
OCEANIA GR AND CRUISE 2018
SAIPAN  CAIRNS  SYDNEY  WELLINGTON  AUCKLAND  NOUMEA  GUAM

オセアニア
グランドクルーズ
🅐コース│横浜発着 2018年1月28日㊐  ▶ 3月7日㊌ 39日間
🅑コース│神戸発着 2018年1月29日㊊  ▶ 3月8日㊍ 39日間

2018年 

オセアニア
グランドクルーズ
🅐コース│横浜発着 2018年1月28日㊐  ▶ 3月7日㊌ 39日間
🅑コース│神戸発着 2018年1月29日㊊  ▶ 3月8日㊍ 39日間

2018年 

嬉しい3つの割引
早めのご予約がお得！

クルーズ特典
シドニー オペラハウス内劇場貸切り 

「オペラ・オーストラリア」公演

充実のランドツアー
世界遺産のエアーズロックや
大自然ニュージーランドなど



赤道

横浜

オークランドシドニー

ウェリントン

ケアンズ

ヌーメア

サイパン
グアム

神戸

クルーズ開始後の万が一のご病気や怪我に備え、海外旅行保険への加入をおすすめします。緊急下船に際しての搬送や治療費は特に高額になる場合が多く、病院や通訳の手配など保険会社が代行してくれるサービスもあり安心です。海外旅行保険ご加入のすすめ

写真提供：中村庸夫、高橋敦史、高嶋一成

2017年6月30日（金）までに全額お支払いいただくと、
通常旅行代金より20％割引となります。

グランド特別割引 2017年8月31日（木）までに全額お支払いいただくと、
通常旅行代金より15％割引となります。早期全額支払割引 客室番号のご希望を

お預かりいたします。★

2017年10月31日（火）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。早期申込割引 客室番号のご希望を

お預かりいたします。★

客室番号のご希望はお受けできません。 ★：ただし、客室番号の最終決定は乗船券発券時に確定します。ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。客室番号の
ご希望について詳しくは裏表紙「お申し込み時の注意事項とご案内」をご覧ください。

●クルーズ下船日に有効期限が6カ月以上残っている旅券（パスポート）が必要です。●サイパン、グアムではESTA（米国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に必要です。オーストラリアでは査証（ビザ）またはETAS（豪州電子渡航許可システム）が必要です。詳細は販売店にお問い合わせください。●18歳未満の未成年者が片親同伴または単独で参加する場合、両親
からの英文同意書が必要になります。●1月29日神戸港では出国管理上、上陸できません。●3月7日横浜港では入国管理上、下船者以外上陸できません。

月日（曜日） 寄港地 国名 コース

	 1／28 日 横浜 日本 PM出港 🅐
	 29 月 神戸 日本 PM出港 🅑
	 2／ 2 金 サイパン 北マリアナ諸島 OP

	 	 8 木 ケアンズ オーストラリア OP

	 	 12 月
シドニー オーストラリア

特典 OP
N

13 火 OP

	 	 16 金 フィヨルド通航 ニュージーランド

	 	 18 日 ウェリントン 初 ニュージーランド OP

20 火
オークランド ニュージーランド

OP
N

	 21 水 OP

24 土 ヌーメア ニューカレドニア OP

3／ 3 土 グアム アメリカ OP

7 水 横浜 日本 AM入港

8 木 神戸 日本 PM入港

2018年オセアニア
グランドクルーズ
🅐コース 横浜発着 2018年1月28日㊐ ▶ 3月7日㊌ 39日間
🅑コース 神戸発着 2018年1月29日㊊ ▶ 3月8日㊍ 39日間

四季のある国・日本。人々は、冬の訪れとともに「どこかあたたかいところ」を心に描きます。
思いきり遠くにある楽園へ、思った以上に気楽に、身軽にたどりつける旅があります。
飛鳥Ⅱオセアニアグランド。クルーズの本質を知る、光にあふれた航路です。

客室D、E、Fは
シングル代金がお得！

ゆるり、南海の美景に浮遊する
極彩色とぬくもりのオセアニア大紀行

ヌーメア

ウェリントン

リピーターも満足
はじめてでも安心の楽園

グアム
サブマリンなど参加しやすいアクティビティー
も豊富、ショッピングスポットも点在します。
スペイン統治時代を彷彿させる歴史的スポッ
トや、眺望抜群の展望台も島内各所に。
オプショナルツアー グアム・サブマリンツアー など

33

ヨット文化が浸透した
オセアニア屈指の国際都市

オークランド
４世帯に１隻というヨット所有率を誇る「帆の
街」です。オークランド博物館でのマオリ伝統
舞踊の見学や、「羊の国」を実感するシープラ
ンドなど、体験型スポットが人気。
オプショナルツアー ヨットセーリング体験 など

220・21

平和への祈りを胸に
素朴な島時間にひたる

サイパン
透明度の高い遠浅のマニャガハ島や海鳥が飛
来するバードアイランド、さらには歴史を学んだ
上で訪れたい戦跡も。先住民より継承されたチ
ャモロ料理も試しておきたいご当地の味です。
オプショナルツアー マニャガハ島ビーチプラン など

22

オペラハウスがシンボルの
輝きを放つ世界三大美港

シドニー
ハーバーブリッジやオペラハウスなど、優美な曲
線の建造物で知られる大都市です。郊外には
150以上のワイナリーがあるハンターバレーや、
神秘の大自然ブルーマウンテンズ国立公園も。
オプショナルツアー ワインの産地・ハンターバレーを訪ねて 

など

212・13

世界遺産の珊瑚礁を擁す
大自然観光の拠点

ケアンズ
エメラルドの浅瀬を見晴らすグレートバリア
リーフはもちろん、原始の熱帯雨林をロープ
ウェイで空中散歩したり、水陸両用車で探検
したりといった体験もできます。
オプショナルツアー 2大世界遺産ヘリコプター遊覧 など

28

ハンターバレー

タモンビーチ（グアム）

緑豊かな丘陵に抱かれた
ニュージーランドの首都

ウェリントン
政治の中心地でありながら、心を潤すほど緑
に包まれた港町です。国立博物館をはじめ、
国内有数の美術館や劇場も。1902年から活
躍する真っ赤なケーブルカーが、街のシンボル。
オプショナルツアー ワイナリー訪問とウェリントン観光 など

218

1000メートル級の山々が連なる
世界遺産のフィヨルド

フィヨルド
大小14のフィヨルドからなるフィヨルドラン
ド国立公園のうち、有名なミルフォードサウン
ドなどを通航予定。峻厳な山々、幾筋も流れ
落ちる美しい滝など、幽玄の世界です。

216

南太平洋に浮かぶ
プチ・フランス

ヌーメア
フレッシュな果物や魚介類が並ぶマルシェ

（朝市）や、南国の陽光にステンドグラスが美
しさを増すセントジョセフ大聖堂など、ビーチ
以外のスポットも彩りがあふれています。
オプショナルツアー ヌーメア半日観光 など

224

オークランド

さらなる魅力を堪能
楽しみ倍増のランドツアーと
一度は訪れたい世界遺産へ

冬の日本から
あたたかい
南半球へ

船内イベントも
多数ご用意

ゆったりすごせる
ロングクルーズ

食事  A・Bコース共通／朝38回、昼38回、夕38回
OP オプショナルツアー  寄港地での半日または1日観光ツアーです（別料金）。 
N  オーバーナイトステイ  1泊停泊します。　
初  初寄港 飛鳥Ⅱ初寄港です。
特典  クルーズ特典 郵船クルーズ（株）が提供する無償の特典サービスです。
※不参加もしくは不催行の場合でも他オプショナルツアーへの振替や相当額の補償はありません。

飛鳥Ⅱを離れ、陸路・空路で内陸観光を
お楽しみいただくオプショナルツアーです。

ランドツアー

クリアブルーの楽園イルデパン島

「海の宝石箱」と称されるイルデパン島。まぶしいほど白く輝く
ビーチに立つと、足元から水平線の先まで、海は透きとおって
います。その美しさをたっぷり体感できるツアーです。
世界遺産 ニューカレドニア・バリアリーフ

2／21 オークランド発

イルデパン島

世界で最も人の手が入っていない自然地域、世界遺産のテ・ワ
ヒポウナム。太古の氷河地形フィヨルドランド国立公園や、ニュー
ジーランド最高峰マウント・クック国立公園などへご案内します。
世界遺産 テ・ワヒポウナム ─ 南西ニュージーランド

山紫水明の地をゆくニュージーランド
2／13 シドニー発

マウント・クック国立公園

壮大なる“大地のオブジェ”エアーズロック
2／8 ケアンズ発

オーストラリア中央部に位置するウルル＝カタ・ジュタ国立公園。
赤色の巨大な一枚岩は、自然景観としての価値はもちろん、先住
民アボリジニの文化的価値も認められた世界複合遺産です。
世界遺産 ウルル ＝ カタ・ジュタ国立公園（エアーズロック）

ウルル＝カタ・ジュタ国立公園

サイパン フィヨルドを通航する飛鳥Ⅱ

マニャガハ島（サイパン）

世界遺産

グレートバリアリーフ（ケアンズ）
世界遺産

絵画のように美しい
入出港シーンと
きらめく自然が迎える
オーストラリア

心洗われる美しきリゾート
グアム＆サイパン、
フランス文化の薫る
ニューカレドニア

2／8 ケアンズ 世界遺産

●クイーンズランドの湿潤熱帯地域
（キュランダ/バロン渓谷国立公園）
●グレートバリアリーフ
2／12・13 シドニー 世界遺産

●シドニー・オペラハウス
●グレーター・ブルーマウンテンズ地域

2／16 フィヨルド 世界遺産

●テ・ワヒポウナム-南西ニュージーランド
（フィヨルドランド国立公園）

※ランドツアーおよびオプショナルツアー
は別料金です。掲載のツアーの名称・内
容は変更となる場合がございます。

飛鳥Ⅱ航海中やオプショナルツアーでも
さまざまな世界遺産をお楽しみいただけます。

世界遺産

フィヨルドランド国立公園

ブルーマウンテンズ

バロン渓谷

VIEW POINT
シドニー入港

VIEW POINT
フィヨルド通航

シドニーの飛鳥Ⅱ（イメージ）

ハイライトは
静謐のフィヨルド通航
心を解き放つ
島国ニュージーランド

※天候、その他の理由により、
航路が変更となる場合があります。

2018年 オセアニアグランドクルーズ 旅行代金 （A・Bコース共通　お一人様　単位：円）

客室タイプ K：ステート F：ステート E：バルコニー D：バルコニー／D3：ディートリプル C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

グランド特別
割引旅行代金 1,540,000 1,844,000 2,148,000 2,208,000 3,384,000 4,296,000 7,640,000
早期全額支払
割引旅行代金 1,636,000 1,959,000 2,282,000 2,346,000 3,595,000 4,564,000 8,117,000
早期申込
割引旅行代金 1,713,000 2,051,000 2,389,000 2,457,000 3,764,000 4,779,000 8,499,000
通常旅行代金 1,925,000 2,305,000 2,685,000 2,761,000 4,230,000 5,370,000 9,550,000

●客室をお2人様でご利用の場合のお1人様あたりの代金です。●客室をお1人様でご利用の場合、客室Kをご利用のお客様は上記代金の160%、客室D、E、Fをご利用のお客様は上記代金の130%、客室C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。
●お申し込み時に申込金を、残金は2017年10月31日（火）までにお支払いください。グランド特別割引、早期全額支払割引をご利用の場合は期日までに全額お支払いください。※2017年11月1日（水）以降にお申し込みの場合は、
お早めに全額をお支払いください。●2018年1月28日横浜～3月8日神戸の40日間をご乗船の場合、1泊の追加代金をいただきます。詳しくはお問い合わせください。

20186031



お好みに合わせてお選びいただけるよう、さまざまなタイプのお部屋をご用意しています。Cabin Plan キャビンプラン
ロイヤルスイートS

バルコニー付 88.2m2

アスカスイートA

バルコニー付  
45.8m2

スイートC

バルコニー付  
33.5m2

ステートF K

角窓
（バルコニーなし）
18.4m2

※K ステートは、眺望が妨げられます（例）
※面積にはバルコニーが含まれます。

バルコニーD E

バルコニー付  
22.9m2

ディートリプルD3

角窓
（バルコニーなし）
22.9m2

※バルコニーを含む客室内は全面禁煙となります。喫煙されるお客様は、船内指定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妨げられます。

Cruise Life クルーズライフ

ロングクルーズならではの船内イベントも盛りだくさん その他にも、多彩な魅力が満載

セイルアウェイパーティー
音楽隊やアスカオーケストラの演奏
のなか、出港していきます。

鏡開き
航海の安全と楽しい旅路を願って盛
大に鏡開きが行われます。

ウエルカムパーティー
船長主催の歓迎パーティーです。カ
クテルとともに華麗なショーを。

プロダクションショー

カジノゲーム（有料）

アスカアヴェダ サロン＆スパ（有料）

コースディナー

節分イベント
節分の日には、鬼が出没。
豆まきと鬼との記念撮影を。

飛鳥Ⅱバースデーパーティー
2月26日の就航記念日には、
盛大にお祝いしましょう。

デッキディナー
プールサイドでビュッフェ
形式のディナーをどうぞ。

初乗船のお客様向けのイベントも開催
飛鳥Ⅱに初めて乗船するお客様、初クルーズのお客
様向けのパーティーなども予定しております。

Entertainment ゲストエンターテイナー

歌、踊り、ウィットに富んだ会話 
遊び心いっぱいのステージを 

コーラスグループ「フォレスタ」の
バリトン、今井俊輔のステージ

井上 順 profile
“田邊昭知とスパイダース” のメン
バーとして、「バン・バン・バン」「あ
の時君は若かった」など、数多くの
ヒットソングを生む。解散後も、ソ
ロデビュー曲「昨日・今日・明日」を
始め、「涙」「お世話になりました」な
どがヒット。伝説の歌番組「夜のヒ
ットスタジオ」の司会なども担当し、
芝居・歌はもちろんオールラウンド
プレイヤーとして多方面で活躍中。

乗船区間 │ 1月28日横浜〜2月2日サイパン

今井俊輔 profile
東京藝術大学音楽学部声楽科を
首席で卒業。皇居内の桃華楽堂に
て御前演奏を行う。『マクベス』タイ
トルロール、『カルメン』エスカミーリ
ォ、『道化師』トニオ、『ラ•ボエーム』
マルチェッロ、『第九』などのソリスト
として活躍している。BS日テレ「BS
日本・こころの歌」の中でフォレスタ
のメンバーとして出演、多数のファ
ンから熱烈な支持を受けている。

乗船区間 │ 3月3日グアム〜3月7日横浜

Special Cuisine ゲストシェフ

山下春幸 profile
「HAL YAMASHITA東京」エグ
ゼクティブ・オーナーシェフ。和
と洋・食材や調理方法などありと
あらゆる方法を用いてジャパニー
ズボーダレスな、独自の感覚を持
つ、今 注目の料 理 人の一 人。
2010年シンガポール、2012年
アブダビのワールドグルメサミッ
トに日本代表として出場。

『HAL YAMASHITA東京』
山下春幸シェフの特別ディナー

そろそろ、「時が満ちたら、選ぶ旅」
選ばれ続ける、オセアニアグランドクルーズ

嬉しい3つの割引
早めのご予約がお得！

クルーズ特典
シドニー オペラハウス内劇場貸切り 

「オペラ・オーストラリア」公演

充実のランドツアー
世界遺産のエアーズロックや
大自然ニュージーランドなど
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オセアニア
グランドクルーズ
🅐🅐コース│横浜発着 2018年1月28日㊐  ▶ 3月7日㊌ 39日間
🅑🅑コース│神戸発着 2018年1月29日㊊  ▶ 3月8日㊍ 39日間

2018年 

乗船区間 │ 2月12日シドニー〜2月21日オークランド

※ゲストエンターテイナー、シェフの乗船区間は変更となる場合があります。

※掲載写真はイメージです。イベント内容は変更となる場合があります。

オセアニア
グランドクルーズ
🅐🅐コース│横浜発着 2018年1月28日㊐  ▶ 3月7日㊌ 39日間
🅑🅑コース│神戸発着 2018年1月29日㊊  ▶ 3月8日㊍ 39日間

2018年 

赤道通過祭
海の神ネプチューンから赤道
通過の許しを得る「赤道祭」。

Images courtesy of Opera Australia

Special Event │クルーズ特典│

シドニー オペラハウス内、劇場貸切り
オペラハウス専属歌劇団

「オペラ・オーストラリア」の公演へご案内

オペラ・オーストラリア profile

オペラハウス専属の国立オペラ歌劇団で世界
十二大オペラ団のひとつ。バロック・オペラから
オペレッタ、ミュージカルまで幅広いジャンルの
演目を披露し、近年ではシドニーハーバー全体
を舞台とした壮大な公演も話題となりました。

Opera Australia

2007年に世界遺産に登録されたシドニー オペラハウス。
オペラのために建てられたという、その独創的で美しい外観は世界中の人々を魅了しています。
2018年オセアニアグランドクルーズの特典として、シドニー オペラハウス内の
“ジョーン・サザーランド劇場” を貸切りにして特別に行なわれる
国立オペラ歌劇団「オペラ・オーストラリア」の公演へ、飛鳥Ⅱにご乗船の皆様をご案内します。
シドニー オペラハウスでの優雅なひとときをお楽しみください。
※オペラハウスまでは徒歩移動が含まれます。

212
夜

S・A 客室のお客様には指定鑑賞エリアをご用意 !

ジョーン・サザーランド劇場

225

〒220-8147 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー　ナビダイヤル 0570（666）154

観光庁長官登録旅行業　第892号
総合旅行業務取扱管理者：池田栄一
一般社団法人日本旅行業協会正会員

一部のIP電話、国際電話の方は045（640）5301をご利用ください。
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クルーズ開始後の万が一のご病気や怪我に備え、海外旅行保険への加入をおすすめします。緊急下船に際しての搬送や治療費は特に高額になる場合が多く、病院や通訳の手配など保険会社が代行してくれるサービスもあり安心です。海外旅行保険ご加入のすすめ

写真提供：中村庸夫、高橋敦史、高嶋一成

2017年6月30日（金）までに全額お支払いいただくと、
通常旅行代金より20％割引となります。

グランド特別割引 2017年8月31日（木）までに全額お支払いいただくと、
通常旅行代金より15％割引となります。早期全額支払割引 客室番号のご希望を

お預かりいたします。★

2017年10月31日（火）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。早期申込割引 客室番号のご希望を

お預かりいたします。★

客室番号のご希望はお受けできません。 ★：ただし、客室番号の最終決定は乗船券発券時に確定します。ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。客室番号の
ご希望について詳しくは裏表紙「お申し込み時の注意事項とご案内」をご覧ください。

●クルーズ下船日に有効期限が6カ月以上残っている旅券（パスポート）が必要です。●サイパン、グアムではESTA（米国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に必要です。オーストラリアでは査証（ビザ）またはETAS（豪州電子渡航許可システム）が必要です。詳細は販売店にお問い合わせください。●18歳未満の未成年者が片親同伴または単独で参加する場合、両親
からの英文同意書が必要になります。●1月29日神戸港では出国管理上、上陸できません。●3月7日横浜港では入国管理上、下船者以外上陸できません。

月日（曜日） 寄港地 国名 コース

	 1／28 日 横浜 日本 PM出港 🅐🅐
	 29 月 神戸 日本 PM出港 🅑🅑
	 2／ 2 金 サイパン 北マリアナ諸島 OP

	 	 8 木 ケアンズ オーストラリア OP

	 	 12 月・祝
シドニー オーストラリア

特典 OP
N

13 火 OP

	 	 16 金 フィヨルド通航 ニュージーランド

	 	 18 日 ウェリントン 初 ニュージーランド OP

20 火
オークランド ニュージーランド

OP
N

	 21 水 OP

24 土 ヌーメア ニューカレドニア OP

3／ 3 土 グアム アメリカ OP

7 水 横浜 日本 AM入港

8 木 神戸 日本 PM入港

2018年オセアニア
グランドクルーズ
🅐🅐コース 横浜発着 2018年1月28日㊐ ▶ 3月7日㊌ 39日間
🅑🅑コース 神戸発着 2018年1月29日㊊ ▶ 3月8日㊍ 39日間

四季のある国・日本。人々は、冬の訪れとともに「どこかあたたかいところ」を心に描きます。
思いきり遠くにある楽園へ、思った以上に気楽に、身軽にたどりつける旅があります。
飛鳥Ⅱオセアニアグランド。クルーズの本質を知る、光にあふれた航路です。

客室D、E、Fは
シングル代金がお得！

ゆるり、南海の美景に浮遊する
極彩色とぬくもりのオセアニア大紀行

ヌーメア

ウェリントン

リピーターも満足
はじめてでも安心の楽園

グアム
サブマリンなど参加しやすいアクティビティー
も豊富、ショッピングスポットも点在します。
スペイン統治時代を彷彿させる歴史的スポッ
トや、眺望抜群の展望台も島内各所に。
オプショナルツアー グアム・サブマリンツアー など

33

ヨット文化が浸透した
オセアニア屈指の国際都市

オークランド
４世帯に１隻というヨット所有率を誇る「帆の
街」です。オークランド博物館でのマオリ伝統
舞踊の見学や、「羊の国」を実感するシープラ
ンドなど、体験型スポットが人気。
オプショナルツアー ヨットセーリング体験 など

220・21

平和への祈りを胸に
素朴な島時間にひたる

サイパン
透明度の高い遠浅のマニャガハ島や海鳥が飛
来するバードアイランド、さらには歴史を学んだ
上で訪れたい戦跡も。先住民より継承されたチ
ャモロ料理も試しておきたいご当地の味です。
オプショナルツアー マニャガハ島ビーチプラン など

22

オペラハウスがシンボルの
輝きを放つ世界三大美港

シドニー
ハーバーブリッジやオペラハウスなど、優美な曲
線の建造物で知られる大都市です。郊外には
150以上のワイナリーがあるハンターバレーや、
神秘の大自然ブルーマウンテンズ国立公園も。
オプショナルツアー ワインの産地・ハンターバレーを訪ねて 

など

212・13

世界遺産の珊瑚礁を擁す
大自然観光の拠点

ケアンズ
エメラルドの浅瀬を見晴らすグレートバリア
リーフはもちろん、原始の熱帯雨林をロープ
ウェイで空中散歩したり、水陸両用車で探検
したりといった体験もできます。
オプショナルツアー 2大世界遺産ヘリコプター遊覧 など

28

ハンターバレー

タモンビーチ（グアム）

緑豊かな丘陵に抱かれた
ニュージーランドの首都

ウェリントン
政治の中心地でありながら、心を潤すほど緑
に包まれた港町です。国立博物館をはじめ、
国内有数の美術館や劇場も。1902年から活
躍する真っ赤なケーブルカーが、街のシンボル。
オプショナルツアー ワイナリー訪問とウェリントン観光 など

218

1000メートル級の山々が連なる
世界遺産のフィヨルド

フィヨルド
大小14のフィヨルドからなるフィヨルドラン
ド国立公園のうち、有名なミルフォードサウン
ドなどを通航予定。峻厳な山々、幾筋も流れ
落ちる美しい滝など、幽玄の世界です。

216

南太平洋に浮かぶ
プチ・フランス

ヌーメア
フレッシュな果物や魚介類が並ぶマルシェ

（朝市）や、南国の陽光にステンドグラスが美
しさを増すセントジョセフ大聖堂など、ビーチ
以外のスポットも彩りがあふれています。
オプショナルツアー ヌーメア半日観光 など

224

オークランド

さらなる魅力を堪能
楽しみ倍増のランドツアーと
一度は訪れたい世界遺産へ

冬の日本から
あたたかい
南半球へ

船内イベントも
多数ご用意

ゆったりすごせる
ロングクルーズ

食事  A・Bコース共通／朝38回、昼38回、夕38回
OP オプショナルツアー  寄港地での半日または1日観光ツアーです（別料金）。 
N  オーバーナイトステイ  1泊停泊します。　
初  初寄港 飛鳥Ⅱ初寄港です。
特典  クルーズ特典 郵船クルーズ（株）が提供する無償の特典サービスです。
※不参加もしくは不催行の場合でも他オプショナルツアーへの振替や相当額の補償はありません。

飛鳥Ⅱを離れ、陸路・空路で内陸観光を
お楽しみいただくオプショナルツアーです。

ランドツアー

クリアブルーの楽園イルデパン島

「海の宝石箱」と称されるイルデパン島。まぶしいほど白く輝く
ビーチに立つと、足元から水平線の先まで、海は透きとおって
います。その美しさをたっぷり体感できるツアーです。
世界遺産 ニューカレドニア・バリアリーフ

2／21 オークランド発

イルデパン島

世界で最も人の手が入っていない自然地域、世界遺産のテ・ワ
ヒポウナム。太古の氷河地形フィヨルドランド国立公園や、ニュー
ジーランド最高峰マウント・クック国立公園などへご案内します。
世界遺産 テ・ワヒポウナム ─ 南西ニュージーランド

山紫水明の地をゆくニュージーランド
2／13 シドニー発

マウント・クック国立公園

壮大なる“大地のオブジェ”エアーズロック
2／8 ケアンズ発

オーストラリア中央部に位置するウルル＝カタ・ジュタ国立公園。
赤色の巨大な一枚岩は、自然景観としての価値はもちろん、先住
民アボリジニの文化的価値も認められた世界複合遺産です。
世界遺産 ウルル ＝ カタ・ジュタ国立公園（エアーズロック）

ウルル＝カタ・ジュタ国立公園

サイパン フィヨルドを通航する飛鳥Ⅱ

マニャガハ島（サイパン）

世界遺産

グレートバリアリーフ（ケアンズ）
世界遺産

絵画のように美しい
入出港シーンと
きらめく自然が迎える
オーストラリア

心洗われる美しきリゾート
グアム＆サイパン、
フランス文化の薫る
ニューカレドニア

2／8 ケアンズ 世界遺産

●クイーンズランドの湿潤熱帯地域
（キュランダ/バロン渓谷国立公園）
●グレートバリアリーフ
2／12・13 シドニー 世界遺産

●シドニー・オペラハウス
●グレーター・ブルーマウンテンズ地域

2／16 フィヨルド 世界遺産

●テ・ワヒポウナム-南西ニュージーランド
（フィヨルドランド国立公園）

※ランドツアーおよびオプショナルツアー
は別料金です。掲載のツアーの名称・内
容は変更となる場合がございます。

飛鳥Ⅱ航海中やオプショナルツアーでも
さまざまな世界遺産をお楽しみいただけます。

世界遺産

フィヨルドランド国立公園

ブルーマウンテンズ

バロン渓谷

VIEW POINT
シドニー入港

VIEW POINT
フィヨルド通航

シドニーの飛鳥Ⅱ（イメージ）

ハイライトは
静謐のフィヨルド通航
心を解き放つ
島国ニュージーランド

※天候、その他の理由により、
航路が変更となる場合があります。

2018年 オセアニアグランドクルーズ 旅行代金 （A・Bコース共通　お一人様　単位：円）

客室タイプ K：ステート F：ステート E：バルコニー D：バルコニー／D3：ディートリプル C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

グランド特別
割引旅行代金 1,540,000 1,844,000 2,148,000 2,208,000 3,384,000 4,296,000 7,640,000
早期全額支払
割引旅行代金 1,636,000 1,959,000 2,282,000 2,346,000 3,595,000 4,564,000 8,117,000
早期申込
割引旅行代金 1,713,000 2,051,000 2,389,000 2,457,000 3,764,000 4,779,000 8,499,000
通常旅行代金 1,925,000 2,305,000 2,685,000 2,761,000 4,230,000 5,370,000 9,550,000

●客室をお2人様でご利用の場合のお1人様あたりの代金です。●客室をお1人様でご利用の場合、客室Kをご利用のお客様は上記代金の160%、客室D、E、Fをご利用のお客様は上記代金の130%、客室C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。
●お申し込み時に申込金を、残金は2017年10月31日（火）までにお支払いください。グランド特別割引、早期全額支払割引をご利用の場合は期日までに全額お支払いください。※2017年11月1日（水）以降にお申し込みの場合は、
お早めに全額をお支払いください。●2018年1月28日横浜～3月8日神戸の40日間をご乗船の場合、1泊の追加代金をいただきます。詳しくはお問い合わせください。
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クルーズ開始後の万が一のご病気や怪我に備え、海外旅行保険への加入をおすすめします。緊急下船に際しての搬送や治療費は特に高額になる場合が多く、病院や通訳の手配など保険会社が代行してくれるサービスもあり安心です。海外旅行保険ご加入のすすめ

写真提供：中村庸夫、高橋敦史、高嶋一成

2017年6月30日（金）までに全額お支払いいただくと、
通常旅行代金より20％割引となります。

グランド特別割引 2017年8月31日（木）までに全額お支払いいただくと、
通常旅行代金より15％割引となります。早期全額支払割引 客室番号のご希望を

お預かりいたします。★

2017年10月31日（火）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。早期申込割引 客室番号のご希望を

お預かりいたします。★

客室番号のご希望はお受けできません。 ★：ただし、客室番号の最終決定は乗船券発券時に確定します。ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。客室番号の
ご希望について詳しくは裏表紙「お申し込み時の注意事項とご案内」をご覧ください。

●クルーズ下船日に有効期限が6カ月以上残っている旅券（パスポート）が必要です。●サイパン、グアムではESTA（米国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に必要です。オーストラリアでは査証（ビザ）またはETAS（豪州電子渡航許可システム）が必要です。詳細は販売店にお問い合わせください。●18歳未満の未成年者が片親同伴または単独で参加する場合、両親
からの英文同意書が必要になります。●1月29日神戸港では出国管理上、上陸できません。●3月7日横浜港では入国管理上、下船者以外上陸できません。

月日（曜日） 寄港地 国名 コース

	 1／28 日 横浜 日本 PM出港 🅐🅐
	 29 月 神戸 日本 PM出港 🅑🅑
	 2／ 2 金 サイパン 北マリアナ諸島 OP

	 	 8 木 ケアンズ オーストラリア OP

	 	 12 月・祝
シドニー オーストラリア

特典 OP
N

13 火 OP

	 	 16 金 フィヨルド通航 ニュージーランド

	 	 18 日 ウェリントン 初 ニュージーランド OP

20 火
オークランド ニュージーランド

OP
N

	 21 水 OP

24 土 ヌーメア ニューカレドニア OP

3／ 3 土 グアム アメリカ OP

7 水 横浜 日本 AM入港

8 木 神戸 日本 PM入港

2018年オセアニア
グランドクルーズ
🅐🅐コース 横浜発着 2018年1月28日㊐ ▶ 3月7日㊌ 39日間
🅑🅑コース 神戸発着 2018年1月29日㊊ ▶ 3月8日㊍ 39日間

四季のある国・日本。人々は、冬の訪れとともに「どこかあたたかいところ」を心に描きます。
思いきり遠くにある楽園へ、思った以上に気楽に、身軽にたどりつける旅があります。
飛鳥Ⅱオセアニアグランド。クルーズの本質を知る、光にあふれた航路です。

客室D、E、Fは
シングル代金がお得！

ゆるり、南海の美景に浮遊する
極彩色とぬくもりのオセアニア大紀行

ヌーメア

ウェリントン

リピーターも満足
はじめてでも安心の楽園

グアム
サブマリンなど参加しやすいアクティビティー
も豊富、ショッピングスポットも点在します。
スペイン統治時代を彷彿させる歴史的スポッ
トや、眺望抜群の展望台も島内各所に。
オプショナルツアー グアム・サブマリンツアー など

33

ヨット文化が浸透した
オセアニア屈指の国際都市

オークランド
４世帯に１隻というヨット所有率を誇る「帆の
街」です。オークランド博物館でのマオリ伝統
舞踊の見学や、「羊の国」を実感するシープラ
ンドなど、体験型スポットが人気。
オプショナルツアー ヨットセーリング体験 など

220・21

平和への祈りを胸に
素朴な島時間にひたる

サイパン
透明度の高い遠浅のマニャガハ島や海鳥が飛
来するバードアイランド、さらには歴史を学んだ
上で訪れたい戦跡も。先住民より継承されたチ
ャモロ料理も試しておきたいご当地の味です。
オプショナルツアー マニャガハ島ビーチプラン など

22

オペラハウスがシンボルの
輝きを放つ世界三大美港

シドニー
ハーバーブリッジやオペラハウスなど、優美な曲
線の建造物で知られる大都市です。郊外には
150以上のワイナリーがあるハンターバレーや、
神秘の大自然ブルーマウンテンズ国立公園も。
オプショナルツアー ワインの産地・ハンターバレーを訪ねて 

など

212・13

世界遺産の珊瑚礁を擁す
大自然観光の拠点

ケアンズ
エメラルドの浅瀬を見晴らすグレートバリア
リーフはもちろん、原始の熱帯雨林をロープ
ウェイで空中散歩したり、水陸両用車で探検
したりといった体験もできます。
オプショナルツアー 2大世界遺産ヘリコプター遊覧 など
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ハンターバレー

タモンビーチ（グアム）

緑豊かな丘陵に抱かれた
ニュージーランドの首都

ウェリントン
政治の中心地でありながら、心を潤すほど緑
に包まれた港町です。国立博物館をはじめ、
国内有数の美術館や劇場も。1902年から活
躍する真っ赤なケーブルカーが、街のシンボル。
オプショナルツアー ワイナリー訪問とウェリントン観光 など
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1000メートル級の山々が連なる
世界遺産のフィヨルド

フィヨルド
大小14のフィヨルドからなるフィヨルドラン
ド国立公園のうち、有名なミルフォードサウン
ドなどを通航予定。峻厳な山々、幾筋も流れ
落ちる美しい滝など、幽玄の世界です。
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南太平洋に浮かぶ
プチ・フランス

ヌーメア
フレッシュな果物や魚介類が並ぶマルシェ

（朝市）や、南国の陽光にステンドグラスが美
しさを増すセントジョセフ大聖堂など、ビーチ
以外のスポットも彩りがあふれています。
オプショナルツアー ヌーメア半日観光 など
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オークランド

さらなる魅力を堪能
楽しみ倍増のランドツアーと
一度は訪れたい世界遺産へ

冬の日本から
あたたかい
南半球へ

船内イベントも
多数ご用意

ゆったりすごせる
ロングクルーズ

食事  A・Bコース共通／朝38回、昼38回、夕38回
OP オプショナルツアー  寄港地での半日または1日観光ツアーです（別料金）。 
N  オーバーナイトステイ  1泊停泊します。　
初  初寄港 飛鳥Ⅱ初寄港です。
特典  クルーズ特典 郵船クルーズ（株）が提供する無償の特典サービスです。
※不参加もしくは不催行の場合でも他オプショナルツアーへの振替や相当額の補償はありません。

飛鳥Ⅱを離れ、陸路・空路で内陸観光を
お楽しみいただくオプショナルツアーです。

ランドツアー

クリアブルーの楽園イルデパン島

「海の宝石箱」と称されるイルデパン島。まぶしいほど白く輝く
ビーチに立つと、足元から水平線の先まで、海は透きとおって
います。その美しさをたっぷり体感できるツアーです。
世界遺産 ニューカレドニア・バリアリーフ

2／21 オークランド発

イルデパン島

世界で最も人の手が入っていない自然地域、世界遺産のテ・ワ
ヒポウナム。太古の氷河地形フィヨルドランド国立公園や、ニュー
ジーランド最高峰マウント・クック国立公園などへご案内します。
世界遺産 テ・ワヒポウナム ─ 南西ニュージーランド

山紫水明の地をゆくニュージーランド
2／13 シドニー発

マウント・クック国立公園

壮大なる“大地のオブジェ”エアーズロック
2／8 ケアンズ発

オーストラリア中央部に位置するウルル＝カタ・ジュタ国立公園。
赤色の巨大な一枚岩は、自然景観としての価値はもちろん、先住
民アボリジニの文化的価値も認められた世界複合遺産です。
世界遺産 ウルル ＝ カタ・ジュタ国立公園（エアーズロック）

ウルル＝カタ・ジュタ国立公園

サイパン フィヨルドを通航する飛鳥Ⅱ

マニャガハ島（サイパン）

世界遺産

グレートバリアリーフ（ケアンズ）
世界遺産

絵画のように美しい
入出港シーンと
きらめく自然が迎える
オーストラリア

心洗われる美しきリゾート
グアム＆サイパン、
フランス文化の薫る
ニューカレドニア

2／8 ケアンズ 世界遺産

●クイーンズランドの湿潤熱帯地域
（キュランダ/バロン渓谷国立公園）
●グレートバリアリーフ
2／12・13 シドニー 世界遺産

●シドニー・オペラハウス
●グレーター・ブルーマウンテンズ地域

2／16 フィヨルド 世界遺産

●テ・ワヒポウナム-南西ニュージーランド
（フィヨルドランド国立公園）

※ランドツアーおよびオプショナルツアー
は別料金です。掲載のツアーの名称・内
容は変更となる場合がございます。

飛鳥Ⅱ航海中やオプショナルツアーでも
さまざまな世界遺産をお楽しみいただけます。

世界遺産

フィヨルドランド国立公園

ブルーマウンテンズ

バロン渓谷

VIEW POINT
シドニー入港

VIEW POINT
フィヨルド通航

シドニーの飛鳥Ⅱ（イメージ）

ハイライトは
静謐のフィヨルド通航
心を解き放つ
島国ニュージーランド

※天候、その他の理由により、
航路が変更となる場合があります。

2018年 オセアニアグランドクルーズ 旅行代金 （A・Bコース共通　お一人様　単位：円）

客室タイプ K：ステート F：ステート E：バルコニー D：バルコニー／D3：ディートリプル C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

グランド特別
割引旅行代金 1,540,000 1,844,000 2,148,000 2,208,000 3,384,000 4,296,000 7,640,000
早期全額支払
割引旅行代金 1,636,000 1,959,000 2,282,000 2,346,000 3,595,000 4,564,000 8,117,000
早期申込
割引旅行代金 1,713,000 2,051,000 2,389,000 2,457,000 3,764,000 4,779,000 8,499,000
通常旅行代金 1,925,000 2,305,000 2,685,000 2,761,000 4,230,000 5,370,000 9,550,000

●客室をお2人様でご利用の場合のお1人様あたりの代金です。●客室をお1人様でご利用の場合、客室Kをご利用のお客様は上記代金の160%、客室D、E、Fをご利用のお客様は上記代金の130%、客室C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。
●お申し込み時に申込金を、残金は2017年10月31日（火）までにお支払いください。グランド特別割引、早期全額支払割引をご利用の場合は期日までに全額お支払いください。※2017年11月1日（水）以降にお申し込みの場合は、
お早めに全額をお支払いください。●2018年1月28日横浜～3月8日神戸の40日間をご乗船の場合、1泊の追加代金をいただきます。詳しくはお問い合わせください。



OCEANIA GR AND CRUISE 2018
SAIPAN  CAIRNS  SYDNEY  WELLINGTON  AUCKLAND  NOUMEA  GUAM

オセアニア
グランドクルーズ
🅐コース│横浜発着 2018年1月28日㊐  ▶ 3月7日㊌ 39日間
🅑コース│神戸発着 2018年1月29日㊊  ▶ 3月8日㊍ 39日間

2018年 

オセアニア
グランドクルーズ
🅐コース│横浜発着 2018年1月28日㊐  ▶ 3月7日㊌ 39日間
🅑コース│神戸発着 2018年1月29日㊊  ▶ 3月8日㊍ 39日間

2018年 

お好みに合わせてお選びいただけるよう、さまざまなタイプのお部屋をご用意しています。Cabin Plan キャビンプラン
ロイヤルスイートS

バルコニー付 88.2m2

アスカスイートA

バルコニー付  
45.8m2

スイートC

バルコニー付  
33.5m2

ステートF K

角窓
（バルコニーなし）
18.4m2

※K ステートは、眺望が妨げられます（例）
※面積にはバルコニーが含まれます。

バルコニーD E

バルコニー付  
22.9m2

ディートリプルD3

角窓
（バルコニーなし）
22.9m2

※バルコニーを含む客室内は全面禁煙となります。喫煙されるお客様は、船内指定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妨げられます。

Cruise Life クルーズライフ

ロングクルーズならではの船内イベントも盛りだくさん その他にも、多彩な魅力が満載

セイルアウェイパーティー
音楽隊やアスカオーケストラの演奏
のなか、出港していきます。

鏡開き
航海の安全と楽しい旅路を願って盛
大に鏡開きが行われます。

ウエルカムパーティー
船長主催の歓迎パーティーです。カ
クテルとともに華麗なショーを。

プロダクションショー

カジノゲーム（有料）

アスカアヴェダ サロン＆スパ（有料）

コースディナー

節分イベント
節分の日には、鬼が出没。
豆まきと鬼との記念撮影を。

飛鳥Ⅱバースデーパーティー
2月26日の就航記念日には、
盛大にお祝いしましょう。

デッキディナー
プールサイドでビュッフェ
形式のディナーをどうぞ。

初乗船のお客様向けのイベントも開催
飛鳥Ⅱに初めて乗船するお客様、初クルーズのお客
様向けのパーティーなども予定しております。

Entertainment ゲストエンターテイナー

歌、踊り、ウィットに富んだ会話 
遊び心いっぱいのステージを 

コーラスグループ「フォレスタ」の
バリトン、今井俊輔のステージ

井上 順 profile
“田邊昭知とスパイダース” のメン
バーとして、「バン・バン・バン」「あ
の時君は若かった」など、数多くの
ヒットソングを生む。解散後も、ソ
ロデビュー曲「昨日・今日・明日」を
始め、「涙」「お世話になりました」な
どがヒット。伝説の歌番組「夜のヒ
ットスタジオ」の司会なども担当し、
芝居・歌はもちろんオールラウンド
プレイヤーとして多方面で活躍中。

乗船区間 │ 1月28日横浜〜2月2日サイパン

今井俊輔 profile
東京藝術大学音楽学部声楽科を
首席で卒業。皇居内の桃華楽堂に
て御前演奏を行う。『マクベス』タイ
トルロール、『カルメン』エスカミーリ
ォ、『道化師』トニオ、『ラ•ボエーム』
マルチェッロ、『第九』などのソリスト
として活躍している。BS日テレ「BS
日本・こころの歌」の中でフォレスタ
のメンバーとして出演、多数のファ
ンから熱烈な支持を受けている。

乗船区間 │ 3月3日グアム〜3月7日横浜

Special Cuisine ゲストシェフ

山下春幸 profile
「HAL YAMASHITA東京」エグ
ゼクティブ・オーナーシェフ。和
と洋・食材や調理方法などありと
あらゆる方法を用いてジャパニー
ズボーダレスな、独自の感覚を持
つ、今 注目の料 理 人の一 人。
2010年シンガポール、2012年
アブダビのワールドグルメサミッ
トに日本代表として出場。

『HAL YAMASHITA東京』
山下春幸シェフの特別ディナー

そろそろ、「時が満ちたら、選ぶ旅」
選ばれ続ける、オセアニアグランドクルーズ

嬉しい3つの割引
早めのご予約がお得！

クルーズ特典
シドニー オペラハウス内劇場貸切り 

「オペラ・オーストラリア」公演

充実のランドツアー
世界遺産のエアーズロックや
大自然ニュージーランドなど
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オセアニア
グランドクルーズ
🅐🅐コース│横浜発着 2018年1月28日㊐  ▶ 3月7日㊌ 39日間
🅑🅑コース│神戸発着 2018年1月29日㊊  ▶ 3月8日㊍ 39日間

2018年 

乗船区間 │ 2月12日シドニー〜2月21日オークランド

※ゲストエンターテイナー、シェフの乗船区間は変更となる場合があります。

※掲載写真はイメージです。イベント内容は変更となる場合があります。

オセアニア
グランドクルーズ
🅐🅐コース│横浜発着 2018年1月28日㊐  ▶ 3月7日㊌ 39日間
🅑🅑コース│神戸発着 2018年1月29日㊊  ▶ 3月8日㊍ 39日間

2018年 

赤道通過祭
海の神ネプチューンから赤道
通過の許しを得る「赤道祭」。

Images courtesy of Opera Australia

Special Event │クルーズ特典│

シドニー オペラハウス内、劇場貸切り
オペラハウス専属歌劇団

「オペラ・オーストラリア」の公演へご案内

オペラ・オーストラリア profile

オペラハウス専属の国立オペラ歌劇団で世界
十二大オペラ団のひとつ。バロック・オペラから
オペレッタ、ミュージカルまで幅広いジャンルの
演目を披露し、近年ではシドニーハーバー全体
を舞台とした壮大な公演も話題となりました。

Opera Australia

2007年に世界遺産に登録されたシドニー オペラハウス。
オペラのために建てられたという、その独創的で美しい外観は世界中の人々を魅了しています。
2018年オセアニアグランドクルーズの特典として、シドニー オペラハウス内の
“ジョーン・サザーランド劇場” を貸切りにして特別に行なわれる
国立オペラ歌劇団「オペラ・オーストラリア」の公演へ、飛鳥Ⅱにご乗船の皆様をご案内します。
シドニー オペラハウスでの優雅なひとときをお楽しみください。
※オペラハウスまでは徒歩移動が含まれます。
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Images courtesy of Opera Australia

Special Event │クルーズ特典│

シドニー オペラハウス内、劇場貸切り
オペラハウス専属歌劇団

「オペラ・オーストラリア」の公演へご案内

オペラ・オーストラリア profile

オペラハウス専属の国立オペラ歌劇団で世界
十二大オペラ団のひとつ。バロック・オペラから
オペレッタ、ミュージカルまで幅広いジャンルの
演目を披露し、近年ではシドニーハーバー全体
を舞台とした壮大な公演も話題となりました。

Opera Australia

2007年に世界遺産に登録されたシドニー オペラハウス。
オペラのために建てられたという、その独創的で美しい外観は世界中の人々を魅了しています。
2018年オセアニアグランドクルーズの特典として、シドニー オペラハウス内の
“ジョーン・サザーランド劇場” を貸切りにして特別に行なわれる
国立オペラ歌劇団「オペラ・オーストラリア」の公演へ、飛鳥Ⅱにご乗船の皆様をご案内します。
シドニー オペラハウスでの優雅なひとときをお楽しみください。
※オペラハウスまでは徒歩移動が含まれます。
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S・A 客室のお客様には指定鑑賞エリアをご用意 !

ジョーン・サザーランド劇場

旅行条件（要約）　旅行条件につきましては下記による他、当社の旅行業約款によります。お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。
■募集型企画旅行契約
この旅行は下記掲載の旅行会社（以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、
この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになり
ます。また、旅行条件は、下記によるほか別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発
前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画
旅行契約の部によります。
■旅行代金に含まれるもの
●旅行日程表に明示されたクルーズ代金（クルーズ期間中の船内における全食事を
含む。但し、寿司“海彦”は別料金）。
●旅行日程表に明示された利用交通機関の運賃・料金、バス料金。
　〔注〕上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しは
いたしません。
■旅行代金に含まれないもの
　（前項の他は旅行代金に含まれていません。その一部を例示します）
●アルコール等飲料の代金、クリーニング、電報・電話料、その他追加飲食等
　個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
●傷害、疾病に関する治療費、渡航手続費用（旅券用印紙代、査証料、予防接種
料金、傷害・疾病保険料及び渡航手続取扱料金）。
●ご自宅と発着港間の交通費、宿泊費。
●お客様のご希望によりお１人部屋を利用される場合の割増料金。
●希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金。
■お申し込み条件
●20歳未満の方は保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者の同行
（同室）を条件とします。
●健康を害している方、車いすなどの器具をご利用になっている方や心身に障害の
ある方、認知症の方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、
妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れ
の方、そのほか特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり
特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。旅行契約成立後にこれらの状態
になった場合も直ちにお申し出ください。改めて当社からご案内申し上げますので、
旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
●前項のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じ
ます。この際、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、または書面で
それらをお申し出いただくことがあります。
●当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、医師の診
断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。
また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約
のお申し込みをお断りし、または旅行契約の解除をさせていただくことがあります。
なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に
要する費用は原則としてお客様のご負担とします。
●海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上）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。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･インターネット等による募集型企画旅行契約の予約
申し込みを受けつけることがあります。この場合、電話等による予約申し込みの 
翌日から起算して当社が定める期間内に申込書と申込金を提出していただきます。
この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、当社は申し込みはなかった
ものとして取り扱います。
●詳しい旅行条件を説明した説明書面を用意していますので、事前に確認の上 
お申し込みください。
■旅行契約の成立時期
●募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに
成立するものとします。　

■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
2017年2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31日以上）

取　　消　　日 取　消　料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

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

旅行開始日の前前日、前日、当日（出港後を除く） 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。

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

通 院 見 舞 金 2万円～10万円
通院3日以上

携帯品損害補償金 お客様1名様につき３千円～15万円　※1※2

※1 補償対象品1個あたり10万円を限度とします。
※2   損害額がお客様1名様について1回の事故につき3千円を超えない場合は、 
当社は損害補償金を支払いません。

■個人情報の取扱いについて
当社及び受託旅行業者（以下「販売店」といいます）は、旅行申し込みの際に提出
された申込書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、サイパン・グアムではESTA
（米国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
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に必要です。オースト
ラリアでは査証（ビザ）またはETAS（豪州電子渡航許可システム）が必要です。
●訪問国によっては妊娠中の方に対して査証（ビザ）が必要になる場合がございま
す。妊娠中の方はお申し込み時にお申し出ください。
●現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は 
お客様の責任で行ってください。これら手続きの代行については、販売店が渡航
手続料金をいただいてお受けいたします。

■海外危険情報及び渡航先の衛生状況について
渡航先（国または地域）によっては「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する
情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店にご確認ください。海外
渡航関連情報は、外務省海外安全相談センターなどでもご確認いただけます。
　外務省海外安全ホームページ　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。

お申し込み時の注意事項とご案内
●旅行代金は、客室をお2人様でご利用の場合の、大人お1人様の代金です。
●客室をお1人様でご利用の場合（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%, C150%、D・E・F130%、K160%の割増代金となります。相部屋は承ってい
ません。
●スイートルーム及びDトリプルルームの3人利用
•客室Sはエキストラベッドを、客室A、C、D3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、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。※Dトリプルは3人利用が基本です。

●客室番号のご希望について：フルクルーズ（全区間）にご予約の場合にのみ、客室番号のご希望をお預
かりいたします。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。
※グランド特別割引にお申し込みの方の客室番号のご希望はお預かりできません。

●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）。
●ご予約変更による変更後の適用代金
取消料発生後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の取消料を、客室を
お１人様でご利用になられるお客様には規定の割増代金を申し受けます。
又、取消料発生後にお申し込みコースを短縮される場合（乗船区間をフル乗船から区間乗船へ変更さ

れる場合など）や、客室タイプを変更され旅行代金が減額となった場合は、差額代金に対し規定の取
消料を申し受けます。
●6ヶ月未満の乳児はご乗船いただけません。海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上、区間乗船も含
む）には未就学児（6歳以下）もご乗船いただけません。
●15歳未満の方は、保護者の同行（同室）が条件となります。
●15歳以上20歳未満の方は単独でもご乗船いただけますが、保護者の同意書が必要です。
●妊娠中の方は事前にお申し出ください。乗船前に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事前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。
●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し出いただき、船会社
指定のお伺い書の提出をお願いいたします。
●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あらかじめお申し出ください。
●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。
●イベント内容、ゲストエンターテイナーは諸事情により変更にな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。
●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。
●テレビ・雑誌等の取材のため、報道関係者が予告なく乗船する場合がございます。

■オプショナルツアーについて
・オプショナルツアーは郵船クルーズ㈱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いただけません。
・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㈱までお問い合わせください。

■無料シャトルバスサービス
港が市内中心地から離れている寄港地では、港から市内中心
地などへ無料のシャトルバスを運行します。
※シャトルバスは郵船クルーズ㈱が提供する無償の特典サービ
スです。不催行の場合でも相当額の補償や他運送機関へ
の振替はありません。
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〒220-8147 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー　ナビダイヤル 0570（666）154

観光庁長官登録旅行業　第892号
総合旅行業務取扱管理者：池田栄一
一般社団法人日本旅行業協会正会員

一部のIP電話、国際電話の方は045（640）5301をご利用ください。


