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※見学ルートを指定してご案内します。
※貸し切りではございません。

日本のくつろぎはそのままに。飛鳥 IIで暮らすように世界を旅する。

107日間の旅を支え、毎日楽しみな時間となるよう
総料理長がこだわりをみせる飛鳥Ⅱのディナー
は、和食を中心にフレンチ、イタリアン、中華など、
その日のスケジュールに合わせてバラエティ豊かに
ご用意。そして世界中どこをクルーズしていても
朝食と昼食、お夜食には日本の味をお召し上がり
いただけます。また、江戸前寿司が食べられる海彦
（有料）もございます。30周年を記念したアニバー
サリーディナーやゲストシェフによるスペシャル
ディナーにもご期待ください。 

お客様に合わせた、日本の「美食」と世界の「美味」を存分に

芸術の街ミラノを訪れ、世界的に有名なレオナルド・ダ・ヴィンチの
傑作『最後の晩餐』を、飛鳥Ⅱのお客様だけでご鑑賞いただけます。

レオナルド・ダ・ヴィンチ「最後の晩餐」
夜間特別貸切鑑賞

◉ ジェノバ発

メトロポリタン美術館
開館前特別入場

◉ ニューヨーク発

世界最大級の美術館の一つ、メトロポリタン美術館を一般開場前に
特別入場。幅広いコレクションをゆったりとご覧いただけます。

世界遺産

世界遺産

「アジュダ宮殿」ファドの夕べと
ジェロニモス修道院特別見学

◉ リスボン発 

朝目覚めれば、窓の外は次の街。毎日新しい景色とともに一日を始める、それがクルーズの醍醐味です。 
日本の温もりに満ちた飛鳥時間が流れる船内で世界を一周する贅沢。かけがえのない体験をどうぞご一緒に。

◉ ティルベリー発  

英国豪華列車
ブリティッシュ・プルマン
で行くロンドン

より深く、世界を堪能する。
飛鳥Ⅱならではのこだわりの体験を 寄港地観光ツアー（定員制・別料金／予定）

飛鳥Ⅱだからこそのくつろぎ「洋上露天風呂」

展望大浴場や露天風呂で心身ともにリラックス。
日本船で旅をする至福の時間をご堪能ください。
※露天風呂は停泊時および航路上の都合や天候、運用上の
理由により営業時間が限られます。

※寄港地観光ツアー、ランドツアーは定員制・別料金となります。ツアー名、内容、出発地は予定であり、今後のスケジュールによっては変更となる場合があります。詳細は後日お送りする
寄港地観光ツアーガイドをご確認ください。 ※世界遺産およびパンフレットで使用している写真はその寄港地での自由行動中または寄港地観光ツアーなどでご覧いただけます。
※写真は全てイメージです。 ※車いすご利用のお客様および通常歩行が困難なお客様は、ご参加いただけないコースがございます。

※ルーアン港よりバスで片道約2時間の移動となります。 ※一般入場終了後にご入場いただきます。 ※飛鳥Ⅱの帰船は深夜となります。  ※不参加の場合でもクルーズ代金の払い戻しはございません。 

（注）世界遺産の数は、寄港地観光ツアー（定員制・別料金）に参加し、訪問した場合を想定しています。 （注）世界遺産の数は、寄港地観光ツアー（定員制・別料金）に参加し、訪問した場合を想定しています。

◉ ペナン発
インド・タージマハルの旅
総大理石造りの美しき白亜の廟へ

◉ ワルネミュンデ発
スイス2大名峰と氷河特急の旅
マッターホルンなど爽快な絶景が連続

◉ ジブラルタル発
サハラ砂漠とモロッコの旅
砂漠の世界とモロッコの魅惑の町々へ

◉ リスボン発
ベニス・シンプロン・オリエント急行
とヴェルサイユ宮殿の旅

◉ オスロ発
ノルウェー・フィヨルドとフロム鉄道
ノルウェーの雄大な自然を満喫

◉ ボストン発
ナイアガラの滝
名瀑の圧倒的な迫力を間近で体感

◉ プエルトケッツァル発
マチュピチュ遺跡とナスカの地上絵
天空の都市と謎の巨大アートへ

◉ ロングビーチ発
グランドキャニオンの旅
数百万年かけて出来た驚異の渓谷

19世紀に建てられた王家の宮殿
「アジュダ宮殿」で、ポルトガルの
民謡ファドとともにディナーを。
世界遺産ジェロニモス修道院の
特別見学へもご案内します。

宮殿の南翼、2階のほぼ全体を占
めている最も大きな歴史回廊。
496年から1809年までのフランス
史上名高い戦闘を描いた30を
超える絵画が展示されています。

戦闘の回廊

飛鳥Ⅱを離れ、陸路や空路で世界の見どころを訪ねる。（定員制・別料金／予定）充実のランドツアー

ルイ14世によって改築されて以来、歴代のフランス国王
の住まいとなったヴェルサイユ宮殿。バロック建築・
美術の集大成といわれ、世界遺産にも登録されている
華麗なる宮殿にて飛鳥クルーズ就航30周年を祝うパー
ティーを開催いたします。誰もが知る歴史ある荘厳な
場所で、世界一周クルーズにご乗船されたお客様だけ
が体感できる特別な夜をお楽しみください。

※教会の一般入場終了後の時間にご案内します。 ※宗教行事等の都合で、入場が
できない場合がございます。 ※ジェノバ港よりバスで片道約2時間半の移動と
なります。 ※１泊２日でご案内する場合もございます。

※修道院の一般入場終了後の時間に
ご案内します。 ※宗教行事等の都合で、
入場ができない場合がございます。

その内装と調度品から「動く宮
殿」の名で知られる英国の豪華
列車をチャーターします。ロンド
ンまでランチをお召し上がりいた
だきながら英国の伝統とおもて
なしを存分にご堪能ください。

ヴェルサイユ宮殿「戦闘の回廊」
特別ディナー

飛鳥クルーズ就航 30周年記念特別企画

世界遺産世界遺産

世界遺産世界遺産世界遺産

世界遺産世界遺産

クルーズ特典
　5/14 ルーアン ご乗船の皆様をご案内します

の寄港地と、
の世界遺産へ。

1991年の初代「飛鳥」就航以来、幾多の海をめぐってきた飛鳥クルーズ。 

人気の寄港地に加え、新たな魅力を伝える初寄港地。

そして主要都市では停泊しゆったり滞在。 

選び抜かれた30の港とこの航路にはお客様とともに航海してきた

飛鳥クルーズの経験と歴史がつまっています。 

2021年、飛鳥Ⅱの「世界一周クルーズ」は新たな喜びと感動をお伝えいたします。 

（注）

（注）
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 月日 寄港地 国・地域名

3 / 29 月 横浜 日本 午後出港

3 / 30 火 神戸 日本 午後出港

4 / 6 火 シンガポール シンガポール 観光

4 / 8 木 ペナン マレーシア 観光

4 / 13 火 コーチン インド 観光

4 / 17 土 サラーラ オマーン 観光

4 / 23 金
アカバ  初寄港 ヨルダン

 N  観光

4 / 24 土 観光

4 / 26 月 スエズ運河通航
4 / 28 水 ピレウス ギリシャ 観光

4 / 30 金 バーリ  初寄港 イタリア 観光

5 / 2 日 メッシーナ イタリア 観光

5 / 4 火
ジェノバ  初寄港 イタリア

 N  観光

5 / 5 水 観光

5 / 6 木 マルセイユ フランス 観光

5 / 7 金 バルセロナ スペイン 観光

5 / 9 日 ジブラルタル イギリス領

5 / 10 月
リスボン ポルトガル

 N  観光

5 / 11 火 観光

5 / 14 金
ルーアン クルーズ特典 フランス

 N  観光

5 / 15 土 観光

 月日 寄港地 国・地域名

5 / 16 日
ティルベリー（ロンドン） イギリス

N  観光

5 / 17 月 観光

5 / 19 水 オスロ  初寄港 ノルウェー 観光

5 / 21 金 ワルネミュンデ ドイツ 観光

5 / 22 土 コペンハーゲン  初寄港 デンマーク 観光

5 / 26 水 レイキャビク アイスランド 観光

6 / 1 火 ハリファックス カナダ 観光

6 / 3 木 ボストン アメリカ 観光

6 / 5 土
ニューヨーク アメリカ

N  観光

6 / 6 日 観光

6 / 8 火 チャールストン  初寄港 アメリカ 観光

6 / 10 木 ナッソー バハマ 観光

6 / 14 月 カルタヘナ コロンビア 観光

6 / 15 火 パナマ運河通航
6 / 18 金 プエルトケッツァル グアテマラ 観光

6 / 24 木 サンディエゴ アメリカ 観光

6 / 25 金 ロングビーチ（ロサンゼルス）  初寄港 アメリカ 観光

7 / 1 木 ヒロ（ハワイ島）  アメリカ  観光

7 / 2 金
ホノルル（オアフ島） アメリカ

N  観光

7 / 3 土  観光

7 / 13 火 横浜 日本 午前入港

7 / 14 水 神戸 日本 午後入港
食事   A・Bコース共通  朝食、昼食、夕食 各105回
初寄港   初寄港 : 飛鳥Ⅱが初めて寄港する港です。 N  オーバーナイトステイ : 1泊停泊します。 観光   寄港地観光ツアー : 寄港地での観光ツアーです（定員制・別料金）。 
クルーズ特典   クルーズ特典:ご乗船特典としてご乗船の皆様を「ヴェルサイユ宮殿「戦闘の回廊」特別ディナー」へご案内します。詳細は右記をご覧ください。

◯ 5月9日ジブラルタル、5月19日オスロ、6月14日カルタヘナの寄港は半日を予定しています。 ◯ 出入国管理上、横浜乗船のお客様は3月30日神戸では上陸できません。神戸下船のお客様は7月13日横浜
では上陸できません。 ◯ 現地および航路上の状況によっては、スケジュールおよび航路の変更もしくは中止となる場合がございます。

Aコース 横浜発着 2021年3月29日（月）▶7月13日（火） 107日間 ／ Bコース 神戸発着 2021年3月30日（火）▶7月14日（水） 107日間

〜飛鳥クルーズ就航30周年記念〜
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なしを存分にご堪能ください。

ヴェルサイユ宮殿「戦闘の回廊」
特別ディナー

飛鳥クルーズ就航 30周年記念特別企画
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　5/14 ルーアン ご乗船の皆様をご案内します
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の世界遺産へ。

1991年の初代「飛鳥」就航以来、幾多の海をめぐってきた飛鳥クルーズ。 

人気の寄港地に加え、新たな魅力を伝える初寄港地。

そして主要都市では停泊しゆったり滞在。 

選び抜かれた30の港とこの航路にはお客様とともに航海してきた

飛鳥クルーズの経験と歴史がつまっています。 

2021年、飛鳥Ⅱの「世界一周クルーズ」は新たな喜びと感動をお伝えいたします。 
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※見学ルートを指定してご案内します。
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日本のくつろぎはそのままに。飛鳥 IIで暮らすように世界を旅する。
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いただけます。また、江戸前寿司が食べられる海彦
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傑作『最後の晩餐』を、飛鳥Ⅱのお客様だけでご鑑賞いただけます。
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◉ ニューヨーク発
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特別入場。幅広いコレクションをゆったりとご覧いただけます。
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世界遺産

「アジュダ宮殿」ファドの夕べと
ジェロニモス修道院特別見学
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朝目覚めれば、窓の外は次の街。毎日新しい景色とともに一日を始める、それがクルーズの醍醐味です。 
日本の温もりに満ちた飛鳥時間が流れる船内で世界を一周する贅沢。かけがえのない体験をどうぞご一緒に。

◉ ティルベリー発  

英国豪華列車
ブリティッシュ・プルマン
で行くロンドン

より深く、世界を堪能する。
飛鳥Ⅱならではのこだわりの体験を 寄港地観光ツアー（定員制・別料金／予定）

飛鳥Ⅱだからこそのくつろぎ「洋上露天風呂」

展望大浴場や露天風呂で心身ともにリラックス。
日本船で旅をする至福の時間をご堪能ください。
※露天風呂は停泊時および航路上の都合や天候、運用上の
理由により営業時間が限られます。

※寄港地観光ツアー、ランドツアーは定員制・別料金となります。ツアー名、内容、出発地は予定であり、今後のスケジュールによっては変更となる場合があります。詳細は後日お送りする
寄港地観光ツアーガイドをご確認ください。 ※世界遺産およびパンフレットで使用している写真はその寄港地での自由行動中または寄港地観光ツアーなどでご覧いただけます。
※写真は全てイメージです。 ※車いすご利用のお客様および通常歩行が困難なお客様は、ご参加いただけないコースがございます。

※ルーアン港よりバスで片道約2時間の移動となります。 ※一般入場終了後にご入場いただきます。 ※飛鳥Ⅱの帰船は深夜となります。  ※不参加の場合でもクルーズ代金の払い戻しはございません。 

（注）世界遺産の数は、寄港地観光ツアー（定員制・別料金）に参加し、訪問した場合を想定しています。 （注）世界遺産の数は、寄港地観光ツアー（定員制・別料金）に参加し、訪問した場合を想定しています。
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飛
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Ⅱ
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107日間、尽きない楽しみ。
お客様とのかけがえのない時を彩る、趣向をこらした多彩なイベント

107日間のクルーズ中、日本をはじめ各国の実力派エンターテイナーによるステージや知的
好奇心を刺激する講座などを数多く開催します。

◆ 多彩なゲストエンターテイナー
※乗船区間は乗船前にお配りする書面にてお知らせします。

S P E C I A L  C U I S I N ES P E C I A L  S T A G E

心はいつも飛鳥流。
日本の“粋”とともに、世界をめぐる

より良き航海を祈念する鏡開きや、日本各地の祭りを
取り入れた「飛鳥祭」、パナマ運河通航時のお食事は
験を担いで鰻重も。世界中どこを航海していても広がる
日本の文化が、クルーズに華を添えます。

海域のテーマにあわせたデッキでの食事、地元の方々の
歓迎イベントや見応えあるローカルショー。
寄港地の魅力をさらに引き出す船内での数々の催しは、
世界一周クルーズならでは。

寄港地をより魅力的に。
洋上でも港でも、世界が広がる

デッキパーティー お客様参加型のコーラス発表会キャプテンズ・ウェルカムパーティー 洋上だから出会える景色

1990年「マリア・カラス国際声楽コンクール」にて外国人として初
の優勝を飾り、世界のオペラハウスからの依頼を受け、数多く出演。
ドミンゴやパバロッティとも共演を果たし、名実ともに日本を代表する
プリマドンナとなる。イタリア文化への貢献を認められ『イタリア連帯
の星』勲章 コメンダトーレ章を受章。2019年には大阪サミットG20に
おいて素晴らしい歌声を披露した。

中丸三千繪

世界の歌姫としての

地位を築いた　

日本を代表するディーバ

※イベント内容や風景は全てイメージです。内容が変更・中止となる場合がございます。また、自然現象はご覧いただけない場合がございます。

フランス料理を志し、ホテルニューオータニに入社。その後イタリア
料理に転向。イタリアで3年間の修業後、「グラナータ」総料理長を
経て、１９９７年銀座に「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」を開店。2005年
に『イタリア連帯の星』勲章、カヴァリエーレ章を受章、2013年に
『現代の名工』を受賞。2019年に文化庁長官より長年イタリア料理
の普及・振興・国際交流による日本の文化・芸術の振興に貢献したと表
彰状を授与する。日本イタリア料理協会会長。

落合 務シェフ

予約の取れない

名店の味を船上で！

 「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」
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シンガポール植物園世界遺産 01

シンガポール 〈シンガポール〉4/6サラーラ 〈オマーン〉4/17ピレウス 〈ギリシャ〉4/28

ペナン 〈マレーシア〉4/8

アカバ 〈ヨルダン〉4/23・24

メッシーナ 〈イタリア〉5/2
コーチン 〈インド〉4/13

古代ギリシャの遺跡が残るアテネへ
アテネの外港として栄える港町ピレウス。アテネの
アクロポリスの丘にはパルテノン神殿がそびえ建ち、
ギリシャ神話の世界と歴史を間近に体感できます。
観光  アクロポリスの丘とアテネ１日観光 など

アテネのアクロポリス世界遺産05

スエズ運河通航4/26

スエズからポートサイドまで全長約160kmで
結ぶ、アジアからヨーロッパへの最短ルート。
日本の支援により建設されたアジアとアフリカ
の両大陸を結ぶスエズ運河橋（エジプト–日本
友好橋）も見どころです。

「神聖な香り」乳香の産地
として栄華を極めた歴史を訪ねて
インド洋を西に進みアラビア半島南東部へ。景色は一転
アラビアンナイトの世界に。スーク（市場）で、乳香やこの土
地ならではの品をみつけるのも楽しみです。郊外のアル
バリード遺跡では実際に乳香の木をご覧いただくことも。
観光  アルバリード遺跡 半日観光 など

乳香の土地（アルバリード遺跡）世界遺産03

トライショーで訪ねる
世界遺産の街並み
マラッカ海峡に浮かぶアジアンリゾート・ペナン島
ジョージタウンへ。東西交易の面影を残すコロニアル
調の建物とアジアの文化が融合した
エキゾチックな街並みが魅力。
観光  トライショー乗車体験 など

マラッカ海峡の歴史的都市群 
ジョージタウン

世界遺産 02

スパイスの香り漂う
南インドのリゾート
香料の積出港として栄えた往時を偲ばせる建物が多く残
るリゾート地で、インドのイメージが大きく変わるでしょう。
水郷地帯のハウスボートでのクルーズもおすすめ。
観光  バックウォーター・クルーズ１日観光 など

中東随一のリゾートで
映画の名シーンに思いを馳せてみたい
紅海の最奥・アカバは映画のロケ地として著名な古代
都市ペトラ遺跡への玄関口。狭い渓谷を抜けると突如
現れる巨大遺跡エルハズネは必見！
観光  ペトラ遺跡１日観光 など

ペトラ遺跡世界遺産04

初寄港

地中海に浮かぶ最大の島シチリア
海峡を挟んでイタリア本土の対岸に位置するシチリア
の玄関口。シチリア屈指のリゾート地タオルミナや史跡
が多く残るシラクサを訪れるのもおすすめ。
観光  タオルミナ観光 など

エトナ山

バーリ 〈イタリア〉4/30

アドリア海に臨む
南イタリアの港湾都市
長靴型のイタリア半島のちょうど踵に位置するバーリ。白
壁にトンガリ屋根の家トゥルッリが建ち並ぶアルベロ
ベッロは、まるでおとぎの国のような景観です。
観光  アルベロベッロを訪ねて など

アルベロベッロのトゥルッリ世界遺産06

世界遺産07 シラクサ世界遺産08

06

07

05

乳香の木（サラーラ）ペトラ遺跡（アカバ）

マーライオンと
マリーナ・ベイ・サンズ（シンガポール）

パルテノン神殿 

アルバリード遺跡

ハウスボート

0104

02

03View Point08

初寄港

トライショー

タオルミナからの眺望

※西回り航路に合わせ、右から寄港順に掲載しております。線上の日付間隔は案内に
合わせて掲載しているため実際の間隔とは異なります。 また、掲載の海域は目安です。 

北 半 球を西 回り。時 差 の 負 担も少なく世 界 をめぐる。

訪れるたびに
新たな魅力と出会える多文化都市
最初の寄港地は、イギリスや中
国など様々な文化が融合し今も
進化を続けるアジアの経済大国
へ。華やかな時代を彷彿とさせ
る歴史ある建物や、斬新な植物
園ガーデンズ・バイ・ザ・ベイな
どの見どころが満載です。
観光  マリーナ・ベイ・サンズとリバークルーズ など

太平洋インド洋地中海 マラッカ海峡

3/293/304/64/84/30 4/23・24 4/134/174/26

スエズ運河通航
View Point

4/28

紅海



海洋国家として栄えた
北イタリア最大の貿易港
マルコ・ポーロが東方見聞録を記し、コロンブスが生ま
れた地ジェノバでは芸術の街ミラノやトリノへも足を延
ばせるようゆったり停泊します。南部とは異なる文化が
広がる北イタリアをご体感ください。
観光  ミラノ１日観光 など

大航海時代のにぎわいを
今も感じさせる街
世界遺産の建物やオレンジ色の屋根が連なる街並みを
眺めながらの入港シーンは何度訪れても感動的。ベレン
の塔や発見のモニュメントなど市内には見どころがあふ
れています。
観光  ロカ岬とシントラ半日観光 など

陽光あふれる
フランス最古の都市へ上陸
港を見下ろす丘の上に建つ教会が印象的な南仏の中心地。
歴史あるアヴィニョンやアルル、プロヴァンスの村々の散策
もおすすめです。ラベンダーやハーブを使ったサシェや
マルセイユ石けんはお土産にぴったり。
観光  アヴィニョン歴史地区観光 など

ジェノバのレ・ストラーデ・ヌオーヴェと
パラッツィ・デイ・ロッリ制度

世界遺産09

アントニ・ガウディの作品群

バルセロナのカタルーニャ音楽堂と
サン・パウ病院

世界遺産

世界遺産

12
13リスボンのジェロニモス修道院とベレンの塔

シントラの文化的景観

世界遺産

世界遺産

14
15

ヴェルサイユの宮殿と庭園

オーギュスト・ペレによって再建された
都市ルアーブル

世界遺産

世界遺産

16
17

ジェノバ 〈イタリア〉5/4・5リスボン 〈ポルトガル〉5/10・11

穏やかな春のセーヌ川をクルーズ
フランスの村々を眺めながらセーヌ川を遡上しルーアンへ。
街を代表する大時計やモネが描いたノートルダム大聖堂の
見学がおすすめです。夜はぜひおしゃれをしてヴェルサ
イユ宮殿でのディナーをお楽しみください。
観光  オンフルールとルアーブル など

クルーズ特典   ヴェルサイユ宮殿
　　　　　　　   「戦闘の回廊」特別ディナー

ルーアン 〈フランス〉5/14・15
マルセイユ 〈フランス〉5/6

バルセロナ 〈スペイン〉5/7

海峡を見守る
「ヘラクレスの柱」がお出迎え
「ヘラクレスの柱」とも呼ばれるジブラルタルのシンボル、
ザ・ロックを眺めながら入港。スペインに囲まれながらも
街の随所にイギリス文化が息づいています。
※ジブラルタルの寄港は半日を予定しています。自由散策を
お楽しみいただけます。

ジブラルタル 〈イギリス領〉5/9

レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』
があるサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ
教会とドメニコ会修道院

世界遺産10

世界遺産11 アヴィニョン歴史地区

どこを切り取っても絵になる街
ガウディ、ピカソ、ダリなど、数々の芸術家に愛された街。
サグラダファミリアをはじめ街のいたるところに点在す
るガウディの偉大な作品群を間近でご覧いただけます。
観光  サグラダファミリア見学と市内観光 など

09

10

11

14 12

アルベロベッロ（バーリ）

フェラーリ広場

ザ・ロック マルセイユの旧港

セーヌ川の飛鳥Ⅱ

船からみるベレンの塔
サグラダファミリア

ミラノ・ドゥオモ（ジェノバ）

13 初寄港

View Point

View Point

グエル公園（バルセロナ）

大西洋

5/25/9 5/4・55/65/7

ジブラルタル海峡 メッシーナ海峡

5/14・15

セーヌ川航行
View Point

5/10・11

リスボン入出港シーン
View Point



ノーベル平和賞と
ヴァイキング文化にふれる
スカンジナビア半島オスロフィヨルド最奥に位置する
ノルウェーの首都オスロに入港。ムンクの「叫び」鑑賞や、
ヴァイキング船博物館でいにしえの造船技術を目にして
みませんか。5部門あるノーベル賞のうち、平和賞はここ
オスロで授賞式が行われます。
観光  ムンク美術館とオスロ市内半日観光 など

シンクヴェトリル国立公園  世界遺産24

ロンドンの外港からイギリス文化の中心へ
テムズ川の河口に近いロンドンの外港。航海史上欠かせな
いグリニッジ天文台やロンドン中心地へ至近の地です。名
所の多いロンドンをじっくり見学できるよう停泊します。
観光  グリニッジ半日観光、ロンドン1日観光 など

マリタイムグリニッジ（海事都市グリニッジ）
ウェストミンスター宮殿・ウェストミン
スター大寺院・聖マーガレット教会
ロンドン塔

世界遺産

世界遺産

世界遺産

18
19
20

ティルベリー （ロンドン） 〈イギリス〉5/16・17

バルト海に面する
北ドイツのビーチリゾート
散策にぴったりなこぢんまりとした可愛らしい街並みで
19世紀に建てられた灯台が今も活躍しています。中世
の港町として栄えたハンザ同盟都市ロストックやリュー
ベックへの観光もおすすめです。
観光  ロストック半日観光 など

ハンザ同盟都市リューベック世界遺産21

クロンボー城世界遺産 23

シュトラールズンド及び、ヴィスマール
の歴史地区

世界遺産22

大西洋を越えて訪れる
カナダの交易拠点
イギリス植民地時代に築かれたカナダ東部の中心地。函
館と姉妹都市で五稜郭に似た要塞跡も見どころ。ヴィク
トリア王朝時代の伝統家屋が建ち並ぶルーネンバーグ
旧市街へも足を延ばせます。
観光  ルーネンバーグとペギーズコーブ など

15

16

ニューヨーク 〈アメリカ〉6/5・6

何度訪れても楽しい
世界の文化・流行の中心地
飛鳥Ⅱを迎える明け方のニューヨーク。曙光の中、洋上か
ら眺める自由の女神と摩天楼の姿はひときわ感動的。芸
術鑑賞やショッピングなどの魅力にあふれています。
観光  ブロードウェイ・ミュージカル鑑賞 など

22
オスロ 〈ノルウェー〉5/19

ワルネミュンデ 〈ドイツ〉5/21ハリファックス 〈カナダ〉6/1

アメリカ独立の舞台となった
古き街を訪ねて
歴史の面影が残る旧市
街やJ.F.ケネディの生家、
ハーバード大学など見
逃せないスポットが 数
多い 学術都市。名物の
クラムチャウダーもぜひ
味わいたい一品です。
観光  水陸両用車で

めぐるボストン など

ボストン 〈アメリカ〉6/3

北大西洋に浮かぶ
大自然の島アイスランド
20mも吹き上がる間欠泉やグトルフォスの壮大な滝、巨大
露天風呂ブルーラグーンなど、大自然の宝庫。北米とユー
ラシア大陸プレートの狭間「地球の割れ目」は圧巻です。
観光  ゴールデンサークル１日観光 など

レイキャビク 〈アイスランド〉5/26

ニューヨーク入港中の飛鳥Ⅱ

ノーベル平和センター

ニューハウン

タワーブリッジ

ロストックの街並み（ワルネミュンデ）

ルーネンバーグ旧市街（ハリファックス） グトルフォス（レイキャビク） リスボンの飛鳥Ⅱ

ヴァイキング船

View Point

17

海を見つめる
「人魚姫」の像がシンボル
アンデルセンゆかりのこの地では、運河沿いにたくさんの
ヨットやボート、カラフルな建物が建ち並ぶニューハウン
での北欧雑貨めぐりや散策が人気です。
観光  コペンハーゲン市内観光とクロンボー城 など

コペンハーゲン 〈デンマーク〉5/22 18

20

19

ルーネンバーグ旧市街世界遺産25

自由の女神像世界遺産 26
フランク・ロイド・ライトの20世紀建築
作品群（グッゲンハイム美術館）

世界遺産 27

初寄港

初寄港
21

View Point

人魚姫の像旧州議事堂

北海バルト海大西洋 北海

5/16・175/195/215/225/266/16/36/5・6

ニューヨーク入港シーン
View Point



28
アメリカ南部の歴史を
色濃く残す街
独立戦争や南北戦争の歴史
が色濃く残る街並みは「風と
ともに去りぬ」の世界を思い
出させます。セレブ御用達の
別荘地としても知られ、馬車
での散策もおすすめです。
観光  マグノリア・プランテーション

農園を訪ねて など

エンターテイメントの聖地ハリウッド
大都市近郊でありながら、閑静なウォーター
フロントはロングビーチの人気スポット。
ハリウッドサインや、有名人の星形マーク、
チャイニーズシアターの手形、セレブの街
ビバリーヒルズの観光は見逃せません。
観光  ハリウッドとサンタモニカ など

鮮やかな青い空と
カラフルな街並みのビーチリゾート
バハマの首都ナッソーはまさに楽
園。ストローマーケットには手工
芸 品が たくさん並びます。スト
ローハット（麦わら帽子）をかぶっ
て美しいビーチを訪れてみては。
観光  ブルーラグーンビーチ など

カリブ海に面した港町では
世界遺産の街並みを散策
カリブ海をクルーズし、南米大陸へ。スペイン植民地
時代の面影を残し、黄色い建物が並ぶにぎやかな旧
市街は世界遺産にも登録。コロンビア産コーヒーはお
土産にもおすすめです。
観光  馬車でめぐるカルタヘナ旧市街観光 など

カルタヘナの港、要塞、
歴史的建造物群  

世界遺産28

アンティグア・グアテマラ  世界遺産29 26
29

チャールストン 〈アメリカ〉6/8ロングビーチ （ロサンゼルス） 〈アメリカ〉6/25

ヒロ （ハワイ島） 〈アメリカ〉7/1

ホノルル （オアフ島） 〈アメリカ〉7/2・3

アグア火山を望む古都アンティグアへ
幻の鳥といわれるグアテマラの国鳥「ケッツァル」が名に
ついた貿易港。コロニアル調の建物が並ぶ古都アンティ
グアやマヤの残したティカル遺跡への観光拠点です。
観光  古都アンティグア観光 など

太平洋の真ん中へ、
ハワイ諸島最大の島「ビッグアイランド」
100年以上前の街並みでアンティークな風情が漂う
ヒロのオールドタウン。有名なハワイ島のシンボル、
キラウエア火山では大自然を間近に体感できます。
観光  キラウエア火山半日観光 など

アメリカ西海岸最南端　
先端産業と観光の都市
高級リゾート地ラ・ホヤや政財界の著名人や映画
スターに愛されてきたホテル・デル・コロナドなど見ど
ころの多い街。飛鳥Ⅱの母港・横浜の姉妹都市としても
60年以上の歴史を持ちます。
観光  サンディエゴとラ・ホヤ観光 など

ダイヤモンドヘッドが
シンボルの大人気リゾート
世界一周の最後を飾る寄港地は日本人にも人気の
ホノルル。ショッピング、グルメ、観光、ビーチリゾート
など、気の向くままにお過ごしください。
観光  ダイヤモンドヘッド登頂体験 など

プエルトケッツァル 〈グアテマラ〉6/18

サンディエゴ 〈アメリカ〉6/24

カルタヘナ 〈コロンビア〉6/14

パナマ地峡を横断してカリブ海（大西洋）と太平洋
とを結ぶ約80kmの運河。高低差のある水路を
ロック（閘門）を利用して進む様に魅了されます。

パナマ運河通航6/15

アンティグア  十字架の丘

キラウエア火山

ハリウッド（ロングビーチ）ダイヤモンドヘッドと飛鳥Ⅱ（ホノルル）

サンディエゴ入港中の飛鳥Ⅱ

イオラニ宮殿

マグノリア・プランテーション農園（チャールストン）

ビーチ

カルタヘナ旧市街

ナッソー 〈バハマ〉6/10

25

View Point

27
30

23
初寄港

24
ウォーターフロント公園

初寄港

ハワイ火山国立公園（キラウエア）世界遺産30

7/14 7/13

カリブ海太平洋

6/15 6/86/106/146/186/246/257/17/2・3

パナマ運河通航
View Point

日付変更線



C A B I N  P L A N S

C R U I S E  L I F E

■共通の設備：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／金庫／ドライヤー／バスアメニティ
●ルームサービス ●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。 ●Wi-Fi&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）。 ※サービスの内容により有料のものがございます。

○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2020年2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。 ○海象／気象によりきしみ音が発生する場合がございます。

全客室共通の
サービス

S  ロイヤルスイート [4室限定] 10デッキ バルコニー付／88.2㎡

心安らぐ住空間で、世界一周の旅へ。

より快適に、よりあなたらしく。

新しい趣味を発見する、
豊富な船内プログラム

心も華やかに。
世界一周クルーズの
ドレスコード

カジュアル
男性：えり付きのシャツ、スラックスなど　
女性：ブラウス、スカートなど

インフォーマル [ 8回程度 ]
男性：スーツ、ジャケットなどの上着。ネクタイは着用をおすすめします。
女性：ワンピース、ツーピースなど

カジュアル インフォーマル フォーマル

フォーマル [ 5回程度 ]
男性：タキシード、ダークスーツなど
女性：イブニングドレス、カクテルドレス、ドレッシーなスーツ、着物なら訪問着など

ドレスコードも旅の楽しみの
ひとつです。日中や寄港地で
はカジュアルな服装で。夕方

（17時頃）以降は下記の3つのドレスコードを設けています。シーンに合わせた服装
は気分も華やかに盛り上げます。あなたらしいおしゃれをお楽しみください。

ロングクルーズだからこそ、新しいことにチャレンジしてみませんか。手芸やコーラス、
ウクレレなどのカルチャー教室、社交ダンスやフラダンス、ストレッチなどのダンス・
エクササイズ教室など、幅広いプログラムをご用意しています。
※教室の内容は変更となる場合がございます。

ご自由にお使いいただけるセルフサービスランドリー

洗濯機、乾燥機、アイロンとアイロン台を備えたセルフサービスランドリーを無料で
ご利用いただけます。洗剤や柔軟剤、漂白剤のご用意もございます。また、有料でド
ライクリーニングやプレスも承ります。

船内には診療室がございます（有料）

日本人医師と看護師が乗船していますので、体調が優れない場合にはご相談ください。
※健康保険などの医療保険は適用外となります。 ※診療室の設備および医療行為には限りが
あり、病状によっては陸上病院を受診していただくことがございます。

プレミアダイニング 「ザ・ベール」 インルームダイニングサービス

※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。この場合の夕食は2回制、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。 

お好きな時間にご夕食を楽しめるオープンシーティング制を
取り入れたプレミアダイニングです。

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。

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

イメージイメージCG

ロングクルーズにはかかせないサロン＆スパ

アスカ アヴェダ・サロン＆スパ
（有料）は、フォーマルヘアアレ
ンジの心強い味方です。世界
一周クルーズではカットやカ
ラーリングのご要望も多数。ア
クティブに過ごした後は、スパ
で全身をほぐしリフレッシュ。

受動喫煙対策により、飛鳥Ⅱの喫煙スペースは2020年3月から「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。
バルコニーを含む客室内および 11デッキ後方以外の外部デッキも電子タバコを含め全面禁煙です。 ※スモーキングラウンジでは飲食の提供・葉巻の販売はございません。

気ままに過ごす
くつろぎの時間

例えば大きな窓のラウンジでゆっくりティータイムはいかがでしょう。空や海、島影や
街並みなど、毎日毎時、違う景色が広がります。同じ紅茶でも違う味わいに感じられ
るかもしれません。また海水を利用したプールでは、世界の海で泳ぐ気分を味わって
いただけることでしょう。

※エキストラベッドにより、3名様でご利用いただけます。

■ ご出発前はお客様サポートデスクまたは旅行会社
を通じて旅の準備をお手伝いします。

■ 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。
　 ※客室S・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。
■ 「アスカ アヴェダ サロン&スパ」「海彦」事前予約サービス。
■ 「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。
■ クリーニングサービス。
■ 客室内専用パソコンサービス。
■ 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）

ロイヤルスイート特典



旅行代金のお支払い 渡航手続き

10デッキ バルコニー付／33.5㎡

10デッキ バルコニー付／45.8㎡A  アスカスイート

和洋室タイプ 洋室タイプ 

C  スイート

イメージCG

[2室限定（客室：1046・1047）]

●燃油サーチャージは2020年2月1日現在不要ですが、今後原油価格の動向により旅行代金とは別にお客様にご負担いただく場合があります。●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
います。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。●客室をお一人様でご利用の場合、客室K・Cは160％、客室F・E・Dは140％、客室Aは180％、客室Sは200％の割増代金となります。
ただし、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のであらかじめご了承ください。相部屋は承っていません。●2021年3月29日横浜～7月13日横浜、2021年3月30日神戸～7月14日神戸、2021年3月
29日横浜～7月14日神戸、2021年3月30日神戸～7月13日横浜は同一旅行代金です。●各割引期限以降の客室タイプの変更およびお客様が交替された場合は割引代金が適用となりません。

この旅行商品で利用する飛鳥Ⅱを手配するにあたり、事前にその運賃の全額の支払いが
必要となります。このため、この旅行商品の旅行代金は、お申し込み時にお支払いいただく
申込金のほか、2020年11月30日（月）までに残額をお支払いいただきます。あらかじめ
ご了承のうえお申し込みください。
※ワールド特別割引および早期全額支払割引をご利用の場合は、船会社が定める各期日までに全
額お支払いください。

夕食回数のご希望について

「フォーシーズン・ダイニングルーム」でのご夕食は2回制です。
1回目（17：15頃〜）、2回目（19：30頃〜）のご希望がある場合にはお申し出ください。
※ご希望多数の場合は、客室S・A・C・D・アルバトロスソサエティ プラチナメンバー（飛鳥クルーズ
累計1,000泊以上の方）の順でご希望を優先して承ります。 夕食時間の回数は乗船券発券時に最
終確定いたします。座席指定はございません。席数の都合上、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。

●旅券（パスポート）　クルーズの下船日に有効期限が6ヵ月以上残っている旅券が必要です。
●査証（ビザ）
・ インドでは査証が必要です。
・ アメリカではESTA（電子渡航認証システム）への登録、もしくは査証が必要です。
※査証は米国査証免除プログラムの非適格条項に該当する場合と機械読取式旅券でない場合に必要です。

●その他
・ 日本国籍以外のお客様は自国の領事館、渡航先の領事館、入国管理局にお問い合わせ

ください。
・ 裏表紙「■旅券・査証について」もご覧ください。

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

ワールド特別割引適用後の旅行代金 4,400,000 5,000,000 5,900,000 6,300,000 9,500,000 13,000,000 24,000,000

早期全額支払割引適用後の旅行代金 4,600,000 5,300,000 6,200,000 6,700,000 10,100,000 13,800,000 25,500,000

早期申込割引適 用後の旅行代金 4,900,000 5,600,000 6,600,000 7,000,000 10,600,000 14,500,000 26,700,000

旅行代金 5,500,000 6,300,000 7,400,000 7,900,000 11,900,000 16,300,000 30,000,000

A・Bコース共通  〈2名1室利用時 お一人様 単位：円〉

★：客室番号の最終決定は乗船券発券時に確定します。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。客室番号のご希望について詳しくは裏表紙「お申し込み時の注意事項とご案内」をご覧ください。

2020年6月30日（火）までに
全額お支払いのお客様は
旅行代金が20％割引

ワールド
特別割引

2020年8月31日（月）までに
全額お支払いのお客様は
旅行代金が15％割引

早期全額
支払割引

2020年11月30日（月）までに
お申し込みのお客様は
早期申込割引の旅行代金

早期申込
割引

2021年 世界一周クルーズ 旅行代金

お得な割引
のご案内

万が一のご病気や怪我に備え、海外旅行保険へご加入ください。現地医療機関等で
の治療が必要となり緊急下船となった場合の搬送や治療費は特に高額になる場合
が多く、病院や通訳の手配など保険会社が代行してくれるサービスもあり安心です。

海外旅行保険
ご加入の

すすめ

Aコース 横浜発着 2021年3月29日（月）▶7月13日（火） 107日間 ／ Bコース 神戸発着 2021年3月30日（火）▶7月14日（水） 107日間

客室番号のご希望をお預かりいたします。★ 客室番号のご希望をお預かりいたします。★

D3  ディートリプル
[4室限定] 7デッキ後方 角窓（バルコニーなし）／22.9㎡

D E  バルコニー
F:7デッキ  K:7・8デッキ 角窓（バルコニーなし）／18.4㎡D:9デッキ  E:8デッキ バルコニー付／22.9㎡

※Kステートは、
眺望がさまたげ
られます（一例）

F K  ステート※3名利用が原則です。
●車いすご使用の方のための客室：
　7108・7109（Fステート）

●車いすご使用の方のための客室：
　1042・1043

※備え付けのソファベッドにより、3名様でご利用いただけます。
※洋室タイプ・和洋室タイプのご希望は、客室番号を指定してお知らせください。ワールド特別割引の場合、ご希望はお受けできません。

※備え付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）｡アスカスイート特典 ■ 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。

※客室S・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。　

客室番号のご希望はお受けできません。



旅行条件（要約）　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
この旅行は下記掲載の旅行会社（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。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（全文）、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、バス料金。
　〔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に含まれていません。その一部を例示します）
●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及びそれに伴う税・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割増料金。
●希望者のみ参加される寄港地観光ツアーの旅行代金。
■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、健康アンケートの提出が必
要です。健康アンケートの内容によっては、健康診断書を提出いただきます。
■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。
■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。

■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。
●この旅行商品で利用する飛鳥Ⅱを手配するにあたり、その運賃の全額支払いが必要と
なります。このため、この旅行商品の旅行代金は、お申し込み時にお支払いいただく申
込金のほか、残金を2020年11月30日（月）までにお支払いいただきます。ワールド特別
割引適用のお客様は2020年6月30日（火）までに、早期全額支払割引適用のお客様
は2020年8月31日（月）までに全額をお支払いいただきます。

●当社は、電話･郵便･FAX･インターネット等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。
■旅行契約の成立時期
●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。　
■取消料（お客様による旅行契約の解除）
●海外長期クルーズ（クルーズ期間91日以上）

取　　消　　日 取　消　料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

151日前まで 無　料
150日前から121日前まで 旅行代金の3％
120日前から91日前まで 旅行代金の5％
90日前から61日前まで 旅行代金の10％
60日前から31日前まで 旅行代金の20％
30日前から21日前まで 旅行代金の30％
20日前から3日前まで 旅行代金の40％

旅行開始日の前前日、前日、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％

■添乗員　●添乗員は同行いたしません。船内では船内係員がお世話いたします。
■最少催行人員　●350名様
　最少催行人員に満たない場合は、ご出発の151日前（151日前が土・日・祝日の場合は、
その前の平日）の時点で催行を中止します。

■旅行条件・旅行代金の基準　2020年2月1日を基準としています。

■特別補償
当社は、当社又は当社が手配を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。

海外クルーズ
死 亡 補 償 金 2,500万円
入 院 見 舞 金 4万円～40万円

通 院 見 舞 金 2万円～10万円
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。
■個人情報の取扱いについて
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。
■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。
●旅券（パスポート）：当パンフレットで掲載している旅行にはクルーズの下船港での下船
日に、有効期限が6ヵ月以上残っている旅券が必要です。
●査証（ビザ）：当パンフレットで掲載している旅行の内、インドでは査証が必要です。アメリ
カではESTA（電子渡航認証システム）への登録、もしくは査証が必要です。査証は米国
査証免除プログラムの非適格条項に該当する場合と、機械読取式旅券でない場合に
必要です。

●訪問国によっては妊娠中の方に対して査証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。

●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。
■海外危険情報及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　https://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　https://www.forth.go.jp/

※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。

お申し込み時の注意事項とご案内
●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。
●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。
●燃油サーチャージは2020年2月1日現在不要ですが、今後原油価格の動向により、
旅行代金とは別にお客様にご負担いただく場合があります。
●客室をお1人様でご利用の場合は、客室Sは200％、客室A（和洋室を含む）は

180％、客室C、Kは160％、 客室D、E、Fは140％の割増代金となります。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。
●スイートルーム及びDトリプルルームの3人利用
◦客室Sはエキストラベッドを、客室A（和洋室を含む）、C、Dトリプル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人目の代金は、客室タイプ（S、A、C、Dトリプル）にかかわらず当該クルーズのＫ
ステート相当の旅行代金となります。※Ｄトリプルは3人利用が基本となります。
●客室番号のご希望について：フルクルーズ（全区間）にご予約の場合にのみ、客室番号の
ご希望をお預かりいたします（＊1）。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。
ただし、客室番号の最終決定は乗船券発券時に確定します。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。なお、Kステートのキャビンは、右舷・左舷・7デッキ・
8デッキ・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。
キャビン番号指定や眺望に関するご希望（ボートとボートの間など）はお受けできません。

＊1：ワールド特別割引にお申し込みの場合、客室番号のご希望はお受けできません。
●パッケージツアー等でパンフレット記載以外の区間を販売する場合があります。
●乗船者の途中交替はできません。区間乗船をご希望の場合は、区間料金でお預かりさせて
いただきます（詳細はお問い合わせください）。
●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/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。
●当クルーズ（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。
●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。

●当クルーズにご乗船の方は、健康アンケートの提出が必要です。健康アンケートの内容に
よっては、健康診断書を提出いただきます。
●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方はお申し込み時にお申し出ください。原則としてお客様1名様に
対して1名の介助いただけるご同伴者様（同室）の乗船をお願いいたします。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。

●体質上（アレルギー）の理由で、食べ物に制限をお持ちの方はお申し込み時にお申し出
ください。船会社指定の申請書の提出が必要となります。
●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。

●フォトエッセイの撮影のほか、テレビ・雑誌の取材関係者が乗船します。
●記載されたスケジュールは、天候・その他の事情により変更される場合がございます。
●イベント内容、ゲストエンターテイナー、ゲストシェフ等は諸事情により変更になる場合が
ございます。
●パンフレット中の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。改装情報については完成予想のイメージＣＧ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。
●改装情報、サービス内容および船内施設・客室の情報は2020年2月現在の状況の
もので、今後変更・廃止となる場合がございます。

■寄港地観光ツアーについて
・ 寄港地観光ツアーは郵船クルーズ
（株）が企画・実施します。
・ 詳しい日程および申込書は別途
送付いたします。
・ お申し込み多数の場合は抽選と
なります。
・ 代金は、すべて船上でお支払いく
ださい。
・ 寄港地観光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。
・ 乗下船日の寄港地観光ツアーに
はご参加いただけません。
・ 車いすをご使用の方および歩行
が困難な方は、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。

■シャトルバスサービス
・ 港が市内中心地から離れている
寄港地では、港から市内中心地
などへシャトルバスを運行します。
※ 不催行の場合でも相当額の補償
や他運送機関への振替はありま
せん。

観光庁長官登録旅行業第1739号　日本旅行業協会正会員

旅行企画・実施□有楽町本店 総合旅行業務取扱管理者　小川 誠Tel.03（6865）9600
〒100-0006　東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館ビル6階

□新宿支店 総合旅行業務取扱管理者　北野 博文Tel.03（5360）8420
〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル9階

□銀座支店 総合旅行業務取扱管理者　鈴木 知香Tel.03（5524）1681
〒104-0061　東京都中央区銀座4丁目1番先 北数寄屋ビル1階

□横浜支店 総合旅行業務取扱管理者　元山 亜美Tel.045（317）2080
〒220-0004　神奈川県横浜市西区北幸1-6-1 横浜ファーストビル11階

□横浜みなとみらい
　　クルーズデスク

総合旅行業務取扱管理者　飯田 悦弘Tel.045（224）8050
〒220-6004　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

□名古屋支店 総合旅行業務取扱管理者　福田 大雅Tel.052（569）2866
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅4-10-25 名駅IMAIビル1階

□大阪本店 総合旅行業務取扱管理者　大野 義恵Tel.06（4798）8001
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田1-8-17 大阪第一生命ビル12階

□神戸支店 総合旅行業務取扱管理者　下司 智恵Tel.078（392）3570
〒650-0021　兵庫県神戸市中央区三宮町1-10-1 神戸交通センタービル4階

□広島支店 総合旅行業務取扱管理者　杖村 幸子Tel.082（245）1111
〒730-0031　広島県広島市中区紙屋町1-2-22 広島トランヴェールビルディング3階

□福岡支店 総合旅行業務取扱管理者　新海 雄基Tel.092（735）5511
〒810-0001　福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ7階


	R
	共通版

