
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。
■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
●日本国内の空港施設使用料・旅客保安サービス料・国際観光旅客税
●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
●ご希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金

■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。

●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

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　　http://www.anzen.mofa.go.jp/
渡航先の衛生状況については、下記ホームページをご確認ください。
厚生労働省検疫感染情報ホームページ　http://www.forth.go.jp/

■海外危険情報及び渡航先の衛生状況について

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。

■個人情報の取扱いについて

●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
方はお申込時にお申し出ください。

●情報は2019年4月現在となり、予告なく変更となる場合があります。
●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、販売店が渡航手続き料金をいただいてお受
けいたします。

■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。

■旅券・査証について
（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先の領事館、入国管理局にお問い合わせくださ
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下船港での下船日に有効
期限が6ヶ月以上残っている旅券が必要となります。

死亡補償金 2,500万円

入院見舞金 4～40万円

2～10万円通院見舞金（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。

●海外クルーズ（クルーズ期間30日以下の海外を含むコース）
■取消料（お客様による旅行契約の解除）

取消日 取消料

31日前まで旅行開始の前日から
起算してさかのぼって 30日前から3日前まで

無料

旅行開始日の前 日々、前日、当日（旅行開始後を除く）
旅行代金の20%
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%

2019年11月発

ディスカバー・
2019年

アジアクルーズ
区間乗船パッケージツアー
上海（中国）・香港（中国）
ハイフォン（ベトナム）
高雄（台湾）
那覇（沖縄）
鹿児島
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2019年ディスカバー･アジアクルーズ
区間乗船パッケージツアー コース一覧

※東京は羽田または成田のいずれかになります。
※大阪は関西国際空港（関空）となります。

香港
さらなる開発を加速する香港。世界のハイ
ブランドのブティック巡りや、目も舌も楽し
ませる斬新な新飲茶体験、トラムでの市内
観光など、お楽しみいただけます。

11/26

上海
摩天楼が立ち並ぶ浦東新区、そのエキゾチックで
ダイナミックな景観が楽しめる対岸に停泊します。

11/22 11/23

オプショナルツアー 世界遺産蘇州1日観光

●シャトルバス（予定）｜上海南京路付近

オプショナルツアー
香港のアフタヌーンティー

上海 浦東新区（イメージ）

 蘇州（イメージ）

 ビクトリアピーク／香港（イメージ）  アフタヌーンティー（イメージ）

 ハロン湾（イメージ）

 ホーチミン廟／ハノイ（イメージ）

上海

ハイフォン

南京東路／上海（イメージ）

添乗員は同行しません。現地スタッフが対応します。飛鳥Ⅱ船内では船内スタッフがお世話します。

フリージャーナリスト小宮悦子が語る「アジア発見の旅」
取材やプライベートでアジアを何度も訪れた中で気がついた
アジアの魅力を紹介しています。

www.asukacruise.co.jp/2019discoverasia
※小宮悦子さんは当クルーズには乗船しません。

ページ コース 乗船区間 発着地 旅行期間 飛鳥Ⅱ
宿泊数

P.4

AAコース
横浜乗船　

▲

　上海下船 横浜港発／東京着 2019年11月18日（月） 

▲  

11月23日（土・祝）／6日間 5泊

神戸乗船　

▲

　上海下船 神戸港発／大阪着 2019年11月19日（火） 

▲  

11月23日（土・祝）／5日間 　4泊

BBコース
横浜乗船　

▲

　香港下船 横浜港発／東京着 2019年11月18日（月） 

▲  

11月26日（火）／9日間 8泊

神戸乗船　

▲

　香港下船 神戸港発／大阪着 2019年11月19日（火） 

▲  

11月26日（火）／8日間 　7泊

P.5
CCコース

横浜乗船　

▲

　高雄下船 横浜港発／東京着 2019年11月18日（月） 

▲  

12月2日（月）／15日間 13泊

神戸乗船　

▲

　高雄下船 神戸港発／大阪着 2019年11月19日（火） 

▲  

12月2日（月）／14日間 12泊

DDコース 上海乗船　

▲

　横浜下船 東京・大阪発／横浜港着 2019年11月22日（金） 

▲  

12月7日（土）／16日間 14泊

P.6
EEコース 香港乗船　

▲

　横浜下船 東京・大阪発／横浜港着 2019年11月25日（月） 

▲  

12月7日（土）／13日間 11泊

FFコース 高雄乗船　

▲

　横浜下船 東京・大阪発／横浜港着 2019年11月30日（土） 

▲  

12月7日（土）／8日間 6泊
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2019年ディスカバー･アジアクルーズ
区間乗船パッケージツアー コース一覧

※ゲストエンターテイナーの乗船区間は変更となる場合があります。
※コースによっては乗船区間の関係からステージをご覧いただけない場合がありますので、予めご了承ください。

超人的で華麗な技に息をのむ

コース

上海雑技団 観覧ツアー

11/22

ダイナミックかつ繊細な技で魅了する、上海
雑技団のステージへご案内いたします。約
2000年もの伝統を守りながら今も進化を続
ける、本場の「雑技」をご覧ください。
※不参加もしくは万一、催行中止の場合でも
　他オプショナルツアーへの振替や相当額の補償は
　ありません。

プロフィール profile

プロフィール profile

本格的な伝統京劇の世界を楽しむ
新潮劇院 特別講演

胸躍る名曲たちを洋上で
ゴダイゴ スペシャルステージ

煌びやかな衣装、しなやかな身のこなしと情感
溢れる歌声、「チャイニーズオペラ」とも呼ばれる
伝統芸能の迫力をお楽しみいただきます。

テレビドラマ「西遊記」のエンディングテーマ 
「ガンダーラ」をはじめ、今回のクルーズにふさわし
い数 の々レバートリーでクルーズを盛り上げます。

三代京劇一家の張春祥が日本で京劇普及のため設立した
在日京劇団。上演前レクチャーなどを取り入れ日本人にもわ
かりやすい舞台を上演している。

1976年アルバム「新創世記」でデビュー。「ガンダーラ」「モン
キー・マジック」「銀河鉄道999」主題歌など数々のヒット曲を
生み出す。2006年に再始動。現在も精力的に活動中。

乗船区間 神戸～香港

乗船区間 神戸～上海

Special Event

クルーズ特典

鹿児島

那覇

高雄ハイフォン

幕末時代、西郷隆盛や大久保利通な
ど多くの英傑を輩出した鹿児島。当時
と変わらぬ姿のまま、雄大な桜島が迎
えてくれます。

かつて琉球貿易の拠点として発展し
た那覇。世界遺産の首里城をはじめ、
沖縄の昔ながらの面影が残り、土産
物店が集まる国際通りなどの観光ス
ポットが数多くあります。

台湾の南端に位置する最大の港町。
郊外にある「蓮池潭」などが人気の
観光スポット。飛鳥Ⅱが停泊する港周
辺には芸術特区が広がり、アジアの新
しいアートを体感できます。

北ベトナム観光に最適なハイフォンに初寄港。エキゾ
チックな街の風景は必見です。またベトナムの首都ハノ
イには、初代主席ホー・チ・ミンの墓であるホーチミン廟
やフランス統治時代のフランス様式の建物もあり、ベト
ナムの文化・芸術の中心としても知られています。足を
延ばして世界遺産・ハロン湾観光もおすすめです。

12/5

12/3

12/111/28

オプショナルツアー
仙巌園と城山展望台観光

オプショナルツアー
地元ガイドと歩く首里城半日観光

オプショナルツアー
・高雄市内半日観光
・古都台南1日観光

オプショナルツアー
・ハノイ観光
・世界遺産ハロン湾遊覧

●シャトルバス（予定）｜ハイフォン市内中心地

●シャトルバス（予定）｜鹿児島市内中心地

●シャトルバス（予定）｜国際通り付近

●シャトルバス（予定）｜高雄市内中心地

国際通り（イメージ）©OCVB 那覇（イメージ）©OCVB

 春秋閣（イメージ）  澄清湖（イメージ）

鹿児島市街地と桜島（イメージ）©K.P.V.B

西郷隆盛像（イメージ）©K.P.V.B

横浜

神戸

鹿児島

上海

香港 高雄

那覇

スペシャルステージASUKA’S Special

初寄港

AA BB CC DD

上海雑技団（イメージ）
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横浜乗船 ➡ 上海下船
神戸乗船 ➡ 上海下船

【横浜乗船】2019年11月18日（月） 

▲  11月23日（土・祝）6日間／飛鳥Ⅱ 5泊〈東京着〉
【神戸乗船】2019年11月19日（火） 

▲  11月23日（土・祝）5日間／飛鳥Ⅱ 4泊〈大阪着〉

横浜乗船 ➡ 香港下船
神戸乗船 ➡ 香港下船

【横浜乗船】2019年11月18日（月） 

▲  11月26日（火）9日間／飛鳥Ⅱ 8泊〈東京着〉
【神戸乗船】2019年11月19日（火） 

▲  11月26日（火）8日間／飛鳥Ⅱ 7泊〈大阪着〉

AA
コース

BB
コース

日次・日程 行　程 食事

横浜
乗船

神戸
乗船 11月18日（月）横浜乗船【14：00】横浜出港�

【
飛
鳥
Ⅱ 

泊
】　

　 　
夕

1

2 1 11月19日（火）

【14：00】神戸入港
※横浜乗船の方は下船・上陸できません
神戸乗船

【17：00】出港�

横浜乗船
朝 昼 夕
神戸乗船　 　

夕

3〜4 2〜3 11月20日（水）
〜11月21日（木）

終日：クルージング
船内イベントに参加するなど、
思い思いに船内生活をお楽しみ
ください

朝 昼 夕

5 4 11月22日（金）

【12：00】上海（中国）入港 
夕食後、クルーズ特典「上海雑技団
観覧ツアー」へご案内※ 特典 N
※11/22（金）は上海に停泊します

6 5 11月23日（土・祝）

午前：飛鳥Ⅱ下船
b上海市内観光（●豫園、◎豫園商
城、◎外灘、●上海タワー）

【17：10〜19：05】上海発a
東京（羽田）・大阪（関空）へ

【20：50〜22：25】東京（羽田）・
大阪（関空）着

朝 昼 機

※気象・海象その他の状況により、記載航路、スケジュールが変更になる場合がございます。
※機内食がフライト時間の関係で軽食での提供になる場合があります。
※ ツアーの詳細について裏表紙をご確認ください。
※ 11月22日の「上海雑技団観覧ツアー」に不参加、または催行中止の場合でもそれに伴

う払い戻し・補償はありません。
■添乗員： 同行しません。現地スタッフが対応します。飛鳥Ⅱ船内では船内スタッフがお世話いたします。
■最少催行人員：2名　
■利用航空会社：日本航空、ANA、中国東方航空のいずれか（いずれもエコノミークラス）
※P.7の「各コース共通のご案内」を必ずご確認ください。

■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 F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 ビジネスクラス
追加代金

横浜発・
東京着

393,000
（設定なし）

432,000
（510,000）

471,000
（560,000）

482,000
（577,000）

638,000
（866,000）

760,000
（1,227,000） 138,000

神戸発・
大阪着

328,000
（設定なし）

360,000
（422,000）

391,000
（462,000）

400,000
（475,000）

524,000
（706,000）

622,000
（995,000） 147,000

※ 旅行代金には航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設使用料、
国際観光旅客税、旅客保安サービス料を含みます。

※ アスカクラブご優待割引券（金額入り）、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）。その他の割引券はご利用いただけません。

日次・日程 行　程 食事

横浜
乗船

神戸
乗船 11月18日（月）横浜乗船【14：00】横浜出港�

【
飛
鳥
Ⅱ 

泊
】　

　 　

夕
1

2 1 11月19日（火）

【14：00】神戸入港
※横浜乗船の方は下船・上陸できません
神戸乗船

【17：00】出港�

横浜乗船
朝 昼 夕
神戸乗船　 　

夕

3〜4 2〜3 11月20日（水）
〜11月21日（木）

終日：クルージング
船内イベントに参加するなど、
思い思いに船内生活をお楽しみ
ください

朝 昼 夕5 4 11月22日（金）

【12：00】上海（中国）入港 
夕食後、クルーズ特典「上海雑技団
観覧ツアー」へご案内※ 特典 N
※11/22（金）は上海に停泊します

6 5 11月23日（土・祝）出発まで自由行動 
【24：00】上海出港�

7〜8 6〜7 11月24日（日）
〜11月25日（月）

終日：クルージング

9 8 11月26日（火）

【09：00】香港（中国）入港
飛鳥Ⅱ下船後、b香港市内観光（◎ア
ベニュー・オブ・スターズ）

【15：20〜16：35】香港発a
東京（羽田）・大阪（関空）へ

【19：50〜21：15】東京（羽田）・
大阪（関空）着

朝 昼 機

※気象・海象その他の状況により、記載航路、スケジュールが変更になる場合がございます。
※機内食がフライト時間の関係で軽食での提供になる場合があります。
※ ツアーの詳細について裏表紙をご確認ください。
※ 11月22日の「上海雑技団観覧ツアー」に不参加、または催行中止の場合でもそれに伴

う払い戻し・補償はありません。
■添乗員： 同行しません。現地スタッフが対応します。飛鳥Ⅱ船内では船内スタッフがお世話い

たします。
■最少催行人員：2名
■利用航空会社： 日本航空、キャセイパシフィック航空、ANA、ハワイアン航空のいずれか

（いずれもエコノミークラス）
※P.7の「各コース共通のご案内」を必ずご確認ください。
■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 F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 ビジネスクラス
追加代金

横浜発・
東京着

521,000
（設定なし）

583,000
（708,000）

645,000
（788,000）

663,000
（814,000）

912,000
（1,276,000）

1,108,000
（1,854,000） 215,000

神戸発・
大阪着

478,000
（設定なし）

533,000
（641,000）

587,000
（711,000）

603,000
（735,000）

820,000
（1,139,000）

991,000
（1,645,000） 173,000

※ 旅行代金には航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設使用料、
国際観光旅客税、旅客保安サービス料を含みます。

※ アスカクラブご優待割引券（金額入り）、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）。その他の割引券はご利用いただけません。

外灘／上海（イメージ）©中国駐大阪観光代表処 香港の街並み（イメージ）撮影：高橋敦史

2019年
ディスカバー・

アジア
クルーズ
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上海乗船 ➡ 横浜下船
2019年11月22日（金） 

▲  12月7日（土）16日間／飛鳥Ⅱ 14泊
〈東京・大阪発／横浜港着〉

横浜乗船 ➡ 高雄下船
神戸乗船 ➡ 高雄下船

【横浜乗船】2019年11月18日（月） 

▲  12月2日（月）15日間／飛鳥Ⅱ 13泊〈東京着〉
【神戸乗船】2019年11月19日（火） 

▲  12月2日（月）14日間／飛鳥Ⅱ 12泊〈大阪着〉

DD
コース

CC
コース

日次・日程 行　程 食事

横浜
乗船

神戸
乗船 11月18日（月）横浜乗船【14：00】横浜出港�

【
飛
鳥
Ⅱ 
泊
】　

　 　

夕
1

2 1 11月19日（火）

【14：00】神戸入港
※横浜乗船の方は下船・上陸できません
神戸乗船

【17：00】出港�

横浜乗船
朝 昼 夕
神戸乗船　 　

夕

3〜4 2〜3 11月20日（水）
〜11月21日（木）

終日：クルージング
船内イベントに参加するなど、
思い思いに船内生活をお楽しみ
ください

朝 昼 夕

5 4 11月22日（金）

【12：00】上海（中国）入港 
夕食後、クルーズ特典「上海雑技団
観覧ツアー」へご案内※ 特典 N
※11/22（金）は上海に停泊します

6 5 11月23日（土・祝）出発まで自由行動 
【24：00】上海出港�

7〜8 6〜7 11月24日（日）
〜11月25日（月）

終日：クルージング

9 8 11月26日（火）【09：00】香港（中国）入港 
【17：00】出港

10 9 11月27日（水）終日：クルージング

11 10 11月28日（木）
【07：00】ハイフォン（ベトナム）入港
 初寄港

【19：00】出港

12〜13 11〜12 11月29日（金）
〜11月30日（土）

終日：クルージング

14 13 12月1日（日）

【09：00】高雄（台湾）入港
飛鳥Ⅱ下船後、b高雄市内観光（◎駁二

（ポーアー）芸術地区、●澄清湖、●蓮
池潭（龍虎塔）、◎寿山公園、◎三鳳宮）
bホテルへ 【高雄泊】

朝 昼 夕

15 14 12月2日（月）

早朝：b空港へ
【07：00〜10：00】高雄発a
東京（成田）・大阪（関空）へ

【10：30〜14：30】東京（成田）・
大阪（関空）着

朝
又
は 機
弁
※

※気象・海象その他の状況により、記載航路、スケジュールが変更になる場合がございます。
※機内食がフライト時間の関係で軽食での提供になる場合があります。※ ツアーの詳
細について裏表紙をご確認ください。※11月22日の「上海雑技団観覧ツアー」に不参加、ま
たは催行中止の場合でもそれに伴う払い戻し・補償はありません。※最終日の朝食はお弁当
になる場合がございます。
■添乗員： 同行しません。現地スタッフが対応します。飛鳥Ⅱ船内では船内スタッフがお世話いたします。
■最少催行人員：2名　
■利用航空会社： 日本航空、チャイナエアライン、エバー航空、ハワイアン航空のいずれか

（いずれもエコノミークラス）
■利用予定ホテル：［高雄］ グランドハイライ ホテル高雄（P.6参照）
※P.7の「各コース共通のご案内」を必ずご確認ください。

■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 F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 ビジネスクラス
追加代金

横浜発・
東京着

670,000
（設定なし）

771,000
（980,000）

872,000
（1,110,000）

901,000
（1,154,000）

1,305,000
（1,905,000）

1,623,000
（2,844,000） 40,000

神戸発・
大阪着

633,000
（設定なし）

726,000
（920,000）

820,000
（1,040,000）

846,000
（1,080,000）

1,220,000
（1,774,000）

1,513,000
（2,640,000） 30,000

※ 旅行代金には航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設使用料、
国際観光旅客税、旅客保安サービス料を含みます。

※ アスカクラブご優待割引券（金額入り）、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）。その他の割引券はご利用いただけません。

日次・日程 行　程 食事

1 11月22日(金)

【09：00〜10：10】東京（成田）・大阪（関空）
発a上海（中国）へ

【11：10〜12：30】上海着
着後、bホテルへ
夕食後、クルーズ特典「上海雑技団観覧ツ
アー」へご案内※ 特典 N  【上海泊】

　

機 夕

2 11月23日（土・祝）

午前：上海市内観光（●豫園、◎豫園商
城、◎外灘、●上海タワー）
夕刻:飛鳥II乗船

【24：00】上海出港

【
飛
鳥
Ⅱ 

泊
】

朝 昼 夕

3〜4 11月24日（日）
〜11月25日（月）

終日：クルージング
船内イベントに参加するなど、
思い思いに船内生活をお楽しみください

5 11月26日（火）【09：00】香港（中国）入港 
【17：00】出港

6 11月27日（水）終日：クルージング

7 11月28日（木）
【07：00】ハイフォン（ベトナム）入港
 初寄港

【19：00】出港

8〜9 11月29日（金）
〜11月30日（土）

終日：クルージング

10 12月1日(日) 【09：00】高雄（台湾）入港 
【17：00】出港

11 12月2日（月） 終日：クルージング

12 12月3日（火）【08：00】那覇（沖縄）入港 
【19：00】出港

13 12月4日（水） 終日：クルージング

14 12月5日（木）【08：00】鹿児島入港 
【17：00】出港

15 12月6日(金) 終日：クルージング

16 12月7日(土)【09：00】横浜入港　飛鳥Ⅱ下船 朝

　 　

※気象・海象その他の状況により、記載航路、スケジュールが変更になる場合がございます。
※機内食がフライト時間の関係で軽食での提供になる場合があります。※ ツアーの詳
細について裏表紙をご確認ください。※11月22日の「上海雑技団観覧ツアー」に不参加、
または催行中止の場合でもそれに伴う払い戻し・補償はありません。
■添乗員：同行しません。現地スタッフが対応します。飛鳥Ⅱ船内では船内スタッフがお世話い
たします。　■最少催行人員：2名　■利用航空会社：日本航空、ANA、中国国際航空、中国
東方航空、エアージャパンのいずれか（いずれもエコノミークラス）　■利用予定ホテル：［上海］
オークラガーデンホテル上海　※P.7の「各コース共通のご案内」を必ずご確認ください。
■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 F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 ビジネスクラス
追加代金

東京発・
横浜着

890,000
（設定なし）

999,000
（1,233,000）

1,108,000
（1,373,000）

1,139,000
（1,419,000）

1,575,000
（2,228,000）

1,917,000
（3,239,000） 68,000

大阪発・
横浜着

845,000
（設定なし）

954,000
（1,187,000）

1,063,000
（1,327,000）

1,094,000
（1,374,000）

1,530,000
（2,183,000）

1,872,000
（3,194,000） 74,000

※旅行代金には航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設使用料、国際
観光旅客税、旅客保安サービス料を含みます。※アスカクラブご優待割引券（金額入り）、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）。その他の割引券はご利用いただけません。

上海の中心地・淮海中路
に位置。アールデコ調の
たたずまいが美しく、優雅

なヨーロッパの雰囲気と中国伝統文
化の調和をお楽しみいただけます。

オークラガーデンホテル上海宿泊ホテル 上 海
11/22
（金）

外観（イメージ）
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香港乗船 ➡ 横浜下船
2019年11月25日（月） 

▲  12月7日（土）13日間／飛鳥Ⅱ 11泊
〈東京・大阪発／横浜港着〉

高雄乗船 ➡ 横浜下船
2019年11月30日（土） 

▲  12月7日（土）8日間／飛鳥Ⅱ 6泊
〈東京・大阪発／横浜港着〉

EE
コース

FF
コース

日次・日程 行　程 食事

1 11月25日(月)

【08：15〜10：45】東京（羽田）・大阪（関空）
発a香港（中国）へ

【11：50〜15：00】香港着
着後、bホテルへ 【香港泊】

　

機 夕

2 11月26日（火）

午前：香港市内観光（◎レパルスベイ、
◎ビクトリアピーク）
午後:飛鳥II乗船

【17：00】香港出港

【
飛
鳥
Ⅱ 

泊
】

朝 昼 夕

3 11月27日（水）
終日：クルージング
船内イベントに参加するなど、
思い思いに船内生活をお楽しみください

4 11月28日（木）
【07：00】ハイフォン（ベトナム）入港
 初寄港

【19：00】出港

5〜6 11月29日（金）
〜11月30日（土）

終日：クルージング

7 12月1日(日) 【09：00】高雄（台湾）入港 
【17：00】出港

8 12月2日（月） 終日：クルージング

9 12月3日（火）【08：00】那覇（沖縄）入港 
【19：00】出港

10 12月4日（水） 終日：クルージング

11 12月5日（木）【08：00】鹿児島入港 
【17：00】出港

12 12月6日(金) 終日：クルージング

13 12月7日(土)【09：00】横浜入港　飛鳥Ⅱ下船 朝

　 　

※気象・海象その他の状況により、記載航路、スケジュールが変更になる場合がございます。
※機内食がフライト時間の関係で軽食での提供になる場合があります。
※ ツアーの詳細について裏表紙をご確認ください。
■添乗員：同行しません。現地スタッフが対応します。飛鳥Ⅱ船内では船内スタッフがお世話い
たします。　■最少催行人員：2名　■利用航空会社：日本航空、ANA、キャセイパシフィッ
ク航空、ハワイアン航空、香港航空のいずれか（いずれもエコノミークラス）　■利用予定ホ
テル：［香港］カオルーンシャングリラまたはニューワールドミレニアム香港　※P.7の「各コース
共通のご案内」を必ずご確認ください。
■旅行代金（東京発・大阪発同額）
　 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 F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 ビジネスクラス
追加代金

旅行代金 815,000
（設定なし）

900,000
（1,104,000）

986,000
（1,214,000）

1,010,000
（1,250,000）

1,353,000
（1,886,000）

1,622,000
（2,680,000） 101,000

※ 旅行代金には航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設使用料、
国際観光旅客税、旅客保安サービス料を含みます。

※ アスカクラブご優待割引券（金額入り）、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）。その他の割引券はご利用いただけません。

日次・日程 行　程 食事

1 11月30日(土)

【11：40〜12：30】東京（成田）・大阪（関空）
発a高雄（台湾）へ

【14：20〜16：00】高雄着
着後、bホテルへ 【高雄泊】

　

機 夕

2 12月1日(日)

午前：高雄市内観光（◎駁二（ポーアー）
芸術地区、●澄清湖、●蓮池潭（龍虎
塔）、◎寿山公園）
午後:飛鳥II乗船

【17：00】高雄出港

【
飛
鳥
Ⅱ 

泊
】

朝 昼 夕

3 12月2日（月）
終日：クルージング
船内イベントに参加するなど、
思い思いに船内生活をお楽しみください

4 12月3日（火）【08：00】那覇（沖縄）入港 
【19：00】出港

5 12月4日（水） 終日：クルージング

6 12月5日（木）【08：00】鹿児島入港 
【17：00】出港

7 12月6日(金) 終日：クルージング

8 12月7日(土)【09：00】横浜入港　飛鳥Ⅱ下船 朝

　 　

※気象・海象その他の状況により、記載航路、スケジュールが変更になる場合がございます。
※機内食がフライト時間の関係で軽食での提供になる場合があります。
※ ツアーの詳細について裏表紙をご確認ください。
■添乗員： 同行しません。現地スタッフが対応します。飛鳥Ⅱ船内では船内スタッフがお世話い

たします。
■最少催行人員：2名　
■利用航空会社： チャイナエアライン、エバー航空のいずれか（いずれもエコノミークラス）
■利用予定ホテル：［高雄］グランドハイライ ホテル高雄
※P.7の「各コース共通のご案内」を必ずご確認ください。
■旅行代金（東京発・大阪発同額）
　 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 F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 ビジネスクラス
追加代金

旅行代金 461,000
（設定なし）

507,000
（608,000）

554,000
（668,000）

567,000
（688,000）

754,000
（1,035,000）

901,000
（1,468,000） 29,000

※ 旅行代金には航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設使用料、
国際観光旅客税、旅客保安サービス料を含みます。

※ アスカクラブご優待割引券（金額入り）、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）。その他の割引券はご利用いただけません。

ハイフォンの街並み（イメージ）©日本アセアンセンター  那覇（イメージ）©OCVB蓮池潭／高雄（イメージ）

2019年
ディスカバー・

アジア
クルーズ

ヴィクトリアハーバーに面した尖沙咀の南端エリアに
位置するラグジュアリーホテル。広々とした客室と大
理石のバスルーム、快適なベッドが備えられています。

カオルーン
シャングリラ

ロビー（イメージ）

宿泊ホテル（一例） 香  港
11/25
（月）

高雄市街のビジネスエリアに立ち、高さ186ｍという高層ビル
の上層階にあり、下層階は台湾最大級の規模を誇る高級デ
パート「漢神百貨」。客室はヨーロッパ風のインテリアで統一さ
れ、高雄市街地などを見渡す眺望が自慢です。

グランドハイライ ホテル高雄

外観（イメージ）お部屋の一例

宿泊ホテル 高  雄
11/30
（土）



飛鳥Ⅱ フライ＆クルーズの魅力
飛鳥Ⅱ（撮影：中村庸夫）

■各コース共通のご案内
※行程は2019年4月1日現在の運航予定スケジュールを基準としております。
※ 旅行代金には航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設

使用料、国際観光旅客税、旅客保安サービス料を含みます。燃油サーチャージが変
更になった場合でも、返金あるいは追加料金の請求はいたしません。

※3名様1室利用・Kステート1名様1室利用はご利用いただけません。

7

入出港時間一覧
月日 該当コース乗船区間 寄港地 国・地域名 入港時間 出港時間

11月18日（月）AA BB CC 横浜
日本

―― 14:00
11月19日（火） AA BB CC 神戸 14:00 17:00
11月22日（金）

上海
中国

12:00 停泊
11月23日（土・祝） DD ―― 24:00
11月26日（火） EE 香港 9:00 17:00
11月28日（木） ハイフォン ベトナム 7:00 19:00

12月1日（日） FF 高雄 台湾 9:00 17:00
12月3日（火） 那覇

日本
8:00 19:00

12月5日（木） 鹿児島 8:00 17:00
12月7日（土） 横浜 9:00 ――

早朝
04：00 06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00 04：00

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

洋上のオアシスで寛ぐひと時
飛鳥Ⅱの行く先を臨みながらコーヒーを味わえる

「ビスタラウンジ」や、大海原を望む大浴場「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。あなた
のお気に入りの場所を是非探してみてください。

洋上時間を彩るエンターテイメント
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。
また船内では、カルチャー教室も多数開催しています。

多彩な食のシーン
朝の焼き立てパンに、夜のコースディナー。午後の
ティータイムにはスイーツも。専用パテで作るハンバー
ガーも人気です。海外できちんとした和食が味わえる
のも飛鳥Ⅱならでは。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。

※お食事に合わせ、プロダクションショーも2回制となります。
飛鳥Ⅱは一日中楽しみが満載です。毎日配られる船内新聞「アス
カデイリー」で一日の予定をチェックしてみましょう。
※日本船籍のためカジノではチップの現金化はできません。

※写真はすべてイメージです。

外国の港から途中乗船するプラン（ DD EE FF ）に
お申し込みの方限定

船長託送（お荷物預かりサービス）のご案内

朝食／和食

ディナー／洋食ビスタラウンジ

グランドスパ ダンスタイム

プロダクションショー

◆ 短い期間でディスカバー・アジアクルーズの 
   ハイライトをご堪能いただけます。

◆  厳選したホテルをご用意し、短い滞在でもご満足い
ただける宿泊にこだわりました。（AAコース、BBコースを除く）

◆ 追加代金にてビジネスクラスの手配を承ります。
   ※座席に限りがある為リクエスト受付になります。

◆ 燃油サーチャージ、空港税、ドライバーや
   ガイドへのチップなどはツアー代金に含まれます。

◆  ご出発時（ご自宅から空港※まで）・ご帰国時（空港※

からご自宅まで）ともに、スーツケース（お1人様1個）
　の宅配を無料でご利用いただけます。
   重いスーツケースを持ち運ぶ必要がありません。
   （国内の港〜ご自宅間は別途有料となります。）
   ※空港は成田、羽田、関西になります。

寛ぐ 美食 愉しむRelaxation Entertainment & CultureGourmet

11月18日の横浜出港前にスーツケースなどの大きな荷物
を有料にて飛鳥Ⅱでお預かりします。

（荷物1つにつき ¥25,000）
※船長託送をご利用いただく場合、10月中旬までにお申し込みいただきます。
※一度お預かりしたお荷物は、ご乗船まで返却できません。 
※通関に必要な書類をご記入いただきます。詳細は別途お知らせします。

■日程表記載の記号の見方
　a：航空機での移動　b：バスでの移動　
　●：入場観光　◎：下車観光　○：車窓観光 
　 初寄港 飛鳥Ⅱ初寄港です
　特典クルーズ特典：郵船クルーズ（株）が提供する無償の特典サービスです。
　※不参加もしくは不催行の場合でも他オプショナルツアーへの振替や相当額の補償はありません。
　 ：飛鳥Ⅱオプショナルツアー（写真内の マークは、オプショナルツアーで訪れることが可能な場所）
　※詳細については裏面の「飛鳥Ⅱオプショナルツアーについて」をご確認ください。
　N：オーバーナイトステイ（1泊停泊する寄港地）
　朝：朝食　昼：昼食　夕：夕食　軽：軽食　機：機内食　弁：弁当　 ：食事なし

■時間帯の目安



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。
■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
●日本国内の空港施設使用料・旅客保安サービス料・国際観光旅客税
●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
●ご希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金

■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。

●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

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　　http://www.anzen.mofa.go.jp/
渡航先の衛生状況については、下記ホームページをご確認ください。
厚生労働省検疫感染情報ホームページ　http://www.forth.go.jp/

■海外危険情報及び渡航先の衛生状況について

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。

■個人情報の取扱いについて

●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
方はお申込時にお申し出ください。

●情報は2019年4月現在となり、予告なく変更となる場合があります。
●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、販売店が渡航手続き料金をいただいてお受
けいたします。

■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。

■旅券・査証について
（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先の領事館、入国管理局にお問い合わせくださ
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下船港での下船日に有効
期限が6ヶ月以上残っている旅券が必要となります。

死亡補償金 2,500万円

入院見舞金 4～40万円

2～10万円通院見舞金（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。

●海外クルーズ（クルーズ期間30日以下の海外を含むコース）
■取消料（お客様による旅行契約の解除）

取消日 取消料

31日前まで旅行開始の前日から
起算してさかのぼって 30日前から3日前まで

無料

旅行開始日の前 日々、前日、当日（旅行開始後を除く）
旅行代金の20%
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%

ご相談・お申し込みは下記の販売店をご利用ください。

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。

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。

表紙：飛鳥Ⅱ 撮影：中村武弘、高雄（写真提供：台湾観光局）、香港、那覇、上海　 ※写真はすべてイメージです。

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人利用はご利用いただけません。
●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。Kステートは1名様1室の設定

はございません。

●6歳以下のお子様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。
●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。

◆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。 

飛鳥Ⅱ利用客室のご案内  

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

D・Eバルコニー
バルコニー付／22.9㎡
飛鳥Ⅱで最も室数が多く、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。 ※D、Eバルコニーはデッキの階数が異

なります。

Cスイート
バルコニー付／33.5㎡バルコニー付／45.8㎡
充実の設備とサービスを備え
たくつろぎのスイートお部屋
でお食事が取れるインルーム
ダイニングサービスはCスイー
ト以上となります。

Aアスカスイート

落ち着いたリビングで上質の住
空間をお楽しみください。

※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。
※ソフトドリンクの他、ビールを無料にてお召し上がり

いただけます。
※夕食は2回制です。

ロイヤルスイートとアスカスイートご利用の
お客様専用のダイニングルーム。落ち着いた雰囲
気の中でディナーをお楽しみください。

アスカスイートのお客様限定
�プレミアダイニング プレゴ

全室海側・バスタブ付

※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
Kステートおよび一部客室では眺望が妨げられます。 ※Sロイヤルスイ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。

F・Kステート
角窓（バルコニーなし）／18.4㎡

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。

※Kステートは眺望が妨げられます。


