
国内クルーズ
海外クルーズ

F r i e n d l y  &  E x c i t i n g

C R U I S E



※掲載の写真はすべてイメージです。

クルーズは人と人の繋がりが自然と深まる旅です。
初めての船旅でも気軽に過ごせる船内では同じ時間をともにする仲間をはじめ、
旅の中での出会いや交流が生まれ、自然と隣り合わせだからこそ出会える魅力が数多くあります。
その様々な出会いと感動が旅をより豊かなものにしてくれます。
心地よく流れる、ゆったりとした豊かな時間。
ようこそ、ふれんどしっぷ「ぱしふぃっく びいなす」へ。

フレンドリー ＆
エキサイティング
Friendly & Excit ing

洋上の楽園にようこそ！
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※掲載の写真はすべてイメージです。

S H I P
D A T A

■ 就     航 ／ 1998年4月
■ 総トン数 ／ 26,594トン
■ 乗 客 数  ／ 620名
■ 客 室 数  ／ 230室

■ 全      長 ／ 183.4m
■ 幅         ／ 25.0m
■ 喫      水 ／ 6.5m
■ 巡航速力 ／ 18ノット

船長

仲田 敬一
船長

松井 克哉

びいなすWay宣言
私たちは「ぱしふぃっく びいなす」ならではの
楽しさ溢れる空間やきめ細やかなサービスをお客様に提供する中で
「びいなすWay」という文化を作り上げます。
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※アルコール飲料などのお飲み物は有料となります。　※掲載の写真はすべてイメージです。3

夕食

料理長 シニアソムリエ

昼食

〈一例〉「秋の日本一周探訪クルーズ」
詳しくは24ページをご確認ください。

吉野 健レストラン タテルヨシノ
パートナーシェフ

ゲストシェフ
フード＆ビバレッジ
マネージャー料理長

味わう
すべてはお客様の

「美味しい」のために、
心を込めて作るお食事。

本格的な和食は日本船ならでは。



※掲載の写真はすべてイメージです。 4

朝食

ティータイム サンドウィッチ・     バー

スイーツ

夜食

ヘッドウェイター

パティシエ



※掲載の写真はすべてイメージです。

クルーズ
ディレクター

スペシャルゲスト（一例）

ライブ

水前寺 清子 錦野  旦宮沢 和史 綾戸 智恵

奏でる
毎夜変わるエンターテイメント。

ゲストによるショーを
お楽しみください。
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※掲載の写真はすべてイメージです。

ホテルマネージャー

ソーシャルスタッフ

ふれんどしっぷナイト

アクティビティ（一例）

クルーズディレクター

6

楽しむ
笑顔あふれる

フレンドリーなおもてなし



船内施設のご案内

※掲載の写真はすべてイメージです。

充 実 の 施 設 が 素 敵 な 時 間 を 紡 ぎ ま す 。
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※掲載の写真はすべてイメージです。 8



上質な旅の時間を  

■定員：2名　□10階・各2室（65m2、展望バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー、Eメール・インターネット閲覧専用ノートパソコン付

展望バス

（Room1004）ノーブル（Room1003）エレガント

（Room1002）モダン

（Room1001）アルカイック

（Room1003）エレガント（Room1002）モダン

※掲載の写真はすべてイメージです。 客室イラスト：青山大介

ロイヤルスイートルーム A・B

客室のご案内

（Room1004）ノーブル

クローゼット

バルコニー

クローゼット

ベッド

ベッド

バスルーム

バスルーム

バルコニー
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※客室の面積にはバルコニーを含みます。
※各客室階には、無料でご利用いただける
セルフランドリーがございます。
※お客様の健康に配慮し、全客室及び、パ
ブリックスペースは禁煙とさせていただい
ております。 
※救命ボート、乗下船用タラップなど客船
固有の設備のために、一部眺望が妨げ
られる客室がございます。

 演 出 する洋上の我が家

特別なおもてなし

※掲載の写真はすべてイメージです。

お部屋にて
追加代金なしでご利用

いただけます

※ブルーレイプレーヤー付

■定員：2名
□10階・16室
　（35m2、バス・トイレ・バルコニー付）

スイートルーム

バルコニー

クローゼット

ベッド

バスルーム

2人掛けテーブルにてゆったりと専属のシェフによる
特別メニューをお楽しみください。
お食事中のお飲み物はフリードリンクサービスと
なります（一部銘柄を除く）。

エレガントなひとときをお楽しみください。

※グラン・シエクルは未就学児童の方は
ご利用いただけません。
※メインダイニングルームのお食事時
間が2回制の場合でも、グラン・シエ
クルは交代のない1回制となります。

クラシックな雰囲気を基
調にした格調高く落ち着
きのある空間です。洗練さ
れた静かな雰囲気の中、
専属スタッフがきめ細や
かなサービスでおもてなし
いたします。

ロイヤルスイートルーム、スイートルームの専用ダイニング グラン・シエクル
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※掲載の写真はすべてイメージです。

※各客室階には、無料でご利用いただけるセルフランドリーがございます。
※お客様の健康に配慮し、全客室及び、パブリックスペースは禁煙とさせていただいております。 
※救命ボート、乗下船用タラップなど客船固有の設備のために、一部眺望が妨げられる客室がございます。

車椅子対応ルーム（Room 907,908）

デラックスルーム

ステートルーム

F～Jタイプはソ
ファーベッドの使
用により3名様ま
でご利用いただけ
る客室もございま
す。クローゼットに
加え、ベッド下に衣
装ケースをご用意
しています。

（3名1室利用時 一例）

■定員：E 2名、F～J 2～3名
　　　（15.3m2、シャワー・トイレ付）
□E／9階12室、F／8階34室、
　G／6階82室、H／5・6階48室（丸窓）、
　J／5階14室（丸窓）

びいなすクルーズのホームページでお楽しみいただけます。

 E ・ F ・ G ・ H ・ J

客室のご案内

クローゼット

ベッド

バスルーム

メインダイニングルームのお食事時間
が2回制の場合、ご希望の回数を指
定いただけます。

■定員：2名
□9階・20室（23.5m2、バス・トイレ付）
※ブルーレイプレーヤー付

ベッド

クローゼット

シャワー
ルーム

ベッド

クローゼット

シャワー
ルーム

11 客室イラスト：青山大介



 トップラウンジ（ゲームコーナー）

サンデッキ

プール

プールサイドデッキ

展望浴室（女性）スチームサウナ

スチームサウナ

展望浴室（男性）

ジャグジー

オブザベーション
ラウンジ

びいなすサロン

プール
サイドバー

ジムナジウム

メインホール ランドリー ステートF

ボートデッキ ランドリーメインダイニング
ルーム オープンバーショップ

プロムナード

メインラウンジピアノサロン

車椅子をご使用の
方のためのトイレ

ダイニングサロン

ランドリー

ステートHステートG
シアター

パソコンルーム
ライティングルーム

レセプション
ルーム

コンファレンスルーム（B）

スモーキング
コーナー

ツアーデスク

ランドリー
フロント

TELステートJ ステートH

美容室医務室

理容室

診療室

カードルーム カラオケ
ルーム

コンファレンス
ルーム（A）

茶室
デラックスステートE

ランドリー

ランドリー

スポーツ
デッキバー スイート

ロイヤルスイートAランドリースモーキングコーナー
（10階客室専用）

ロイヤル
スイートB

ランドリー

※掲載の写真はすべてイメージです。

※救命ボート、乗下船用タラッ
プなど、客船固有の設備の
ために、一部眺望が妨げら
れる客室がございます。
※プールは、クルーズの内容
や地域・天候・気温によって
ご利用いただけない場合も
ございます。

2019年10月以降出発で、区間乗船クルーズを除い
た4泊5日以上のクルーズにおいて、使用する客室番
号を指定することができます。ただし、先着順となりま
すのでご希望に添いかねる場合もございます。お申
し込み時にお問い合わせください。

客室番号について
ロイヤルスイートルームA

ロイヤルスイートルームB

スイートルーム
デラックスルーム

ステートルームJ
車椅子をご利用の方
のための客室
（デラックスルーム）
エレベーターEV

ステートルームG
ステートルームH

ステートルームE

ステートルームF

11
F

デッキプラン
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F

8
F

7
F

6
F

4
F

5
F

9
F
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※掲載の写真はすべてイメージです。13

上陸編

※通船のご利用は、オプショナル
ツアーにお申込のお客様を優
先的にさせていただきます。

沖縄本島

小笠原諸島

屋久島 種子島

奄美大島

八重山諸島
宮古島

与論島

長崎くんち

大曲花火

横浜町

なばなの里

ツアーディレクター

大曲花火－春の章－　写真提供：大仙市

小笠原諸島（父島）

なばなの里 チューリップまつり
写真提供：なばなの里 

横浜町 菜の花畑

紀元杉（屋久島）

巡る
中型サイズの客船だからこそ

行くことのできる、
秘境や離島への旅をご提案

いたします。



※掲載の写真はすべてイメージです。

●オプショナルツアーの予約、変更、取消や寄港地の情報提供などご相談を承ります。
●クルーズによっては船内にて写真や地図を使って寄港地説明会を開催します。
●ツアーデスクは寄港日の営業はございません。
●自由行動されるお客様向けに国内の寄港地によっては、寄港日当日に地元の方による観光案内
デスクを設置します。

「ふれんどしっぷ」ならではの日本人スタッフ
が皆様の旅をお手伝いいたします。

下記はクルーズや寄港地によっては実施されない場合もございます。

14

●ツアーの詳細は、クルーズ出発前にお渡しするクルーズの最終日程表にてご案内いたします。
●クルーズにお申し込みのお客様には、ご乗船日の約1ヵ月前に、参加申込書を送付いたします。
ご希望のコース及び必要事項を申込書にご記入の上、日本クルーズ客船（株）に申し込み期日まで
にご返送ください（申込金は不要です）。
●各コースには、定員があり原則として先着順で承ります。
●ご乗船後は、参加人数に余裕がある場合のみ船内ツアーデスクにて追加お申し込みを承ります。
●代金は船内でお支払いいただきます。出発前に旅行会社へお支払いにならないよう、お願いい
たします。
●海外クルーズで外貨建ての代金も船内にて日本円でのお支払いとなります。
●オーバーランドツアー（宿泊付ツアー）は事前のお支払い又は、船内でのお支払いとなります。詳
細は別途ご案内いたします。

記載のオプショナルツアーは、諸事情により
変更または中止となる場合がございます。

日本クルーズ客船（株）の旅行条件に
よります。

※詳細はクルーズ出発前にお渡しするクルーズ最終日程表にてご案内いたします。

OP

※詳細はクルーズ出発前にお渡しするクルー
ズの最終日程表にてご案内いたします。
※現地事情により実施しない寄港地もござい
ます。

自由行動編

ツアー 編

希望にあわせて
観光プランを選べます。



ご案内

※ドレスコードの詳細は各クルーズの最終日程表にてご案内いたします。

夕方以降
その日ごとに設定されたドレスコードにあわせて
お洒落をお楽しみください。

日中～夕方まで
自由な服装でお過ごしいただけます（ただし、パジャマや
浴衣（寝間着）などはご遠慮ください）。

スーツ、ジャケットにネクタイ着用［ 男性 ］

ワンピースやブラウスとスカートの組み合わせなど［ 女性 ］

襟付のシャツにスラックスなど［ 男性 ］

ブラウスとスカート、スラックスなどの快適な服装［ 女性 ］

※Tシャツ、ジャージ、極端なダメージのあるジーンズ、
　サンダル履きはご遠慮ください。

お洒落にきめて
洋上ライフを愉しく過ごす。
〈船内での服装について〉

※掲載の写真はすべてイメージです。　　イラスト ： 川上真理子15

※クルーズお申し込み時に旅行会社にお申し出ください。

記念写真　　
（特製フォトフレーム付）

人生の大切な日をクルーズの旅で
クルーズ中に誕生日をお迎えのお客様には、パティシエ特製バースデーケー
キと記念写真を、ハネムーンや結婚記念日にお2人でご乗船のお客様、金婚
式（50周年）、エメラルド婚式（55周年）、ダイヤモンド婚式（60周年）、プラチ
ナ婚式（75周年）の結婚記念の年に、お2人で
ご乗船のお客様には記念写真（船長の署名入り
カード・特製フォトフレーム付）をプレゼント。
ご夕食時に専属バンドの生演奏で
特別な日に華を添えます。   

パティシエ特製バースデーケーキ

for Memorial Cruise



※宅配便は原則2泊3日以上のクルーズで
　ご利用いただけます。（有料）

医師と看護師が
乗船しているので安心

大きな荷物の移動も
ラクラクで身軽な旅を

船内で必要な費用について船内新聞

船内の診療室にてお客
様の健康管理のお手伝
いをいたします。万が一ご
気分が悪くなったり、体調
がすぐれない場合はご相
談ください。

アルコール飲料などのお飲み物代、ショップでのお買い物代、オプショナル
ツアー代、クリーニング代、通信費、一部のカルチャー教室の教材費などの
個人的諸費用は別途お支払いが必要です。下船前に船内にて一括して
現金またはクレジットカードでご精算ください。

船内新聞を毎日発行し、翌日分を毎夜お部屋にお届けします。船内新聞に
はクルーズスケジュール、お食事、船内イベント、寄港地のご案内などクルー
ズを楽しむための情報が満載です。スケジュールづくりやお寛ぎの時間にお
役立てください。

クルーズの魅力は、目覚めれば次の寄港地という身体にや
さしい旅行です。乗下船時に宅配便（有料）をご利用いた
だくと大きな荷物を持たずに乗船でき、旅行中の荷物の移
動もほとんどなく、身軽に観光できます。

クルーズ
コーディネーター

●  ダイナース
●  JCB
●  VISA

●  DC
●  NICOS
●  UC

●  MASTER
●  AMEX
●  MUFG

■ご利用いただけるクレジットカード

※デビットカード、プリペイドカード、
　海外専用カードはご利用になれません。

クルーズ旅を楽しむために、

便利・安心・安全を

サポートします。

※掲載の写真はすべてイメージです。　　イラスト ： 川上真理子 16

ぱしふぃっく びいなす
公式フェイスブック・インスタグラムぜひご覧ください！

＠pacificvenus.jcl ＠venus_cruise

魅力や情報をお届けいたします。

「びいなす倶楽部」のご案内

会員の方には素敵な特典をご用意

■ 乗船クルーズに応じた優待券の進呈。■ 乗船クルーズに応じた優待券の進呈。
■ 会員誌「ふれんどしっぷ」（年3回）と最新クルーズ情報をお届けします。■ 会員誌「ふれんどしっぷ」（年3回）と最新クルーズ情報をお届けします。

このパンフレットに記載のクルーズは、すべてびいなす倶楽部特典の対象となります。



海外クルーズ

横浜発着
神戸発着

びいなすニューイヤークルーズ 
～台湾・沖縄・奄美～ 年末年始利用
2019年12月27日（金）〜2020年1月6日（月）�

35–36

横浜発着
神戸発着

ゆったり
アジアクルーズ2020 ■m
2020年1月16日（木）〜2月17日（月）�

19–22

神戸発着
春の済州島・釜山クルーズ 
～音楽の宝箱～ 
2020年4月13日（月）〜�4月17日（金）�

43–44

国内クルーズ

神戸発
横浜着

秋の駿河・伊豆諸島クルーズ 
9月17日（火）〜9月19日（木）�

25

横浜発着
木更津発
横浜着

秋の東北 三陸クルーズ ■r
9月20日（金）〜�9月23日（祝）�

26

横浜発着
神戸発着

秋の日本一周クルーズ ■m
9月24日（火）〜10月4日（金）�

23–24

神戸発着 長崎くんち・鹿児島・高知クルーズ 
10月5日（土）〜�10月10日（木）�

27

神戸発
広島着

神戸・広島 
瀬戸内ゆったりワンナイトクルーズ 
10月10日（木）〜�10月11日（金）�

32

神戸発着 世界自然遺産 屋久島クルーズ 
10月15日（火）〜10月17日（木）�

28

博多発着
世界自然遺産 
屋久島・奄美大島クルーズ 
10月21日（月）〜10月24日（木）�

29

博多発
神戸着
神戸発着

世界自然遺産 小笠原クルーズ 
10月27日（日）〜11月1日（金）�

30

神戸発
横浜着

秋の神戸・横浜ワンナイトクルーズ 
11月11日（月）〜�11月12日（火）�

32

横浜発
大阪着

秋の伊勢 四日市・大阪クルーズ 
11月18日（月）〜11月20日（水）�

31

神戸発着 クリスマスクルーズ 神戸 
12月20日（金）〜12月21日（土）�

33–34

大阪発着 クリスマスクルーズ 大阪 ■s
12月21日（土）〜12月22日（日）

33–34

大阪発
名古屋着

クリスマスクルーズ 大阪・名古屋
12月22日（日）〜12月23日（月）

33–34

名古屋
発着

クリスマスクルーズ 名古屋
12月23日（月）〜12月24日（火）

33–34

名古屋発
横浜着

クリスマスクルーズ 名古屋・横浜
12月24日（火）〜12月25日（水）

33–34

横浜発着 クリスマスクルーズ 横浜
12月25日（水）〜12月26日（木）

33–34

横浜発着 新春 伊勢 四日市クルーズ 
2020年1月6日（月）〜1月8日（水）�

37

横浜発着
洋上の楽園クルーズ
～JAZZ & FRENCH Nights～ 
2020年2月27日（木）〜2月29日（土）�

39-40

神戸発着
世界自然遺産 
小笠原・硫黄3島クルーズ 
2020年3月9日（月）〜3月14日（土）�

38

神戸発
横浜着

春の神戸・横浜ワンナイトクルーズ 
2020年3月23日（月）〜�3月24日（火）�

32

仙台発着
世界自然遺産 
屋久島・種子島クルーズ 
2020年3月25日（水）〜3月30日（月）�

41

仙台発
横浜着

仙台・横浜ワンナイトクルーズ 
2020年3月31日（火）〜4月1日（水）�

32

2019年9月～2020年5月スケジュール Cruise
Schedule
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旅行日程表のマーク説明 k 地元の方々による歓迎イベント　　o オプショナルツアー　　b シャトルバス付

m�早めのお申し込みでご旅行代金が通常よりお得になるクルーズです。

お申し込みの前に下記の「各クルーズ共通のご案内」及び裏表紙の「旅行条件」をご確認ください。

※このパンフレットに掲載の写真は全てイメージで実際に訪れる時期の写真とは限りません。また、オプショナルツアーや自由行動で訪問できる場所も含まれております。
※■oマークがついている写真の観光地は、オプショナルツアーで訪れることができます。
※パンフレット掲載の観光地写真には、その場所にオプショナルツアー等で訪れられる寄港地名を併記しています。
※写真撮影 ： 篠本秀人、武田賢士郎、Port Studio、office KAJI

びいなす倶楽部会員の方はご旅行代金が20％割引となります。

●記載されているクルーズは、特記のない限り最少催行人員2名様です。
●添乗員は同行いたしませんが、船内ではスタッフがご案内いたします。
●国内クルーズの旅行代金には消費税が含まれております。
●1室ご利用人数の変更があった場合には、変更後の1室ご利用人数に応じた旅行代金をい
ただきます。
●シングル利用:大人1名様でご参加の場合、1部屋を独占使用にてご利用いただけます。
ステートルームF・G・H・Jなら2名様1室代金の130%（びいなすニューイヤークルーズは
140％）、その他の客室は160%となります。なお、お一人様でご利用いただける客室に
は、限りがございます。相部屋の設定はございません。
●3名様1室利用:ステ一トルームF・G・H・Jを3名様で1室ご利用の場合、大人お1人様代金
は2名様1室代金の80%となります。
●子供代金:2歳以上小学生以下は大人代金の75%となります。2歳未満の幼児は、大人1
名様につき1名無料（食事・ベッドなし）となります。なお、お子様のみでの客室のご利用はで
きません。また、各客室には定員があり、定員を超えてご利用いただくことはできません。
●6ヵ月未満のお子様はご乗船いただけません。（ゆったりアジアクルーズは未就学児童は
ご乗船いただけません。）
●記載されているスケジュール・寄港地・出入港時刻・航路・船内イベント内容は諸事情により
変更になる場合がございます。
●宿泊は特記のない限りすべて船中泊となります。
●乗船開始時間は各乗船港の出港時刻の約1時間前（国内クルーズ）〜約1時間半前（海外
クルーズ）、下船開始時間は各最終港の入港時刻の15〜30分後（国内クルーズ）〜通関後
（海外クルーズ）が目安となります。詳細は最終日程表にてご案内いたします。
●海外の寄港地につきましては、査証・出入国税などが別途必要となる場合がございます。
また、その旨につきましては、パンフレット内に記載しておりますが、詳しくは、お申し込みの
お客様へ別途ご案内いたします。
●一部の寄港地につきましては通船での上陸となり、気象・海象などの条件により、上陸でき
ない場合がございます。海象条件によりましては通船に乗り移る際、足元が不安定になり危
険が伴う場合がございますので、車椅子での上陸はお断りさせていただきます。また、お体
の不自由な方も寄港地への上陸をお断りさせていただく場合がございます。なお、通船の
ご利用は、オプショナルツアーにお申し込みのお客様を優先的にさせていただきます。

●クルーズ行程中の組込ツアー及びシャトルバス・連絡バスについては、車椅子をご利用に
なられるお客様及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、ご参加・
ご利用いただけない場合がございます。詳しくはお申し込みの旅行会社を通じ、日本クルー
ズ客船（株）までお問い合わせください。
●オプショナルツアー・オーバーランドツアーにご参加中の船内での諸サービス（食事・宿泊・
イベント参加費用など）について、旅行代金の払い戻しはございません。
●詳しい旅行条件などは、裏表紙をご参照ください。

事前にお申し出が必要な事項
●車椅子をご使用されるお客様は、お申し込み時に必ずお申し出ください。船内では同伴
者のご同行をお願いします。なお、安全上、ご乗船いただける車椅子の方の人数には
限りがございます。また、車椅子はお客様ご自身でご用意ください。
●妊婦の方は、お申し込み時に必ずお申し出ください。所定の承諾書、診断書の提出が必
要です。但し、海外クルーズ、通船での上陸があるクルーズ、終日寄港しない日があるク
ルーズにはご乗船いただけません。
●アレルギー対応の食事（昼食及び夕食）を希望される方はクルーズ出発日の2週間前ま
でにお申し出ください。所定のアレルギー調査票のご提出が必要です。内容によりご希望
に添えない場合がございます。

●ご希望のお客様には
お子様メニューもご用意

2歳以上小学生以下のお子様には、
昼食・夕食に限りお子様用メニュー
をご用意できますので、ご予約時に
お申し出ください。

お子様用メニューイメージ

洋上の楽園にようこそ… ……………………………………1 – 2

【味わう】………………………………………………………3 – 4

【奏でる】…【楽しむ】……………………………………………5 – 6

船内施設のご案内………………………………………………7 – 8

客室のご案内……………………………………………………9 – 11

デッキプラン…………………………………………………12

【巡る】…旅先での楽しみ……………………………………13 – 14

船内生活のご案内……………………………………………15 – 16

目　次…………………………………………………………17 – 18

…各クルーズ共通のご案内…

横浜発着
春の伊勢 四日市クルーズ 
～春を感じる花 を々訪ねて～ 
2020年4月6日（月）〜4月8日（水）�

42

横浜発
神戸着

横浜・神戸ワンナイトクルーズ 
2020年4月8日（水）〜�4月9日（木）�

32

神戸発着
春の沖縄・奄美 
島めぐりクルーズ ■m
2020年4月17日（金）〜4月26日（日）�

45–46

横浜発着
春の日本一周探訪
クルーズ ■m
2020年5月6日（水）〜5月16日（土）�

47–48

神戸発着 春の日本一周クルーズ ■m
2020年5月17日（日）〜�5月27日（水）�

49–50
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三亜／海南島

フーコック島

レムチャバン

ダナン

バイチャイ

ゆったりアジアクルーズ2020
～桃源郷を心ゆたかに探す旅～
Aコース  2020年1月16日（木） ▶ 2月17日（月）【横浜発着 32泊33日】
Bコース  2020年1月17日（金） ▶ 2月16日（日）【神戸発着 30泊31日】

クルーズのポイント
⃝8寄港地中、6寄港地は停泊。のべ14日間ゆったり寄港地観光
⃝台湾では天燈（ランタン）上げ体験、初寄港 ベトナム・フーコック島では島内半日ツアー付
⃝ホイアン、九份などの夜景を楽しむツアーも設定
⃝幸せの国ブータンや癒しの国ラオス、幻想的なチャンアンなど桃源郷を訪ねる
　オーバーランドツアーを設定
⃝16世紀の日本人ゆかりの地を訪ね、日本の大航海時代を体感

タイのサグラダファミリアと
いわれる壮大な建築物

翡翠色の水面と
奇岩が並ぶ「海の桂林」

ランタンが灯る幻想的な夜景

ベトナム最後の秘境リゾート

ホイアンの夜景 ■o（ダナン）

フーコック寺院

サオビーチ

2/1
フーコック島

フーコック島
半日ツアー付

（追加代金不要）

リゾートアイランドとして知られるフーコッ
ク島で一番美しいと言われるサオビーチ
や島の特産物であるコショウ農園、海を
望む美しいフーコック寺院を巡ります。

サンクチュアリー・オブ・トゥルース ■o（レムチャバン）
バンコク ワット・プラ・ケオ ■o（レムチャバン） ハロン湾 ■o（バイチャイ）

ハノイ タンロン遺跡 ■o（バイチャイ）

遺産

世界
自然

遺産

世界
文化

遺産

世界
文化
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厦門

横浜

神戸

マニラ

基隆

幻想的な夜景や美しい自然、悠久の歴史を感じる史跡、
かつての日本人の足跡もたどりながら平和で豊かな

別世界・理想郷を探すアジアゆったり紀行

東洋のハワイ、海南島

美しい風景と歴史ある文化的景観

世界三大夕日 マニラ湾の夕日

天
ランタン

燈上げ体験（イメージ）

マニラ湾の夕日（イメージ）

1/20
基隆 十分 天

ランタン

燈上げ体験
ツアー付（追加代金不要）

ローカル線「平渓線」が通る古い街並み
の十分で、願い事を書いた天

ランタン
燈を夜空に

上げていただきます。火が灯った天
ランタン

燈が、
一斉に舞い上がる光景はとても幻想的
で、ぱしふぃっく びいなすのお客様全員
で上げたことは忘れられない体験となる
でしょう。
※4人にひとつの天

ランタン
燈上げ体験となります。

コレヒドール島（慰霊碑）■o（マニラ）

九份 夜景 ■o（基隆）

コロンス島 ■o（厦門）

三亜 鳳凰島（三亜）

遺産

世界
文化

夜空を彩る幻想的な光福建土楼 ■o（厦門）

南山仏教文化苑 ■o（三亜）

遺産

世界
文化
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船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

夜の華やかなエンターティメントショー（一例）

オリジナル曲はもちろん、クラシックや映画
音楽、日本の楽曲から中国古典、そしてジャ
ズをお楽しみいただけるステージ。チェンミ
ンの上質なサウンドをお楽しみください。

NHKの朝の連続ドラマ
にも出演を重ねる俳優・
南条好輝による語り芝
居。航路に因んだ、呂

るそん
宋

助左衛門等の物語を本
クルーズのために書き
下ろします。南条好輝の
世界観をたっぷりとお楽
しみください。

世界が認めた「マジック界の貴公
子」。輝かしい実績が物語る卓越
したステージングとマジックのテ
クニックは必見もの。衝撃と歓喜
の連続、内田貴光のマジックショ
ーをお贈りいたします。

ピアニスト福冨吏恵と共に、
中国に因んで「誰も寝てはなら
ぬ（トゥーランドットより）」や、
懐かしの映画音楽など盛りだ
くさんにお贈りします。チェロ
のふくよかな音色に心をゆだ
ねてください。

チェンミン
二胡コンサート 〜船上の響き〜

南条好輝
語り芝居「海の向こうに夢を見た男たち」

内田貴光　
〜Asia Cruise 

Magical Night〜

竹中裕深　チェロコンサート

講　演 教　室
風水講座　講師：福岡和昭（風水鑑定士）
風水とは、環境や行動を変化させることで、運気を得ていける統計学です。風水の基礎知
識をはじめ、「風水健康講座」「ラッキーカラー・吉方位講座」など日常での風水活用法をお
伝えします。

⃝花文字講座
⃝写真撮影講座
⃝ヨガ・顔ヨガ
⃝健康音楽教室
⃝脳トレリズム体操
⃝かんたん！
　ダンスde エクササイズ

進化する健康法　
講師：平石貴久（平石クリニック 院長／医療法人社団熊貴会 理事長）
多くのスポーツ選手や芸能人、成功者を育てる中、本当の成功者は、元気で一年でも長
生きし、幸せな老後を過ごすことだと分かりました。そして、自分自身の人生をどう終わら
せるか？が、真の幸せです。この船旅を契機に、あなたの人生（余生）を変えてみませんか？

皆様ご存知、抜群の歌唱力
で演歌からポップスまで歌
いこなす国民的歌手。
デビュー55周年イヤーを飾
る特別なコンサートをお楽
しみください。

水前寺清子　
スペシャルコンサート 〜Go!Go!チータ！〜

錦野旦　
スターにしきのスペシャルコンサート

1970年「もう恋なのか」で
日本レコード大賞最優秀新
人賞を受賞。
最近では「スター」の称号を
もらい、歌、ダンス、トークで
元気を送り続けている。
アジアンクルーズフィナーレ
をお楽しみください。
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A B 港名 国・地域名 OL  オーバーランドツアー（予定・別代金）

1 1 / 16 木 横浜 15：00 出港
日本

2 1 17 金 神戸 17：00 出港

5 4 20 月 基隆 o
十分天

ランタン
燈上げ体験ツアー付

台湾
6 5 21 火

9 8 24 金
マニラ o フィリピン

10 9 25 土
14 13 29 水

レムチャバン o タイ
15 14 30 木

17 16 2 / 1 土 フーコック島 ho
フーコック島半日ツアー付

べトナム
21 20 5 水

バイチャイ ho
22 21 6 木
23 22 7 金

ダナン o
24 23 8 土
25 24 9 日 三亜／海南島 o

中国27 26 11 祝
厦門 o

28 27 12 水
32 31 16 日 神戸 09：00 入港

日本
33 17 月 横浜 10：30 入港

1名様1室利用

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円）2名様1室利用　※2019年3月より発売しています。 m
2019年10月31日（木）までにお申し込みの場合、
早期申込割引代金が適用となります。

■シングル使用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームE・デラックス・スイートについては2名様
1室代金の160％、ロイヤルスイートでは200％となります。

■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様
1室代金の80％となります。

■未就学児童はご乗船いただけません。
■旅行代金には、国際観光旅客税（お一人様 1,000円）は含まれておりません。旅行代金とあわせて別途お支

払いください。

■お食事／Aコース：朝食32回・昼食31回・夕食32回
Bコース：朝食30回・昼食29回・夕食30回　　

■フーコック島へは通船による上陸予定ですが天候によっては上陸できない場合もござい
ます。なお、車椅子での上陸は安全上お断りさせていただきます。また、通船のご利用は、
オプショナルツアーにお申し込みのお客様を優先にさせていただきます。

■「十分天燈上げ体験ツアー」及び「フーコック島半日ツアー」へは、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返金等はございません。

※パスポート残存期間：中国入国時6カ月以上必要です。日本国籍以外の方は、自国の領事館、
渡航先の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。

※掲載されたスケジュール・寄港地・航路、船内イベントは、政治、港湾事情、気象・海象などの
条件により変更になる場合もございます。

※o OL オプショナルツアー・及びオーバーランドツアー（別代金）は日本クルーズ客船㈱が
旅行企画・実施するものです。コースの詳細・お申し込み方法は、後日、お申し込みのお客様
に別途ご案内いたします。

ゆったりアジアクルーズ2020 m
～桃源郷を心ゆたかに探す旅～

1月
横浜・神戸発

陸上で宿泊し、より充実した観光をお楽しみいただけるツアーです。
※詳細は後日発表いたします。

幸せの国 ブータン紀行
4泊5日

1／25 マニラ発
▶ 1／29 レムチャバン着

世界遺産アユタヤ紀行
1泊2日

1／29▶1／30 レムチャバン発着

癒しの国ラオス 世界遺産
ルアンパバーン紀行 3泊4日
2／8 ダナン発 ▶ 2／11 厦門着

世界遺産アンコール
遺跡紀行 2泊3日

2／5 バイチャイ発 ▶ 2／7 ダナン着

最前線の島 台湾 
金門島探訪 1泊2日
2／11▶2／12 厦門発着

遺産

世界
文化

遺産

世界
文化

遺産

世界
文化

OL プナカゾン

OL  ルアンパバーン

OL  ワット・プラ・
シーサンペット

OL  アンコール・ワット

OL  模範街

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

早期割引
A 1,052,000 1,135,000 1,190,000 1,301,000 1,412,000 1,799,000 2,492,000 4,153,000 4,429,000
B 990,000 1,068,000 1,120,000 1,224,000 1,329,000 1,693,000 2,345,000 3,908,000 4,168,000

通常代金
A 1,292,000 1,394,000 1,462,000 1,598,000 1,734,000 2,210,000 3,060,000 5,100,000 5,440,000
B 1,216,000 1,312,000 1,376,000 1,504,000 1,632,000 2,080,000 2,880,000 4,800,000 5,120,000

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF

早期割引
A 1,368,000 1,476,000 1,547,000 1,692,000
B 1,287,000 1,389,000 1,456,000 1,592,000

通常代金
A 1,680,000 1,813,000 1,901,000 2,078,000
B 1,581,000 1,706,000 1,789,000 1,956,000

幻想的なベトナム 世界遺産
チャンアン紀行 1泊2日

2／5▶2／6 バイチャイ発着

OL  チャンアン 遺産

世界
複合
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秋の日本一周クルーズ� m
Aコース  2019年9月24日（火） ▶ 10月3日（木）【横浜発着 9泊10日】
Bコース  2019年9月25日（水） ▶ 10月4日（金）【神戸発着 9泊10日】

中秋の日本をめぐり、その土地ならではの自然や歴史的な景観、文化に触れる日本再発見の旅。その土地の日本一を
自由散策やオプショナルツアーで探してみませんか？　※日本一には、かつての日本一や諸説あるものも含まれています。

神仙沼（岩内） ■o
※紅葉の状況は気象条件等により異なります。 磨崖仏日本一 臼杵の石仏（佐伯） ■o

逆回転の水車日本一 本匠の大水車（佐伯） ■o

足立美術館 白砂青松庭（境港） ■o

日本最古の洋風意匠の芝居小屋
康楽館（能代） ■o

9月
横浜・神戸発

日本一
探訪

日本一
探訪

日本一
探訪

大注連縄の長さ、胴回りが日本一
出雲大社（境港） ■o

日本一
探訪
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A B 日程 入港 出港 寄港地
1 9 /24火 16:00 横浜
2 1 25水 14:00 17:00 神戸
3 2 26木 08:00 17:00 佐伯 hko

4 3 27金 16:00
隠岐諸島周遊

境港 k
5 4 28土 19:00 境港 ko
6 5 29日 07:00 15:00 金沢 o
7 6 30月 08:00 19:00 能代 ko
8 7 10/ 1 火 08:00 19:00 岩内 ho
9 8 2 水 終日クルージング

10 9 3 木 14:30 17:00 横浜
10 4 金 18:00 神戸

■ お食事／Aコース：朝食9回・昼食9回・夕食9回　Bコース：朝食9回・昼食9回・夕食9回
■ドレスコード／すべてカジュアルです。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用（A・Bコース同額）　※2018年12月より発売しています。

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金 395,000 413,000 440,000 469,000 505,000 658,000 960,000 1,620,000 1,710,000
早期申込割引 355,500 371,700 396,000 422,100 454,500 592,200 864,000 1,458,000 1,539,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。 写真提供 ： 大分県、足立美術館

リゾートしらかみ（能代） ■o 観光列車 天地（境港） ■o 計画中

神戸
横浜

能代

岩内

金沢

佐伯

隠岐諸島周遊 境港

m
2019年5月31日（金）までにお申込の場合、
早期申込割引代金が適用となります。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

牛田智大 
ピアノリサイタル
日本人クラシックピアニストとしては
史上最年少の12歳で大手レコード
会社からCDデビューアルバムを発
表し大きな話題となったピアニスト。
19歳の今、天性の才能を伸ばし飛躍
的な成長を遂げ、 大胆かつ繊細な演
奏を聴かせます。

©Ariga Terasawa 
衣装 企画： （株）オンワード樫山 / 
縫製： グッドヒル （株）

ゲストシェフ 吉野建の
スペシャルディナー

大地の実りをそのまま皿に盛り込む「テロワ（大地）
の料理」をコンセプトに、素材のもつ味わいを極限
まで引き出す華麗な一皿をご賞味ください。

プロフィール
パリで開店した「ステラ マリス」が2006年度版ミ
シュランで「レストランタテルヨシノ 銀座」は『ミシ
ュランガイド・東京2010年度版』で大阪「メゾン 
タテル ヨシノ」が『ミシュランガイド京都・大阪
2018年度版』で一つ星を獲得。現在は、国内で多
数のレストランをプロデュースしている。

吉野建「レストラン タテルヨシノ」パートナーシェフ（イメージ）

瀬口侑希 
夢舞台～秋の夜長に送る夢のステージ
ぱしふぃっく びいなすの船長をつとめた父を持ちNHK「ごきげん
歌謡笑劇団」で「さすらいの歌姫」としておなじみの瀬口侑希。ピ
アノには日本を代表する作・編曲家の若草恵が参加。20周年を迎
え益々円熟味を増し秋の夜長に懐かしの名曲からヒット曲まで、
きららかに夢のステージをお届けします。  

三遊亭全楽 独演会
生まれながらにしゃべることが大好きで、落語家以外の道は考えられ
ないと言われ続け、立川談志に入門。のちに先代三遊亭円楽に入門。
談志の破天荒と円楽の豪快さを受け継いだ本格派！昔ながらの気骨
と気配りを兼ね備えた華のある落語家です。

o
オプショナル
ツアー
（一例）

●国宝臼杵石仏と城下町うすきを歩く　
●出雲大社参拝と足立美術館
●日本三名園 兼六園と城下町金沢
●リゾートしらかみに乗車！ 十二湖と不老不死温泉
●ぐるっと一周！ 積丹半島と余市

佐 伯
境 港
金 沢
秋 田
岩 内
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客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 76,000 80,000 86,000 91,000 99,000 127,000 184,000 306,000 324,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

秋の駿河・伊豆諸島クルーズ�
2019年9月17日（火） ▶ 9月19日（木）【神戸発横浜着 2泊3日】
富士山や三保の松原などの風景に恵まれた、日本三大美港のひとつ清水港へ。日中の伊豆諸島クルーズも楽しめます。

9月
神戸発

oオプショナルツアー（一例）
●世界遺産 三保の松原と広重の浮世絵美術館
●日本平ロープウェイと久能山東照宮

清 水

三保の松原（清水） ■o

清水港と富士山久能山東照宮（清水） ■o
日本平夢テラスから望む

富士山（清水） ■o

日程 入港 出港 寄港地

9 /17火 17:00 神戸
18水 11:00 19:00 清水 ko

19木 15:30
伊豆諸島沖クルージング
横浜

■ お食事／朝食2回・昼食2回・夕食2回　
■ドレスコード／すべてカジュアルです。

写真提供 ： 静岡県

神戸

横浜

大島
清水

利島
新島
式根島
神津島伊豆諸島沖クルージング

遺産

世界
文化

伊豆諸島沖クルーズ（イメージ）
※荒天等、海象条件により変更・中止になる場合もございます。
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横浜

石巻

木更津

大船渡

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

Aコース 145,000 151,000 160,000 173,000 185,000 236,000 345,000 510,000 540,000
Bコース 137,000 143,000 152,000 163,000 175,000 226,000 330,000 510,000 540,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用　※2019年3月より発売しています。

秋の東北�三陸クルーズ� r
2019年9月20日（金） ▶ 9月23日（祝）  Aコース  【横浜発着 3泊4日】

 Bコース  【木更津発横浜着 3泊4日】
リアス式海岸の美しい自然景観が魅力の秋の三陸へ。心あたたまる歓迎イベントも魅力です。

9月
横浜・木更津発

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

oオプショナルツアー（一例）
●日本三景・松島の歴史と文化にふれる旅
●石巻・大震災まなびの半日
●世界遺産中尊寺と日本百景のげいび渓舟下り
●ハイカラさんガイド乗車「三鉄レトロ列車」と地元スイーツ試食
●SL銀河乗車と遠野観光

石 巻

大船渡

日本三景 松島（石巻） ■o

穴通岩（大船渡） ■o

SL銀河 ■o

中尊寺 金色堂（大船渡） ■o

©深谷 義宣aura.Y2

A B 日程 入港 出港 寄港地

1 9 /20金 12:00 横浜
1 14:30 17:00 木更津

2 2 21土 12:30 21:00 石巻 ■ko
3 3 22日 08:00 18:00 大船渡 ko
4 4 23祝 15:30 横浜
■お食事／Aコース：朝食3回・昼食4回・夕食3回　Bコース：朝食3回・昼食3回・夕食3回　
■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※ Bコース　木更津での乗船受付は16：00頃を予定しております。
o9/23 横浜港～木更津方面までの送迎バスを運行いたします。（Bコースのお客様対象） 

詳しくは、最終日程表にてご案内いたします。

杉尾真吾 オペラと映画音楽の世界 
～懐かしく蘇る名シーン～

オペラ、日本歌曲、ミュージカル、映画音楽など、バスという
最も低音域の声とたおやかなピアノの音色でお楽しみくだ
さい。昨年のイタリア声楽コンコルソ第一位に輝いた杉尾
真吾の魅力いっぱいにお届けいたします。

歌声広場  音無美紀子
女優 音無美紀子と、懐かし
い歌謡曲・童謡・唱歌・世界
の歌など、皆さまとご一緒
に楽しく歌を歌いながら過
ごします。オペラ歌手の杉
尾真吾も参加！女優、オペラ
歌手って？いろいろなお話
も聞けそうです。

写真提供 ： JR東日本

送迎バス運行 o
9/23 横浜港～JR木更津駅

遺産

世界
文化
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神戸

鹿児島

高知

長崎

明石海峡大橋

軍艦島沖航行

瀬戸大橋

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 236,000 246,000 261,000 278,000 298,000 383,000 553,000 913,000 963,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用　※2018年12月より発売しています。

長崎くんち・鹿児島・高知クルーズ�
2019年10月5日（土） ▶ 10月10日（木）【神戸発着 5泊6日】
専用のマス席から豪華絢爛な祭礼「長崎くんち」を観覧。歴史ある城下町や秋の花や自然に触れる旅へ。

10月
神戸発

oオプショナルツアー（一例）
●長崎・平和公園と出島散策
●薩摩の小京都・知覧観光
●龍馬ゆかりの高知満喫観光

長 崎
鹿児島
高 知

オランダ船（江戸町）

越知町コスモスまつり（高知） ■o
※花の開花時期・状況は気象条件等により異なります。

仙巌園（鹿児島） ■o

中津渓谷 雨竜の滝（高知） ■o

世界新三大夜景 長崎夜景（長崎） ■o

日程 入港 出港 寄港地

10/ 5 土 11:00 神戸 瀬戸内海クルージング

6 日 16:00
軍艦島沖航行
長崎 o

7 月 21:00 長崎
長崎くんち観覧 o

8 火 08:00 17:00 鹿児島 ko

9 水 09:00 19:00 高知 ko

10木 10:00 神戸
■お食事／朝食5回・昼食5回・夕食5回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※10／7の長崎くんち会場（諏訪神社）ではマス席（座敷席・1マス4人掛け）をご用意して

おります。長崎港から会場間は送迎バスでの移動となります（片道約30分）。会場到着後、
バス停より徒歩にて約10分移動していただき、その後約100段の階段を昇ります（交通
規制の為、タクシーなどの車両は進入できません）。会場（諏訪神社）では車椅子での観覧
はできません。
貸切バス会社名（下記のいずれかのバスにご乗車いただきます。）
長崎県交通局、諫早バス観光、島原鉄道バス

※ 長崎くんちは天候その他の事情により実施されない場合もございます。

写真提供 ： 長崎県観光連盟

長崎くんちは鎮西大社諏訪神社の祭
礼行事で国指定重要無形民俗文化財
にも指定されています。奉納される華
麗な踊りや勇ましい出し物の数々は
異国情緒に溢れ、豪華で勇壮です。

2019年踊町・催し物（予定）
今博多町 傘鉾・本

ほんおどり
踊

魚の町 傘鉾・川
かわふね

船
玉園町 傘鉾・獅

ししおどり
子踊

江戸町 傘鉾・オ
おらんだせん
ランダ船

籠町 傘鉾・龍
じゃおどり

踊

「長崎くんち」
伝統に輝く秋 の 大 祭

長崎くんち
マス席付

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

安田旺司（バリトン）＆
田坂蘭子（ソプラノ） 
オペラティックナイト
ユニークなステージづくりが人気の
安田旺司がお贈りするオペラティック
コンサート。蝶々夫人で定評のある
ソプラノ歌手田坂蘭子と、寄港地に因
んだ曲を交えながら、皆さまをオペラ
の世界に誘います。
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神戸

屋久島

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 100,000 104,000 110,000 120,000 128,000 162,000 237,000 366,000 386,000
■シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

世界自然遺産�屋久島クルーズ�
2019年10月15日（火） ▶ 10月17日（木）【神戸発着 2泊3日】
水と緑が織りなす豊かな自然が魅力の世界自然遺産の島へ。

10月
神戸発

oオプショナルツアー（一例）
●大自然体感・屋久島森林浴
●屋久島一周と
　白谷雲水峡ハイキング

屋久島

紀元杉（屋久島） ■o

永田いなか浜（屋久島） ■o 千尋の滝（屋久島） ■o大川の滝（屋久島） ■o

日程 入港 出港 寄港地

10/15火 10:00 神戸
16水 08:00 18:00 屋久島 o

17木 16:00 神戸
■お食事／朝食2回・昼食3回・夕食2回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。

西部林道（屋久島） ■o

ヤクシカ ヤクシマザル

西部林道は車で通行
できる世界自然遺産
区域です。
ヤクシカやヤクシマ
ザルに出会えるかも
しれません。
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博多

屋久島

奄美大島

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 140,000 146,000 155,000 166,000 178,000 229,000 336,000 549,000 579,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

世界自然遺産 屋久島・奄美大島クルーズ 
2019年10月21日（月） ▶ 10月24日（木）【博多発着 3泊4日】
日本初の世界自然遺産の島とマングローブ林をはじめとする多様な自然が魅力の島へ。

10月
博多発

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

oオプショナルツアー（一例）
●白谷雲水峡と 
　太鼓岩トレッキング
●紀元杉と屋久杉自然館
●原生林の森 
　金作原ハイキング
●絶景のあやまる岬と
　奄美の文化に触れる旅

屋久島

奄美大島

マングローブ林（奄美大島） ■o

白谷雲水峡（屋久島） ■oあやまる岬（奄美大島） ■o

日程 入港 出港 寄港地

10/21月 15:00 博多
22祝 08:00 18:00 屋久島 o

23水 07:00 17:00 奄美大島（名瀬） ko

24木 17:00 博多
■ お食事／朝食3回・昼食3回・夕食3回　
■ドレスコード／すべてカジュアルです。

H
ヒュー

UE　船上コンサート 〜Love Songs を歌う〜

ポップとクラシック
を融和させた至上の
ハーモニー HUE の
歌声が、「こころ」に
深くしみ込みます。

写真提供 ： 公益社団法人 鹿児島県観光連盟
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神戸

博多

孀婦岩沖
周遊

そうふ

鳥島沖
周遊

小笠原（父島）

小笠原固有植物観察（父島） ■o

洋上の景観ポイント

鳥島
アホウドリの数
少ない繁殖地で
天然保護区域に
指定されている
無人島です。

小笠原 出港時のお見送り
小笠原の出港時には、遊漁
船による心温まるお見送り
が予定されています。

孀
そうふ

婦岩
太平洋に突き出た高さ
約100mの奇岩です。

10月
博多・神戸発

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

oオプショナルツアー（一例）
●小笠原の自然を知る！
　小笠原固有植物観察
●ボニンブルーの海へ！
　南島海域公園ボート遊覧

小笠原
（父島）

大村海岸 ウミガメ放流（父島）

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 10/27日 17:00 博多
2 1 28月 15:00 17:00 神戸
3 2 29火 終日クルージング

4 3 30水 08:00 17:00 小笠原（父島） o

5 4 31木 終日クルージング
鳥島・孀婦岩沖周遊

6 5 11/ 1 金 10:00 神戸
■お食事／Aコース：朝食5回・昼食4回・夕食5回

Bコース：朝食4回・昼食3回・夕食4回
■ドレスコード／すべてカジュアルです。
■小笠原へは通船による上陸予定ですが、天候によっ
ては上陸できない場合もございます。なお、車椅子
での上陸は安全上お断りさせていただきます。

AMELIA 「ボサノヴァ ナイト」〜リオの風に乗って〜
ボサノヴァ歌手AMELIAが情熱のサンバ
から情感のボサノヴァ、そして懐かしい日本
のメロディーまで、幅広いジャンルでお送り
いたします。さぁ、ご一緒に歌いましょう！
踊りましょう！

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用
客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

Aコース 213,000 223,000 238,000 252,000 272,000 354,000 518,000 885,000 934,000
Bコース 176,000 184,000 196,000 208,000 224,000 292,000 428,000 732,000 772,000

■シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

世界自然遺産 小笠原クルーズ 
Aコース  2019年10月27日（日） ▶ 11月1日（金）【博多発神戸着 5泊6日】
Bコース  2019年10月28日（月） ▶ 11月1日（金）【神戸発着 4泊5日】

ボニンブルーと呼ばれる青い海、動植物との出会いが楽しめる自然の楽園へ。

お客様と私達乗組員で大好きな「海」を足がかりに、
クルーズを通して大洋の彼方にある「そこ」へ訪れ、
そこでしか見ることのできない「大自然の偉大さ」や

「動植物の生きる尊さ」を一緒に見学しましょう！ 
講演：「小笠原に生息するウミガメの生態について」
小笠原海洋センターとの連携　 ・パネル展示　・ウミガメ放流見学

びいなすネイチャープロジェクト

30PACIFIC VENUS



四日市
大阪

横浜

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 74,000 78,000 84,000 88,000 96,000 124,000 180,000 306,000 324,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

秋の伊勢 四日市・大阪クルーズ 
2019年11月18日（月） ▶ 11月20日（水）【横浜発大阪着 2泊3日】
北三重の観光が楽しめる四日市へ。美しい秋の日本を感じてみませんか。

11月
横浜発

oオプショナルツアー（一例）
●秋のおてがる御在所
　ロープウェイ観光
●紅葉とダリアまつり 
　秋のなばなの里訪問
●伊勢神宮「内宮」・
　おかげ横丁散策　
●秋の京都紅葉巡り 
　大原三千院と南禅寺
【大阪港発 京都駅着】

四日市

大 阪

御在所岳（四日市） ■o紅葉の状況は気象条件等により異なります。

京都 大原三千院（大阪） ■o

秋の一般公開
 諸戸氏庭園（四日市）■o

日程 入港 出港 寄港地

11/18月 16:00 横浜
19火 07:00 18:00 四日市 ko

20水 09:30 大阪 o
■ お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回　
■ドレスコード／すべてカジュアルです。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

夏樹陽子 
センチメンタルLive
女優 夏樹陽子が、ぱしふぃっく びいなす
に初登場！歌と語りによるドラマティックな
ステージをお届けいたします。
数々の有名アーティストをプロデュース
する鈴木和郎のピアノが陽子ワールドを
盛り上げます。

写真提供 ： 三重県、なばなの里

なばなの里（四日市） ■o
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神戸
広島

横浜

仙台

10/10発 神戸・広島
11/11発 神戸・横浜 3 /23発
 4 / 8 発 横浜・神戸
 3 /31発 仙台・横浜

三原瀬戸・芸予諸島沖クルージング

日程 入港 出港 寄港地

10/10木 17:00 神戸

11金 15:00
三原瀬戸・芸予諸島沖クルージング
広島

■お食事／フルコースディナー1回・朝食1回・昼食1回
■ドレスコード／カジュアル

日程 入港 出港 寄港地

3 /23月 11:00 神戸
24火 10:30 横浜

■お食事／フルコースディナー1回・朝食1回・昼食1回
■ドレスコード／カジュアル

日程 入港 出港 寄港地

11/11月 11:00 神戸
12火 10:30 横浜

■お食事／フルコースディナー1回・朝食1回・昼食1回　
■ドレスコード／カジュアル

日程 入港 出港 寄港地

3 /31火 14:00 仙台
4 / 1 水 09:00 横浜
■お食事／フルコースディナー1回・朝食1回　■ドレスコード／カジュアル
o3／31 JR仙台駅～仙台港間の送迎バスを運行いたします。   

詳細は最終日程表にてご案内いたします。

日程 入港 出港 寄港地

4 / 8 水 16:00 横浜
9 木 15:00 神戸

■お食事／フルコースディナー1回・朝食1回・昼食1回　
■ドレスコード／カジュアル

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
仙台発 22,000 23,000 25,000 27,000 29,000 38,000 55,000 93,000 98,000 

神戸・横浜発 39,000 41,000 44,000 47,000 51,000 65,000 94,000 153,000 162,000
■シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

横浜・神戸ワンナイトクルーズ
2020年4月8日（水） ▶ 4月9日（木）【横浜発神戸着 1泊2日】

春の神戸・横浜ワンナイトクルーズ
2020年3月23日（月） ▶ 3月24日（火）【神戸発横浜着 1泊2日】

神戸・広島 瀬戸内ゆったりワンナイトクルーズ
2019年10月10日（木） ▶ 10月11日（金）【神戸発広島着 1泊2日】

仙台・横浜ワンナイトクルーズ
2020年3月31日（火） ▶ 4月1日（水）【仙台発横浜着 1泊2日】

秋の神戸・横浜ワンナイトクルーズ
2019年11月11日（月） ▶ 11月12日（火）【神戸発横浜着 1泊2日】

神戸／仙台／横浜発 ワンナイトクルーズ 
フルコースディナーにショーやイベントなど移動時間も楽しみながら目的地へ。
ドレスコードもカジュアルなので初めての方にもお勧めです。

10〜4
月

フルコースディナー（イメージ）

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

S
セント

t.トロペス＆シャーロット
コンサート

お馴染の日本の歌や、映画音楽、ミュージ
カルなどのナンバーを、ヴォーカル・シャー
ロットの透き通るような歌声とともにお届
けします。

送迎バス運行 o
JR仙台駅〜仙台港間
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大阪
神戸

大阪・名古屋

名古屋
名古屋・横浜
横浜

神戸
大阪

名古屋
横浜

神戸発／大阪発
名古屋発／横浜発クリスマスワンナイトクルーズ�
華やかな船内にて、特製クリスマスディナーにクリスマスショーで素敵な聖なる夜のひとときをお楽しみください。

日程 入港 出港 寄港地

12/20金 14:00 神戸
21土 10:00 神戸

■お食事／クリスマスディナー1回・朝食1回　■ドレスコード／インフォーマル

日程 入港 出港 寄港地

12/21土 17:00 大阪
22日 14:00 大阪

■お食事／クリスマスディナー1回・朝食1回・昼食1回　■ドレスコード／インフォーマル

クリスマスクルーズ 神戸 
2019年12月20日（金） ▶ 12月21日（土）【神戸発着 1泊2日】

クリスマスクルーズ 大阪 
2019年12月21日（土） ▶ 12月22日（日）【大阪発着 1泊2日】

s

❖Menu  ❖
クリスマスカラーのムースとズワイ蟹のカクテル

ビーフプティサラダ添え
＊魚介の燻製風味マリナード
スタースタイル スパイスの香り

＊フォアグラのフランとマッシュルームのポタージュ
＊タスマニア産サーモンのグリル

柚子胡椒のソースと五穀米のリゾット
＊お口直しのシャーベット

＊国産牛フィレのグラチネ仕立て
小さな器に入ったポトフと共に
＊自家製ミルクパンとバケット
＊2019クリスマスプレート

※食材仕入等の都合でメニューは変更になる場合がございます。

12月

特別な夜の為のクリスマスディナー

出　港

〜 翌 朝 〜

下　船

●セイルアウェイ セレモニー　　
●クリスマスディナー
●クリスマススペシャルコンサート
●クリスマスソングで踊ろう！
●楽隊 パフォーマンス
●アートクラブバンド ライブ
●びいなすキャロル クリスマスコンサート
●クリスマス映画 in シアター
●社交ダンスタイム
●ルーレット＆ブラックジャックゲーム
●楽隊 ナイトライブ
●お夜食

●アーリーモーニングティー
●朝食
●モーニングティー
●ビンゴゲーム
●大道芸パフォーマンス
●歌声広場
●昼食

※クルーズによって異なりますので、詳細は船内新聞にてご確認ください。

※この他にも様々なイベントを予定しています。

1泊2日スケジュール（一例）

（イメージ）

（イメージ）
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客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
神戸 45,000� 47,000� 50,000� 53,000� 57,000� 74,000� 90,000� 145,000� 153,000�
大阪 54,000� 56,000� 59,000� 65,000� 69,000� 86,000� 109,000� 153,000� 162,000�

大阪・名古屋 37,000� 39,000� 42,000� 44,000� 48,000� 62,000� 85,000� 140,000� 150,000�
名古屋 50,000� 52,000� 55,000� 60,000� 64,000� 81,000� 100,000� 153,000� 162,000�

名古屋・横浜 37,000� 39,000� 42,000� 44,000� 48,000� 62,000� 85,000� 140,000� 150,000�
横浜 52,000� 54,000� 57,000� 62,000� 66,000� 83,000� 100,000� 153,000� 162,000�

■シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）�2名様1室利用

日程 入港 出港 寄港地

12/22日 19:00 大阪
23月 11:00 名古屋

■お食事／クリスマスディナー1回・朝食1回　■ドレスコード／インフォーマル
※ご夕食は交代のない1回制となります。

日程 入港 出港 寄港地

12/23月 17:00 名古屋
24火 14:00 名古屋

■お食事／クリスマスディナー1回・朝食1回・昼食1回　■ドレスコード／インフォーマル

日程 入港 出港 寄港地

12/24火 19:00 名古屋
25水 10:30 横浜

■お食事／クリスマスディナー1回・朝食1回　■ドレスコード／インフォーマル
※ご夕食は交代のない1回制となります。

日程 入港 出港 寄港地

12/25水 17:00 横浜
26木 14:30 横浜

■お食事／クリスマスディナー1回・朝食1回・昼食1回　■ドレスコード／インフォーマル

クリスマスクルーズ 大阪・名古屋 
2019年12月22日（日） ▶ 12月23日（月）【大阪発名古屋着 1泊2日】

クリスマスクルーズ 名古屋 
2019年12月23日（月） ▶ 12月24日（火）【名古屋発着 1泊2日】

クリスマスクルーズ 名古屋・横浜 
2019年12月24日（火） ▶ 12月25日（水）【名古屋発横浜着 1泊2日】

クリスマスクルーズ 横浜 
2019年12月25日（水） ▶ 12月26日（木）【横浜発着 1泊2日】

クリスマス
スペシャルコンサート
ロシアの歌姫「ユリア・ピヒティナ」と
イタリアの貴公子「パオロ・アンドレア・ディピエトロ」
によるクリスマスコンサート。
美しいソプラノと重厚なバスの歌声で
心に響く音楽をお贈りします。
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びいなすニューイヤークルーズ ～台湾・沖縄・奄美～ 
Aコース  2019年12月27日（金） ▶ 2020年1月6日（月）【横浜発着 10泊11日】
Bコース  2019年12月28日（土） ▶ 2020年1月5日（日）【神戸発着 8泊9日】

洋上で迎える新年、いつもと違ったお正月をお過ごしください。台湾北部や沖縄・奄美の島々の観光もお楽しみいただけます。

九份（基隆） ■o

竹富島（石垣島） ■o

天燈上げで願掛け 十分（基隆） ■o

大島海峡（奄美大島） ■o

琉球王国最高の聖地 斎場御嶽（那覇） ■o

川平湾（石垣島） ■o

12月
横浜・神戸発 年末年始利用

遺産

世界
文化
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「新春の宴」  （入館料が別途必要です。） 1/2 那覇
琉球王朝時代、首里城にて
元旦に行われた厳かで優美
な「朝

ちょうはいおきしき
拝御規式」を今に再現

したイベントです。
※午前中、那覇港から首里城ま

でシャトルバスを運行します。
※入港時間の関係で途中からの

観覧となります。

横浜神戸

基隆

石垣島

奄美大島

那覇

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 12/27金 16:00 横浜
2 1 28土 14:00 17:00 神戸
3 2 29日 終日クルージング

4 3 30月 終日クルージング

5 4 31火 07:00 19:00 基隆 o
6 5 1 / 1 祝 08:00 17:00 石垣島 o
7 6 2 木 09:00 19:00 那覇 bo
8 7 3 金 08:00 23:00 奄美大島（名瀬） ko
9 8 4 土 終日クルージング

10 9 5 日 09:00 11:00 神戸
11 6 月 10:30 横浜
■お食事／Aコース：朝食10回・昼食9回・夕食10回　Bコース：朝食8回・昼食7回・夕食8回
■ドレスコード／インフォーマル1回　その他はカジュアルです。
※パスポート残存有効期間：帰国時まで有効なものが必要です。日本国籍以外の方は、自国
の領事館、渡航先の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円） 2名様1室利用
客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

Aコース 470,000 490,000 520,000 550,000 590,000 790,000 1,150,000 1,850,000 1,950,000
Bコース 410,000 430,000 460,000 490,000 530,000 690,000 950,000 1,550,000 1,650,000

■シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の140％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。
■旅行代金には、国際観光旅客税（お一人様 1,000円）は含まれておりません。旅行代金とあわせて別途お支払いください。

oオプショナルツアー（一例）
●十分ランタン上げと平渓線乗車体験
●原風景に出会う小浜島観光
●世界遺産めぐり パワースポット斎場御嶽と識名園
●大自然体感 島南部めぐり

基 隆
石垣島
那 覇
奄美大島

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

坂口裕子（ソプラノ）&増原英也（バリトン） 
ブリリアント 

オペラ・ナイト
藤原歌劇団のプリマとして
注目を集める坂口裕子と、
幅広く活躍中の増原英也に
よるコンサート。新しい元号
での初めての年末を華々し
く飾ります。年越しカウント
ダウンでは、第九を皆様とご
一緒に楽しく歌いましょう！

宮沢和史 
コンサート
〜島の唄めぐり〜
THE BOOMのボーカリストとして
デビュー。「島唄」「風になりたい」な
どの代表曲をはじめ、多くのミュー
ジシャンに歌詞・曲を提供している。

「みなさんと共に過ごす沖縄の島々
の旅を楽しみにしています。」

びいなすのお正月
華やかな雰囲気の中、

年末年始ならではのイベントをお楽しみください。
❖餅つき
❖ゆく年くる年 年越し
　カウントダウン
❖鏡開き　❖獅子舞
❖新春箏演奏
❖歌初め！びいなす新春
　歌声広場
❖お正月遊び
　（投扇興、福笑い、羽根つき）
❖初釜（有料）

おせち（イメージ）

年末年始ならではの
びいなす特製
メニューもご用意
◆年越しそば　
◆お雑煮　◆おせち

■b 1／2 那覇ではシャトルバス付（追加代金不要）

那覇港  ◀▶ 首里城（午前）
国際通り（午後）

※貸切バス会社名（下記のいずれかのバスにご乗車いただきます。）
東陽バス（株）
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四日市
横浜駿河湾周遊

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 98,000 102,000 108,000 116,000 124,000 160,000 233,000 370,000 390,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

新春 伊勢 四日市クルーズ 
2020年1月6日（月） ▶ 1月8日（水）【横浜発着 2泊3日】
日本人のこころのふるさと伊勢神宮や熱田神宮の初詣、北三重の観光ができる四日市へ。
※オプショナルツアーで訪れる場所を含みます。

1月
横浜発

oオプショナルツアー（一例）
●初詣 伊勢神宮「内宮」とおかげ横丁散策
●熱田神宮初詣と国宝 犬山城
●なばなの里イルミネーション観賞

四日市

伊勢神宮 内宮（四日市） ■o

なばなの里イルミネーション（四日市） ■o熱田神宮（四日市） ■o

駿河湾周遊

日程 入港 出港 寄港地

1 / 6 月 17:00 横浜
7 火 08:00 23:00 四日市 ko

8 水 16:30
駿河湾周遊（早朝）
横浜

■ お食事／朝食2回・昼食2回・夕食2回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。

写真提供 ： なばなの里

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

新春
イベント

❖お正月遊び
　（投扇興、福笑い、かるた）
❖新春 歌声広場　❖新春筝演奏、獅子舞
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神戸

（父島）
小笠原
（父島）

孀婦岩沖
周遊

そうふ
鳥島沖周遊

南硫黄島硫黄島
北硫黄島

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 233,000 243,000 258,000 275,000 295,000 385,000 560,000 925,000 975,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

世界自然遺産 小笠原・硫黄3島クルーズ 
2020年3月9日（月） ▶ 3月14日（土）【神戸発着 5泊6日】
ボニンブルーと呼ばれる青い海、動植物との出会いが楽しめる自然の楽園へ。絶海の孤島 硫黄3島の景観も洋上から楽しめます。

3月
神戸発

oオプショナルツアー（一例）
●シーズン到来！ホエールウォッチング
●ウェザーステーション展望バス観光と二見湾ボート遊覧

小笠原
（父島）

二見湾（父島）

硫黄島北硫黄島 南硫黄島

日程 入港 出港 寄港地

3 / 9 月 17:00 神戸
10火 終日クルージング

11水 08:00 17:00 小笠原（父島） o

12木 南硫黄島・硫黄島・北硫黄島沖周遊

13金 孀婦岩・鳥島沖周遊
終日クルージング

14土 15:00 神戸
■お食事／朝食5回・昼食5回・夕食5回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
■小笠原へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もございます。

なお、車椅子での上陸は安全上お断りさせていただきます。

写真提供 ： 小笠原村観光局

ホエールウォッチング ■o
2月～4月の小笠原近海では
ザトウクジラの活動的な姿
を楽しむことができます。　
※野生動物の為、ご覧いただ
けない場合もございます。

※気象・海象・その他の事由で硫黄列島周遊が中止になる場合もございます。

お客様と私達乗組員で
大好きな「海」を足がか
りに、クルーズを通して
大洋の彼方にある「そ
こ」へ訪れ、そこでしか見
ることのできない「大自
然の偉大さ」や「動植物

の生きる尊さ」を一緒に見学しましょう！ 
講演：「はじめての小笠原と鯨探し」
小笠原海洋センターとの連携 
・パネル展示　・ウミガメ放流見学

びいなすネイチャープロジェクト

遺産

世界
自然

遺産

世界
自然

硫黄列島 火山列島ともいわれ北硫黄島、太平洋戦争の激戦地硫黄島、東京の島で最高峰の南硫黄島の３島から構成され、北硫黄島・南硫黄島は世界自然遺産に登録されています。
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客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 100,000 104,000 110,000 119,000 127,000 163,000 237,000 370,000 390,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

洋上の楽園クルーズ 〜JAZZ & FRENCH Nights〜 
2020年2月27日（木） ▶ 2月29日（土）【横浜発着 2泊3日】
多くの作家・歌人たちが愛した温泉地蒲郡へ。JAZZの演奏とエスコフィエのフランス料理の饗宴、日本ワインの
セミナーなどいつもとちがう洋上の休日をお楽しみください。

2月
横浜発

oオプショナルツアー（一例）
●～国際観光ホテル～
　蒲郡クラシックホテルでの
　昼食と蒲郡観光

蒲 郡

日程 入港 出港 寄港地

2 /27木 11:00 横浜
28金 08:00 19:00 蒲郡 ko

29土 09:00 横浜
■お食事／朝食2回・昼食2回・夕食2回　
■ドレスコード／インフォーマル1回　カジュアル1回

写真提供 ： 蒲郡市

蒲郡
横浜

愛知県最大の温泉地 
～蒲郡～

出港時特別イベント 手筒花火実演（蒲郡）　
※現地事情で中止になる場合もございます。

三河湾の美しい風景と蒲郡のシンボル・
竹島を望む蒲郡温泉は、古くより皇族や
多くの作家たちが訪れた由緒ある人気の
温泉地です。

竹島（蒲郡） ■o
島自体が天然記念物に指定され、日本七弁天の一つ八百富神社があります。

蒲郡温泉 ホテル竹島

伊良湖 菜の花ガーデン（蒲郡） ■o

城郭風の建築物とアールデコ調のモダンな内装・調度品で洗練された
格調高い雰囲気が漂う日本を代表するクラシックホテルです。

ロビー（蒲郡） ■oメインダイニングルーム（蒲郡） ■o蒲郡クラシックホテル（蒲郡） ■o

鉄道省 国際観光局より 
第一回 国際観光ホテルに指定
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ラ・リーネ・デ・ラングスティーヌ 
　～王妃のアカザエビ～

ラ・ジェルミナシオンプランタン
 ～春の芽生え～

Special guest
～日本ワインの今、そしてこれから～

辰巳琢郎

『蒲郡産天然の赤座海
老』を主な食材に、蒲郡
クラシックホテル・波多野
料理長こだわりの逸品を
加え、〈素材は地産地消〉
〈健康と美容を意識し、
季節感を失わない〉〈「A
級グルメ」を目指す〉など
の五つの掟に沿ってつく
られる蒲郡特選料理で
す。本格的なフランス料
理をご賞味ください。

料理長お薦めの海の幸・
山の幸を使いエスコフィ
エの正統派クラシックの
フランス料理を現代風に
アレンジします。

ジャズナイト ～スイングジャズ特集～
結成62年目を迎えるジャズ界の老舗バンド「アロージャズ
オーケストラ」が、ベニーグッドマン・グレンミラー・アーティ
ショーといった、スイングジャズの名門バンドのヒット曲の
数々をお贈りいたします。

名門 ビッグ・バンド アロージャズオーケストラ

ボーカルナイト
～大橋純子を迎えて～ 

「たそがれマイ・ラブ」「シルエット・ロマンス」でお
馴染みの大橋純子を迎え、ビッグバンドをバックに
ヒット曲やポピュラーナンバーをお贈りいたします。
あの透き通った歌声をお楽しみください。

実は、すごく身近にありながら、飲む機会の
少ない日本ワイン。まだまだ生産量は僅かで
すが、着実にファンを増やしてきました。
味覚の優れた日本人には、アタックの強い
輸入ワインではなく、繊細な日本ワインが向い
ているのではないでしょうか。
このクルーズでは、私の日本ワインのセミナー
にご参加いただき、私が選んだ日本ワインで、
お料理をお楽しみいただけます。
※サロンクラスはセレクトワイン付となります。

ディシプル・ド・オーギュスト・エスコフィエによる食の饗宴

Special concert
on the ship

French
cuisine

波多野 忠明
日本エスコフィエ協会 

ディシプル授与
全日本司厨士協会 

豊橋支部料理研究部長
蒲郡市観光協会 

料理理長・幹事役委員 
1979　
東京プリンスホテル入社 
1987　
蒲郡プリンスホテル 
2007　
蒲郡プリンスホテル料理長就任 
2012　
蒲郡クラシックホテル料理長就任

北山 智博
ぱしふぃっく びいなす

料理長
日本エスコフィエ協会 

ディシプル授与

日本のワインを愛する会 会長
日本ソムリエ協会 名誉ソムリエ

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

ディシプル・ド・オーギュスト・エスコフィエ とは
現代フランス料理の礎を築いたとされるオーギュスト・エス
コフィエの精神を引き継いだ「ディシプル（正当な弟子）」を
意味し、フランス料理最高峰の称号のひとつです。
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屋久島
種子島

仙台

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 235,000� 245,000� 260,000� 278,000� 298,000� 388,000� 564,000� 925,000� 975,000�
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）�2名様1室利用

世界自然遺産 屋久島・種子島クルーズ 
2020年3月25日（水） ▶ 3月30日（月）【仙台発着 5泊6日】
太古の自然を感じる屋久島と宇宙に一番近い島・種子島へ。

3月
仙台発

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

oオプショナルツアー（一例）
●種子島宇宙センター半日観光　
●屋久島一周と白谷雲水峡ハイキング　
●大自然体感 屋久島森林浴

種子島
屋久島

紀元杉（屋久島） ■o

宇宙科学技術館（種子島） ■o西部林道（屋久島） ■o

日程 入港 出港 寄港地

3 /25水 11:30 仙台
26木 終日クルージング

27金 11:00 23:00 種子島（西之表） ko

28土 07:00 17:00 屋久島 o

29日 終日クルージング

30月 17:00 仙台
■ お食事／朝食5回・昼食6回・夕食5回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。

橋田“ペッカー”正人�
楽しく叩いて歌って

Make�Music�♫
経験豊富な打楽器奏者ペッカーがリズムの
国をご案内いたします。誰もが知っている
あの曲、この曲。キーボード、打楽器、ボー
カルのトリオがプロの演奏をお届けします。
ご一緒に楽しみましょう！

写真提供 ： 公益社団法人 鹿児島県観光連盟

連絡バス付 JR仙台駅～仙台港間

連絡バス付（予約制・追加代金不要）3／25、3／30
JR仙台駅  ◀▶ 仙台港 　
※詳しくは最終日程表にてご案内いたします。
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四日市

横浜

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 90,000 94,000 100,000 106,000 114,000 150,000 218,000 370,000 390,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）�2名様1室利用

春の伊勢 四日市クルーズ ～春を感じる花 を々訪ねて～ 
2020年4月6日（月） ▶ 4月8日（水）【横浜発着 2泊3日】
春を彩る花 を々楽しめる観光地や船内イベントで春を感じてみませんか。

4月
横浜発

oオプショナルツアー（一例）
●桜とチューリップの”美の競演” 
　国内最大級の花園 なばなの里訪問
●東海道の宿場町 関宿散策
●伊勢神宮「内宮」・おかげ横丁散策

四日市

伊勢神宮 宇治橋（四日市） ■o

※花の開花時期・状況は気象条件等により異なります。

九華公園（四日市） ■o

日程 入港 出港 寄港地

4 / 6 月 16:00 横浜
7 火 08:00 18:00 四日市 ko

8 水 09:00 横浜
■ お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回　 
■ドレスコード／すべてカジュアルです。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

IKENOBOYS�
いけばなパフォーマンス〜春爛漫〜
華道家元池坊に誕生した花をいける”イケメン”
（花をいけるメンズ）グループ「IKENOBOYS」。
今クルーズでは、メンバーの中から柿沢正一、
田中伸明が伝統文化である華道の素晴らしさや
奥深さを春の花で華やかに彩ります。是非、五感
で洋上でのいけばなをご堪能ください。

河口恭吾�Spring�Concert
2003年にリリースした「桜」が大ヒット。心に
残る曲をテーマにシンガーソングライターと
して数多くの名曲を世に贈り届けています。
春の心地いい潮風を感じながら河口恭吾の
歌声をお楽しみください。

� 春を感じる歌やパフォーマンス �

なばなの里 チューリップまつり（四日市） ■o
日本最大級の花ひろばにて赤・白・黄色、ピンクから珍しい
色や形のチューリップが楽しめます。3月下旬頃から桜と
一緒に花の競演も楽しめます。

写真提供 ： 三重県、伊勢志摩観光コンベンション機構、なばなの里
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神戸
釜山

済州島 瀬戸大橋関門橋

明石海峡大橋

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

ご旅行代金 190,000 198,000 210,000 225,000 241,000 313,000 455,000 740,000 780,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。
■ 旅行代金には、国際観光旅客税（お一人様　1,000円）は含まれておりません。旅行代金とあわせて別途お支払いください。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円） 2名様1室利用

春の済州島・釜山クルーズ ～音楽の宝箱～ 
2020年4月13日（月） ▶ 4月17日（金）【神戸発着 4泊5日】
春の花に彩られるリゾートアイランドへ。船内では様々なジャンルの音楽をお楽しみください。

4月
神戸発

oオプショナルツアー（一例）
●釜山を一望！
　釜山タワーと市場散策
●済州島世界自然遺産1日観光　

釜 山

済州島

ペギャギオルム（済州島） ■o

サリョニ林道（済州島） ■o

瀬戸大橋

世界最長の溶岩洞窟 万丈窟（済州島） ■o

日程 入港 出港 寄港地

4 /13月 11:00 神戸 瀬戸内海クルージング
14火 12:30 19:00 釜山 bo

15水 07:00 19:00 済州島 bo

16木 終日クルージング

17金 09:00 神戸
■お食事／朝食4回・昼食4回・夕食4回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※パスポート残存有効期間：韓国入国時3ヵ月以上有効なものが必要です。日本国籍以外の方は、

自国の領事館、渡航先の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。

遺産

世界
自然 遺産

世界
自然

写真提供 ： 全国観光、済州観光公社

瀬戸内海
クルージング
風光明媚な多島海・瀬戸
内海を日中にクルージン
グ。明石海峡大橋、瀬戸
大橋をはじめ、備讃・塩飽
諸島の島々など洋上な
らではの景観をお楽しみ
いただけます。

城山日出峰と菜の花（済州島） ■o
※花の開花時期・状況は気象条件等により異なります。

びいなす倶楽部会員の方はご旅行代金が20％割引となります。
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船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

ロッテ免税店済州店

（店内） （店内）

ショッピング天国 光復路通り

ロッテ百貨店と影島大橋ロッテ百貨店でショッピング

黒沢年雄
僕の歌とトークは必見です。 貴方の人生の、素晴らしい思い出の1ページに
なると思います。コ・ウ・カ・イ のない、ひと時を、お互いに楽しみましょう。
お待ちしてますね！！

保科有里
何でもスピード時代の今ですが、船旅は、
着くまでの時間をゆっくりと色んな楽しみ
かたが出来ますね。素敵な想い出のお手
伝いになるよう心を込めて歌わせていた
だきます。

ZERO
素敵な歌と素敵な景色を楽しみながら、
僕のふるさと韓国の楽しい旅をご一緒に
いかがでしょうか？釜山そして済州島で美
しき日々を、そして美しい思い出を一緒に
作りたいです！

チキン ガーリック ステーキ 
日本初の男性5人組アカペラグループ。人の声のみで織りなすアカ
ペラコンサートをごゆっくりお楽しみください。洋上でのひと時、彼ら
の豊かなハーモニーに包まれてみませんか？

1966カルテット

︱シャトルバスで自由散策やショッピングを︱

昭和歌謡に UK ロックやアカペラコーラス
　様々な音楽が流れる船内は まるでキラキラ輝く宝箱

楽しい音楽と共に、新しい季節をワクワク元気にスタートしましょう
「あなたの心をワクワク」 夢コンサート

アカペラコンサート～笑顔のハーモニー～UK ロック・クラシックス

■b 4／14 釜山 シャトルバス付（追加代金不要）  
港  ◀▶ 南浦駅

南浦洞エリアの散策をお楽しみください。

■b 4／15 済州島 シャトルバス付（追加代金不要）  
港  ◀▶ ロッテ免税店済州店

免税品のショッピングをお楽しみください

昭和歌謡
あの頃の懐かしい歌を、大きな声で元気いっぱい、

皆で一緒に唄いましょう♪

アカペラ体験で
僕たちと一緒に
ハーモニーを

楽しみませんか。

お昼の
ラウンジ演奏も

お楽しみに。

クラシックのテクニックを
ベースに、ビートルズを
中心とした洋楽アーティ
ストのカバーをする女性
カルテット。クイーンの名
曲そして、ビートルズやロ
ーリング・ストーンズなど
ＵＫロックの名曲をお楽し
みください。
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春の沖縄・奄美 島めぐりクルーズ m
2020年4月17日（金） ▶ 4月26日（日）【神戸発着 9泊10日】

亜熱帯の美しい海や太古の自然を感じる植物など個性豊かな島 を々お楽しみください。

伊良部大橋（無料でわたることができる日本最長の橋）（宮古島） ■o

古宇利大橋（中城） ■o

金作原（奄美大島） ■o川平湾（石垣島） ■o

大川の滝（屋久島） ■o

4月
神戸発
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神戸

屋久島

奄美大島

鳩間島
中城

石垣島
宮古島

サバ崎

仲間川
西表島

バイミ崎

ぱしふぃっく びいなす
西表島西岸クルーズ

（予定）
鳩間島徒歩散策
ガイドツアー

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用
客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
通常代金 415,000 433,000 460,000 490,000 526,000 688,000 1,000,000 1,665,000 1,755,000
早期申込割引 374,000 390,000 414,000 441,000 474,000 620,000 900,000 1,499,000 1,580,000
■シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

鳩間島

石垣島からの星空（イメージ）

西表島・仲間川遊覧（石垣島） ■o

o
オプショナル
ツアー（一例）

●マングローブの森・カヌー体験
●沖縄美ら海水族館と古宇利大橋絶景ドライブ
●宮古諸島めぐり満喫ハイライト
●自然を感じる西表島と由布島はやめぐり
●屋久島一周と白谷雲水峡ミニハイキング

奄美大島
中 城
宮古島
石垣島
屋久島

日程 入港 出港 寄港地

4 /17金 17:00 神戸
18土 終日クルージング

19日 08:00 19:00 奄美大島（名瀬） ko

20月 08:00 17:00 中城 ko

21火 08:00 17:00 宮古島 ko

22水 08:00 17:00 鳩間島 鳩間島徒歩散策ガイドツアー付
西表島西岸クルーズ

23木 07:00 17:00 石垣島 o

24金 終日クルージング

25土 08:00 18:00 屋久島 o

26日 16:00 神戸
■お食事／朝食9回・昼食9回・夕食9回
■ドレスコード／インフォーマル1回　その他はカジュアルです。
■鳩間島へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もございます。
なお、車椅子での上陸は安全上お断りさせていただきます。

■鳩間島徒歩散策ガイドツアーへは、不参加もしくは不催行の場合でも他オプショナルツ
アーへの振替や返金等はございません。

瑠璃色の島・鳩間島徒歩散策ガイドツアー
鳩間ブルーと呼ばれる瑠
璃色の海が美しい小さな
島。素朴でのどかな雰囲
気が魅力です。
行程 ： 鳩間島徒歩散策

（集落（ミニ民謡シ
ョー）、アンヌカー、
鳩間中森（灯台））

【西表島西岸クルーズ】
西表島内で道路がつ
ながっていない西表島
西岸沖を「ぱしふぃっく 
びいなす」にて周遊い
たします。
※当日の気象・海象等の

条件によりましてはスケ
ジュール・航路が変更と
なる場合がございます。

4／22（水） 鳩間島 瑠璃色の島・鳩間島の徒歩散策ガイドツアーと西表島の西岸クルーズをお楽しみいただけます。
（追加代金不要　※■A・■Bはご指定いただけません。）

■A 本船～鳩間島徒歩散策ガイドツアー（午前）～本船（昼食）～【西表島西岸クルーズ】（午後）
■B 【西表島西岸クルーズ】（午前）～本船（昼食）～鳩間島徒歩散策ガイドツアー（午後）～本船

日本初の星空保護区で星空観察
西表石垣国立公園は、本州で見られない星
や全88星座のうち84星座が観測できること
から日本初の星空保護区に認定されました。
4／22夜の八重山諸島沖の洋上で星空
観察を予定しています。本州とは違った
星空をお楽しみください。
※当日の天候等で星空が見えない場合もご

ざいます。

4／22 洋上スターウォッチング

（イメージ）

m 2020年1月17日（金）までにお申し込みの場合、早期申込割引代金が適用となります。
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ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用
客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金
A 470,000 490,000 520,000 550,000 590,000 770,000 1,110,000 1,870,000 1,970,000
B 450,000 470,000 500,000 530,000 570,000 750,000 1,090,000 1,850,000 1,950,000

早期申込
割引

A 423,000 441,000 468,000 495,000 531,000 693,000 999,000 1,683,000 1,773,000
B 405,000 423,000 450,000 477,000 513,000 675,000 981,000 1,665,000 1,755,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

大曲の花火－春の章－（秋田）
　※Aコースのみ

大玉（10号）割物花火

5月
横浜発

写真提供 ： 函館市、大仙市

日程 入港 出港 寄港地

5 / 6 水 16:00 横浜
7 木 終日クルージング

8 金 07:00 21:30 函館 ko

9 土 08:00 24:00
秋田
A 大曲の花火－春の章－観賞プラン
B 自由行動プラン

10日 終日クルージング

11月 08:00 17:00 宮津 ko

12火 10:00 18:00 萩 ko

13水 07:30 17:00 唐津 ko

14木 08:00 17:00 呉 ko

15金 終日クルージング

16土 09:00 横浜
■お食事／朝食10回・昼食9回・夕食10回　　　
■ドレスコード／インフォーマル1回　その他はカジュアルです。
■宮津・萩へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もございます。

なお、車椅子での上陸は安全上お断りさせていただきます。

春の日本一周探訪クルーズ m
Aコース  大曲の花火－春の章－観賞プラン付  2020年5月6日（水） ▶ 5月16日（土）【横浜発着 10泊11日】
Bコース  5/9 自由行動プラン 2020年5月6日（水） ▶ 5月16日（土）【横浜発着 10泊11日】
春の夜空を彩る花火やその土地の文化財を通して地域の魅力や文化に触れる旅。 ※オプショナルツアーで訪れる場所を含みます。

限定
180名

■Aコース
大曲の花火－春の章－
「世界の花火日本の花火」観賞プラン
海外から花火業者を
迎え、日本トップクラ
スの花火師との豪華
競演や、日本の花火
技術が凝縮された大
玉割物花火など見所
満載のプログラムを
お楽しみいただいけ
ます。

※大曲の花火は天候その他の事情により実施されない場合もございます。その場合でも、他
のオプショナルツアーへの振り替えや返金はございません。
※大曲の花火－春の章－会場では観覧席をご用意しています。会場付近までは送迎バスで
移動（所要時間約2時間）し、その後徒歩で会場まで移動します。
　貸切バス会社名（下記のいずれかにご乗車いただきます）
　羽後交通、秋田中央交通、秋田トランスポート、能代観光バス、第一観光バス

m 2020年2月6日（木）までにお申し込みの場合、早期申込割引代金が適用となります。

限定180名

ko
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横浜

秋田

函館

宮津
萩

唐津

呉

江田島 旧海軍兵学校
生徒館（呉） ■o

日本三大夜景 函館夜景（函館） ■o

松前 桜まつり（函館） ■o
※花の開花時期・状況は気象条件等により異なります。 萩城下町（萩） ■o

日本三大松原 虹の松原（唐津） ■o

旧呉鎮守府司令長官官舎（呉） ■o

大川内山（唐津） ■o

舞鶴旧鎮守府倉庫施設（宮津） ■o

日本三景 天橋立（宮津） ■o

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

千昌夫 
コンサート
in ぱしふぃっく びいなす
千昌夫で御座います。
この度、ぱしふいっく びいなすでお会い
できる事になりました。
皆様と「北国の春」を感じられるクルー
ズでご一緒できることを楽しみにして
おります。

園まり 
ふれあいコンサート 
～皆さまに、逢いたくて

逢いたくて～
私の好きな言葉「一期一会」を胸に、
想い出深いひと時となりますよう、心
を込めて歌わせていただきます。「春
の日本一周探訪クルーズ」を存分に
お楽しみくださいませ。

日本遺産
をたずねて

その土地の文化財を通して地域の
魅力や文化・伝統にふれてみませんか。
※オプショナルツアーで訪れます。

■o

「日本遺産」とは
文化庁が認定した、魅力溢
れる有形・無形文化財により
地域の歴史的魅力や特色を
通じて日本の文化・伝統を語
るストーリーです。

遺産

世界
文化

浜崎伝統的建造物群
保存地区（萩） ■o

48PACIFIC VENUS



富士芝さくらまつり（田子の浦） ■o
※花の開花時期・状況は気象条件等により異なります。

地球岬（室蘭） ■o

恐山 宇曽利山湖（大湊） ■o 天然記念物 象
きさかた

潟（九十九島）（酒田） ■o

大淵笹場 富士山と茶畑（田子の浦） ■o

5月
神戸発

春の日本一周クルーズ� m
2020年5月17日（日） ▶ 5月27日（水）【神戸発着 10泊11日】
春の大地を彩る花々や自然の織り成す美しい景観などその土地ならではの魅力に触れる日本再発見の旅。
※オプショナルツアーで訪れる場所を含みます。
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神戸

上五島

酒田

大湊

田子の浦
雲仙小浜

室蘭

※花の開花時期・状況は気象条件等により異なります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用
客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金 450,000 470,000 500,000 530,000 570,000 750,000 1,090,000 1,850,000 1,950,000
早期申込割引 405,000 423,000 450,000 477,000 513,000 675,000 981,000 1,665,000 1,755,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

m 2020年2月17日（月）までにお申し込みの場合、早期申込割引代金が適用となります。

仁田峠のミヤマキリシマ（雲仙小浜） ■o
横浜町 菜の花畑（大湊） ■o

頭ヶ島天主堂*（上五島） ■o白糸の滝（田子の浦） ■o イルカウォッチング（雲仙小浜） ■o

写真提供 ： 秋田県にかほ市、長崎県観光連盟
（＊印）写真撮影・掲載に当たっては大司教区の許可をいただいています。

日程 入港 出港 寄港地

5 /17日 14:00 神戸
18月 08:30 19:00 田子の浦 ko

19火 終日クルージング

20水 08:00 21:00 室蘭 ko

21木 07:00 17:00 大湊 ko

22金 07:00 16:00 酒田 ko

23土 終日クルージング

24日 09:00 19:00 上五島（青方） ko

25月 08:00 18:00 雲仙小浜 ko

26火 終日クルージング

27水 09:00 神戸

■お食事／朝食10回・昼食9回・夕食10回　
■ドレスコード／インフォーマル1回　その他はカジュアルです。
■雲仙小浜へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もございます。

なお、車椅子での上陸は安全上お断りさせていただきます。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

ばんばひろふみ  
船上アコースティックコンサート
名曲「『いちご白書』をもう一度」はもちろん、
会場の皆様が歌えるフォークソングを織り交
ぜてご披露いたします。あの頃に戻って、ぜひ
皆様ご一緒に歌っていただければうれしいです。

綾戸智恵 
DO JAZZ LIVE Cruising
ジャズ、ソウル、ポップスなどジャンルを超えた
幅広いレパートリーと、決して飽きない絶妙な
トークとともにお届けするクルージングライブを
お楽しみください。

遺産

世界
文化

遺産

世界
文化
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お申し込みの方法と契約の成立
（1）申込書に所定の事項を記入し、1名あたり下記の申込金のお支払いが

必要になります。申込金は旅行代金又は取消料もしくは違約料のそれぞ
れ一部として取扱います。なお、申込書にお客様のローマ字氏名を記入
する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりに

　  ご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、お客様の
     交替の場合に準じて同様の手数料をいただきます。　

（2）電話等の通信手段にてご予約の場合、予約の時点では契約は成立していません。
当社が予約の承諾をする旨を通知した日から起算して3日以内に、前項に定める
金額の申込金と申込書を提出していただきます。なお、お客様から当該期間内に
申込金の提出がなされないときには当社は予約がなかったものとして取扱います。

（3）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立
するものとします。

（4）募集型企画旅行の参加に際し特別な配慮を必要とするお客様は、契約の
申し込み時に申し出てください。この時当社は可能な範囲でこれに応じます。
お申し込み条件

（1）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
の同行を条件とします。

（2）健康を害している方、車椅子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、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
になった場合も直ぐにお申し出ください。）あらた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。

（3）前号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。これに際してお客様の状況および必要とされる措置につい
てお伺いし、又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。

（4）当社は旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師によ
る「お客様の健康情報」（所定書式）の提出、コースの一部について内容を変更す
ること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、又は旅行契約の解除
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負担とします。

（5）長期クルーズ（クルーズ期間31日間以上）および当社が指定するクルーズでは、
すべてのお客様に健康アンケートの提出をお願いいたします。その内容によって
は医師による「お客様の健康情報」（所定書式）の提出をお願いいたします。

（6）６ヵ月未満のお子様はご乗船できません。
（7）他の旅行者に迷惑を及ぼしまたは団体旅行の円滑な実施を妨げる恐

れがあると認められるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
（8）お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたときは、

お申し込みをお断りする場合があります。
旅行代金の支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって国内クルーズ
の場合は21日目に当たる日より前に、海外クルーズは、60日目に当たる
日以降、31日目に当たる日より前に（ピーク時の海外クルーズは41日目
に当たる日より前に）お支払いいただきます。
旅行代金に含まれるもの

（1）旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃・料金（この運賃・料金
には、運送機関に課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に
対応する為、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に
一律に課せられるものに限ります｡以下同様）を含みません）。

（2）旅行日程に含まれる送迎バス等の運賃・料金
（3）旅行日程に明示した宿泊・食事・船内イベント参加費用（一部材料費を除く）
（4）手荷物の運搬料金（各交通機関の規定に基づく）
〔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ません。その一部を例示します。

（1）飲料代、クリーニング代、電報・電話料等個人的性質の諸費用および
それに伴う税・サービス料

（2）疾病、傷害に関する治療費およびそれに伴う諸費用
（3）乗船港までおよび下船港からの交通費、宅配便代、その他個人的

費用
（4）希望者のみ参加する各寄港地でのオプショナルツアーの旅行代金
（5）お客様のご希望によりお一人部屋を利用される場合の追加料金
（6）渡航手続き諸費用（旅券印紙代、査証代、予防接種料金、渡航手続

取扱料金等）
（7）任意の旅行保険料並びに携帯品保険料
（8）客室タイプ変更による追加代金
（9）国際観光旅客税・日本国外の出入国税等及びこれに類する諸税
（10）運送機関の課す付加運賃・料金

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、入国管理事務所にお問い合わせください）
お客様がお申し込みになられた旅行において、旅券（パスポート）の有
効残存期間や査証（ビザ）を必要とする場合があります。具体的な必要
国は本パンフレットに記載されていますので、ご確認ください｡
＊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。これらの手続等の代行について
は、取扱店（当社）が渡航手続代行料金をいただいてお受けします｡

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。

（2）当社の責任とならない各種ローンの取り扱いおよびその他渡航手続き
上の事由に基づき、お取り消しになる場合も上記の取消料をお支払い
いただきます。
当社による旅行契約の解除
参加者数が明示した最少催行人員に達しなかった時は、旅行を中止し
ます。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって国内旅
行にあっては13日目に当たる日より前に、海外旅行にあっては23日目（ピ
ーク時に旅行を開始するものについては33日目）に当たる日より前に、
旅行を中止する旨をお客様に通知いたします。
旅程管理
添乗員は同行いたしませんが、船内では係員が、現地では現地係員が
お世話いたします。
当社の責任
当社は当社また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（お荷物に関する賠償限度額はお1人様15万円、当社に
故意又は重大な過失がある場合を除きます）。
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旅行契約の解除日 取消料
〈国内クルーズ〉

21日前まで
20日前から8日前まで旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって
7日前から2日前まで

旅行開始日の前日
旅行開始日の当日（下記除く）
旅行開始後または無連絡不参加

無  料
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％

旅行契約の解除日 取消料
〈海外クルーズ（長期クルーズを除く）〉

ピーク時の旅行である場合、41日前まで
40日前から31日前まで〃旅行開始日の

前日から起算して
さかのぼって

31日前まで
30日前から3日前まで

旅行開始日の前々日から当日まで（下記除く）
旅行開始後または無連絡不参加

無  料
旅行代金の 10％

無  料
旅行代金の 20％
旅行代金の 50％
旅行代金の100％

（注）ピーク時とは、12月20日～1月7日、4月27日～5月6日、7月20日～8月31日の
　　期間をいいます。

旅行契約の解除日
〈海外長期クルーズ（クルーズ期間31日間以上）〉

121日前まで
120日前から91日前まで旅行開始日の

前日から起算して
さかのぼって

90日前から61日前まで
60日前から31日前まで
30日前から21日前まで
20日前から3日前まで

無  料
取消料

旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の

旅行開始日の前々日から当日まで（下記除く） 旅行代金の
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の

  5％
 10％
 20％
 30％
 40％
 50％
100％

変更補償金の支払いが必要となる変更

契約書面に記載した旅行開始日または旅行
終了日の変更
契約の書面に記載した入場する観光地また
は観光施設（レストランを含みます）、その他
旅行目的地の変更
契約書面に記載した運送機関の等級または
設備のより低い料金のものへの変更（変更
後の等級および設備の料金の合計額が契
約書面に記載した等級および設備のそれを
下回った場合に限ります）
契約書面に記載した運送機関の種類または
会社名の変更
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地た
る空港または旅行終了地たる空港の異なる
便への変更
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間
における直行便の乗継便または経由便への
変更
契約書面に記載した宿泊機関の種類または
名称の変更
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、
設備または景観その他客室の条件変更
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツア
ータイトル中に記載があった事項の変更
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1.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.5

3.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

5.0

一件あたりの率（％）
旅行開始前 旅行開始後

注1）「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までに旅行
者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更について旅
行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2）第4号または第7号、第8号に掲げる変更が1乗車船または1泊の中
で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1変更として取
り扱います。

注3）第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までを適用せず第
9号によります。

2019.4

旅行条件（要約） 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。

取消料（お客様による旅行契約の解除）
（1）お客様はいつでも次に定める取消料を払って旅行契約を解除すること

ができます。ただし、契約解除のお申し出は、営業時間内にお受けします。

旅程保証
当社は右表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、右表に記載
する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旅行契約につき旅行代金の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。

お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被った時は、そのお客様
に損害の賠償を申し入れます。
旅行条件の基準期日
このパンフレットに記載された旅行サービス内容および旅行条件は、
2019年4月1日現在を基準として算定しております。
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日前に当たる日以降に申し込みされた場合には出
発当日）までにお送りします。なお期日前であってもお問い合せいただけ
れば手配状況についてご説明いたします。
その他

（1）当社はいかなる場合も旅行の再実施は行いません。
（2）お客様が個人的な案内・買物等を係員、現地係員等に依頼された場合の

それに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様
の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要し
た諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。

（3）その他の事項に関しては、当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約
の部）によります。
個人情報の取り扱いについて

（1）当社は、旅行申込みの際に提出された申込書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、お客様が
お申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等（主要な運送・宿
泊機関等については当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に
記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。）の提供する
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（以下「手配
等」といいます。）に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の
費用等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、それら運送・
宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、あらかじめ電子的方法等で
送付することによって提供いたします。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。
このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の
商品やサービスの御案内、当社の商品やキャンペーンの御案内のため
に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

（2）当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡
先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病
があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場
合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を
当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
＊また、当社では（1）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（2）アン
ケートのお願い。（3）特典サービスの提供。（4）統計資料の作成｡（5）当社の旅
行商品のご案内。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります｡
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渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫所「海外で健康に過
ごすために」ホームページ：http://www.forth.go.jp/でご確認ください。

より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故、盗難などに備えて、
お客様ご自身で旅行保険に必ずご加入されることをおすすめいたします。

海外危険情報について
海外クルーズの場合、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/

募集型企画旅行契約
この旅行は、当社が企画、募集し実施する募集型企画旅行で、お客様
は当社と募集型企画旅行契約（以下旅行契約といいます）を締結する
ことになります。又契約の内容・条件はこの書面による他、パンフレット、
出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）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。旅行業約款に定めのない
事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

1

旅行代金の額の変更
（1）当社は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日目に当たる日より前にお知らせします。

（2）運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、
旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更
になった時は、旅行代金の額を変更することがあります。取り消しによって利用
人数が変更となった時は、取り消したお客様より所定の取消料をいただきます。
お客様の交替
お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡
することができます。この場合当社所定の用紙に所定の事項を記入の
上、当社に提出していただきます。その際1名様につき10,000円の手数
料をいただきます。取消料が10,000円を下回る場合、取消料をもって
交替の費用とさせていただきます。なお、1室ご利用のお客様全員が交替
される場合は取消扱いとなり、所定の取消料をいただきます。

9

10

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、または手荷物に被った一定の
損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海
外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数
により海外旅行4万円～40万円、国内旅行2万円～20万円、通院見
舞金として通院日数により海外旅行2万円～10万円、国内旅行1万円～
5万円、携行品にかかる損害補償金（15万円を限度、ただし一個又は
一対についての補償限度は10万円）を支払います。

15

旅行代金の総額 15万円未満 30万円以上15万円以上30万円未満
20,000円以上 50,000円以上30,000円以上

海外クルーズは旅行代金の20％
申込金

運航会社：日本クルーズ客船株式会社

ホームページ：www.cruiseplanet.co.jp（クルーズ情報満載）
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

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。

JATA正会員

よい国よい旅よいマナー

●お問い合わせ・お申込みは

□本社営業所 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
Tel.03（6865）9600 

□新宿支店 総合旅行業務取扱管理者  鈴木 知香
〒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
Tel.03（5360）8420 

□横浜支店 総合旅行業務取扱管理者  北野 博文
〒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
Tel.045（317）2080 

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

□大阪支店 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
Tel.06（4798）8001 

□神戸支店 総合旅行業務取扱管理者  原口 奈津子
〒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（H.I.S.内）
Tel.078（392）3570 

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

□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

〒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
Tel.045（224）8050 

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

旅行代金の
総額
お申込金

5万円未満 5万円以上
15万円未満

15万円以上
30万円未満

全額 30,000円以上 60,000円以上

30万円以上

旅行代金の20%


