
※春の日ディナーやアニバーサリーディナーはそれぞれメニューが固定のため、当該期間に2回以上ご乗船の場合、同内容のご夕食となります。

02

Relaxation
空と海の光を感じる
くつろぎのひととき

最上階の展望大浴場グランドスパに登場した露天風呂、ついま
どろんでしまうプールサイドのデッキチェア、大きな窓と開放的
な雰囲気の11デッキのラウンジ。飛鳥Ⅱには、日常を忘れゆっ
たりとした時間が流れる場所がいたるところにございます。どう
ぞあなただけのお気に入りの場所を見つけてください。
※露天風呂は停泊時および航路上の都合や天候、運用上等の理由により営業時間が
限られます。

飛鳥クルーズが就航して30年目の今。
守り続けてきた飛鳥ならではのおもてなしの心を大切に
新しい時代にも相応しい、
よりきめ細やかなサービスを提供してまいります。
美しい日本とクルーズの魅力を再発見する旅へ、飛鳥Ⅱで出かけませんか。

03

Entertainment
おしゃれが似 合う
華やかな夜のエンターテイメント

飛鳥Ⅱが旅の目的地であるように、朝早くから夜遅くまで楽しみが尽
きない多彩な船内プログラムが続きます。
実力派シンガー＆ダンサーがそろった圧巻のプロダクションショー
や専属マジシャン渡邊卓也によるイリュージョンはここでしか見るこ
とができない飛鳥Ⅱオリジナルです。
時にゲストエンターテイナーを招き繰り広げられる特別なステージ
や、アスカオーケストラによるジャズライブも華やかに夜を彩ります。
ドレスアップがしたくなる、飛鳥Ⅱの夜をお楽しみください。

渡邊卓也

Private

04

新たなサービス導 入で
お部 屋 時 間がさらに充 実

飛鳥Ⅱの客室はゆったりとしており、全室海側に面しているのが魅力
です。ゆっくりおくつろぎいただけるよう、ベッドの向きからマットレ
スにまでこだわっています。
豊富なプログラムのビデオオンデマンドサービスに加え、お部屋で
も充実した時間をお過ごしいただくための新サービス（有料）も登
新サービスイメージ

場予定です。

※新サービスの写真はイメージです。詳細は決まり次第、飛鳥クルーズのホームページ等でご案内します。

感染症対策（ 一 例 ）

レストランでは、テーブル同士の間隔を
あけて配置しています。夕食時は指定
席にてご案内します。

リドカフェ＆リドガーデンでの朝食・昼
食はセットメニューでスタッフがサービ
スします。ティータイムにおけるケーキ、
軽食等もビュッフェサービスは中止して
います。

ギャラクシーラウンジの入場はデッキ
毎にご案内し、着席時に客室番号をお
伺いいたします。また、当面の間、飲料
の提供は中止とさせていただきます。

グランドスパ・露天風呂はご利用人数
を制限してオープン。混雑状況などは
レセプションへお問い合わせください。
入り口でアメニティ等をお渡しします。

※今後の感染状況等により、掲載内容から変更となる場合がございます。

飛鳥クルーズのお得なキャンペーン
■日本周遊ダブル乗船割引

日本周遊

ダブル
日本周遊ダブル

■子供代金キャンペーン

子供
代金
子供代金

特別
10
％ 割引

10％特割

アスカクラブ会員様向けに旅行代金より10％
割引の特別代金が設定されたクルーズです。

おひとりD 旅

※Ｋステートを除く。

■ シニア割引10％

シニア

10%
シニア10％

バルコニー体験

60歳以上のお客様は、
旅行代金が10% 割引にな
るクルーズです。
※詳しくはクルーズページをご覧ください。

Cスイートトリプル

■ ミドルエイジ割引10％

ミドルエイジ

10%

ミドルエイジ10％

ご乗船日の年齢が2歳以上12
歳以下
（小学生まで）のお子様
にお得な子供代金が設定され
たクルーズです。
※感染症対策のため、ベビーシッター
ルーム、キッズルームの設置はござ
いません。

■ アスカクラブ特別割引10％

アスカクラブ

アスカ
クラブ

2つのクルーズをご乗船いただくとお得に北海道から九州までクルーズが
できるプランです。神戸発着
「日本周遊Ａコース」
にご乗船のお客様は
「日本
周遊 Cコース」
の旅行代金が10％割引、
横浜発着
「日本周遊 Bコース」
にご
乗船のお客様は
「日本周遊 Dコース」
の旅行代金が10％割引になります。

40〜50歳代のお客様は、旅行代金が10% 割引
になるクルーズです。
※詳しくはクルーズページをご覧ください。

■ おひとりＤ旅キャンペーン

Ｄバルコニーのお一人様割増代金がお得。

記号の見方
通船

通船：上陸用ボートを使用し上陸する寄港地です。

観光

寄港地観光ツアー：寄港地での観光ツアーで
す
（別料金・定員制）。記号がついている写真
の観光地には、寄港地観光ツアー等で訪れる
ことができます。

タクシー 貸切タクシープラン
（別料金）

■ バルコニー体験キャンペーン

春の日ディナーを提供します。

Ｄ・Ｅバルコニーの旅行代金がお得。

アニバーサリーディナーを提供します。

■ Ｃスイートトリプルキャンペーン

Ｃスイートを3名様でご利用の場合、3人目の旅行
代金が通常Ｋステート相当額のところ、Ｋステート
の半額でご乗船いただけます。

※一部客室を除く。

※春の日ディナーおよびアニバーサリーディナーはメニュー
が決まっているため、対象クルーズに2回以上ご乗船され
た場合でも、同じメニューが提供されます。但し、アニバー
サリーディナーは5月〜6月上旬と、6月下旬〜7月ではメ
ニューが異なります。

全クルーズ共通のご案内（一部ご案内は当面の間の対応となり、変更となる場合もございます。）
● 飛鳥Ⅱの乗客数は最大 872 名ですが、ソーシャルディスタンスの確保のため、当面の間、定員数
を制限して申し込みを承ります。
● 7 デッキの客室 K：ステート、F：ステート、D3：ディートリプルの販売は当面の間休止します。
販売を再開する場合は飛鳥クルーズのホームページ等でお知らせします。
● 感染症拡大防止の観点から、当面の間、次のパターンではご乗船はいただけません。
◦ 2 つ以上のクルーズを連続して乗船すること。
◦下船日から起算して14日以内に再度乗船すること。
● 天候や今後の感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事情によりスケジュールおよび船内サー
ビス・イベント、寄港地観光ツアー等が変更もしくは中止となる場合がございます。
● 船内施設はご利用人数を制限してご案内します。また、一部の施設は営業を中止する場合がござ
います。
● 寄港地観光ツアー、ゲストエンターテイナー、ゲストシェフは予告なく変更される場合があります。
● 寄港地での感染症対策のため、寄港地観光ツアーはラインアップを絞ったシンプルな内容となり
ます。
● プレミアダイニング「ザ・ベール」でのご夕食はオープンシーティングを中止し、2 回制でご案内し
ます。
● ご夕食について1 回目、2 回目のご希望がある場合にはお申し込みの旅行会社・販売店へお申し
出ください。ご希望多数の場合は、客室 S・W・A・C・D・E・K の順に、それぞれ飛鳥クルーズ
の累計宿泊数の多い方からご希望を優先して承ります。原則 2 名席でのご利用となり、座席を指

定してご案内します。ご同室以外の方と同席を希望される場合にはご乗船前にご希望をお預か
りし、ご乗船後ご利用可否をお知らせします。ご夕食のみの対応となり、1グループにつき2 〜 8
名様となります。対応可能なテーブル数に限りがあるためご希望にそえない場合がございます。
● ショーなどをご覧いただく「ギャラクシーラウンジ」の入場はデッキ毎にご案内し、着席時に客室
番号をお伺いいたします。また、当面の間、飲料の提供は中止とさせていただきます。
● 新型コロナウイルス感染症対策に万全を期する為、体質上（アレルギー）の理由で食べ物に制限
をお持ちの方への特別食の対応は当面の間、中止いたします。食材の情報についてはご乗船後
に係員にお尋ねください。対応再開の際は飛鳥クルーズのホームページ等でお知らせします。
● 横浜港大さん橋国際客船ターミナル内にございます「アスカラウンジ」はご利用いただけません。
● 着岸予定の港であっても、天候その他の事情により、テンダーボートまたは地元ボート（以下「上
陸用ボート」といいます）での上陸に変更となる場合があります ｡
● 上陸用ボートで上陸予定の寄港地は、天候によっては上陸できない場合もございます。また安全
確保のため、車いすでの上陸用ボートへのご乗船はできませんので、あらかじめご了承ください。
なお、
乳幼児をお連れの場合「
、だっこ紐」等をご使用になり、
両手が自由な状態でご乗船ください。
上陸用ボートでは専用のライフジャケットをご着用いただきます。
● 掲載のスケジュールは 2021 年 1月現在のものです。今後、クルーズの内容を変更または中止す
る場合は、飛鳥クルーズホームページ等にてお知らせします。お申し込みのお客様には旅行会社
よりご連絡を申し上げます。
● 詳しい旅行条件等については裏表紙および「旅行条件書」をご参照ください。

飛鳥Ⅱの新型コロナウイルス感染症対策について
飛鳥Ⅱではお客様と乗組員の感染症予防ならびに船内衛生に万全を期するため、各種対策に取り組んでまいります。

ご予約の際には、
「飛鳥Ⅱ新型コロナウイルス感染症対策プラン（随時更新／運航会社：郵船クルーズ株式会社発行）」の全文をご確認の上、お申し込みください。
■ 乗 船 条 件（ 抜 粋 ）
重要なご案内

■ 下記のいずれかに該当するお客様は
ご乗船いただけません

唾液検体による事前 PCR 検査を実施します〈必須〉

飛鳥Ⅱご乗船に先立ち、唾液検体採取による新型コロナウイルスの事前 PCR 検査を実施いたします。
当検査実施により事前にお客様の感染の有無をご確認いただき、船内における感染症予防を図り
ます。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。
クルーズお申し込み時に、事前ＰＣＲ検査の実施について、並びに、お客様の個人情報を郵船
クルーズ株式会社およびお申し込み旅行会社・販売店、検査会社へ提供することについてご
同意いただくことがクルーズお申し込みをお受けする条件となります。
事前検査の流れ（検査会社：ジェネシスヘルスケア株式会社）
①事前検査キットを検査会社よりご自宅に送付いたします。

₁ ご乗船前日より遡って14日以内に、発熱（ 37.5 度以上）
、
咳、のどの痛み、全身倦怠感、味覚・嗅覚の異常などのい
ずれかの症状があるお客様。
₂ ご乗船前日より遡って14日以内に、海外（新型コロナウイ
ルス感染症発生国に限らず全ての国と地域）へ渡航歴の
あるお客様。
₃ ご乗船前日より遡って14日以内に、新型コロナウイルス
感染者もしくは感染疑いのある方と濃厚接触が疑われる
お客様。または、新型コロナウイルス感染者が立ち入った
とされる場所に居合わせたお客様。

②検査キットが届き次第、同封の案内に従い検体を採取し、指定の方法にて検体を所定の送付先に
ご返送ください（送料無料）
。

₄ ご乗船前の事前ＰＣＲ検査にて、検査結果が「高リスク」も
しくは「再検査」と判定されたお客様。

③検査結果はご乗船前日までに専用ホームページにてお客様ご自身でご確認ください。

「高リスク」「再検査」の場合はお申し込み旅行会社よりご乗船前日までにご連絡いたします。

5 ご乗船当日の乗船受付で実施する検温にて、発熱（ 37.5
度以上）のあるお客様。
※当日の検温で 37.0 度以上の方は、再検温させていただきます。

■本事前検査の結果は「高リスク」
「低リスク」
「再検査」にて表示されます。

それぞれ医師による確定診断ではございませんが、医療機関で行われている
ＰＣＲ検査と同等程度の精度となります。

なお、上記 1 〜 5 のいずれかに該当するお客様の同行者様（*1）
もご乗船いただけません。

■検査費用はクルーズ代金に含まれます。

（*1）同
 行者様：船内での同室・別室に関わらず住居を共にしている方、
ご家族および、船内にて同室の方。住居が別でご乗船当日に合流す
るお客様同士はご乗船いただけます。

■ジェネシスヘルスケア株式会社 PCR 検査キットご利用ガイドはこちら

https://covid-19.genelife.jp/guide/cvp200715/
！

ご注意：今後の状況により、検査時期・方法の変更または取り止める場合がございます。

乗船受付時  ご
 乗船受付時は必ずマスクをご着用ください。
「飛鳥Ⅱ 感染症に関する質問票 」に必要事項
※

をご記入の上ご提出いただくほか、ご乗船の皆様に「検温」を実施いたします。

※乗船前 14日間の健康状態の確認など。
乗 船 中  ご乗船中は客室内とお食事、ご入浴時を除き、必ずマスクをご着用ください。

※5 歳以下のお子様に限り、マスク着用は必須ではありません。

■「飛鳥Ⅱ新型コロナウイルス感染症対策プラン」
はこちらからご覧いただけます（飛鳥クルーズホー
ムページ）

https://www.asukacruise.co.jp/
coronavirus̲information/
※「飛鳥Ⅱ 新型コロナウイルス感染症対策プラン」の内容は変更になる場合が
ございます。
ご乗船前に上記ホームページにて最新情報を必ずご確認ください。

Cruise Information
安 心してクルーズを楽しむために
乗 船 前の準 備と確 認
船内での服装について

寄港地観光ツアー（別料金・定員制）観光

ドレスコードはクルーズの楽しみの
ひとつです。シーンに合わせた服装
で気分も華やかにナイトタイムをお
過ごしください。

寄港地では、各地の名所やさまざまな
見どころへご案内する観光ツアーを
ご用意しています。

■ 日中 船内や寄港地での観光時は、
カジュアルな服装でお過ごしいただ
けます。
■ 夕方 (17時頃 ) 以降 カジュアル、
インフォーマル、
フォーマルの3つの
ドレスコードに分かれます。その日
のドレスコードは、
日程表と船内新聞
『アスカデイリー』
にてご案内します。

日中イメージ

インフォーマルイメージ

※カジュアルの日でも夕方以降は客室外でのTシャ
ツ、
短パン、
作務衣、
ジャージ等はご遠慮ください。
※クルーズにより左記以外のドレスコードをご案
内する場合があります。

夕方（17時頃）以降のドレスコードの目安

※寄港地観光ツアー
（以下
「ツアー」
という）は
船会社・郵船クルーズ
（株）
が企画・実施します。
※当該クルーズをお申し込みの方に、
ツアーの
ご案内等を出発の約1カ月前にお申し込みの旅 天橋立（舞鶴）
行会社・販売店より送付します。※ツアーの代
金は、
船上でお支払いください
（一部除く）
。※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。※本パンフレットに記載のツアー
は抜粋です。名称および内容は予告なく変更・中止になる場合があります。※ツアーはお申
し込み多数の場合は抽選となります。最少催行人員に満たない場合は中止とさせていただ
きます。※車いすをご使用のお客様および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。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。

貸切タクシープラン（国内のみ / 別料金）タクシー
地元の観光タクシードライバーの案内による観光をお楽しみいただけます。
ご希望の観光プランをお持ちの方や足の悪い方などご自身のペースにて
観光を楽しみたい方におすすめです。
※貸切タクシープランはお客様と㈱キャブステーションとの直接契約となります。

船内で有料となるもの
カジュアル

インフォーマル

フォーマル

［男性］
え
 り付きのシャツ、
スラックスなど

［男性］
ス
 ーツ、
ジャケットなど ［男性］
タキシード、
の上着。
ネクタイ(アス
ダークスーツなど
コットタイ、
ループタイ ［女性］
 ラウス、
［女性］ブ
イ
 ブニングドレス、
などを含む）
については
スカートなど
カクテルドレス、
着用をおすすめします。
※7月のクルーズに限り浴衣可
ドレッシーなスーツ、
（部屋着・寝間着をのぞく）
［女性］ワ
 ンピース、
着物なら訪問着など
ツーピースなど
※掲載のクルーズでフォーマル対象は2022年オセアニアグランドクルーズのみとなります。

安全への対処
天候によっては航路およびスケジュールが変更となる場合がございます。
飛鳥Ⅱではお客様の安全のために避難経路・救命胴衣の着用方法等をご説明し
ている
「飛鳥Ⅱ避難安全ビデオ」を放映しています。また、お客様の避難訓練も
実施いたします。
※避難訓練は、
ワンナイトクルーズなど、
クルーズの日程によっては実施しない場合もございます。

乗り物酔いや体の具合が悪くなった場合
飛鳥Ⅱは横揺れ減揺装置（フィン・スタビライザー）などにより揺れが抑えられ
るように設計されておりますが、天候によっては揺れを感じることもございます。
乗り物酔いに備えてご自身の体質に合った酔い止めをご用意ください。船内で
酔い止め薬を処方する場合は、船医による診察が必要です
（有料）。体調が優れ
ない場合はレセプションにご連絡ください。
※診療室では社会保険や国民健康保険の保険診療は受診できません。
※おかゆのルームサービス
（無料）
もございますのでお気軽にお申し付けください。

クルーズライフをより快適にお過ごしいただくために
https://www.asukacruise.co.jp/boarding/

船内での基本的なお食事や軽食、お部屋にあるお飲物
は旅行代金に含まれています。ルームサービスやクリー
ニング、通信費などお客様が個人的にご利用になるも
ののほか、
アルコール飲料、
「海彦」
でのお食事などが有
料
（別料金）
となります。なお、
飛鳥Ⅱではチップは必要あ
りません。

船内でのお支払いについて
船内でのお支払いはサインでお済ませいただけます。下
船当日にお届けする明細書をご確認のうえ、
レセプショ
ンにて、現金またはクレジットカードでご精算ください。
下船前日までにレセプションでクレジットカードの登録
（サ
イン）をされると当日の精算の手間が省け便利です。

その他ご案内
◉モンテカルロ
（カジノコーナー/ 別料金）
…飛鳥Ⅱは日本船籍につき、
チップおよび
コインを現金や景品に交換することはできません。
◉年少者のお客様へ…船内各施設のご利用に際して、午後10時以降18歳未満の
方は保護者とご一緒にご利用ください。なお次の施設・時間帯は保護者同伴であっ
てもご利用できません。
・マリナーズクラブ…大人の雰囲気を大事にするために、バー営業時間中13歳
未満の方は入場をご遠慮ください。
・モンテカルロ
（カジノコーナー）…18歳未満の方はゲームに参加できません。
・フィットネスセンター…安全のため16歳未満の方は入場をご遠慮ください。
・スモーキングラウンジ…20歳未満の方は入場できません。
◉客室内はバルコニーを含め全面禁煙です。詳しくは P.42をご覧ください。

初めての方にも安心してご乗船いただくために、飛鳥Ⅱ船内での過ごし方や
ドレスコードなどの情報をデジタルブックや動画で紹介しています。
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Cabin Plans
S ロイヤルスイート

安らぎを約 束する住 空 間

気品あふれる最上級のスイート客室で極上のひとときを

[ 4 室限定 ] 10 デッキ

バルコニー付／ 88.2m

2

※エキストラベッドにより、3名様でご利用いただけます。
●リビングルーム ●ダイニングエリア
（シンク付）
●プライベートバルコニー ●セパレートベッド
ルーム ●ツインベッド ●バスルーム
（海側、
ジェッ
トバス付）●シャワー付トイレ ●ゲスト用トイレ
●ウォークインクローゼット ●テレビ
（リビング
ルーム・寝室）●CDプレーヤー ●DVD 兼ブルー
レイプレーヤー ●冷蔵庫 ●お水 ●コーヒーメー
カー ●金庫 ●双眼鏡 ●ドライヤー ●バスアメ
ニティ ●スキンケア ●浴衣
（大人用のみ）●バス
ローブ ●ノートパソコン ●プリンター
（A4サイズ）

S ロイヤルスイート特 典

プレミアダイニング「ザ・べール」
をご利用いただけます。

ご予約時に…
■ フルクルーズ
（全区間）
をご予約のお客様には客室番号のご希望をお預かりします。

快適な船旅をサポート

※ご希望にそえない場合もございますので、
あらかじめご了承ください。

■ ご出発前はお申し込みの旅行会社を通じて旅の準備をお手伝いします。

さまざまなサービス
（追加代金不要）

■ ご乗船中は担当スタッフが快適なクルーズライフをサポートします。
■ フルクルーズ
（全区間）乗船の際の寄港地観光ツアーの優先予約。

■ ご乗船時にウェルカムシャンパン、
お菓子、
フルーツをご用意。

■「アスカ アヴェダ

■「海彦」
メニューを含む、
ルームサービスおよび客室内のソフトドリンク、
アルコールすべて。

※客室 S・W・Aのお客様のご予約で寄港地観光ツアーの定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。

サロン＆スパ」
「海彦」事前予約サービス。
■「 2022 年オセアニアグランドクルーズ」乗下船時ハイヤー送迎サービス
（横浜港／神戸港か
ら100km 圏内まで）
。

W

和洋スイート [ 2 室限定 ]

A

10 デッキ

■ 無料宅配便サービス
（ワンナイトクルーズ、海外乗下船を除く）。
■ クリーニングサービス
（ワンナイトクルーズを除く）
｡
■ 客室内専用パソコンサービス。

アスカスイート 10 デッキ

W 和洋スイート
共通特典
A アスカスイート
プレミアダイニング「ザ・べール」
をご利用いただけます。

快適な船旅をサポート
 ルクルーズ
■フ
（全区間）乗船の際の寄港

地観光ツアーの優先予約。

※客室 S・W・Aのお客様のご予約で寄港地観
光ツアーの定員を超えた場合は抽選とさせ
ていただきます。

ご予約時に…
 ルクルーズ
■フ
（全区間）
をご予約のお客様

には客室番号のご希望をお預かりします。

バルコニー付／45.8m

2

バルコニー付／45.8m

2

※備えつけのソファベッドにより、3名様でご利用
いただけます。

※備えつけのソファベッドにより、3名様でご利用
いただけます。

●リビングエリア ●プライベートバルコニー ●ツ
インベッド ●バスルーム（バスタブ・洗い場付）●
シャワー付トイレ ●ウォークインクローゼット ●
テレビ ●ミラーディスプレイテレビ ●ミニシンク
●冷蔵庫 ●お水 ●金庫 ●双眼鏡 ●ドライヤー ●
バスアメニティ ●バスローブ ●浴衣（大人用のみ）

●リビングエリア ●プライベートバルコニー ●ツ
インベッド ●バスタブ ●シャワーブース ●シャワー
付トイレ ●ウォークインクローゼット ●テレビ ●
冷蔵庫 ●お水 ●金庫 ●双眼鏡 ●ドライヤー●バ
スアメニティ ●バスローブ

※ご希望にそえない場合もございますので、
あらかじめご了承ください。

さまざまなサービス
（追加代金不要）
 乗船時にウェルカムスパークリング
■ご

ワイン、
お菓子をご用意。

 食、
■軽
ソフトドリンク、
お茶類のルーム

サービス。

 蔵庫にジュース、
■冷
お茶のほか、
ビールを

ご用意。

客室 Sロイヤルスイート・W 和洋スイート・Aアスカスイートのお客様限定

プレミアダイニング「ザ・ベール｣
11デッキからの風景を眺めながらゆったりとディナーを
お楽しみいただけます。
※感染症予防のため、
オープンシーティングは中止し2回制でご案内します。
※ソフトドリンクの他、
ビール
（指定銘柄）
を追加料金なしでお召し上がりいただけます。
※
「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。この場合はビールは有料です。
※Cスイート〜 Kステートのお客様は
「フォーシーズン・ダイニングルーム」
をご利用ください。
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イメージ

C スイート

過ごしやすさを重視したくつろぎのスイート

10 デッキ

バルコニー付／33.5m

2

●リビングエリア ●プライベー
トバルコニー ●ツインベッド ●
バスタブ ●シャワーブース ●シャ
ワー付トイレ ●ウォークインク
ロ ー ゼ ット ●テレビ ●冷蔵庫
●お水 ●金庫 ●ドライヤー ●
バスアメニティ ●バスローブ
※備えつけのソファベッドにより、3 名様でご利用いた
だけます（一部客室を除く）｡
※C スイートには車いすをご使用の方のための客室が
2 室ございます。

C スイート特典

さまざまなサービス
（追加代金不要）

■ ご乗船時にウェルカムスパークリングワイン、
お菓子をご用意。 ■ ソフトドリンクやお茶類のルームサービス。
■ 冷蔵庫にジュース、
お茶のほか、
ビールをご用意。

D E

バルコニー

D：9デッキ E：8デッキ

プライベートな眺望を
楽しめるバルコニー付き客室

○面積にはバルコニーが含まれます。
○サービス内容および船内施設・客室は2021年1月現在のもので、
今後変更・廃止となる場合がございます。
○救命ボートや救命いかだ、乗下船用タラップなど客船固有の
設備のために、
K ステートおよび一部客室では眺望がさまた
げられます。
○客室内はバルコニーを含め全面禁煙です。喫煙されるお客様
は船内指定の喫煙スペースをご利用ください。
○海象／気象によりきしみ音が発生する場合がございます。

 話
■電

2

●プライベートバルコニー ●ツインベッド
●バスタブ ●シャワー ●シャワー付トイレ
●クローゼット ●テレビ ●冷蔵庫
（ジュース・
お茶） ●お水 ●金庫 ●ドライヤー ●バス
アメニティ

ステート

●ルームサービス
（客室タイプにより有料）●テレビ：日本
の沿岸では衛星放送、海外クルーズでは NHK ワールド、
ワールドプレミアム
（NHK 海外向け番組）
をご覧いただけ
ます。 ●ビデオオンデマンドサービス ●冷蔵庫：冷蔵庫
内のお飲物は、1日1回補充します
（お水はデスクの上にご
準備しています）
。ご自由にお飲みください。 ●電気製品：
国内で使用できるものを客室内のコンセントでご使用い
ただけます
（客室でのアイロン、電気コンロなど熱源機器
のご使用はご遠慮ください）
。 ●洗濯：セルフサービスの
ランドリールームをご自由にお使いいただけます。また、2
泊以上のクルーズでは、有料でドライクリーニングやプレ
スも承ります。

陸上との通信・連絡について

バルコニー付／22.9m

K

全客室共通のサービス

8デッキ

※7デッキの K ステートは販売を一時休止しています。

客室に備え付けの電話から直接ダイヤル通話
ができます（有料）
。

■ ファックス
レセプションにて承ります（有料）
。
 帯電話 沿岸航行中、通話可能な海域もございま
■携
す。オープンデッキおよびご自身の客室にてご使用
ください。
 i-Fiサービス 船内施設
■W
（一部除く）に加え全客
室で Wi-Fiサービスをご利用いただけます（客室タ
イプにより1日に無料でご使用いただける接続可能
回数が異なります）
。
※接続スピードは陸上よりも低速となります。

アクティブな方にもおすすめ
バスタブ付きで快適な客室

 メール
■E

11デッキ「イー・スクエア」の専用パソコン
で乗船中にのみ有効なアドレスを使用した「飛鳥Ⅱ
メールサービス」をご利用いただけます（有料）
。

角窓
（バルコニーなし）
／18.4m

2

Wi-Fiサービスや
Eメールサービスの詳細はこちら

●ツインベッド ●バスタブ ●シャワー ●シャ
ワー付トイレ ●クローゼット ●テレビ ●冷
蔵庫（ジュース・お茶）●お水 ●金庫 ●ドラ
イヤー ●バスアメニティ
※眺望がさまたげられます（一例）

客室 Sロイヤルスイート・W 和洋スイート・
Aアスカスイート・Cスイートのお客様限定

インルームダイニングサービス
朝・昼・夕食を客室へお届けするサービスがございます
（無料・予約制）
。穏やかな日には、ぜひバルコニーで
お食事を。クルーズならではの体験です。
※ご注文は乗船後に承ります。

www.asukacruise.co.jp/reserve_
boarding/internet_mail-service/

飛 鳥Ⅱで大 切な日を
特別な思い出に
お誕生日・結婚記念日・ハネムーンのお客様へ
飛鳥Ⅱでは、誕生日・結婚記念日
（ご結婚2年目以降）をご乗船中に迎
えられるお客様、2泊3日以上のクルーズをハネムーン
（ご結婚1年以内）
として過ごされるお客様を船上でお祝いいたします。

アニバーサリーを迎えるご夫婦へ

デザートプレート イメージ▶

ダイヤモンド婚式・金婚式・銀婚式の結婚記念の年に2 泊 3日以上のクルーズにご乗船される
お客様には、記念品とアニバーサリーカクテルをプレゼントいたします ｡
※ご乗船前にお申し込みの旅行会社へお知らせください。※船上イベントの関係で記念日当日にお祝いができない場合
がございます。
また、
下船日が記念日にあたる場合は前日などにお祝いいたします。
※各記念日の特典やサービス内容は予告なく変更となる場合がございます。
イメージ

41

Deck Plans
S ロイヤルスイート
W

◆

和洋スイート

WC トイレ
車いすでのご利用が可能なトイレ

A アスカスイート

シャワー

C スイート

喫煙スペース
営業を中止する施設

D E バルコニー
D3

車いすをご使用の方のための客室

EV エレベーター

ディートリプル（販売は一時休止中）

ギャラクシーラウンジ

F ステート（販売は一時休止中）
K ステート（8 デッキのみ／ 7 デッキの販売は一時休止中）

モンテカルロ
マージャン
サロン

クラブ・
スターズ

WC

EV
WC

クラブ2100

バルコニーを含め客室は電子タバコを含め全面禁煙です。
外部デッキでも指定場所 (11デッキ後方 ) 以外での喫煙はできません。

スポーツエリア

※スモーキングラウンジでは飲料サービスの提供・葉巻の販売はございません。

DECK 5
メインデッキ

新しいスタイルの船内生活（一例）
■船内での衛生対応

■お客様にも消毒のご協力をお願いします

船内各所に手指消毒用
アルコールをご用意し
ていますので積極的に
ご利用ください。また、
サーマルカメラを設置
し、お 客様 の 体表温度
を計測します。

フィットネスセンター
やモンテカルロ（カ
ジノコー ナー）など
の一部の施設では、
ご利用後、お客様ご
自身でアルコール消
毒をお願いします。
アルコールによる手指消毒
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サーマルカメラによる検温

※サービス内容及び船内施設・客室の情報は2021年1月現在のもので、今後変更・中止となる場合がございます。

DECK 6
プラザデッキ

マリナーズ

WC

スモーキング クラブ
ラウンジ

WC

★早期全額支払割引、早期申込割引も対象です。

受動喫煙対策により、
飛鳥Ⅱの喫煙スペースは
「スモーキングラウンジ
（旧シガーバー／ 6デッキ）
」
および 11デッキ後方
（食事時間を除く）
のみとなります。

ラ・ステッラ

ペガサス

クルーズ
セールス
オフィス

EV

●

ル ブルー

●

●

ハリウッドシアター

ライブ
ラリー

名古屋発着 初夏の薩摩・土佐クルーズ
日本周遊Bコース
横浜発着 西国漫遊クルーズ
● 日本周遊 Cコース
神戸発着 初夏のみちのく・函館クルーズ
● 日本周遊Dコース
横浜発着 夏の北海道クルーズ

●

WC

EV
EV
EV

フォーシーズン・
ダイニングルーム

カード コンパス
ルーム ルーム

2022年 オセアニアグランドクルーズ★
佐世保発着 陽春の金沢・舞鶴クルーズ
● 春の東北 大船渡
・小名浜クルーズ
● ゴールデンウィーク 青森
・北海道クルーズ
● 日本周遊 Aコース
神戸発着 新緑の九州めぐりクルーズ
● 新緑のみちのく
・室蘭クルーズ

ピアノバー

EV
EV
EV

※Kステートに関しては、8デッキの右舷、左舷、
エレベーター付近（前方、
中央、後方）
の組み合わせで
のお預かりとなります。ボートとボートの間など、眺望に関するご希望や客室番号指定のリクエス
トはお受けできませんのでご了承ください。

WC

アスカプラザ

フラップ フラップ

客室 S・W・A ： 全てのクルーズにてフルクルーズ（全区間）
をご予約の場合、
ご希望をお預
かりします
（※グランド特別割引を除く）。
■ 客室 C・D・E・K：下記の4泊以上のクルーズにて、
フルクルーズ
（全区間）
をご予約の場合に、
ご希望をお預かりします。
■

レセプション
WC

EV
EV
EV

客室番号のご希望について
ご希望の場合にはお申し込みの旅行会社および販売店へお申し出ください。以下の条件でご希望を
お預かりします。ただし、客室番号は乗船券発券時に最終確定します。なお、ご希望にそえない場合
もございますので、
あらかじめご了承ください。

ザ・ビストロ

DECK 4
テンダーデッキ

WC

EV
EV
EV

WC

アスカビジョン︵LEDディスプレイ︶

DECK 12
DECK 10
DECK 8
DECK 6
DECK 4

DECK 11
DECK 9
DECK 7
DECK 5

WC

EV
EV
EV

診療室

SHIP DATA

● 船籍／日本 ● 全長／241m ● 全幅／29.6m ● 総トン数／50,444GT ● 喫水／7.8m
● 航海速力／最高21ノット ● 横揺れ減揺装置／フィン・スタビライザー ● 乗客数／872名
● 乗組員数／約490名 ● 客室数／436室（全室海側）

船舶概要（2021年1月現在）

ビスタラウンジ

WC

セルフサービス
ランドリー

プロムナードデッキ

WC

パームコート

イー・
スクエア
EV
EV
EV

EV
EV
EV

EV
EV
EV

EV
EV
EV

EV
EV
EV

和室
﹁游仙﹂

WC WC

WC

WC

セルフサービス
ランドリー

セルフサービス
ランドリー

シーホース
プール

EV
EV
EV

EV
EV
EV

EV
EV
EV

EV
EV
EV

セルフサービス
ランドリー

リドグリル

EV
EV
EV

グランドスパ
露天風呂

グランドスパ
リドガーデン

WC
WC

WC

WC

EV

EV

アスカ アヴェダ
サロン＆スパ

フィットネス
センター

︵客室S・W・A専用

リドカフェ

プレミアダイニング
海彦 ﹁ザ・ベール﹂

EV

EV

EV

EV

EV
EV

EV

EV

EV

EV

WC

︶
※食事時間は禁煙

DECK 7

プロムナードデッキ

DECK 8

ホライゾンデッキ

DECK 9

シーブリーズデッキ

DECK 10
アスカデッキ

DECK 11
リドデッキ

DECK 12
スカイデッキ

客室の販売は一時休止中

■お客様のスマートフォンをお持ちください
客室や船内施設に設置して
いる印刷物の一部を撤去し、
お客様のスマートフォン等に
よる QR コードの読み取り
で内容をご確認いただきま
す。ご乗船の際にはご自身の
スマートフォンやタブレット
をお持ちください。

営業を中止する施設
5デッキ 「ピアノバー」
「ツアーデスク」
「寄港地紹介デスク」
6デッキ 「クラブ・スターズ」
「カードルーム」
「マージャンサロン」
「クルーズセールスオフィス」

開催を中止するイベントおよびサービス
「セイルアウェイパーティー」
「ダンスタイム」
「ダンス教室」
「インルームマッサージ」
「アスカ アヴェダ サロン＆スパの一部サービス」
※6デッキ
「フォトショップ」は2021年1月4日をもって営業を終了いたします。

感染症対策として船内のサービス等を一部変更・
中止いたします。
お客様にはご不便をおかけしま
すがご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、
今後の感染状況等により、
掲載内容から変
更となる場合がございます。最新の情報は飛鳥
クルーズホームページに掲載
しております
「飛鳥Ⅱ 新型コロ
ナウイルス感染症対策プラン」
をご参照ください。
https://www.asukacruise.co.jp/coronavirus_information/
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お申し込み時のご案内

※サービス内容および船内施設・客室の情報は2021年1月1日現在の状況のもので、今後変更・中止となる場合がございます。

●パンフレット記載の旅行代金は客室をお2人様でご利用の場合の、
お1人様の
代金です
（原則として大人・子供同額）
。
●一部のクルーズには子供代金
（2歳以上12歳以下
（小学生まで）
）
の設定がご
ざいます。
●7デッキの客室K、
F、D3の販売は当面の間休止します。販売を再開する場合は
ホームページ等でお知らせします。
●客室をお1人様でご利用の場合は、
割増代金が必要です。
当該クルーズ掲載
頁をご確認ください。
お1人様でご利用いただける客室には限りがございます。
相部屋は承っていません。
●スイート客室の3人利用
・客室Sはエキストラベッドを、
客室W、
A、Cは備え付けのソファベッドを使用す
ることで3人利用が可能です
（但し、
1058、1059、1060、1061、1062、1063
号室を除く）
。
・ 3 人目の旅行代金は、客室タイプ（ S 、W 、A 、C ）にかかわらず当該クルー
ズの客室K相当の旅行代金となります。
（例 1）大人 3 名、
（例 2-1）大人 2 名＋子供 1 名、
（例 3-1）大人 1 名＋子供 2 名
ご利用客室の旅行代金 2 名＋ K のツイン利用時の旅行代金 1 名分
但し、子供代金の設定があるクルーズの場合は、以下のとおりとなります。
（例 2-2）大人 2 名＋子供 1 名
ご利用客室の旅行代金 2 名＋ K のツイン利用時の子供代金 1 名分
（例 3-2）大人 1 名＋子供 2 名
ご利用客室の旅行代金 1 名＋子供代金 1 名
＋ K のツイン利用時の子供代金 1 名分
●国内クルーズの旅行代金は、
消費税など諸税を含んでいます。
海外クルーズの
旅行代金は各港の港湾諸税および日本の国際観光旅客税を含んでおります。
今後税額が増減または廃止された場合でも旅行代金に変更はありません。
●客室番号のご希望については、
デッキプラン掲載頁をご確認ください。
●取消料発生期間内に客室のご利用人数が減少した場合、
取消されたお客様
には規定による取消料を、
客室をお一人様でご利用になられるお客様には規
定による割増代金を追加で申し受けます。
●取消料発生期間内にお客様の申し出により旅行の契約内容（客室タイプ／

旅行条件

コース／割引種別／対象者などを含みます）
を変更される場合は、
旅行契約
を一旦解除した上で新たに旅行契約を締結していただきます。
このとき、
新契
約の代金が旧契約の代金よりも低額であれば、
その差額に対し規定の取消料
率を乗じた取消料を申し受けます。
●2歳未満の乳幼児はご乗船条件としております事前PCR検査に必要な唾液
検体採取が困難なため、
ご乗船いただけません。
●海外長期クルーズ
（クルーズ期間31日以上、
区間乗船も含む）
には未就学児
（6歳以下）
はご乗船いただけません。
●15歳未満の方は、
保護者の同行
（同室）
が条件となります。
幼児
（6歳までの未
就学児）
のお子様は、
お申し込み時に船会社指定の承諾書の提出が必要とな
ります。
●15歳以上20歳未満の方は単独でもご乗船いただけますが、
お申し込み時に
保護者の同意書の提出が必要です。
●
「飛鳥Ⅱ 新型コロナウイルス感染症対策プラン
（運航会社：郵船クルーズ株式
会社発行）
」
の全文をご確認の上、
お申し込みください。
●感染症拡大防止の観点から、
当面の間、
次のパターンではご乗船いただけません。
○ 2 つ以上のクルーズを連続して乗船すること。
○ 下船日から起算して14日以内に再度乗船すること。
●ご乗船の皆様に対し、
唾液検体による事前PCR検査を実施します。
検査結果
が
「高リスク」
もしくは
「再検査」
と判断されたお客様はご乗船いただけません。
●乗船前日より遡って14日前からの健康状態確認、
乗船当日はマスク着用の上、
「飛鳥Ⅱ 感染症に関する質問票」
のご提出および検温へのご協力が必要です。
ご乗船中は客室内とお食事、
ご入浴時を除き、
必ずマスクをご着用ください。
●新型コロナウイルス感染症を発症した場合、慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓
病、
糖尿病、
心血管疾患などの基礎疾患がある方や透析を受けている方は重
症化するリスクが高いとされています。
万一、
症状が発生した場合、
船上での
適切な医療体制の確保が非常に困難なため、
あらかじめお客様ご自身で主治
医にご相談いただき、
クルーズご乗船にあたり支障がない旨をご確認いただい
た上でお申し込みください。
●感染症が重症化しやすいとされている呼吸器疾患にあたり、
船上での適切な
医療体制確保が非常に困難なため、
酸素ボンベ・酸素濃縮器等の呼吸器疾

患用医療機器をご利用の方はご乗船いただけません。
●上記以外の医療器具をお持ち込みされる場合はお申し込み時にお申し出くだ
さい。
診断書および承諾書を提出いただく場合があります。
●妊娠中の方はお申し込み時またはお早目にお申し出ください。
船会社指定の
診断書および承諾書を提出いただきます。
●車いすをご使用されるお客様はお申し込み時にお申し出ください。
原則として
（同室）
の乗船をお願
お客様1名様に対して1名の介助いただけるご同伴者様
いいたします。
又、
ご同伴者様は車いすご使用のお客様と共に行動していただ
きます。
単独行動はご遠慮ください。
●電動車いすをご使用の場合、
前項のほか使用上の制限事項についての承諾書
の提出が必要となります。
なお、
電動カートはご使用になれません。
●新型コロナウイルス感染症対策に万全を期する為、
体質上
（アレルギー）
の理
由で食べ物に制限をお持ちの方への特別食の対応は当面の間、
中止いたしま
す。
食材の情報についてはご乗船後に係員にお尋ねください。
対応再開の際
は、
ホームページ等でお知らせします。
●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。
●記載されたスケジュールおよびイベント内容は、
天候・その他の事情により変
更される場合がございます。
●船内施設はご利用人数を制限してご案内します。
また、
一部施設は営業を中
止する場合がございます。
●写真は全てイメージです。
掲載の寄港地案内、
写真は一部寄港地観光ツアー
等でお楽しみいただけるものです。
一部改装前の写真や感染症対策前の写真
が含まれます。
実際とは異なる場合がございます。
●ゲストエンターテイナー等の撮影は原則としてご遠慮いただいております。
●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あります。
●天候による運航中止やスケジュール変更をはじめとした船会社の旅客運送約
款内
「運航の中止・変更等」
の規定による措置に伴う交通費や宿泊費、
宅配便
等の費用はお客様負担となります。
●乗船前および下船後の状況把握のため、
新型コロナウイルス接触確認アプリ
（COCOA）
のインストールを強くお勧めいたします。

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、下記記載の旅行会社（以下「当社」
という）
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。
又、契約の内容・条件は、募集広告（パンフレット等）
の各コースごとに記載さ
れている条件のほか、下記条件、
出発前にお渡しする最終日程表と称する確
定書面及び当社の募集型企画旅行約款によります。
■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。
ただし寿司“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、
バス料金
●団体行動中のチップ
〔注〕上記諸費用は、
お客様のご都合により、一部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の中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）
●アルコール等飲料の代金、
クリーニング、電報･電話料、
その他追加飲食等個
人的性質の諸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、
渡航手続費用
（旅券用印紙代、
査証料、
予防接種
料金、傷害･疾病保険料及び渡航手続取扱料金）
●ご自宅と発着港間の交通費･宿泊費
●お客様のご希望によりお1人部屋を利用される場合の追加代金
●希望者のみ参加される寄港地観光ツアーの旅行代金
■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い
●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・インターネットその他の通信手段による募集型企
画旅行契約の予約申し込みを受けつけることがあります。
この場合、
電話など
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
込金を提出またはクレジットカード番号等を通知していただきます。
この期間
内に申込書と申込金を提出されない場合、
またはクレジットカード番号等の
通知をされない場合、
当社は申し込みはなかったものとして取り扱います。
●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。
●残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行は21日目に
あたる日より前までにお支払いいただきます。
海外長期クルーズ
（クルーズ期間31日以上）
もしくは特別な代金設定がある
クルーズについては当該クルーズ掲載頁をご参照ください。
●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。
■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お申し出ください。
●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。

●海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上）
にご乗船の方は健康診断書の
提出が必要です。
■確定書面（最終日程表）
●確定された最終日程表は旅行開始日の前日
（旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって7日目に当たる日以降に申し込みされた場合は旅行開始日）
ま
でに交付します。
■旅行契約内容の変更
●当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中
止、官公署の命令、
当初の運行計画によらない運送サービスの提供等の当社
が関与しえない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。
■旅程保証
●当社は別途お渡しする契約書面に重要な変更が生じた場合は、規定の変更
補償金を支払います。
ただし、次の場合は変更補償金は支払いません。天災
地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中
止、
当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は
身体の安全確保のため必要な措置。
なお、変更補償金は旅行者1名に対し、1
募集型企画旅行につき旅行代金の15％を限度とします。
また、変更補償金が
千円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
■旅行代金の額の変更
●利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改訂により、旅行代金の額を変更す
ることがあります。増額の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て、
15日目にあたる日より前にお知らせします。
■取消料（お客様による旅行契約の解除）
●お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
●当社の責任とならないローン・渡航手続等の事由によるお取消の場合も、下
記の取消料をいただきます。
●ただし次の場合は取消料はいただきません。
旅行内容の重要な変更、旅行代金の増額、旅行開始後お客様の責以外で旅
行サービスを受領できなくなったとき等。
●国内クルーズ
取
消
日
取 消 料
21日前まで
無 料
旅行開始日の前日から
20日前から8日前まで
旅行代金の20％
起算してさかのぼって
7日前から2日前まで
旅行代金の30％
旅行開始日の前日
旅行代金の40％
旅行開始の当日
（旅行開始後を除く）
旅行代金の50％
旅行開始後又は無連絡不参加
旅行代金の100％
●海外長期クルーズ
（クルーズ期間31日以上）
取
消
日
クルーズ期間が91日 151日前まで
以上のクルーズの場合 150日前から121日前まで
クルーズ期間が90日
旅行開始日 以下のクルーズの場合 121日前まで
の前日から
120日前から91日前まで
起算して
クルーズ期間が91日 90日前から61日前まで
さかのぼって 以上のクルーズの場合
60日前から31日前まで
及び 90日以下の
30日前から21日前まで
クルーズの場合
20日前から3日前まで
旅行開始日の前々日、前日、
当日
（旅行開始後を除く）
旅行開始後又は無連絡不参加

取 消 料
無 料
旅行代金の3％
無

料

旅行代金の5％
旅行代金の10％
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

■当社による旅行契約の解除
●次の場合、
当社は契約を解除することがあります。代金不払い、
申し込み条件
の不適合、病気、団体行動への支障、天災地変、戦乱などの理由により旅行の
円滑な実施が不可能なとき等。
■お客様の交替
●上記取消料が発生する日以降旅行開始前迄にお申し出いただき、
当社が承諾した
場合、
お一人様につき1万円の手数料をお支払いいただくことにより、
別の方へ交替
することができますが、
1室ご利用のお客様全員が交替する場合は、
キャンセル扱い
となります。
なお、
旅行開始後の乗船者の途中交替はできません。
■当社の責任
●当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。

（故意又は重過失がある場合を除く）
。
お荷物に関する賠償限度額はお1人様15万円
■お客様の責任
●当社はお客様の故意または過失、
法令もしくは、
公序良俗に反する行為により
当社が損害を被ったときは、
お客様から損害の賠償を申し受けます。
●お客様は、
当社から提供される情報を活用し、
お客様の権利・義務その他募集
型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
●お客様は、
旅行開始後に、
契約書面に記載された旅行サービスについて、
記載
内容と異なるものと認識したときは、
旅行地において速やかに当社、
当社の手
配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
■特別補償
●当社は責任の有無にかかわらず、
お客様が、
当旅行参加中に、
急激かつ偶然な
外来の事故により生命、
身体、
又は手荷物に被った一定の損害について補償
金および見舞金を支払います。
国内クルーズ
1,500万円
2万円〜20万円
1万円〜5万円
通院見舞金
通院3日以上
携帯品損害補償金
お客様1名様につき 3 千円〜15万円 ※1 ※2
※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。
■最少催行人員：各コース 200名様 飛鳥Ⅱ旅客運送約款特約による
■旅行条件・旅行代金の基準日：2021年1月1日
■個人情報の取扱い
●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、
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。
■旅券・査証について
●日本国籍以外の方は、
自国の領事館、
渡航先国の領事館、
入国管理局にお問い
合せください。
１．旅券（パスポート）
・査証（ビザ）
：当該クルーズ掲載頁をご参照のうえ、詳細
は当社および販売店にお問い合せください。
2．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。妊娠中の方はお申し込み時にお申し出ください。
3.訪問国によっては18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合（単独や
片方の親のみ、
または親以外の大人の方と旅行する場合）、入国に際して親の
「渡航同意書」
（ 英文）の提示を求められる場合があります。詳しくはお申し
込み時にお問い合わせください。
●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、販売店が渡航手続料金をいただいてお受け
いたします。
■海外危険情報および渡航先の衛生状況について
●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：www.anzen.mofa.go.jp/
渡航先の衛生状況については、下記ホームページにてご確認ください。
厚生労働省検疫感染情報ホームページ：www.forth.go.jp/
■添乗員
●添乗員は同行いたしません。船内では係員がお世話いたします。
死亡補償金
入院見舞金

海外クルーズ
2,500万円
4万円〜40万円
2万円〜10万円

※ダイジェスト版につき旅行条件等の詳細につきましては、旅行条件書をご覧ください。

●お問い合わせ・お申込みは
□ 有楽町本店

Tel.03（6865）9600

総合旅行業務取扱管理者

Tel.06（4798）8001

総合旅行業務取扱管理者

Tel.045（224）8050

総合旅行業務取扱管理者

Tel.052（569）2866

総合旅行業務取扱管理者

Tel.03（6685）8020

総合旅行業務取扱管理者

〒100-0006

□ 大阪本店

〒530-0001

□ 横浜支店

〒220-6002

□ 名古屋支店

〒450-0002

□ コールセンター

●旅行企画・実施

〒102-0083

小川 誠

東京都千代田区有楽町2 -10 -1 東京交通会館ビル6階
大野 義恵

大阪府大阪市北区梅田1- 8 -17 大阪第一生命ビル12階
飯田 悦弘

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA2階
福田 大雅

愛知県名古屋市中村区名駅4-10 -25 名駅IMAIビル1階

東京都千代田区麹町1-10-5

澤田麹町ビル4階

北野 博文

観光庁長官登録旅行業第1739号 日本旅行業協会正会員

