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飛鳥Ⅱの新型コロナウイルス感染症対策について

	 2021年夏からの新たな取り組み2021年夏からの新たな取り組み	〜ワクチン接種がお済みの方も対象です〜	

1.  ご乗船当日（午前中）にも 
PCR 検査を実施します

事前のPCR 検査に加え、ご乗船日当日にも、乗船受付前
にPCR 検査を実施します。乗船直前の検査によりウイ
ルスが船内に持ち込まれるリスクを軽減します。

事前PCR検査
「低リスク」判定 ▶

当日PCR検査
「低リスク」判定 ▶

乗船
受付 ▶

ご乗船！

※詳しくはお申し込みのお客様に別途ご案内します。

2.  ディナー時の感染症対策を 
さらに強化します

お食事などマスクを外される時間をより少なくするため
に、ディナーは従来よりも速やかにご提供できるスタイル
に変更します。また、相席も制限させていただきます。
新しいスタイルでも、飛鳥Ⅱらしい味わい豊かで華やかな
お料理をご提供いたします。

3.  寄港地での外出には 
ツアーをご利用ください

寄港地での外出は、船会社が感染症対策を調査した
上で企画・実施する観光ツアーへのご参加に限らせて
いただきます。
自由行動はお控えいただきますが、寄港地毎にツアー
代金が不要の組み込みツアーを設定し、寄港地の魅
力をお伝えいたします。

■ 乗船条件■ 乗船条件
クルーズお申し込み時に、PCR検査の実施を含めた「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）」の内容、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。

■ ご乗船の皆様へ PCR 検査を２回実施します  必須  ※検査費用はクルーズ代金に含まれます。

～ワクチン接種がお済みの方もPCR 検査の対象です～

₁ ご乗船前の事前PCR 検査について

●�事前PCR 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します。
②�検査キットが届き次第、同封の案内に従い唾液検体を採取し、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）。

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します。

※�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。

●�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/ 

₂ ご乗船当日のPCR 検査について（検査会社：株式会社SSダナフォーム）

●�ご乗船受付前にご乗船の皆様へPCR 検査および検温、本人確認を実施いたします。
●�PCR検査は横浜港周辺の施設で実施します。
●�PCR検査の受付は午前中を予定しています。検査後、昼食をご提供いたします。
●�必ずマスクをご着用ください。
●�乗船前14日間の健康状態等の確認のために「飛鳥Ⅱ�感染症に関する質問票」に必要事項をご
記入の上ご提出ください（内容によってはPCR検査前に乗船をお断りする場合もございます）。

※検査会場・受付時間および本人確認に必要な書類等は出発前にお送りする各種ご案内をご確認ください。
※�PCR検査で「高リスク」となった場合はご同行者を含めご乗船いただけません。病院や自宅等への交通費
はお客様ご負担となります。厚生労働省の通達により公共交通機関はご利用いただけないため、高額にな
る場合があります。

！ ご注意： PCR 検査について、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。PCR 検査方法はお申し込みのお客様に別途ご案内します。

■ 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■ 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

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。

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。

5 ご乗船当日に実施する検温にて、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。

6 ご乗船当日のPCR検査にて、検査結果が「高リスク」と判定され
たお客様。

なお、上記1～6のいずれかに該当するお客様のご同行者様（*1）もご乗
船いただけません。
（*1）�ご同行者様：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（ただし、住居が別でご乗船日当日に合流するお
客様はご乗船いただけます）。

■「 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/
coronavirus_information/
※「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。

2 ※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Ⅱではお客様と乗組員の感染症予防並びに船内衛生に万全を期し、 
皆様に安心してご乗船いただけますよう各種対策をさらに強化して取り組んでまいります。
これに伴い、2021年8月1日から10月5日までのスケジュールを本パンフレットのとおり改定いたしました。
ウイルスを船内に持ち込まないこと、そして万一船内にウイルスが入ってきた場合に拡散させないこと。
二段階の感染症対策を万全に行いながら「飛鳥クルーズらしさ」を大切に、 
今まで以上にきめ細やかなサービスをご提供してまいります。
既にご予約されていたお客様にはご迷惑をおかけしますが、 
安心で安全な船旅をご提供するために、ご理解のほどお願い申し上げます。

大きな安心を乗せたクルーズ船であるために
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飛鳥クルーズのお得なキャンペーン
ミドルエイジ

10%
ミドルエイジ10％

■ ミドルエイジ割引10％
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。

子供
代金
子供代金

■子供代金キャンペーン
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。

Veil 体験 ■ The Veil 体験キャンペーン
プレミアダイニング「ザ・ベール」対象客室S、W、
Aの旅行代金がお得。

Cスイートトリプル ■ 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。

おひとりD旅 ■ 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。

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。）

●�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。

●�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。

� ※�船会社の都合によりKステートでお申し込みのお客様を一部7デッキの客室へご案内する場
合もございます。

●�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いただけません。
　�◦船会社指定のクルーズ以外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、組み込みツアー、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。

●�組み込みツアー、寄港地観光ツアー、ゲストエンターテイナー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、寄港地での外出は船会社が感染症対策を調査した上で、企画・
実施する観光ツアーへのご参加に限らせていただきます。客船ターミナル内や着岸岸壁を除き、
自由行動はできません。また、貸切タクシープランの設定はございません。

●�ご乗船受付時およびご乗船中、寄港地観光時は、客室内とお食事・ご入浴・プール利用時を除き、
必ずマスクをご着用ください。お食事などマスクを外される際は、会話はご遠慮ください。

� ※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。
●�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。

●�ご夕食は従来よりも速やかにご提供できるスタイルに変更します。また、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�2～３名席でのご利用となり、座席を指定してご案内します。同室の方、およ
び船内での同室・別室に関わらず住居を共にしている方、ご家族の方以外とはご同席できません。

●�ショーなどをご覧いただく「ギャラクシーラウンジ」は自由席です。着席時に乗船証を確認いたし
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。なお、感染症対策のため入場
前の混雑が見込まれるショーの場合は、デッキ（客室階）毎にご案内させていただく場合がござ
います。詳しくはご乗船後、船内新聞等でご案内します。

●�横浜港大さん橋国際客船ターミナル内の「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。感染症
対策のため組み込みツアー、寄港地観光ツアーご参加の方以外は上陸用ボートにご乗船できま
せん。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。

●�写真は全てイメージです。一部改装前や感染症対策を行う前に撮影した写真が含まれます。
●�東京�2020オリンピック・パラリンピック開催期間および前後は、交通規制等で宅配便サービス
がご利用いただけない場合がございます。

●�掲載のスケジュールは 2021 年 6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。

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。

組込 組み込みツアー：ツアー代金が不要の観光ツアーです。
※組み込みツアーに不参加の場合でも旅行代金の払い戻しはございません。

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）。

■食事：ご乗船当日のPCR検査後に提供する昼食は回数に含まれません。

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/

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。

　
新クルーズスケジュール（2021年6月改定）
2021年8月1日（日）～10月5日（火）まで

出発月 出発日 

▲  

帰着日 クルーズタイトル 掲載頁

2021年

8月

8/1（日） 

▲

 8/3（火） 3日間 伊豆大島・新島遊覧クルーズ① 子供代金 Veil 体験 Cスイートトリプル おひとりD旅 P. 4
8/6（金） 

▲

 8/8（日・祝） 3日間 夏休み	駿河・伊東沖クルーズ ミドルエイジ10％ 子供代金 Veil 体験 Cスイートトリプル P. 5
8/9（月･休） 

▲

 8/11（水） 3日間 夏休み	伊豆大島・伊東沖遊覧クルーズ① 子供代金 Veil 体験 Cスイートトリプル おひとりD旅 P. 4
8/13（金） 

▲

 8/15（日） 3日間 鳥羽・伊勢クルーズ① ミドルエイジ10％ 子供代金 Veil 体験 Cスイートトリプル P. 6
8/16（月） 

▲

 8/18（水） 3日間 夏休み	伊豆大島・伊東沖遊覧クルーズ② 子供代金 Veil 体験 Cスイートトリプル おひとりD旅 P. 4
8/20（金） 

▲

 8/22（日） 3日間 若大将クルーズ P. 7
8/24（火） 

▲

 8/26（木） 3日間 駿河クルーズ① 子供代金 Veil 体験 Cスイートトリプル おひとりD旅 P. 5
8/28（土） 

▲

 8/30（月） 3日間 鳥羽・伊勢クルーズ② ミドルエイジ10％ 子供代金 Veil 体験 Cスイートトリプル P. 6
8/31（火） 

▲

 9/2（木） 3日間 ひたちクルーズ① 子供代金 Veil 体験 Cスイートトリプル おひとりD旅 P. 7

9月

9/3（金） 

▲

 9/5（日） 3日間 駿河クルーズ② ミドルエイジ10％ Veil 体験 Cスイートトリプル P. 5
9/6（月） 

▲

 9/8（水） 3日間 伊豆大島・新島遊覧クルーズ② Veil 体験 Cスイートトリプル おひとりD旅 P. 4
9/10（金） 

▲

 9/12（日） 3日間 鳥羽・伊勢クルーズ③ ミドルエイジ10％ Veil 体験 Cスイートトリプル P. 6
9/18（土） 

▲

 9/20（月･祝） 3日間 駿河クルーズ③ ミドルエイジ10％ Veil 体験 Cスイートトリプル P. 5
9/21（火） 

▲

 9/23（木・祝） 3日間 伊豆大島・新島遊覧クルーズ③ Veil 体験 Cスイートトリプル おひとりD旅 P. 4
9/24（金） 

▲

 9/26（日） 3日間 ひたちクルーズ② ミドルエイジ10％ Veil 体験 Cスイートトリプル P. 7
9/28（火） 

▲

 9/30（木） 3日間 鳥羽・伊勢クルーズ④ Veil 体験 Cスイートトリプル おひとりD旅 P. 6

10月
10/1（金） 

▲

 10/3（日） 3日間 駿河クルーズ④ ミドルエイジ10％ Veil 体験 Cスイートトリプル P. 5
10/3（日） 

▲

 10/5（火） 3日間 ひたちクルーズ③ Veil 体験 Cスイートトリプル おひとりD旅 P. 7
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旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉
① 8月1日発

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
（子供代金）

109,000 160,500 164,000 238,000 268,000 290,000 455,000
（98,100） （144,450） （147,600） （214,200） （241,200） （261,000） （409,500）

②9月6日発　③9月21日発

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 109,000 160,500 164,000 238,000 268,000 290,000 455,000
子供
代金

※�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。

（　）は子供代金�2歳以上12歳以下（小学生まで）
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室Eは130％、客室Dは110％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

お一人様利用がお得！ 3人利用がお得！ プレミアダイニング「 The Veil」対象客室がお得！

お一人様利用がお得！ 3人利用がお得！ プレミアダイニング「 The Veil」対象客室がお得！

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉
①8月9日発　②8月16日発

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
（子供代金）

109,000 160,500 164,000 238,000 268,000 290,000 455,000
（98,100） （144,450） （147,600） （214,200） （241,200） （261,000） （409,500）

子供
代金

※�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。

（　）は子供代金�2歳以上12歳以下（小学生まで）
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室Eは130％、客室Dは110％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

お一人様利用がお得！ 3人利用がお得！ プレミアダイニング「 The Veil」対象客室がお得！

①2021年8月  1日（日） ▶ 8月  3日（火）  2泊3日　 日曜出発  子供代金  Veil体験  Cスイートトリプル  おひとりD旅  ▶キャラメルマシーン乗船!

②2021年9月  6日（月） ▶ 9月  8日（水）  2泊3日　 Veil体験  Cスイートトリプル  おひとりD旅

③2021年9月21日（火） ▶ 9月23日（木・祝）  2泊3日　 祝日利用  Veil体験  Cスイートトリプル  おひとりD旅

①2021年8月9日（月･休） ▶ 8月11日（水）  2泊3日　 休日出発  子供代金  Veil体験  Cスイートトリプル  おひとりD旅  ▶2日目夜に花火観覧!

②2021年8月16日（月） ▶ 8月18日（水）  2泊3日　 子供代金  Veil体験  Cスイートトリプル  おひとりD旅  ▶PPP乗船!▶2日目夜に花火観覧!

日次 発着スケジュール 入港 出港 ※�当日の天候・海象状況に応じ
て、伊豆七島を中心にいくつか
の島を巡ります。島への寄港は
ございません。航路は当日決定
いたします。状況により相模湾
や駿河湾等に航路を変更する
場合もございます。

1 日目 横浜 17：00

2 日目 伊豆諸島クルージング ─ ─

3 日目 横浜 14：00

■食事：朝2回、昼2回、夕2回

❶ 8/1発  ASUKA SPECIAL
子供も大人も釘付けに！サイエンスマジックショー

キャラメルマシーン

※②9月6日発、③9月21日発は2021年6月時点でゲストエンターテイナーの乗船予定はございません。

日次 発着スケジュール 入港 出港 ※�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。伊豆大
島・伊東への寄港はございません。
※�富士山は天候によりご覧いただけ
ない場合がございます。この時期は
冠雪の姿をご覧いただけません。

1 日目 横浜 17：00

2 日目 クルージング ─ ─

3 日目 横浜 14：00

■食事：朝2回、昼2回、夕2回
※�①8月9日発は2日目夜に「按針祭海の花火大会」（約20分間）を観覧予定です。但し、感染
症拡大防止の観点から今年度の同大会は日程を分散して開催予定のため、花火の発数は例年
より少なくなります。
※�②8月16日発は2日目夜に伊東沖で伊東温泉「夢花火」（約20分間）を観覧予定です。
※�天候等によっては花火大会は中止となる場合がございます。

❷ 8/16発  ASUKA SPECIAL

打楽器だけで奏でるコミカルなステージ

PPP〈パーカッション〉

※①8月9日発は2021年6月時点でゲストエンターテイナーの乗船予定はございません。

伊豆諸島の個性豊かな島々を洋上から楽しもう！ 最終日はゆったり午後下船

伊豆大島・新島遊覧クルーズ伊豆大島・新島遊覧クルーズ

伊豆高原・伊豆大島の風景や相模湾から眺める富士。夜は約20分間の花火観覧も！最終日はゆったり午後下船

夏休み	伊豆大島・伊東沖遊覧クルーズ夏休み	伊豆大島・伊東沖遊覧クルーズ

伊豆諸島最大の伊豆
大島、白壁が印象的な
新島などを中心に伊
豆諸島沖をクルージ
ング。
天候がよければ、南方
の島 も々目指します。新島沖の飛鳥Ⅱ イメージ

飛鳥Ⅱから見る伊東温泉「夢花火」（2017年撮影）イメージ飛鳥Ⅱから見る伊東温泉「夢花火」（2017年撮影）イメージ伊豆大島沖の飛鳥Ⅱ イメージ伊豆大島沖の飛鳥Ⅱ イメージ

相模湾からの富士 イメージ相模湾からの富士 イメージ
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旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

①8月24日発

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
（子供代金）

109,000 160,500 164,000 238,000 268,000 290,000 455,000
（98,100） （144,450） （147,600） （214,200） （241,200） （261,000） （409,500）

②9月3日発　③9月18日発　④10月1日発

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 120,000 176,000 180,000 262,000 299,000 324,000 509,500
ミドルエイジ割引適用後 108,000 158,400 162,000 235,800 269,100 291,600 458,550
子供
代金

※�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。

（　）は子供代金�2歳以上12歳以下（小学生まで）
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室Eは130％、客室Dは（①110％、②③④130％）、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

お一人様利用がお得！ 3人利用がお得！ プレミアダイニング「 The Veil」対象客室がお得！

3人利用がお得！ プレミアダイニング「 The Veil」対象客室がお得！

2021年8月6日（金） ▶ 8月8日（日・祝）  2泊3日　 週末利用  ミドルエイジ10％  子供代金  Veil体験  Cスイートトリプル  ▶冷感! 怪談ないと乗船!▶2日目夜に花火観覧!

駿河湾から富士の雄姿、 夜は伊東沖で約20分間の花火観覧も！ 最終日はゆったり午後下船

夏休み	駿河・伊東沖クルーズ夏休み	駿河・伊東沖クルーズ

富士の優美が目の前に迫る駿河湾へ ミドルエイジ

10%
40～50歳代のお客様は旅行代金が10％割引になります。※ご本人様に限ります。
※対象：�②9月3日発：1961年9月4日～1981年9月5日生まれ。�

③9月18日発：1961年9月19日～1981年9月20日生まれ。�
④10月1日発：1961年10月2日～1981年10月3日生まれ。駿河クルーズ駿河クルーズ

月日 発着スケジュール 入港 出港

8/6 金 横浜 17：00

7 土 清水� 組込 観光 8：00 13：00

8 日・祝 横浜 14：00

■食事：朝2回、昼2回、夕2回
※�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。
※�富士山は天候によりご覧いただけない場合がございます。この
時期は冠雪の姿をご覧いただけません。
※�2日目夜に伊東沖で伊東温泉「夢花火」（約20分間）を観覧予定
です。天候等によっては中止となる場合がございます。伊東への
寄港はございません。

ASUKA SPECIAL

講談と津軽三味線で 
夏の夜をひやりとさせる
冷感！怪談ないと

ミドルエイジ

10%
40～50歳代のお客様は旅行代金が 
10％割引になります。※ご本人様に限ります。
※対象：1961年8月7日～1981年8月8日生まれ。

日次 発着スケジュール 入港 出港

1 日目 横浜 17：00

2 日目 清水� 組込 観光 8：00 17：00

3 日目 横浜 ＊
①②③�14：00

④� 9：00

ASUKA SPECIAL
独自の奏法で 

津軽三味線の世界が広がる
❶8/24発  福居一大BAND

姉妹デュオによるヴィオラと 姉妹デュオによるヴィオラと 
ピアノの美しいサウンドピアノの美しいサウンド

❷9/3発   MARIERIKAMARIERIKA

そよ風のように心に響く そよ風のように心に響く 
口笛という音楽の世界口笛という音楽の世界
❸9/18発   柴田晶子柴田晶子

農園生活で育まれた 農園生活で育まれた 
伸びやかで力強い歌声が魅力伸びやかで力強い歌声が魅力

❹10/1発   YaeYae

■食事：�①8/24発　②9/3発　③9/18発� 朝2回、昼2回、夕2回�
④10/1発� 朝2回、昼1回、夕2回

＊�3日目横浜の入港時刻は、①8月24日発、②9月3日発、③9月18日発は
14：00、④10月1日発は9：00を予定しています。
※�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。
※�富士山は天候によりご覧いただけない場合がございます。この時期は冠雪
の姿をご覧いただけません。

①2021年  8月24日（火） ▶   8月26日（木）  2泊3日　 子供代金  Veil体験  Cスイートトリプル  おひとりD旅  ▶福居一大BAND乗船!

②2021年  9月  3日（金） ▶   9月  5日（日）  2泊3日　 週末利用  ミドルエイジ10％  Veil体験  Cスイートトリプル  ▶MARIERIKA乗船!

③2021年  9月18日（土） ▶   9月20日（月･祝）  2泊3日　 連休利用  ミドルエイジ10％  Veil体験  Cスイートトリプル  ▶柴田晶子乗船!

④2021年10月  1日（金） ▶ 10月  3日（日）  2泊3日　 週末利用  ミドルエイジ10％  Veil体験  Cスイートトリプル  ▶Yae乗船!

清水
8/7

東海大学海洋科学博物館の水族館を見学する
夏休みならではのツアーもご用意。
組込   三保松原と水族館半日観光
観光    三保松原と久能山東照宮半日観光

清水
2日目

当クルーズでは、午前と午後
ツアーを組み合わせてご参
加いただける予定です。

組込    三保松原半日観光
観光    久能山東照宮と日本平半日観光

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ 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
（子供代金）

120,000 176,000 180,000 262,000 299,000 324,000 509,500
（108,000） （158,400） （162,000） （235,800） （269,100） （291,600） （458,550）

ミドルエイジ割引適用後 108,000 158,400 162,000 235,800 269,100 291,600 458,550
子供
代金

※�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。

（　）は子供代金�2歳以上12歳以下（小学生まで）
※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。

3人利用がお得！ プレミアダイニング「 The Veil」対象客室がお得！

富士山と飛鳥Ⅱ イメージ富士山と飛鳥Ⅱ イメージ

久能山東照宮久能山東照宮 観光



横浜

鳥羽
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旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉
①8月13日発　②8月28日発

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
（子供代金）

120,000 176,000 180,000 262,000 299,000 324,000 509,500
（108,000） （158,400） （162,000） （235,800） （269,100） （291,600） （458,550）

ミドルエイジ割引適用後 108,000 158,400 162,000 235,800 269,100 291,600 458,550
③9月10日発

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 120,000 176,000 180,000 262,000 299,000 324,000 509,500
ミドルエイジ割引適用後 108,000 158,400 162,000 235,800 269,100 291,600 458,550

④9月28日発

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 109,000 160,500 164,000 238,000 268,000 290,000 455,000
子供
代金

※�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。

（　）は子供代金�2歳以上12歳以下（小学生まで）
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室Eは130％、客室Dは（①②③130％、④110％）、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

3人利用がお得！ プレミアダイニング「 The Veil」対象客室がお得！

3人利用がお得！ プレミアダイニング「 The Veil」対象客室がお得！

お一人様利用がお得！ 3人利用がお得！ プレミアダイニング「 The Veil」対象客室がお得！

①2021年8月13日（金） ▶ 8月15日（日）  2泊3日　 週末利用  ミドルエイジ10％  子供代金  Veil体験  Cスイートトリプル  ▶XTRAP乗船!

②2021年8月28日（土） ▶ 8月30日（月）  2泊3日　 週末利用  ミドルエイジ10％  子供代金  Veil体験  Cスイートトリプル  ▶普天間かおり乗船!

③2021年9月10日（金） ▶ 9月12日（日）  2泊3日　 週末利用  ミドルエイジ10％  Veil体験  Cスイートトリプル  
④2021年9月28日（火） ▶ 9月30日（木）  2泊3日　 Veil体験  Cスイートトリプル  おひとりD旅  ▶スギテツ乗船!

多島美が魅力の鳥羽の海 & お伊勢参りへ！ 最終日はゆったり午後下船

鳥羽・伊勢クルーズ鳥羽・伊勢クルーズ

日次 発着スケジュール 入港 出港

1 日目 横浜 17：00

2 日目 鳥羽� 通船 � 組込 観光 7：00 17：00

3 日目 横浜 14：00

■食事：朝2回、昼2回、夕2回
通船 �：�鳥羽では、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。感染症対策のため組み込みツアー、寄港地観光
ツアーご参加の方以外は上陸および上陸用ボートにご乗船できませ
ん。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航路が変更となる場合がございます。

ミドルエイジ

10%
40～50歳代のお客様は旅行代金が10％割引になります。 
※ご本人様に限ります。
※対象：�①8月13日発：1961年8月14日～1981年8月15日生まれ。

②8月28日発：1961年8月29日～1981年8月30日生まれ。�
③9月10日発：1961年9月11日～1981年9月12日生まれ。

鳥羽
2日目

お伊勢参りも鳥羽観光も 
きらめく夏の思い出を
お伊勢参りや鳥羽水族館の見学など文化、 
自然に触れる観光をお楽しみください。

組込   伊勢神宮内宮半日観光
観光   鳥羽水族館半日観光

鳥羽沖の飛鳥Ⅱ イメージ鳥羽沖の飛鳥Ⅱ イメージ

鳥羽水族館鳥羽水族館 観光 飛鳥Ⅱオリジナルジェラート イメージ飛鳥Ⅱオリジナルジェラート イメージ

ASUKA SPECIAL
❶8/13発

唯一無二のフィンガー 唯一無二のフィンガー 
パフォーマンスグループパフォーマンスグループ

XTRAP〈エクストラップ〉

❷8/28発

心に響く歌詞を透明感あふれる 心に響く歌詞を透明感あふれる 
歌声で魅せる歌声で魅せる

普天間かおり普天間かおり

❹9/28発

観て聴いて楽しい。 観て聴いて楽しい。 
クラシックを遊ぶ音楽実験室クラシックを遊ぶ音楽実験室！！

スギテツスギテツ

※③9月10日発は2021年6月時点でゲストエンターテイナーの乗船予定はございません。伊勢神宮 内宮伊勢神宮 内宮 組込



横浜

横浜

常陸那珂

横浜

鳥羽

月日 発着スケジュール 入港 出港

8/20 金 横浜 17：00

21 土 クルージング★ ─ ─

22 日 横浜 9：00

■食事：朝2回、昼1回、夕2回（★スペシャルコンサート）

※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。

加山雄三名誉船長ゆかりのイベントも
名誉船長による船内放送や映画「若大将シリーズ」上
映会、スタンプラリー、サイン入り乗船証ホルダーの
プレゼントなど、若大将の魅力を堪能できるイベント
や特典も毎回好評をいただいております。

ASUKA SPECIAL

8/21
夜

海をこよなく愛する男が飛鳥Ⅱで 
数々の名曲を力強く歌い上げる

 
加山雄三 
スペシャル 
コンサート

名誉船長・加山雄三 が、
飛鳥Ⅱでその歌声を響か
せる特別なコンサート。
今なお愛される名曲と楽
しいトークを間近でたっ
ぷりとご堪能ください。

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 170,500 213,500 219,000 325,500 414,000 450,000 718,000
※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。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉
①8月31日発

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
（子供代金）

109,000 160,500 164,000 238,000 268,000 290,000 455,000
（98,100） （144,450） （147,600） （214,200） （241,200） （261,000） （409,500）

②9月24日発

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 120,000 176,000 180,000 262,000 299,000 324,000 509,500
ミドルエイジ割引適用後 108,000 158,400 162,000 235,800 269,100 291,600 458,550

③10月3日発

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 109,000 160,500 164,000 238,000 268,000 290,000 455,000
子供
代金

※�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。

（　）は子供代金�2歳以上12歳以下（小学生まで）
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室Eは130％、客室Dは（①③110％、②130％）、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

お一人様利用がお得！ 3人利用がお得！ プレミアダイニング「 The Veil」対象客室がお得！

3人利用がお得！ プレミアダイニング「 The Veil」対象客室がお得！

お一人様利用がお得！ 3人利用がお得！ プレミアダイニング「 The Veil」対象客室がお得！

2021年8月20日（金） ▶ 8月22日（日）  2泊3日　 週末利用

太平洋を北上！ 植物の楽園 国営ひたち海浜公園も近接。最終日はゆったり午後下船

ひたちクルーズひたちクルーズ
①2021年  8月31日（火） ▶   9月  2日（木）  2泊3日　 子供代金  Veil体験  Cスイートトリプル  おひとりD旅  ▶平田耕治乗船!

②2021年  9月24日（金） ▶   9月26日（日）  2泊3日　 週末利用  ミドルエイジ10％  Veil体験  Cスイートトリプル  ▶サエラ乗船!

③2021年10月  3日（日） ▶ 10月  5日（火）  2泊3日　 日曜出発  Veil体験  Cスイートトリプル  おひとりD旅  ▶清水まなみ乗船!

週末を利用して加山雄三名誉船長とともにまばゆい夏の海へ

若大将クルーズ若大将クルーズ

日次 発着スケジュール 入港 出港

1 日目 横浜 17：00

2 日目 常陸那珂� 組込 観光 8：00 17：00

3 日目 横浜 14：00

■食事：朝2回、昼2回、夕2回
※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。
※�コキアは天候その他の事情により色合いが異なったり、ご覧い
ただけない場合がございます。

ミドルエイジ

10%
40～50歳代のお客様は旅行代金が 
10％割引になります。 ※ご本人様に限ります。
※対象：②9月24日発：�1961年9月25日～�

1981年9月26日生まれ。

ASUKA SPECIAL
❶8/31発

タンゴの本場アルゼンチンの タンゴの本場アルゼンチンの 
情景をバンドネオンで表現情景をバンドネオンで表現

平田耕治平田耕治

❷9/24発

美しい歌声と素朴な 美しい歌声と素朴な 
津軽弁が心に響くステージ津軽弁が心に響くステージ

サエラサエラ

❸10/3発

古典から現代音楽までを 古典から現代音楽までを 
津軽三味線で奏でる津軽三味線で奏でる
清水まなみ清水まなみ

   7

常陸那珂
2日目

花や植物の楽園・国
営ひたち海浜公園
や日本三名園・偕楽

園など名所がございます。

組込    国営ひたち海浜公園
半日連絡バス

観光    水戸偕楽園と弘道館
半日観光

※写真は全てイメージです。イベント内容は変更、中止となる場合がございます。

国営ひたち海浜公園のコキア国営ひたち海浜公園のコキア 組込



インルームダイニングサービス
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スイートのお客様は
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・乗船後予約制）

プレミアダイニング 「ザ・ベール｣  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

11デッキからの風景を眺めながら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。
※Ｃスイート～Ｅバルコニーのお客様は「フォーシーズン・ダイニングルーム」をご利用ください。

※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、船内の喫煙スペースをご利用ください。 ※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、一部客室では眺望がさまたげられます。  

CABIN PLANS 客室紹介
　  全客室 海側・ツインベッド・バスタブ付 
※面積にはバルコニーが含まれます。 飛鳥Ⅱ デッキプラン・客室詳細はこちら▶　

S 	ロイヤルスイート（4室限定） W	和洋スイート（2室限定	客室番号：1046、1047） C 	スイート D 	 E 	バルコニー（D：9デッキE：8デッキ）

88.2㎡  バルコニー付

45.8㎡  バルコニー付
A 	アスカスイート

45.8㎡  バルコニー付 33.5㎡  バルコニー付

22.9㎡
バルコニー付

K 	ステート（8デッキのみ）

角窓
（バルコニーなし）
18.4㎡

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6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。

●「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。
本パンフレット２、３ページにもPCR検査実施等、プラン内容を一部紹介しております。

●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（船会社の都合によりＫステートでお申し込みのお客様を一部７デッキの客
室へご案内する場合もございます）。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。
・子供代金の設定があるクルーズで子供を含め3人で利用される場合は、子供が３人目となります。この場合の3人目の旅行代金は
客室Ｋの子供代金相当の旅行代金となります。

●国内クルーズの旅行代金は、消費税等諸税を含んでいます。
●客室Ｓ、W、Aを除き、客室番号のご希望は承れません。
●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／対象者等を含みます）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。
●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。
●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、心血管疾患等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、発症した場合、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お客様は、お申し込みの都度、旅行会社にお申し出ください。ご乗船後に
メニューについてご相談させていただきますが、必ずしも全てのアレルゲンに対応できるとは限りません。
●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、組み込みツアー、
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。

●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。

●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。
●組み込みツアーおよび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。
●寄港地観光ツアーの代金は、すべて船上でお支払いください。組み込みツアーおよび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）および組み込みツアーに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。
●車いすをご利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組み込みツアーおよび寄港地観光ツアーへ
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。
●写真は全てイメージです。掲載の寄港地案内、写真は一部組み込みツアーおよび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。
●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。
●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。

●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。
●出発間際の運航中止やスケジュール変更について、申込書に記載の携帯電話へショートメッセージでご連絡する場合がございます。

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。

■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。

●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。

●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。
■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。
■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　2021年6月1日を基準としています。
■取消料（お客様による旅行契約の解除）
●国内クルーズ

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

21日前まで 無　料
20日前から8日前まで 旅行代金の20％
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％
旅行開始日の当日（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％
■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。

国内クルーズ
死 亡 補 償 金 1,500万円
入 院 見 舞 金 2万円～20万円
通 院 見 舞 金 1万円～5万円（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。

※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。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅
行を取扱う営業所での取引きの責任者です。こ
のご旅行の契約に関し、担当者からの説明に
ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく左記総
合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

観光庁長官登録旅行業第1739号　日本旅行業協会正会員
ホームページ：www.cruiseplanet.co.jp（クルーズ情報満載）

●旅行企画・実施●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　小川 誠
 〒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

□大阪本店 Tel.06（4798）8001
 総合旅行業務取扱管理者　大野 義恵
 〒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

□名古屋支店 Tel.052（687）6877
 総合旅行業務取扱管理者　福田 大雅
 〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄3-7-12 サカエ東栄ビル7階



キッズメニュー
（イメージ）
キッズメニュー
（イメージ）

※１ 子供代金（2歳以上12歳以下、小学生まで）が40,000円となります。
※２ ご乗船後、夕食時にお申し付けください。　※3 ツアー代金不要の観光ツアーです。

シーホースプール
（イメージ）
シーホースプール
（イメージ）

夏のリゾート気分を盛り上げる洋上のプール遊びや、
親子で楽しめるイベントやショー、ディナーなど、船旅
ならではの休日をお楽しみください

小さなお子様のいるご家族を応援！

スイートルーム含む
すべての客室タイプ
子供代金40,000円（※1）

夏休みや連休等、
ご家族連れで参加しやすい日程
キッズアメニティや
夕食時のキッズメニュー（※2）のご用意も！
お子様も楽しめるイベントも
開催します！

寄港地では組込ツアー（※3）もご用意！！

ファミリーで楽しむ飛鳥Ⅱのクルーズ旅行

お得な
ファミリー応援
キャンペーン
ファミリー応援
キャンペーン

本紙掲載クルーズ
限定！！

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

新・旅行代金 109,000 160,500 164,000 238,000 268,000 290,000 455,000
（40,000） （40,000） （40,000） （40,000） （40,000） （40,000） （40,000）

旧・旅行代金 109,000（98,100） 160,500（144,450）164,000（147,600）238,000（214,200）268,000（241,200）290,000（261,000）455,000（409,500）
※（　）は子供代金。2歳以上12歳以下（小学生まで）�　※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Kは150�％、客室Eは130％、客室Dは110％、客室C,A.Wは160%、客室Sは200％の割増代金となります。

お一人様利用がお得！ 3人利用がお得！ プレミアダイニング「 The Veil」対象客室がお得！

ひたちクルーズ

駿
す る

河
が

クルーズ

2021年8月31日（火）▶9月2日（木） 2泊3日

日次 発着スケジュール 入港 出港
1 日目 横浜 17：00

2 日目 常陸那珂�組込 観光 8：00 17：00

3 日目 横浜 14：00

■食事：�朝2回、昼2回、夕2回
※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。

日次 発着スケジュール 入港 出港
1 日目 横浜 17：00

2 日目 清水� 組込 観光 8：00 17：00

3 日目 横浜 14：00

■食事：�朝2回、昼2回、夕2回
※�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。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

8月24日発
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

新・旅行代金 109,000 160,500 164,000 238,000 268,000 290,000 455,000
（40,000） （40,000） （40,000） （40,000） （40,000） （40,000） （40,000）

旧・旅行代金 109,000（98,100） 160,500（144,450）164,000（147,600）238,000（214,200）268,000（241,200）290,000（261,000）455,000（409,500）
※（　）は子供代金。2歳以上12歳以下（小学生まで）�　※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Kは150�％、客室Eは130％、客室Dは110％、客室C,A.Wは160%、客室Sは200％の割増代金となります。

9月18日発 ミドルエイジ10％
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

新・旅行代金 120,000 176,000 180,000 262,000 299,000 324,000 509,500
（40,000） （40,000） （40,000） （40,000） （40,000） （40,000） （40,000）

新・旅行代金
ミドルエイジ割引適用後

108,000 158,400 162,000 235,800 269,100 291,600 458,550
（40,000） （40,000） （40,000） （40,000） （40,000） （40,000） （40,000）

旧・旅行代金 120,000（120,000）176,000（176,000）180,000（180,000）262,000（262,000）299,000（299,000）324,000（324,000）509,500（509,500）
旧・旅行代金

ミドルエイジ割引適用後 108,000（120,000）158,400（176,000）162,000（180,000）235,800（262,000）269,100（299,000）291,600（324,000）458,550（509,500）
※（　）は子供代金。2歳以上12歳以下（小学生まで）�　※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。

お一人様利用がお得！ 3人利用がお得！ プレミアダイニング「 The Veil」対象客室がお得！

3人利用がお得！ プレミアダイニング「 The Veil」対象客室がお得！

ミドルエイジ

10%
9月18日発は40～50歳代のお客様の旅行代金が
10％割引になります。 ※ご本人様に限ります。
※対象：�1961年9月19日～1981年9月20日生まれ。

常陸那珂

清水
富士山と松林と海岸が作り出す景色が
美しい三保松原などお楽しみいただけ
ます。 ※富士山はご覧いただけない場合がございます。

花や植物の楽園・国営ひたち海浜公園や日本三名園・偕楽園など
名所がございます。

※2021年6月23日から販売の旅行代金を2021年7月26日付にて改定しました。2021年7月26日以降は「新・旅行代金」が適用されます。

組込    三保松原半日観光
観光    久能山東照宮と 

日本平半日観光

組込    国営ひたち海浜公園半日連絡バス
観光    水戸偕楽園と弘道館半日観光

組込 組み込みツアー：ツアー代金が不要の観光ツアーです。�※組み込みツアーに不参加の場合でも旅行代金の払い戻しはございません。 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）。

ファミリー応援

ファミリー応援

2021年8月24日（火）▶8月26日（木） 2泊3日　
2021年9月18日（土）▶9月20日（月･祝） 2泊3日



インルームダイニングサービス
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スイートのお客様は
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・乗船後予約制）

プレミアダイニング 「ザ・ベール｣  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

11デッキからの風景を眺めながら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。
※Ｃスイート～Ｅバルコニーのお客様は「フォーシーズン・ダイニングルーム」をご利用ください。

※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、船内の喫煙スペースをご利用ください。 ※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、一部客室では眺望がさまたげられます。  

CABIN PLANS 客室紹介
　  全客室 海側・ツインベッド・バスタブ付 
※面積にはバルコニーが含まれます。 飛鳥Ⅱ デッキプラン・客室詳細はこちら▶　

S  ロイヤルスイート（4 室限定） W 和洋スイート（ 2 室限定 客室番号：1046、1047） C  スイート D  E  バルコニー（D：9 デッキ
E：8デッキ）

88.2㎡  バルコニー付

45.8㎡  バルコニー付
A  アスカスイート

45.8㎡  バルコニー付 33.5㎡  バルコニー付

22.9㎡
バルコニー付

K  ステート（8デッキのみ）

角窓
（バルコニーなし）
18.4㎡

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7月26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。

●「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。
●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。
●子供代金は2歳以上12歳以下（小学生まで）に適用されます。
●7デッキの客室K、F、D3の販売は当面の間休止します（船会社の都合によりＫステートでお申し込みのお客様を一部７デッキの客
室へご案内する場合もございます）。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。当該クルーズ旅行代金欄をご確認ください。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）。
・客室タイプ（S、W、A）を3名様でご利用の場合、3人目の旅行代金は当該クルーズの客室K相当の旅行代金となります。
・客室タイプ（C）を3名様でご利用の場合、3人目の旅行代金は通常客室K相当額のところ、客室K相当額の半額となります（子供
には適用されません）。
・子供を含め3人で利用される場合は、子供が３人目となります。この場合の3人目の旅行代金はすべての客室タイプ（S、W、A、C）
で40,000円となります（客室Kの半額ではありません）。
●国内クルーズの旅行代金は、消費税等諸税を含んでいます。
●客室Ｓ、W、Aを除き、客室番号のご希望は承れません。
●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／対象者等を含みます）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。
●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。
●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、心血管疾患等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、発症した場合、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お客様は、お申し込みの都度、旅行会社にお申し出ください。ご乗船後に
メニューについてご相談させていただきますが、必ずしも全てのアレルゲンに対応できるとは限りません。
●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、組み込みツアー、
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。

●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。

●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。
●組み込みツアーおよび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。
●寄港地観光ツアーの代金は、すべて船上でお支払いください。組み込みツアーおよび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）および組み込みツアーに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。
●車いすをご利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組み込みツアーおよび寄港地観光ツアーへ
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。
●写真は全てイメージです。掲載の寄港地案内、写真は一部組み込みツアーおよび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。
●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。
●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。

●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。
●出発間際の運航中止やスケジュール変更について、申込書に記載の携帯電話へショートメッセージでご連絡する場合がございます。

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。

■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。

●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。

●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。
■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。
■最少催行人員　各コース200名様

■旅行条件・旅行代金の基準　2021年7月26日を基準としています。
■取消料（お客様による旅行契約の解除）
●国内クルーズ

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

21日前まで 無　料
20日前から8日前まで 旅行代金の20％
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％
旅行開始日の当日（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％
■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。

国内クルーズ
死 亡 補 償 金 1,500万円
入 院 見 舞 金 2万円～20万円
通 院 見 舞 金 1万円～5万円（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。

※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。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの責任者です。このご旅行の契約に
関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。


