2015

世界一周クルーズ
2015 年 4 月 4日（土）横浜

▶

7月 16日（木）横浜 104日間

記念すべき 20 回目の航海へ

クルーズ特典

出航前夜祭パーティー
横浜港出航前夜にパーティーを開催

ヴェルサイユ宮殿特別ディナー

ヴェルサイユ宮殿「戦闘の回廊」を貸切り、特別ディナーを堪能

W O R L

飛 鳥 ク ル ー ズ の 集 大 成。 熟 成 さ れ
A・B・C の 3 つのコースからお選びください。

アラビアンリゾート･
ドバイゆったり滞在 8日間

飛鳥Ⅱで航く104日間の感動体験
記念すべき20回目の世界一周クルーズへ
1996 年の初代「飛鳥」以来、毎年実施した世界一周クルーズは、2015 年に 20 回目を迎えます。
記念イベントへのご招待や、すべてのお客さまにご参加いただける組込みツアーなど、
20 回記念ならではの、特別な企画をご用意しております。

ムンバイ〜ドバイ〜アカバ

飛鳥クルーズの集大成ともいえる2015 年世界一周クルーズにご期待ください。
世界一周ク

憧憬の地中海、
壮大なアラスカ
人気の寄港地が充実

2

20 回記念クルルーズ

ーズ特典

出航前夜祭パーティー&
ヴェルサイユ宮殿特別ディナー

飛鳥Ⅱを離れて、内陸の旅へ
組込みツアー
4月20日からの8日間は、
飛鳥Ⅱを離れて内陸を

これまで実施した世界一周クルーズの中か

世界一周クルーズ20回目を祝し、
記念イベン

ら、特に人気の高かった寄港地を厳選いた

トとして出航前夜に横浜ロイヤルパークホテ

旅する組込みツアーにて、
観光をお楽しみいた

しました。地中海では10都市に寄港。パナマ

ルで前夜祭を開催いたします。
また、
ルーアン

だきます。
お好みにあわせ、
3コースご用意いたし

運河通航後には初夏のアラスカへ。初寄港

からはヴェルサイユ宮殿での特別ディナーへ

ました。
さらにAコースでは、
オプショナルランド

地8都市を含む29都市を訪れます。

ご乗船の皆さまをご招待いたします。

ツアー
（有料）
でアフリカまで足を延ばせます。

D V O Y A G E

た 世 界 一 周 クル ーズ

2015 年 世界一周クルーズ

2015 年 4 月 4日（土）横浜 ─ 7月 16日（木）横浜 104日間
月日

中世の息吹を感じる
ウィーン滞在とドバイ 8日間

寄港地

国名

4／4 土

横浜

日本

4／11 土

シンガポール

シンガポール OP N

4／12 日

マラッカ〈錨泊〉

4／13 月
4／14 火
4／19 日

ムンバイ〜ウィーン〜ドバイ〜アカバ

4／20 月 〜 4／27 月

組込みツアー

飛鳥Ⅱを離れて内陸の旅を
お楽しみください。

OP

ペナン

マレーシア

OP N

ムンバイ

インド

OP N

アラビアンリゾート･ ドバイゆったり滞在 8日間

B

ドバイ・ヨルダン・死海・ペトラ遺跡 8日間

C

中世の息吹を感じる

悠久のアラビア半島をめぐる
ドバイ・ヨルダン・死海・ペトラ遺跡 8日間

アカバ		

4／30 木

スエズ運河通航

5／2 土

OP

クサダシ

トルコ

OP N

イスタンブール

トルコ

OP N

5／6 水

ミコノス〈錨泊〉

ギリシャ

5／7 木

ピレウス

ギリシャ

OP N

5／9 土

ドブロヴニク

クロアチア

OP N

5／10 日

スプリット〈錨泊〉

クロアチア

OP N

5／11 月

ベニス

イタリア

OP N

5／14 木

メッシーナ

イタリア

OP N

5／16 土

リボルノ

イタリア

OP N

5／18 月

バルセロナ

スペイン

OP N

5／21 木

リスボン

ポルトガル

OP N

5／23 土

ビーゴ		

スペイン

OP N

5／26 火

オンフルール

フランス

OP N

ルーアン

フランス

OP N

ポルトガル

OP N

アメリカ

OP N

ジャマイカ

OP N

コロンビア

OP N

5／28 木
6／1 月
6／7 日
6／8 月

お申込みのお客 様 へ
● 組込みツアーにはご乗船のお客様全員にご参加いただきます。
● ムンバイ〜アカバ間は、安全確保に万全を期すため、飛鳥Ⅱにご乗船いただくことはできません。
● 車椅子ご利用のお客様、通常歩行が困難なお客様には比較的移動が少ないＡコースにご

参加いただけます（Ｂ、Ｃコースにはご参加いただけません。また、Aコース内のオプショナル
ランドツアーおよび一部オプショナルツアーにはご参加いただけません）
。ご参加にあたりま
®
して、組込みツアーの期間中（ 4/20 ～ 4/27）は必ずトラベルヘルパー（外出支援専門員）

初寄港

ヨルダン

5／27 水

ムンバイ〜ドバイ〜アンマン〜ペトラ〜アカバ

ウィーン滞在とドバイ8日間

4／28 火

5／4 月

●マラッカ、ミコノス、スプリットでは、テンダーボートまたは地元ボートで上陸の予定ですが、天候によっては上陸できない場合もござ
いますので、あらかじめご了承ください。また、安全確保のため、車椅子でのテンダーボート、地元ボートへの乗船はできません。●ク
ルーズの下船日に有効期間が 6 カ月以上残っている旅券（パスポート）が必要です。●インドでは査証（ビザ）が必要です。アメリカでは
ESTA（電子渡航認証システム）への登録、もしくは査証（ビザ）が必要です。査証（ビザ）は米国査証免除プログラムの非適格条項に
該当する場合と、機械読取式旅券でない場合に必要です。● 4 月19日ムンバイは夕刻の入港を予定しています。外出はできません。
写真提供：中村庸夫、篠本秀人

マレーシア

A

5／3 日

の同行をお願いします。トラベルヘルパーの同行費用につきましては 19 ページをご確認く
ださい。
● Ｂ、Ｃコースにご参加希望のお客様につきましても、当社の判断でＡコースに変更していた
だく場合があります。その場合の変更に掛かる費用はお客様のご負担となります。

初寄港

ポンタデルガダ

初寄港

初寄港

初寄港

ニューヨーク

6／13 土

モンテゴベイ

6／15 月

カルタヘナ

6／16 火

パナマ運河通航

6／19 金

プエルトケッツァル

初寄港

グアテマラ

OP N

6／25 木

サンディエゴ

初寄港

アメリカ

OP N

6／27 土

サンフランシスコ

アメリカ

OP N

6／30 火

バンクーバー

カナダ

OP N

7／4 土

ジュノー

アメリカ

OP N

7／7 火

スワード

アメリカ

OP N

7／16 木

横浜

日本

初寄港

食事：朝 102 回 昼 102 回 夕102 回 ※スケジュールは変更されることがございます。
飛鳥Ⅱ初寄港
オプショナルツアー 各寄港地で実施する半日または 1日の観光ツアー
N オーバーナイトステイ 1 泊停泊
初寄港

OP

旅行代金は P19 をご覧ください
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H I S T O R Y
2015 年の世界一周クルーズは、
初代「飛鳥」から数えて
通算 20 回目となる記念のクルーズ。
これまでの航海には、
それぞれに心に残るシーンがありました。

飛 鳥 クル ーズ 、
世 界 を 駈 け めぐった 大 航 海
1996・飛鳥

2009・飛鳥Ⅱ

初の世界一周クルーズ

ダイヤモンドリングの歓喜

郵船クルーズが長年、構想を温めてきた「世

日 本 で は 46 年 ぶり、2009

界一周」という夢のクルーズが初代飛鳥で実

年 7月22日に観測された皆

現。受付開始と同時に予約が殺到し、わずか

既日食。
「飛鳥Ⅱ」は世界一

2 時間ほどで完売となりました。アジアからス

周クルーズで横浜に帰港する途上で観測の

エズ運河を通航、地中海から大西洋横断、パ

機会に恵まれました。硫黄島の北東約 50マ

ナマ運河を通航し、ハワイをめぐる96日間の

イル、船内時間 11 時 3 分に日食がスタート。

コースでした。

そしてダイヤモンドリングの直後に皆既日食が

2001・飛鳥

訪れ、船上では歓喜の渦が起こりました。

アフリカ、南米をめぐる
飛鳥クルーズ初となる南半球一周クルーズ
を実施しました。南アフリカの喜望峰をまわ
り、日本客船初となるアマゾン川クルーズへ。
カーニバルに沸くリオデジャネイロやイース
ター島にも行きました。

2004・飛鳥

初めて訪れる南極大陸

「南極・南米ワールドクルーズ」にて、日本の
客船として初めて南極クルーズを実施。南極
上陸オプショナルツアーとして、探検船「ブ
レーメン」
（前身は、かつて日本郵船が建造
した「フロンティア・スピリット」
）に乗り換え、
南極に足跡をしるすことができ、夢のクルー

初めての世界一周クルーズへ出航する初代・飛鳥

ズが実現しました。

2011・飛鳥Ⅱ

2006・飛鳥Ⅱ

飛鳥Ⅱ就航、世界一周へ

就航 20周年の記念クルーズ
初代「飛鳥」の就航から20 周年の 2011年、

2006 年 2 月 26

記念クルーズとして、
「飛鳥Ⅱ」と初代「飛鳥」

日に「飛鳥Ⅱ」が

（現
「アマデア」
）
の共演が実現。
ドイツの客船・

デビュー。女 優

「アマデア」に乗

の岸惠子さんが

り換えてキール

命名者を務めま

運河を通航する

した。4月4日には初の世界

という、感 慨 深

一周クルーズに出港。地中

い運河クルーズ

海や北欧、カリブ海をめぐる

となりました。

102日間のクルーズでした。

そして、
2 015 年
4

20 回目の世界へ

飛鳥Ⅱとアマデア

▶▶▶▶▶

世 界 一 周クル ーズ

20 回を記 念して

特 別イベントへご 招 待 いたします
4／3

横浜ロイヤルパークホテル、出航前夜祭パーティーにご招待

横浜

出航前夜の 4 月3日に横浜ロイヤル
パークホテルにて前夜祭パーティー
を開催いたします。この特別イベント
に全区間乗船される皆さまをご招待
いたします。同ホテルでの宿泊付き
ですので、翌日は乗船時刻までゆっ
たりとご滞在いただけます。
※2015 年世界一周クルーズの開始は 4 月4日からとなります。

船出を祝福する
スペシャル
ステージ 特別
ゲスト

加山雄三

パーティーには20 回目の世界一
周クルーズをお祝いし、飛鳥Ⅱ名
誉船長・加山雄三さんが特別ゲ
ストとして参加します。スペシャル
ショーをお楽しみください。

5 ／ 27

ルーアン
より

横浜ロイヤル
パークホテル
にて

ヴェルサイユ宮殿「戦闘の回廊」にて、特別ディナーにご招待
5月27日にはパリ郊外のヴェルサイユ宮殿へ。ルイ13 世が
狩猟用の別邸として建造して以来、歴代フランス国王が住み、
現在は世界遺産に登録されている宮殿を貸切り、特別ディ
ナーを開催いたします。会場は「戦闘の回廊」
。歴史あるルー
ブル宮殿（現ルーブル美術館）を思わせる荘厳な場で、特別
なディナーをお楽しみください。
※ルーアン港よりバス
で2 時間弱の移動とな
ります。
※一般観覧終了後に
ご入場いただきます。
※飛鳥Ⅱへの帰船は深
夜となります。

ヴェルサイユ宮殿 戦闘の回廊

戦闘の回廊

貸切り
会場

宮殿の南翼、2階のほぼ全体を占めてい
る 最 も大 きな 歴 史 回 廊。496年 から
1809年までのフランス史上名高い戦闘
を描いた33の絵画が展示されています。
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4月20日ムンバイ〜 4月27日アカバ間では、お客様全員、飛鳥Ⅱをいったん離れ、航空機移動
での観光となります。A〜Cの、バラエティ豊かな組込みツアーをご用意いたしました。お申し
込み時にいずれかのコースをお選びください。※この間、飛鳥Ⅱにご乗船いただくことはできません。

ムンバイ・アカバ 間
組込みツアーのご案内

ムンバイ 〜 ドバイ 〜 アカバ

A
コース

アラビアンリゾート・ドバイ
ゆったり滞在 8 日間
1

T R AV E L

2

POINTS

現代のオアシス
アラビアン・リゾートを堪能
高級リゾートとして注目されるドバイ。
世界一の高層ビルや世界最大級の
ショッピングモールなど見どころ満載です。

モスクや市場で
アラブ文化にふれる
イスラム教モスクや、香辛料の市場など、
アラブ文化にふれる機会も。
砂漠へのツアーもございます（有料）
。

さらに足を延ばして
ビクトリアの滝、ケニア、ロシアへ
ドバイでの滞在のほか、
ビクトリアの滝やケニア、ロシアへの
オプショナルランドツアー（有料）を
3コースご用意いたしました。

3

※詳しくは右ページをご覧ください。

デザートサファリ

8日間

4/20（月）

スケジュール

食事

ムンバイ ムンバイ発 ――――Hドバイ
ドバイ ドバイ着 到着後、ホテルへ

〈ドバイ泊〉

〈午前〉
ドバイ半日観光

4/21（火） ドバイ

ドバイ博物館（入場）
、ゴールドスーク（下車）
、スパイススーク（下車）

●

〈午後〉
ドバイ滞在オリエンテーション

ドバイでの過ごし方についてご案内します。

●

～

4/22（水）
4/26（日）

〈ドバイ泊〉

〈終日〉自由行動
ドバイ オプショナルツアー（有料）にてお楽しみください

砂漠の特設会場にてディナーショー（ 4／24予定）〈ドバイ泊〉

ドバイ ドバイ発 ――――Hアカバ

4/27（月）

アカバ

アカバ着 到着後、バスにてアカバ港へ
飛鳥Ⅱ乗船

※航空機は経由便となる場合があります。
※航空機の発着時間等の詳細につきましては、クルーズをお申込みのお客様に後日ご案内します。
※旅行代金は P19 をご覧ください。
食
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事

7 回、 8 回、 7 回

添乗員

4 月20日から4 月27日まで同行いたします

利用予定航空会社 イースタンスカイジェット、
フライドバイ、
アルケフライ、
スブハ・アヴィエーション、
エミレーツ航空、
エティハド航
空、
カタール航空、
エアインディア、
ジェットエアウェイズ、
インディゴ、
ガルフエアー、
ロイヤル・ヨルダン航空、
ロ
イヤルウイングス、
ルフト ハンザ ドイツ航空、
ラウダ・エア、
ニキ・ルフトファールト、
チロリアン・エアウェイズ、
スカンジナビア航空、
フィンランド航空、
アリタリア―イタリア航空、LOTポーランド航空、エーデルワイス航
空、
エア・ベルリン、BMI、
ブリティッシュ・エアウェイズ、
ヴァージン・アトランティック航空、
コンドル・フラッグ
ディエンスト、
チャネル・エクスプレス、
ピープルズ・ヴィエナライン、
スパイスジェット、
ジェットライトのいずれか
利用予定ホテル ドバイ：ミナ・サラーム、
アル・カスル、
ダル・アル・マシャフ、
ジュメイラ・ビーチ、
フェアモント・ザ・パーム・ジュメイラ、
アトランティス・ザ・パーム、
グランドハイアット、
ハイアットリージェンシー、
JWマリオット・マーキース、
ラッフルズ、
エミレーツタワーのいずれか

1

バージュ・カリファ〈ドバイ〉

地上 160 階、高さ828メートルの世界で最も高いビル。展望台もあり、
その高さを体験できます。世界初のアルマーニ・ホテルが出店しています。
2

スパイス・スーク〈ドバイ〉

さまざまな香辛料を扱う市場（スー
ク）
。古代エジプト時代には神に捧
げられた乳香などの香料も。伝統
的なアラブ建築の建物も見ごたえ
があります。

3

砂漠ディナー〈ドバイ〉

遊牧民族のスタイルで設けられた
キャンプを飛鳥Ⅱのお客様で貸し
切り、ビュッフェ形式の夕食をお楽
しみいただきます。

■ オプショナルツアー〈予定／別途料金〉
■
■
■
■
■
■
■

ドバイ・ヘリコプター遊覧飛行
デザートサファリ・砂漠ドライブ
7 つ星ホテル「バージュ・アル・アラブ」でアフタヌーンティー
アラブ首長国連邦の首都アブダビ 1 日観光
シャルジャ首長国 1 日観光
ドバイ・ナイトツアー バージュ・カリファと大噴水
ダウ船ディナークルーズ

※英語ガイドがご案内いたします。
※オプショナルツアーの内容、ツアータイトルは変更となる場合があります。
※車椅子ご利用のお客様および通常歩行が困難なお客様は、
ご参加いただけないコースがございます。

さらに、充実のランドツアーをご用意しました。
ビクトリアの滝、ケニア、ロシアへ。より世界が広がります。
ビクトリアの滝と
チョベ国立公園
迫力の大瀑布と野生動物の楽園
アフリカ南部、ジンバブエとザンビアの国境にある、世界三
大瀑布のビクトリアの滝を訪問します。4 月は滝の水量が多
い時期に当たりますので、滝本来の迫力を体感していただけ
ることでしょう。また、ボツワナのチョベ国立公園ではボート
や専用車でのサファリ観光をお楽しみいただきます。

イメージ

世界遺産

ビクトリアの滝（空撮）

野生の楽園
ケニア・サファリと
霊峰キリマンジャロ
サバンナのリゾート・ホテルに滞在
動物たちの楽園を
サファリ・ドライブで楽しむ

イメージ

ドバイから航空機でケニアへ。サファリ・ドライ
ブで動物たちの楽園、サバンナを目指します。
ライオンやバッファロー、アフリカゾウといった
動物たちがサバンナを駆けめぐる姿に、大自然
の雄大さを実感します。
サバンナでの滞在は、
快適なリゾート・ホテ

イメージ

ルを予定しています。

イメージ

モスクワと
サンクトペテルブルク
歴史と芸術、世界遺産にふれる
エルミタージュ美術館と
ロシア二大帝都
現在のロシアの首都モスクワと、かつてのロシ
ア帝国の都サンクトペテルブルクに滞在します。

エルミタージュ美術館（サンクトペテルブルク）

世界遺産

赤の広場（モスクワ）

世界遺産

クレムリン（モスクワ）

世界遺産

エカテリーナ宮殿

世界遺産

モスクワでは激動の歴史の舞台となったクレム
リンや赤の広場へ。サンクトペテルブルクは中
心部が歴史地区として世界遺産
に登録されています。世界三大
美術館のひとつエルミタージュ
美術館は、一日では足りない
ほどの充実度です。

※詳しい日程・ツアー代金は、クルーズをお申し込みのお客様に後日ご案内します。
※オプショナルランドツアーにご参加のお客様は、ツアー中のドバイのホテルのご用意はございません。
※オプショナルランドツアーは歩行距離が長い健脚向けコースです。車椅子ご利用のお客様、通常歩行が困難なお客様は参加をご遠慮ください。
※ツアーの内容、タイトルは変更となる場合がございます。

7

ネボ山

ムンバイ 〜 ドバイ 〜 アンマン 〜 ペトラ 〜 アカバ

B
コース

アンマン
マダバ

死海

飛鳥Ⅱ乗船

ペトラ
アカバ

悠久のアラビア半島をめぐる
ドバイ・ヨルダン・死海・ペトラ遺跡 8日間

アンマン
ペトラ
アカバ

ムンバイ

1

T R AV E L

飛鳥Ⅱ下船
ドバイ

世界遺産

POINTS

中東のリゾート都市ドバイへ
オプショナルツアーも多数
中東のリゾート都市ドバイに3連泊滞在。
モスクや市場、砂漠へのツアーなどを
お楽しみください。

ヨルダンの首都アンマンで
古代ローマの歴史にふれる
ヨルダンの首都アンマンは丘に囲まれた町。
ヘラクレス神殿跡など古代ローマの遺跡に
悠久の歴史を感じます。

時の流れが止まった
砂漠の古代都市ペトラへ

ペトラ遺跡（エル・ハズネ）
2

3

アンマン・ローマ劇場

死海

砂漠の峡谷の奥に築かれた都市ペトラ。
岩山を削って造られたいくつもの建物は
息をのむ光景です。

8日間

4/20（月）

スケジュール

食事

ムンバイ ムンバイ発 ――――Hドバイ
ドバイ ドバイ着

4/21（火） ドバイ
4/22（水） ドバイ
4/23（木）

〈ドバイ泊〉

〈午前〉ドバイ半日観光

ドバイ博物館（入場）
、
ゴールドスーク
（下車）
、
スパイススーク
（下車）

●

〈午後〉自由行動

〈ドバイ泊〉

〈終日〉自由行動
〈夕刻〉砂漠の特設会場にてディナーショー 〈ドバイ泊〉

アンマン アンマン着
アンマン
死海
ネボ山

マダバ

到着後、ホテルへ

〈アンマン泊〉

ペトラ

4/26（日） ペトラ

●

アンマン城（下車）
、アンマン旧市街（車窓）

アンマン〈ヨルダン〉

●

ご希望の方は死海浮遊体験をお楽しみください 〈アンマン泊〉

〈午前〉モーゼ終焉の地ネボ山観光
●

ネボ山（下車）

〈午前〉美しきモザイクの街マダバ観光
●

ワディ・ラム
アカバ

3

死海〈ヨルダン〉

アラビア半島北西部に位置する死海は、塩分
濃度約30％の塩水湖。近年ではリゾート地と
しても人気があります。大人が浮いていられる
ほど浮力が大きく、ご希望のお客様は浮遊体
験が楽しめます。古くから美容・皮膚治療・心
肺機能療養でも利用されています。

■ ドバイ滞在中はオプショナルツアーをご用意しています。

食

〈午後〉死海観光

聖ジョージ教会
（入場）

〈夕刻 〉ホテル到着

〈ペトラ泊〉

〈終日〉ペトラ遺跡観光
（入場）

〈ペトラ泊〉

〈午前〉ワディ・ラム観光

観光後、バスにてアカバ港へ

〈午後 〉飛鳥Ⅱ乗船

※航空機は経由便となる場合があります。
※航空機の発着時間等の詳細につきましては、クルーズをお申込みのお客様に後日ご案内します。
※当コースは、歩行距離が長い健脚向けコースです。車椅子ご利用のお客様、通常歩行が困難なお客様は、ご参加
をご遠慮ください。
※旅行代金は P19 をご覧ください。

8

2

なだらか な 丘 に白い
家々が並ぶヨルダンの
首都。国内最大の円形
劇場やアンマン城など
が見所です。

※ P6 のオプショナルツアー（予定）をご覧ください。
※日程上、ご参加いただけないコースもございます。

〈午前〉アンマン市内観光

〈午後〉バスにてペトラへ

4/27（月）

ペトラ〈ヨルダン〉

ドバイ ドバイ発 ――――Hアンマン

4/24（金）

4/25（土）

到着後、ホテルへ

1

遊牧民ナバタイ人が築いたとされる古代都市。砂漠の峡谷の奥に岩山を
くり抜いて築いた建造物があり、特に「王の宝物殿」
（エル・ハズネ）は必
見です。

事

添乗員

7回、 8回、 7回
4月20日から4月27日まで同行いたします

利用予定航空会社 イースタンスカイジェット、
フライドバイ、
アルケフライ、
スブハ・アヴィエー
ション、エミレーツ航空、エティハド航空、カタール航空、エアインディア、
ジェットエアウェイズ、
インディゴ、
ガルフエアー、
ロイヤル・ヨルダン航空、
ロイヤルウイングス、ルフト ハンザ ドイツ航空、
ラウダ・エア、
ニキ・ルフト
ファールト、
チロリアン・エアウェイズ、
スカンジナビア航空、
フィンランド航
空、
アリタリア―イタリア航空、LOTポーランド航空、
エーデルワイス航空、
エア・ベルリン、BMI、
ブリティッシュ・エアウェイズ、
ヴァージン・アトラン
ティック航空、
コンドル・フラッグディエンスト、
チャネル・エクスプレス、
ピー
プルズ・ヴィエナライン、
スパイスジェット、
ジェットライトのいずれか
利用予定ホテル ドバイ：ミナ・サラーム、
アル・カスル、
ダル・アル・マシャフ、
ジュメイラ・ビー
チ、
フェアモント・ザ・パーム・ジュメイラ、
アトランティス・ザ・パーム、
グラン
ドハイアット、
ハイアットリージェンシー、JWマリオット・マーキース、
ラッフ
ルズ、
エミレーツタワーのいずれか
アンマン：グランドハイアット、
シェラトン、
インターコンチネンタル、
フォー
シーズンズのいずれか
ペトラ：モーベンピック、
ゲストハウスのいずれか

ウィーン

ムンバイ 〜 ウィーン 〜 ドバイ 〜 アカバ

C
コース

飛鳥Ⅱ乗船

中世の息吹を感じる
ウィーン滞在とドバイ 8日間

アカバ

飛鳥Ⅱ下船
ドバイ
ムンバイ

1

T R AV E L

世界遺産

POINTS

音楽の都ウィーンに
5 連泊滞在
モーツァルトやベートーベンが活躍した
音楽の都ウィーンをゆったりと堪能。
クアサロン・コンサートディナーも行います。

ハプスブルク家の栄華を感じる
建築物群と芸術作品
ウィーンを拠点に栄華を極めた
ハプスブルク家。
荘厳な宮殿や数千点に及ぶ
芸術と数々の世界遺産を含む
コレクションに、繁栄ぶりが偲ばれます。

ウィーン市庁舎
2

世界遺産

3

ウィーンから、
その先の
ブダペスト、
プラハなどへ
ウィーンからさらに足を延ばして、
ブダペストやプラハ、ザルツブルクへ。
オプショナルツアー（別途料金）
を
ご用意いたします。

8日間

4/20（月）

シェーンブルン宮殿

クアサロン・コンサート

スケジュール

食事

ムンバイ ムンバイ発 ――――Hウィーン
ウィーン ウィーン着

到着後、ホテルへ

〈ウィーン泊〉

〈午前〉シェーンブルン宮殿とウィーン半日観光

4/21（火） ウィーン

●

シェーンブルン宮殿（入場）
、ベルヴェデーレ宮殿（下車）
、
王宮（下車）

〈夜〉クアサロン・コンサートディナー
～

4/22（水）
4/24（金）
4/25（土）

ウィーン

〈ウィーン泊〉

〈終日〉自由行動

オプショナルツアー（有料）にてお楽しみください〈ウィーン泊〉

ドバイ ドバイ着 到着後、ホテルへ

〈ドバイ泊〉

〈午後〉自由行動
〈 夜 〉砂漠の特設会場にてディナーショー 〈ドバイ泊〉

ドバイ ドバイ発 ――――Hアカバ

事

7回

添乗員

■
■

3

クアサロン

〈オーストリア〉

ウィーンの森半日観光
ウィーン美術館・博物館巡り
ブダペスト１日観光
ヴァッハウ渓谷とメルク修道院 1 日観光
セメリンク鉄道とグラーツ１日観光 など

ブダペスト

■ オプショナルランドツアー〈予定／別途料金〉
■

アカバ着 到着後、バスにてアカバ港へ
飛鳥Ⅱ乗船

7回、 8回（機内食を含む）、

■

■

※航空機は経由便となる場合があります。
※航空機の発着時間等の詳細につきましては、クルーズをお申込みのお客様に後日ご案内します。
※当コースは、歩行距離が長い健脚向けコースです。車椅子ご利用のお客様、通常歩行が困難なお客様は、
ご参加をご遠慮ください。
※旅行代金は P19 をご覧ください。
食

シェーンブルン宮殿

〈オーストリア〉

女帝マリア・テレジアが完成させた 音楽の都ウィーンでは、かつて
バロック様式の宮殿。舞踏会が開か 貴族の社交の場として知られる
れた大広間や広大な庭園などが、ハ 「クアサロン」にてコンサートを
プスブルク家の栄華を物語ります。
お楽しみいただきます。

■

ドバイ博物館（入場）
、ゴールドスーク（下車）
、
スパイススーク（下車）

●

アカバ

2

■

〈午前〉
ドバイ半日観光

4/27（月）

ウィーン歴史地区〈オーストリア〉

オーストリアの世界遺産であるウィーン旧市街には、ウィーン国立歌劇場
（オペラ座）やベルヴェデーレ宮殿、美術史博物館など歴史的建造物が
多く残されています。

■ オプショナルツアー〈予定／別途料金〉

ウィーン ウイーン発 ――――Hドバイ

4/26（日） ドバイ

1

© Sound of Vienna

■
■

ザルツブルクと湖水地方 1 泊 2 日
ドナウの真珠ブダペスト1 泊 2 日
バイエルンの古城とヴィース教会 2 泊 3 日
チェスキークルムロフ城とプラハ 2 泊 3 日

※オプショナルツアー・オプショナルランドツアーの内容、
ツアータイトルは変更となる場合があります。

白鳥城

4月20日から4月27日まで同行いたします

利用航空会社 イースタンスカイジェット、
フライドバイ、
アルケフライ、
スブハ・アヴィエーション、
エミレーツ航空、
エティハド航空、
カタール航空、
エアインディア、
ジェットエア
ウェイズ、
インディゴ、
ガルフエアー、
ロイヤル・ヨルダン航空、
ロイヤルウイングス、
トルコ航空、
ルフト ハンザ ドイツ航空、
エールフランス航空、KLMオランダ航
空、
スイス インターナショナル エアラインズ、
ラウダ・エア、
ニキ・ルフトファールト、
チロリアン・エアウェイズ、
スカンジナビア航空、
フィンランド航空、
アリタリア
―イタリア航空、LOTポーランド航空、
エーデルワイス航空、
エア・ベルリン、BMI、
ブリティッシュ・エアウェイズ、
ヴァージン・アトランティック航空、
コンドル・フ
ラッグディエンスト、
チャネル・エクスプレス、
ピープルズ・ヴィエナライン、
スパイスジェット、
ジェットライトのいずれか
利用ホテル ウィーン：インターコンチネンタル、
アンバサダー、
ブリストル、
ホテル・ド・フランス、
グランド、
ヒルトン・ヴィエナ・プラザ、
ヒルトン・ウィーン、
インペリアル、
ル・メリ
ディアン、
マリオット、
ラディソン・ブル、
リッツ・カールトン、
ルネッサンス、
ソフィテル、
インペリアル・ルネッサンスのいずれか ／ ドバイ：ミナ・サラーム、
アル・カス
ル、
ダル・アル・マシャフ、
ジュメイラ・ビーチ、
フェアモント・ザ・パーム・ジュメイラ、
アトランティス・ザ・パーム、
グランドハイアット、
ハイアットリージェンシー、JW
マリオット・マーキース、
ラッフルズ、
エミレーツタワーのいずれか

9

世界遺産

港 の 数 だ け 感 動 が ある 。
16 の 国 々、2 9 の 寄 港 地 、8 の 初 寄 港 地
異国情緒と活気に満ちたアジアから
悠久の砂漠の国へ
4 / 11

シンガポール ／シンガポール  

東南アジア屈指の大
都 市。東 京 23 区と
ほぼ同面積の中に、
史 跡や先 進 的な経
済地区、ショッピング
エリア、多民族コミュ
ニティなどが混在し
ている、多彩な表情 マリーナ・ベイ・サンズとマーライオン
に出会える魅力的な街です。
オプショナルツアー

4 / 12

世界遺産

ペナン ／マレーシア  

4 /13・14

18 世紀後半、イギリス統治下の自由貿易港として
栄えたジョージタウン。コロニアル調やマレーなど
様々な様式の建物が混在した街並みは貿易や文化
の交流地として栄えた当時を物語っています。
オプショナルツアー

トライショー乗車体験 など

世界遺産

マリーナ・ベイ・サンズとリバークルーズ など

マラッカ／マレーシア  

マレーシアの南西に位置する古都マラッカ。散策し
ながら回れる世界遺産の街並みは、マレーや中国、
ヨーロッパ各国の新旧様々な文化が入り交じる不
思議な街です。
オプショナルツアー

東南アジア
中東

クアラルンプール1日観光 など

初寄港

アヤソフィア（イスタンブール）
カピタン・クリン・モスク

4 / 27・28

ヨルダン唯一の港。 世界遺産
映画『アラビアのロ
レンス』の舞台とし
て知られるワディ・ラ
ム砂漠や、赤い岩を
くりぬいてつくられ
た建造物が残るペト
ラ遺跡などへも足を ワディ・ラム砂漠
延ばすことができます。

オランダ広場

オプショナルツアー

豊かな歴史と文化が重
穏やかな海の美しい港

アカバ ／ヨルダン  

5/2
初寄港

ワディ・ラム四駆ドライブ、ペトラ遺跡を訪ねて など

※4／19のムンバイの入港は夕刻を予定しており、外出はできません。

クサダシ ／トルコ  

エーゲ海沿岸のリゾート。女神アルテミスを祀る神
殿やセルシウス図書館などの壮大な遺跡に代表さ
れる高度な文明を誇った、古代都市エフェソスの観
光拠点でもあります。
オプショナルツアー

エフェソス遺跡と博物館 半日観光 など

世界遺産

エフェソス遺跡

観音寺（ペナン）

5 / 3・4

ヨーロッパ、アジア、 世界遺産
アフリカが出会う地
として多くの文 明
が興亡を繰り返し
てきた地。今でも、
ビザンティン帝 国
やオスマン帝国が
トプカプ宮殿
残した 壮 麗 な 聖
堂、モスク、宮殿を見ることができます。

世界遺産

オプショナルツアー

10

ペトラ遺跡（アカバ）

イスタンブール ／トルコ  

サンティアゴ要塞（マラッカ）

トプカプ宮殿と旧市街 1日観光 など

世界遺産

5/9

ドブロヴニク／クロアチア  

街としての歴史は古代ローマ時代から。地中海貿易
により発展した都市国家で、巧みな外交で独立を維
持し続けました。堅牢な城壁に囲まれたオレンジ色
の屋根の街並みが、青い海に映えます。
オプショナルツアー

ボスニアの古都モスタル1日観光 など

スプリット／クロアチア  

5 / 10
クロアチア南西部ダ
ルマチア地方のほぼ
中央に位置し、古代
から交通の要衝とし
て栄えました。ローマ
皇帝ディオクレティア
ヌスの神 殿 が 残り、
歴史ある街並みの散
策が楽しめます。
オプショナルツアー

世界遺産

ディオクレティアヌス宮殿

ベニス／イタリア  

150もの運河が縦横に
伸び、壮麗な街並みが
残る水の都ベニスは、
海上交易で繁栄し、14
～ 15 世紀に黄金期を
迎えました。街と周辺
の島々が「ヴェネチアと
その潟」として、世界遺
産に登録されています。

なる
巡り
5/6

世界遺産

ベニス

ベニス観光とゴンドラセレナーデ など

メッシーナ／イタリア  

5 / 14
メッシーナ海峡を挟
んでイタリア本土の
レッジョ・ディ・カラ
ブリアの対岸に位置
する、シチリア島の
港町。近郊には、エ
トナ山や地中海が美
しいリゾート地タオル
ミナがあります。
オプショナルツアー

スエズ運河

世界遺産

エトナ山とタオルミナの街並み

リボルノ／イタリア  

5 / 16

イタリアルネッサンス
世界遺産
を花開かせたメディ
チ家が主要港として
いた地。美しいルネ
ッサンス建築が並び
美術品の宝庫でもあ
るフィレンツェや、斜
ピサ
塔で知られるピサへ
の海の玄関でもあります。
オプショナルツアー

ウフィツィ美術館とフィレンツェ1日観光 など

バルセロナ／スペイン  

カタルーニャ州の州
都で、スペイン第二
の都 市バルセロナ。
ガウディ作の建築物
や、カタルーニャ地
方に縁の深いピカソ、
ミロの各美術館もあ
り、芸術の都として
も知られています。

ミコノス／ギリシャ  

世界遺産

タオルミナとエトナ山遠望 など

5 / 18
地中海

“ エーゲ海の白い
宝石 ”と呼ばれる
ミコノス島。白い
壁と青 い 窓 の 伝
統 的な様 式の建
物群が、青い海に
映えます。教会や 風車と飛鳥Ⅱ
風車を眺めながら
美しい街並みを心ゆくまで散策いただけます。

5/7

初寄港

スプリットと古都トロギール など

5 / 11

オプショナルツアー

ドブロヴニク旧市街と飛鳥Ⅱ

オプショナルツアー

世界遺産

サグラダファミリア

グルメプラン・スペインの美食、タラゴナ1日観光 など

世界遺産

ピレウス／ギリシャ  

古代から港として栄え、現在は首都アテネの外港と
して、地中海の島々を結ぶフェリーやクルーズ船、
貨物船などが寄港します。アテネはアクロポリスの
丘をはじめ博物館など見どころ豊富です。
オプショナルツアー

アテネ市内プチトレインと旧市街 など

世界遺産
フィレンツェ

世界遺産

パルテノン神殿

リアルト橋（ベニス）

グエル公園（バルセロナ）
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豊かな歴史と文化が重なる
穏やかな海の美しい港巡り
リスボン ／ポルトガル  

5 / 21
大西洋に面するポル
トガルの首都。15 ～
16 世紀の大航海時
代 に繁 栄 を極 めた
た。当時の歴史を伝
えるジェロニモス修
道院やベレンの塔な
どが世界遺産に登録
されています。
オプショナルツアー

オプショナルツアー

ジェロニモス修道院

ビーゴ ／スペイン  

大西洋のリアス式海
岸沿いにある港町。ス
ペイン最大の漁港が
ある。エルサレム、バ
チカンとならぶ巡礼地
のひとつであるサンチ
ャゴ・デ・コンポステ
ーラへも足を延ばすこ
とができます。

世界遺産

サンチャゴ・デ・
コンポステーラ大聖堂

オンフルール ／フランス   

セーヌ川河口に位置
するノルマンディー
地方の港町。中世の
風情を残す石畳や、
木 造の建 造 物が 美
しい。世界遺産モン
サンミッシェルへの
ツアーの発着地でも
あります。

世界遺産

貸切路面電車で巡るリスボン、ポルトガルの田舎街巡り など

5 / 23

5 / 26

ヨーロッパ

初寄港

サンチャゴ・デ・コンポステーラ1日観光 など

オプショナルツアー

モンサンミッシェル1日観光、オンフルールとドーヴィル など

ルーアン ／フランス   

5 / 27・28
ノルマンディー地方
最大ながら、静かで
落ち着いた雰囲気が
残る都市。旧市街に
はモネが描いたこと
で 知られる大 聖 堂
や、ジャンヌ・ダルク
が処刑された広場な
どが点在します。
オプショナルツアー

6/1

オンフルール

エメラルドブルーのリ
摩天楼の大都会へ
ルーアン

セーヌ川クルーズとパリ 1日観光 など

ポンタデルガダ ／ポルトガル   

アゾレス諸島の首島
サンミゲル 島 の 都
市。16 ～ 19 世紀末
の帆船時代に繁栄し
た面影を伝える建造
物が残ります。火山
による温泉や間欠泉
初寄港
が多く点在し、カル ポンタデルガダ
デラ湖や豊かな緑など、自然が美しい島です。
セーヌ川を航行中の飛鳥Ⅱ

オプショナルツアー

ニューヨーク

サンミゲル島半日観光 など

世界遺産

6 / 7・8

ニューヨーク／アメリカ   

世界経済の中心であ
り、文化の発信地と
して世界中の人を惹
き付け、さまざまな
民族、文化が混在す
るニューヨーク。ブロ
ードウェイでの観劇
や美術館巡り、グル マンハッタン
メやショッピングと楽しみ方も多彩です。
オプショナルツアー

6 / 13

メトロポリタン美術館見学 など

モンテゴベイ／ジャマイカ   

ジャマイカ屈指のビーチリゾート。郊外にあるマー
サ・ブレア川では、竹で組み立てたいかだに乗って、
川沿いの大自然を堪能しながらのんびり川下りを楽
しめます。
オプショナルツアー

マーサ・ブレア川いかだ下り など

初寄港

マーサ・ブレア川いかだ下り

6 / 15

カルタヘナ／コロンビア   

カリブ海沿岸に位置
するコロンビア最大
のリゾート地。植民
地 時 代に築かれた
石造りの街並みや、
海賊の襲撃を防ぐた
めの城壁と要塞は、
世 界 遺 産に登 録さ
れています。
オプショナルツアー
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セーヌ川とエッフェル塔（パリ）

世界遺産

カルタヘナの要塞

カルタヘナ半日観光 など

白い雪を抱く山々や氷河
野生動物の宝庫をゆく
バンクーバー ／カナダ  

6 / 30

高層ビルが建ち並ぶ
大都市でありながら、
海と山の景観に恵ま
れた自然豊かな環境
が魅力。ビクトリア調
の建物が残る街並み
も人気があり、美し
い公園が多いことで
も知られています。
オプショナルツアー

6 / 19

アメリカ
中米・南 米

オプショナルツアー

メンデンホール氷河遠望、ヘリコプター遊覧と犬ぞり体験 など

南部の太平洋岸にあるグアテマラ最大の港。
「ケッツ
ァル」とは国旗にも描かれるグアテマラの国鳥の名
前。植民地時代に築かれた世界遺産の古都アンテ
ィグアへの観光拠点でもあります。
アンティグア1日観光 など

6 / 27

スワード／アメリカ  

1903年、アラスカ鉄
道の開通とともに創
建された街で、冬で
も凍らない港がある
ため海運拠点として
発展しました。エグ
ジット氷河観光やホ イメージ
エールウォッチングなどの拠点となっています。
エグジット氷河ハイキング、リザレクション湾クルーズ など

サンディエゴ ／アメリカ   

メキシコ国境近くの
都市。ビーチリゾート
として知られ、サンデ
ィエゴ動物園やシー
ワールドといったスポ
ットも人気です。オー
ルドタウンには、街
が 建 設された18 世 コロナド・ビーチ
紀当時の建物が残ります。
オプショナルツアー

7/ 7

初寄港

古都アンティグア

6 / 25

スワードの飛鳥Ⅱ

オプショナルツアー

メンデンホール氷河

世界遺産

ジュノー ／アメリカ  

ゴールドラッシュ時代に開拓された都市で、アラスカ
州都。現在も当時の建物が点在しています。市郊外に
はメンデンホール氷河など雄大な自然が広がります。

プエルトケッツァル ／グアテマラ   

オプショナルツアー

バンクーバー

山岳リゾート ウィスラー1日観光 など

7/4

ゾートから

カナダ
アラスカ

初寄港

サンディエゴ半日観光 など

ハバード氷河（アラスカ）

サンフランシスコ／アメリカ   

ケーブルカーが走る
坂の多い港町。デパ
ートや各種ショップ
が集まるユニオンス
クエア、チャイナタウ
ン、土産品店やレス
トランが並ぶフィッシ
ャーマンズワーフな ゴールデンゲイト・ブリッジ
ど多彩な表情が魅力です。
オプショナルツアー

ナパバレー ケンゾーエステイトワイナリーを訪ねて など

パナマ運河
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飛鳥Ⅱを離れ、
内陸にある世界遺産や見どころを訪ねる
「ランドツアー」
（有料）
。
宿泊するホテルを厳選し、
行程を吟味しています。
これまでの20年間でご好評をいただいたコースを中心にご用意しました。

充実のランドツアー 〈予定〉

アンコールワット

〈 4 ／ 11 シンガポール発 〉

世界遺産

南アジア最大級の荘厳な石造建築群へ

スイスアルプスと氷河特急

〈 5 ／ 11 ベニス発 〉

カッパドキアとイスタンブール

〈 5 ／ 4 イスタンブール発 〉

世界遺産

東西文明の十字路から、奇岩が連なる高原へ

世界遺産

氷河特急でアルプスの絶景を堪能

アンダルシアとアルハンブラ宮殿

〈 5 ／ 18 バルセロナ発 〉

世界遺産

キリスト教とイスラム文化交わるスペインの地

ナイアガラの滝

マチュピチュ遺跡

〈 6 ／ 7 ニューヨーク発 〉

〈 6 ／ 7 ニューヨーク発 〉

北米大陸最大の瀑布の迫力を間近に体感

世界遺産

イタリア・ルネッサンス紀行

〈 5 ／ 11 ベニス発 〉

世界遺産

ルネッサンス発祥の地フィレンツェを巡ります

モロッコの古都マラケシュ

〈 5 ／ 18 バルセロナ発 〉

世界遺産

千年の古都でエキゾチックなホテルに滞在

カナディアンロッキー

〈 6 ／ 27 サンフランシスコ発 〉

世界遺産

標高 2400メートルの断崖にある
「空中都市」 氷河によって作られた南北約 1500キロの山脈

南仏コートダジュール

〈 5 ／ 16 リボルノ発 〉

陽光と青い海、風薫る南仏へ

ポルトガルと聖地サンチャゴ・デ・コンポステーラ

〈 5 ／ 21 リスボン発 〉

世界遺産

キリスト教三大巡礼地のひとつを訪問

アラスカ鉄道とマッキンリー山

〈 7 ／ 4 ジュノー発 〉

アラスカの原風景ともいえる壮大な大地を満喫

※オプショナルツアー、ランドツアーの内容、タイトル、出発地は変更となる場合があります。
※車椅子ご利用のお客様および通常歩行が困難なお客様は、ご参加いただけないコースがございます。

世界遺産
アジア

マレーシア

大自然が創り上げた絶景、人類の偉業ともいえる壮大な建築物、
脈々と受け継がれてきた文化など、一度は見ておきたい人類共通の財産、世界遺産。
オプショナルツアーやランドツアーにて訪れることができます（有料）
。
マラッカ海峡の歴史的都市群

カンボジア

アンコールワット

一生に一度は
見ておきたい

大自然の絶景、

人類の歴史と文化
マラッカの
キリスト教会

ヨルダン

ペトラ ● ワディ・ラム保護地域
イスタンブール歴史地区 ● ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩窟群
ギリシャ
アテネのアクロポリス ● ミケーネとティリンスの古代遺跡群
クロアチア
ドブロヴニクの旧市街 ● コトル地方の歴史的建造物と自然 ● 古都トロギール ● スプリットの史跡群とディオクレティアヌス宮殿
ボスニア・ヘルツェゴビナ モスタル旧市街の古橋地区
スイス
スイス・アルプスのユングフラウとアレッチュ
イタリア
ヴェネツィアとその潟 ● ヴェローナの市街 ● フィレンツェ歴史地区 ● サン・ジミニャーノ歴史地区
ピサのドゥオモ広場 ● シエナ歴史地区
スペイン
カタルーニャ音楽堂とサン・パウ病院 ● アントニ・ガウディの作品群 ● サンチャゴ・デ・コンポステーラ
（旧市街）
グラナダのアルハンブラ ● ヘネラリーフェ ● アルバイシン地区
ポルトガル
リスボンのジェロニモス修道院とベレンの塔 ● シントラの文化的景観
フランス
モンサンミッシェルとその湾 ● ヴェルサイユの宮殿と庭園 ● パリのセーヌ河岸
モロッコ
マラケシュ旧市街
サグラダファミリア
トルコ

地中海
ヨーロッパ
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中米・南米

コロンビア

北米

アメリカ

グアテマラ

カルタヘナの港、要塞群と建造物群
アンティグア・グアテマラ
自由の女神像

カナダ

ペルー

マチュピチュ遺跡

カナディアン・ロッキー
ベレンの塔

自由の女神像

初クルーズでも、お一人でも

安心の飛鳥Ⅱ世界一周クルーズ
約40％のお客さまが初乗船
世界一周クルーズのお客さまの
うち、
約40％がクルーズ初参加。
初めて乗船された方をご招待す
るパーティーも開催いたします。

快適な客室
各 客 室 にはテレビや DVDプ
レーヤー、冷蔵庫、ドライヤー、
バスタブ、シャワー付きトイレを
完備。海外向け日本語テレビ放
送もお楽しみいただけます。

お一人でのご乗船も安心

食事のストレスなく世界一周を

約20％のお客さまがお一人での
参加です。
お一人で乗船されてい
る方同士、気軽に交流いただけ
るパーティーを開催いたします。

長期間の海外旅行では、食べ慣れ
ない食事が旅のストレスになること
も。飛鳥Ⅱなら本格的な和食を楽
しみながら世界一周が可能です。

時差ボケなし。暮らすように旅する

昼間はカジュアルな服装で
昼間はTシャツやスニーカーなど、
カジュアルな服装でお過
ごしください。
ディナーの時間帯にはインフォーマルやフォー
マルなど、
ドレスコードを設けています。
時にはドレスアップし
て、
船上という非日常をお楽しみください。

飛鳥Ⅱは「動くホテル」
。移動するたびに荷造
りする必要がなく、暮らすように旅することがで
きるのです。時差ボケの心配もありません。

【世界一周クルーズのドレスコードの目安】
〈フォーマル 〉

5 回程度

フォーマル

男性：タキシードやダークスーツなど
女性：カクテルドレス、着物なら訪問
着など

〈インフォーマル 〉

夜は大浴場で疲れを癒やす
広々としたお風呂で海外旅行の疲れ
を癒やす。
飛鳥Ⅱのグランドスパ
（展望
大浴場）
ならそんな贅沢が可能です。

11回程度

男性：スーツ、ジャケットなどの上着。ネ
クタイは、着用をおすすめします
女性：ワンピースやツーピースなど

〈カジュアル 〉
男性：襟付きシャツとスラックスなど
女性：ブラウスやスカートなど

インフォーマル

カジュアル

船内でかかる費用
クルーズ代金には食事代、移動費、宿泊費、船内で上演
するショーやイベント参加費などが含まれています。チップ
の心配もいりません。
船内での飲み物（アルコール、炭酸飲料（除くプレ
ゴ）
）やお買い物、エステ、美容室、ランドリーサー
ビス、寄港地でのオプショナルツアーなどは別途
料金がかかります。

寄港地でのオプショナルツアーは
日本語ガイドで
寄 港 地 から見どころをめぐるオプ
ショナルツアーでは、
日本語ガイドが
ご一緒いたします。
※ツアーにより、英語ガイドがご案内します。
※詳しい日程･ツアー代金はクルーズをお申込みの
お客様に後日ご案内します。

万一の時は日本人船医に
万一の時に備え、
日本人医師と看護師
が乗船しています。
日本語で診察を受け
られるので安心です。※診察は有料です。
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航海日は快適な洋上ライフを

6 : 00

潮風を感じながら
デッキウォーキングや
ストレッチ教室

6 : 30

最上階の
グランドスパで
海を眺めながら

8 : 00

10 : 00

選べる朝食
和食がうれしい

カルチャー教室に参加

12 : 00

太陽の下でランチ

E V EN T !

GOU R MET !

世界をめぐる間に。洋上で新しい趣味を発見

毎晩異なるメニュー。和食もあって安心

たっぷり時間のある世界一周クルーズは、新し
いことにチャレンジするのに最適です。英会話
や社交ダンス、ウクレレ、囲碁などの各種講座
が充実。赤道通過祭や飛鳥祭などロングクルー
ズならではのイベントや、各界の著名人による
講演会など、多彩な企画を予定しています。

ベテランシェフが腕によりをかけたフレン
チ、イタリアン、中華などのメニューは、
クルーズ中の楽しみのひとつ。104日間、
ディナーは一度として同じメニューにはな
りません。日本船ならではの和食もあっ
て、長旅でも安心です。

飛鳥祭

アスカ運動会

フォーシーズン・ダイニングルーム

寿司レストラン「海彦」（有料）

囲碁教室

ダンス教室

朝食・昼食は和食または洋食を 船 上でしか味わえない
お好みで
人気の名物バーガー

潮風を感じながら航海地域ならで
はの食事を楽しめるデッキディナー

世界一周クルーズにご乗船された方々の声
あこがれの世界一周の旅をすることが
できてとても満足しています。初めて
体験した社交ダンスは、世界一周での
一番の思い出となりました。（60 代女性）
夫婦で元気にたくさんの世界を見ること
ができて、大満足しています。船から見る
入港シーンは、感動の連続でした。
（ 60 代男性）
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最初は心配していた船旅も、毎日の催
事・ゲームなど飽きることなくすごすこと
ができました。家事を忘れ、夢のような
105日間でした。
（ 70 代女性）

105日間を過ごした飛鳥Ⅱは、我が家の
よう。船を降りてツアーで出かけても、
飛鳥Ⅱの姿をみると家に帰ったようにホッ
としました。
（ 70 代女性）

おとぎの国の竜宮城を体感。（ 70 代男性）

たくさんの世界遺産を巡ることができ、
素晴らしい時間でした。
（ 70 代男性）

23 : 00

18 : 00

16 : 00

14 : 00

21: 30

バーでカクテル
大人の時間を

19 : 30

ナイトショーを鑑賞

夜食を楽しむ

フレンチの
フルコースを堪能

ショップでお土産選び

ピアノを聴きながら
ティータイムを

R EL A X AT ION !

ENTERTAINMENT !

洋上で体感する癒やしのひととき

船上ならではのエンターテイメント

クルーズは洋 上のマイナスイオンを
たっぷり感じられる癒やしの旅です。
海を眺めながら入浴できる大浴場や、
やわらかな香りに包まれるサロン＆ス
パなど、心も体もリラックスできるリラ
クゼーション施設をご用意しています。

ゲストエンターテイナーによるコンサートや講演
会も開催。寄港地では、その地にちなんだ民族
音楽や舞踊などのローカルショーをお楽しみく
ださい。飛鳥Ⅱのプロダクションショーは、本場
ラスベガス・スタイル。船上だけで楽しめる
飛鳥Ⅱオリジナルのステージです。

アスカ アヴェダ サロン＆スパで
癒しのひとときを

プールデッキで日光浴はいかが

ゲストエンターテイナーによるスペシャルショー

寄港地では、土地の香り豊かなローカルショーを上演

グランドスパでは湯船から大海原を眺められます

飛鳥Ⅱオリジナルのプロダクションショー

フォーマルナイトには船長主催パーティーを開催

お申し込み

1

お申し込み

2

出発まで
渡航手続き

3

《 ご 乗 船 まで の お 手 続 き 》

代金支払い

4

出発半年前

5

出発 2 カ月前

6

出発 1 カ月前

クルーズを扱っている

クルーズの下船日に有

予約が成立したら2014年

船内生活説明会や

クルーズの日程表（ドレ

乗船券や、船内で行わ

旅行会社にお申し込み

効 期 限 が 6 カ月以 上

5月31日までに中間 金を、

オプショナルツアー

スコードや出発当日の

れるイベントのご案内、

ください。申込 書を提

残っている旅 券（パス

その後、2014年10月31日

説明会を開催し、ご

ご案内など）や宅急便

エンターテイメントガイ

出し、申込金をお支払

ポート）をご準備くださ

までに旅行代金の残金を

質問にお答えします。

のご案内などをお届け

ドをお届けします。

いいただくと予約が成

い。査証（ビザ）などは

お支払いいただきます。

立します。

旅 行 会 社にお問い合

※早期全額支払割引代金にてお申
し込みの方は、2014年5月31日ま
でに残金をお支払いいただきます。

わせください。

します。

そして… 世界一周クルーズへ出発！
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客室とサービスのご案内

ロイヤルスイート

バルコニー付／ 88.2m

2

極上の時間をお過ごしいただく
最上級スイート
快適な船旅をサポート
● ご出発前はお客様サポートデスクが旅の準備をお手伝いします。


●ご
 乗船中は担当スタッフが快適なクルーズライフをサポートします。

●フ
 ルクルーズ（全区間）乗船の際の寄港地オプショナルツアーの優先

予約。

● 無
 料宅配便サービス。

● 乗下船時ハイヤー送迎サービス。※送迎範囲は 100km 圏内。

特典

★

ご乗船時にウェルカムシャンパン、スイーツをご用意。

★

のソフトドリンク、アルコールすべて無料。
ランドリーサービス。 ★ 新聞お届けサービス。

★「海彦」メニューを含む、ルームサービスおよび客室内

アスカスイート

スイート

バルコニー付／ 45.8m2

落ち着いたリビングで上質の住空間を楽しむ

バルコニー付／ 33.5m2

充実した設備とサービス、スタンダードなスイート

快適な船旅をサポート
フルクルーズ（全区間）乗船の
際の寄港地オプショナルツアーの
優先予約。
●

特典

★ ご乗船時にウェルカムスパークリングワイン、
スイーツをご用意。

特典

★ ご乗船時にウェルカムスパークリングワイン、
スイーツをご用意。

S・A 客室ご利用のお客様限定

プレミア
ダイニング

S・A・C 客室ご利用のお客様限定

インルームダイニング
サービス

プレゴ

S・A・C客室をご利用のお客様
には、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・予約制）
。

※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・炭酸飲料を無料にて
お召し上がりいただけます。

バルコニー

バルコニー付／ 22.9m2

光あふれるバルコニーで
自分だけの眺望を

ディートリプル

角窓（バルコニーなし）／ 22.9m2

３名利用に
対応した快適空間

ステートルーム

角窓（バルコニーなし）／ 18.4m2

機能的で落ち着く空間
全室バスタブ付き

※ Kステートは、眺望
がさまたげられます
（例）

※面積にはバルコニーが含まれます。 ※改装などにより上記サービスの内容は変更されることがあります。
※ 2014 年世界一周クルーズ終了後より、客室内は全面禁煙となりました。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。
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料金プラン

20156101

2015 年世界一周クルーズ 旅行代金
早期全額
支払割引代金

A

2014 年 5月31日
（土）
までに全額お支払いいただく場合、
早期申込割引代金より2％割引にてご利用いただけます。

※飛鳥クルーズご優待割引券
（アスカクラブ優待割引券）
は、支払期限内かつ
乗船日に有効なご優待割引券のみご利用いただけます。

K ステート

F ステート

E バルコニー

早期全額支払割引代金

4,220,000
4,304,000
4,810,000

4,950,000
5,049,000
5,643,000

5,700,000
5,814,000
6,498,000

早期申込割引代金
通常旅行代金

D バルコニー／

ディートリプル

C スイート

〈大人お一人様単位／円〉

Aアスカスイート

K ステート

F ステート

E バルコニー

早期全額支払割引代金

4,570,000
4,654,000
5,160,000

5,300,000
5,399,000
5,993,000

6,050,000
6,164,000
6,848,000

早期申込割引代金
通常旅行代金

D バルコニー／

ディートリプル

C スイート

Aアスカスイート

K ステート

F ステート

E バルコニー

早期全額支払割引代金

4,470,000
4,554,000
5,060,000

5,200,000
5,299,000
5,893,000

5,950,000
6,064,000
6,748,000

早期申込割引代金
通常旅行代金

〈大人お一人様単位／円〉

Sロイヤルスイート

6,300,000 9,490,000 12,150,000 23,150,000
6,419,000 9,672,000 12,386,000 23,606,000
7,133,000 10,769,000 13,802,000 26,342,000

コース 104日間 中世の息吹を感じる ウィーン滞在とドバイ コース〈募集予定数 300 名〉
客室タイプ

Sロイヤルスイート

5,950,000 9,140,000 11,800,000 22,800,000
6,069,000 9,322,000 12,036,000 23,256,000
6,783,000 10,419,000 13,452,000 25,992,000

コース 104日間 悠久のアラビア半島をめぐる ドバイ・ヨルダン・死海・ペトラ遺跡 コース〈募集予定数 150名〉
客室タイプ

C

2014 年10月31日
（金）
までにお申し込み
のお客様は、早期申込割引旅行代金にて
ご利用いただけます。

コース 104日間 アラビアンリゾート・ドバイゆったり滞在 コース〈募集予定数 150 名〉
客室タイプ

B

早期申込
割引代金

D バルコニー／

ディートリプル

C スイート

〈大人お一人様単位／円〉

Aアスカスイート

Sロイヤルスイート

6,200,000 9,390,000 12,050,000 23,050,000
6,319,000 9,572,000 12,286,000 23,506,000
7,033,000 10,669,000 13,702,000 26,242,000

●客室をお 2 人でご利用の場合のお1 人あたりの代金です。●客室をお1 人でご利用の場合、客室 D、E、Fをご利用のお客様は上記代金の125%、客室 C、Kをご利用のお客様は上記代金の150%、客室 Aをご利用のお客
様は上記代金の180%、客室 Sをご利用のお客様は上記代金の 200%となります。ただし、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のであらかじめご了承ください。●お申込時に申込金として旅行代金の10％を、
2014 年 5月31日（土）までに中間金として旅行代金の 20％を、残金は 2014 年 10 月31日（金）までにお支払いください。※2014 年 6 月1日（日）以降にお申込の場合は、お申込時に「申込金」と「中間金」を合計し、旅行
代金の 30％相当額をお支払いください。●取消料対象時期のお取消、コース変更をされる場合は所定の取消料を申し受けます。

特典
特典
特典

「2015年南太平洋グランドクルーズ」
＋
「2015年世界一周クルーズ」
に連続して乗船されるお客様へ

1
2

2015 年南太平洋グランドクルーズ終了後、2015 年世界
一周クルーズまで船上使用のお荷物をお預かりします。
2014 年 5月31日までに両コースお申し込みいだだくと、
同じ客室をご用意いたします。

※対象者は両クルーズともフルクルーズに参加されたの方のみとなります。
※客室番号のご希望には添えない場合もありますのでご了承ください。

■ 2015年南太平洋グランドクルーズ

日程：2015年1月30日横浜発～3月20日横浜着 50日間

コース：横浜～神戸～サイパン～ケアンズ～シドニー～（フィヨルド通航）
～オークランド～ヌクアロファ～モーレア島～パペーテ～ボラボ
ラ島～ラハイナ～ホノルル～横浜

※詳しくは、南太平洋グランドクルーズパンフレットをご覧ください。

車椅子ご利用のお客様、通常歩行が困難なお客様へ
本クルーズではお客様の安全確保、また旅行の
円滑な実施のため車椅子ご利用のお客様およ
び通常歩行に支障のあるお客様のご参加は比
較的移動が少ない Aコースに限定させていただ
き、トラベルヘルパーの同行を条件とさせていた
だきます。
※トラベルヘルパー ( 外出支援専門員 ) Ⓡとは、介助を必要とす
る旅行者に同行して、移動や身の回りのお世話をする介助旅
行の専門家です。介助技術と旅の業務知識を持つプロフェッ

ショナルで、必要に応じてスーツケースの運搬からバスの乗
降、車椅子の介助など様々な場面で皆様に快適な旅行をお楽
しみいただけるようエスコートします。
※ご旅行前にお客様のお身体の状況や現地でどのような過ごし
方をされたいかなど直接お伺いし、よりお客様に適合する介助
者を探し双方が合意のうえでご出発いただけるようにします。
※トラベルヘルパーの同行をご希望されるお客様には、詳細な
ご案内をいたしますのでクルーズお申し込みの際に必ず旅行
会社にお知らせください。
※組込みツアー期間中（ 4/20 〜 4/27）のトラベルヘルパーの
同行費用はトラベルヘルパー一人あたり￥1,246,000となり
ます。

トラベルヘルパー同行介助費用の内訳は以下の通りとなります。
１、出発前のヒアリング費用 ※交通費等の実費を除きます。
２、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・食事料金
※ドバイ滞在中のオプショナルツアー同行代金は含まれません。
お客様のご負担となります。

３、日本〜ムンバイ、
アカバ〜日本までの航空運賃、
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、航空会
社の燃油サーチャージ
４、旅行保険代金、介護者保険
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Restaurant

レストラン

フォーシーズン・
ダイニングルーム

飛鳥Ⅱのメインレストラン。エレガ
ントな雰囲気のなか、四季折々の
素材をいかしたお料理をご堪能く
ださい。

本格的なフレンチ、イタリアン、和食、お寿司からカジュアルなビュッフェ・スタイルのお食事までご堪能いただけます。

リドカフェ&
リドガーデン

海彦（有料）

ザ・ビストロ

ビュッフェスタイルの朝食や昼食、
軽食を楽しめるカジュアルレストラ
ン。お天気の良い日には、屋外の
席もおすすめです。

いれたてのコーヒーや飛鳥Ⅱオリ
ジナルハーブティーをどうぞ。ス
イーツやライトスナックも味わえる
カフェです。

パームコート

とれたての新鮮な魚介類を使った 柔らかな光に包まれるくつろぎのラ
にぎりや魚料理が自慢の寿司処。 ウンジ。アフタヌーンティーと一緒
大海原を眺めながら食べる江戸 に音楽の演奏をお楽しみいただけ
前寿司は格別です。
ます。

お申し込み時の注意事項とご案内
・組込みツアーにはご乗船のお客様全員にご参加いただきます。
・ムンバイ〜アカバ間は、安全確保に万全を期すため、飛鳥Ⅱにご乗船いただくことはできません。
・歩 行に支障のあるお客様は、19 ページ「車椅子ご利用のお客様、通常歩行が困難な
お客様へ」をお読みください。
●旅行代金は、2人用客室をお2人でご利用の場合の、大人お1人の代金（正規代金）です。
●客室をお 1 人でご利用の場合（お 1 人でご利用いただける客室には限りがございます）には、
S200％、A180％、C・K150%、D・E・F125％の割増代金となります。
●未就学（ 6 歳以下）のお子様は、ご乗船いただけません。子供（ 6 歳以上 12 歳以下、小学
生まで）も正規代金となります。
●スイートルーム及び Dトリプルルームの 3 人利用
◦客室 Sはエキストラベッドを、客室 A、C、D3は備え付けのソファーベッドを使用することで3 人利
用が可能です（但し、1058、1059、1060、1061、1062、1063 号室を除く）
。
◦ 3 人目の代金は、客室タイプ
（S、A、C、D3）
にかかわらず当該クルーズの Kステート相当の代金となります。
◦3人の中に大人2名以上含まれる場合は、1・2人目は当該客室の正規代金となります。
●客室番号のご希望について：A・B・Cコースにご予約の場合にのみ、客室番号のご希望をお預かり
いたします。お申し込みの旅行会社および販売店へお申し出ください。ただし、客室番号の最終決定
は乗船券発券時に確定いたします。ご希望にそえない場合もございますのであらかじめご了承ください。
なお、Kステートのキャビンに関しましては、右舷・左舷・7デッキ・8デッキ・エレベーター付近（前

旅行条件（要約）

方・中央・後方）の組み合わせでのお預かりとなります。キャビン番号指定や眺望に関するご希
望（ボートとボートの間など）はお受けできませんのでご了承ください。
●乗船者の途中交替はできません。区間乗船をご希望の場合は、区間料金でお預かりさせてい
ただきます（詳細はお問い合わせください）
。
● 15 歳以上 20 歳未満の方は、単独でもご参加できますが、保護者の同意書が必要です。
● 15 歳未満の方は、保護者の同行（同室）が条件となります。
●妊娠中の方はお申し出ください。乗船時又は、乗船中に妊娠 6ヶ月（ 20 週）以後となるご婦
人はご乗船いただけません。
●妊娠中のお客様は乗船前に当社指定の診断書および承諾書が必要となります。
●妊娠中のお客様、電動車椅子をご利用のお客様にはご乗船前に当社指定の承諾書が必要と
なります。電動カートの船内使用はできません。
●健康上および体質上の理由で食べ物に制限をお持ちのお客様は乗船前にお申出いただき、
当社指定のお伺い書の提出をお願いいたします。
●記載されたスケジュールは、天候・その他の事情により変更される場合もございます。
●通船を使っての上陸地では、安全確保のため、車椅子でのテンダーボート、地元ボートへのご
乗船はできませんので、あらかじめご了承ください。
●医療器具をお持ち込みされる場合はお申し込み旅行会社へ予めお申し出ください。
●パンフレット中の写真は全てイメージです。掲載の寄港地案内、写真は一部オプショナルツアー
でお楽しみいただけるものです。

オプショナルツアーについて

・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。
・詳しい日程および申込書は別途送付いたします。
・お申し込み多数の場合は抽選となります。
・代金は、すべて船上でお支払いください。
・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。
・乗船港でのオプショナルツアーにはご参加になれ   
ません。
・下船港でオプショナルツアー参加ご希望の際には
お問い合わせください。
・車椅子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
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。

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
行を条件とします。
●a.慢性疾患、認知症、定期的に医師の診療を受けている方 b.妊娠中の方
c.食物アレルギーをお持ちの方 d．
身体に障がいをお持ちの方及び車椅子を
使用している方はその旨お申し出ください。
ａ、bに該当する方は健康診断書の提出をお願いいたします。cに該当する方は
所定のアンケートの提出をお願いいたします。
また、
ａ、
ｂ、
ｃ、dに該当する方は、
当社の判断で参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行、承諾書の提出を
条件とさせていただく場合があります。認知症の方、車椅子を使用される方は同
伴者の同行が必要です。
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
置に要する費用はお客様の負担とします。
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
●世界一周クルーズでは、
ます。健康アンケートの内容によっては、健康診断書の提出をお願いいたします。

■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10％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
つけることがあります。
この場合、電話等による予約申し込みの翌日から起算し
て当社が定める期間内に申込書と申込金を提出していただきます。
この期間内
に申込書と申込金を提出されない場合、当社は申し込みはなかったものとして取
り扱います。
●詳しい旅行条件を説明した説明書面を用意していますので、事前に確認の上お
申し込みください。

■旅行契約の成立時期

●募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、
申込金を受理したときに
成立するものとします。

■添乗員 ●添乗員は同行いたしません。
■最少催行人員  ●2名様
■旅行条件・旅行代金の基準
2014年1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）

●海外長期クルーズ
（クルーズ期間91日以上）
取
消
日
151日前まで
150日前から121日前まで
旅行開始日の前日から 120日前から91日前まで
90日前から61日前まで
起算してさかのぼって
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
旅行開始日の前前日、前日、当日
（出港後を除く）
旅行開始後又は無連絡不参加

取 消 料
無 料
旅行代金の3％
旅行代金の5％
旅行代金の10％
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

■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。
死 亡 補 償 金
入 院 見 舞 金
通 院 見 舞 金
携帯品損害補償金

海外クルーズ
国内クルーズ
2,500万円
1,500万円
4万円～40万円
2万円～20万円
2万円～10万円
1万円～5万円
通院3日以上
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、渡航手続業務の遂行、
お客様がお申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に必要
な範囲内で利用し、
また、
お申し込みいただいたパンフレットに記載された運送・宿
泊機関等及び保険会社、手配代行者に対し、電子的方法等で送付することによ
り提供いたします。
※このほか、当社及び販売店では、将来、
よりよい旅行商品の開発のためのマー
ケット分析や、当社及び販売店の旅行商品のご案内をお客様にお届けするた
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。

■旅券・査証について

日本国籍以外の方は、
自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所に
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の下船港で
の下船日に、有効期間が6ヵ月以上残っている旅券が必要です。
●査証
（ビザ）
：当パンフレットで掲載している旅行の内、
インドでは査証
（ビザ）
が必要
です。アメリカではESTA
（電子渡航認証システム）
への登録、
もしくは査証
（ビザ）
が必要です。査証
（ビザ）
は米国査証免除プログラムの非適合条項に該当する
場合と、
機械読取式旅券ではない場合に必要です。
●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
手続料金をいただいてお受けいたします。

■海外危険情報及び渡航先の衛生状況について

渡航先
（国または地域）
によっては
「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関す
る情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店にご確認ください。海
外渡航関連情報は、外務省海外安全相談センターなどでもご確認いただけます。
外務省海外安全ホームページ http://www.pubanzen.mofa.go.jp/
渡航先の衛生状況については、下記ホームページにてご確認ください。
厚生労働省検疫感染情報ホームページ http://www.forth.go.jp/

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

浅野光子

旅行業公正取引協議会会員

TEL：0570
（666）
154
一部のIP電話、国際電話の方は045
（640）
5301をご利用ください。
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、
ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。
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