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飛鳥クルーズのお得なキャンペーン

グループ

10％
グループ割引 10%
6名様以上のグループでご乗船の場合、旅行代金が10％割引になるクルーズです。
※無料の2歳未満の幼児は人数に含みません。
※子供代金キャンペーンと併用可能です。

連続乗船プラン 連続乗船割引
対象の２つのクルーズ（全区間）に連続してご乗船された場合、
指定された片方のクルーズの旅行代金が割引になります。
※詳しくはP21-22をご覧ください。

レディース
割引

レディース割引
女性のお客様はお得な旅行代金でご参加いただけるクルーズです。

アスカクラブ特別割引
フルクルーズ（全区間）にご乗船のアスカクラブ会員様に限り、20%割引の
特別代金が設定されたクルーズです。
※一部割引対象外の客室がございます。詳しくは各クルーズページをご覧ください。
※ご予約の際にアスカクラブ会員である旨を旅行会社へお伝えいただき、割引券をご提出
　ください。

アスカクラブ

特別割引
20％

早めのご予約にお得な割引が設定されたクルーズです。
※詳しくは各クルーズページをご覧ください。

早期申込割引早期申込割引

スイート
トリプルドリンク

フリー秋の神戸ワンナイトクルーズ 11/11（日）▶11/12（月） 神戸-神戸2日間神戸発

ク
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ワ
ン
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ク
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ズ

12
月

1
月

シッター
ベビー グループ

10％
子供
代金秋の駿河ウィークエンドクルーズ 3日間 横浜-清水-横浜11/16（金）▶11/18（日）横浜発

P.11秋の連休 熊野・阿波クルーズ 4日間 横浜-新宮-小松島（徳島)-横浜11/22（木）▶11/25（日）横浜発

Cスイート体験横浜スペシャルクリスマス ON ASUKAⅡ P.183日間 横浜-横浜12/18（火）▶12/20（木）横浜発

スイート
トリプル冬の駿河 クリスマスクルーズ P.193日間 横浜-清水-横浜12/20（木）▶12/22（土）横浜発

P.14
P.15

P.10

P.9

P.8

P.6

四日市・土佐 秋めぐりクルーズ 5日間 横浜-四日市-高知-横浜11/18（日）▶11/22（木）横浜発

Cスイート体験神戸発 P.17神戸スペシャルクリスマス ON ASUKAⅡ 3日間 神戸-神戸12/13（木）▶12/15（土）

シニア
割引 P.163日間Ｘmas グループサウンズ クルーズ 12/10（月）▶12/12（水） 横浜-神戸横浜発

シッター
ベビー グループ

10％
子供
代金バルコニー体験 P.20ニューイヤーグアムクルーズ 10日間 横浜-グアム-横浜12/28（金）▶1/6（日）横浜発

横浜発 P.12南西諸島・台湾クルーズ 13日間11/26（月）▶12/8（土） 横浜-油津（日南）-石垣-
基隆（台湾）-那覇-中城-横浜 2 for 1 特別割引

連続乗船プラン P.21新春の横浜・神戸ワンナイトクルーズ 2日間1/7（月）▶1/8（火）横浜発 横浜-神戸

P.23新春の伊勢クルーズ 3日間1/24（木）▶1/26（土）横浜発 横浜-四日市-横浜

連続乗船プラン神戸-（瀬戸内海）-別府-佐世保 P.224日間1/8（火）▶1/11（金）神戸発 瀬戸内・九州 初春クルーズ神戸発

C スイート体験・バルコニー体験キャンペーン
客室Cスイートまたは客室D・Eバルコニーにお得な旅行代金
が設定されたクルーズです。バルコニー体験

Cスイート体験

シニア割引
60歳以上のお客様はお得な旅行代金でご参加いただけるクルーズです。
※下船日に満60歳以上の方が対象です。詳しくは各クルーズページをご覧ください。

シニア
割引

スイート
トリプル

12/15（土）▶12/16（日）
Xmas 神戸・名古屋ワンナイトクルーズ
神戸発

スイート
トリプル

Xmas 横浜ワンナイトクルーズC
12/23（日）▶12/24（月・休）横浜発

スイート
トリプル

Xmas 神戸ワンナイトクルーズ
12/12（水）▶12/13（木）神戸発

スイート
トリプル

Xmas 横浜ワンナイトクルーズB
12/22（土）▶12/23（日）横浜発

スイート
トリプル

クリスマスイブ 横浜ワンナイトクルーズスイート
トリプル

Xmas 名古屋ワンナイトクルーズ
12/16（日）▶12/17（月）名古屋発

スイート
トリプル

Xmas 横浜ワンナイトクルーズA
12/9（日）▶12/10（月）横浜発 12/24（月・休）▶12/25（火）横浜発

11
月

 2019年アジアグランドクルーズ 1/28（月）▶3/1（金）横浜発 神戸発 グランド特別割引 早期全額支払割引 早期申込割引

2 for 1 特別割引

2019年アジアグランドクルーズ、南西諸島・台湾クルーズでは、とてもお得な割引
代金が設定されています。
※詳しくは各クルーズページをご覧ください。

早期全額支払割引グランド特別割引

HAPPY
FAMILY

CRUI SE

HAPPY
FAMILY

CRUI SE

早期申込割引

P.213日間1/22（火）▶1/24（木）飛鳥Ⅱのふるさと長崎・横浜クルーズ長崎発 長崎-横浜

グ
ラ
ン
ド

ク
ル
ー
ズ
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飛鳥Ⅱ撮影 ： 中村庸夫・中村武弘・高嶋一成・高橋敦史・永島岳志・アドレッサンス浪漫堂・飛鳥Ⅱフォトショップ

本パンフレットご利用の留意点
●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となる場合があります。
●着岸予定の港であっても、天候その他の事情により、テンダーボートまたは地元ボート（以下「上陸用ボート」と

いいます）での上陸に変更となる場合があります。
●上陸用ボートで上陸する寄港地は、天候によっては上陸できない場合もございます。また安全確保のため、車

いすでの上陸用ボートへのご乗船はできませんので、あらかじめご了承ください。なお、乳幼児をお連れの場合、
「だっこ紐」などをご使用になり、両手が自由な状態でご乗船ください。

●国内クルーズの乗船受付時間は各港出港時刻の約1時間半前が目安となります。海外クルーズの乗船受付時間
は出国審査の関係上、国内クルーズよりもお時間を要します。詳細は日程表でご確認ください。

●各寄港地での入出港時刻と上陸可能時刻は異なります。海外クルーズでは入国審査の関係上、上陸までに
お時間を要します。あらかじめご了承ください。

●記載されたイベントなどは、天候その他の事情により中止となる場合がございます。
●オプショナルツアー、ゲストエンターテイナー、ゲストシェフは予告なく変更される場合もございます。
●本パンフレットに掲載の写真はすべてイメージです。寄港地案内および写真は、一部を除き自由行動中または

オプショナルツアー・ランドツアー（別料金）でお楽しみいただけるものです。
●詳しい旅行条件等については裏表紙および「旅行条件書」をご参照ください。

子供
代金

子供代金キャンペーン
お得な子供代金が設定されたクルーズです。
※対象年齢：ご乗船日の年齢が２歳以上12歳以下（小学生まで）のお客様。

ドリンク
フリー フリードリンクキャンペーン

乗船中の夕食時のアルコール飲料を含むお飲物が旅行代金
に含まれたクルーズです。
※フォーシーズン・ダイニングルーム、プレゴにて指定の種類・銘柄に
　限ります。

シッター
ベビー ベビーシッタールーム

ベビーシッターが乗船し、お子様をお預かりします。
※対象年齢：0歳～未就学児 / 定員制・無料
※詳しくはP.42をご覧ください。

スイートトリプルキャンペーン
「2名様分の旅行代金+Kステートの25%相当額」でスイート
ルームが３名様でご利用いただけるクルーズです。
※客室Sはエキストラベッドにより、客室A・Cは備えつけのソファベッド
　により3名様でご利用いただけます（一部客室を除く）。

スイート
トリプル

名古屋発 P.253日間 名古屋-博多3/7（木）▶3/9（土）春の名古屋・博多クルーズ

スイート
トリプル

レディース
割引横浜発 P.242日間 横浜-横浜3/2（土）▶3/3（日）ひなまつり横浜ゆったりワンナイトクルーズ

3
月

バルコニー体験名古屋発 P.264日間 名古屋-高知-名古屋3/4（月）▶3/7（木）名古屋発着 春うらら 土佐クルーズ

バルコニー体験 P.275日間 博多-那覇-古仁屋（奄美大島）-鹿児島3/9（土）▶3/13（水）博多発 沖縄・奄美スプリングクルーズ博多発 那覇発

P.283日間 鹿児島-高知-神戸3/13(水）▶3/15（金）鹿児島発 春の土佐・神戸クルーズ鹿児島発

P.293日間 神戸-細島（日向）-神戸3/15(金）▶3/17（日）神戸発着 日向ウィークエンドクルーズ神戸発

グループ

10％横浜発 春の休日 小豆島・紀州日高クルーズ P.315日間 横浜-小豆島-日高（和歌山）-横浜3/20（水）▶3/24（日）

客室番号のご希望についての詳細はP.46をご覧ください。

※P.43「飛鳥Ⅱの寄港地での楽しみ方」もあわせてご覧ください。

4
月

5
月

横浜発 東北 春紀行クルーズ P.374日間 横浜-仙台-小名浜-横浜4/14（日）▶4/17（水）

広島発 春の広島・博多クルーズ P.384日間 横浜-広島-博多4/17（水）▶4/20（土）

スイート
トリプル博多発 春の博多・東京クルーズ P.253日間 博多-東京4/24（水）▶4/26（金）

アスカ
クラブ
20％神戸発 神戸発着 岩国・土佐 春紀行クルーズ P.345日間 神戸-岩国-高知-神戸4/3（水）▶4/7（日）

アスカ
クラブ
20％名古屋発 名古屋発着 陽春の阿波・堺クルーズ P.354日間 名古屋-小松島（徳島)-堺-名古屋4/8（月）▶4/11（木）

2日間 神戸-名古屋4/7（日）▶4/8（月） スイート
トリプル神戸発 P.24春の神戸・名古屋ワンナイトクルーズ

スイート
トリプル P.252日間4/11（木）▶4/12（金）春の名古屋・横浜ワンナイトクルーズ名古屋発 名古屋-横浜

P.304日間 神戸-常陸那珂-横浜3/17（日）▶3/20（水）神戸発 陽春のひたち・横浜クルーズ神戸発 Cスイート体験

9日間3/24（日）▶4/1（月） 横浜-鹿児島-長崎-種子島-姫路-横浜
アスカ
クラブ
20％横浜発 P.32長崎発 九州・姫路 春めぐりクルーズ

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/定員制）。  
記号がついている写真の観光地には、オプショナルツアー等で訪れることができます。

オーバーナイトステイ ： 1泊停泊します。　　　　　 クルーズ特典 ： 寄港地での特典サービスです。

 初寄港 ： 飛鳥Ⅱが初めて寄港する港です。　　　　　 通船 ： 上陸用ボートを使用し上陸する寄港地です。

OP

N

記号の見方

特典

初寄港

横浜発 A-style クルーズ〜春彩〜 P.363日間 横浜-横浜4/12（金）▶4/14（日）

早期申込割引 シッター
ベビー子供

代金東京発 東京-サイパン-グアム-横浜ゴールデンウィーク  サイパン・グアムクルーズ P.3911日間4/26（金）▶5/6（月・休）HAPPY
FAMILY

CRUI SE

函館発横浜発

横浜発

みちのく・函館 新緑クルーズ P.406日間 横浜-常陸那珂-八戸-函館-横浜5/6（月・休）▶5/11（土） シニア
割引

通船

スイート
トリプル
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1
月

A
B

1/28（月） 横浜発 ▶ 3 / 1（金） 横浜着　32泊33日
1/29（火） 神戸発 ▶ 2/28（木） 神戸着　30泊31日

 食事：Aコース：朝32回、昼33回、夕32回／Bコース：朝30回、昼29回、夕30回
★2月4日ハロン湾ではオプショナルツアーに参加の方以外は外出できません。
※2月13日シンガポールは夕刻の入港を予定しています。※2月15日マラッカでは上陸用
ボートでの上陸予定です。天候によっては上陸できない場合がございます。なお、安全確保の
ため車いすでの上陸用ボートへの乗船はできません。※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。※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る場合があります。※1月29日、2月28日神戸港
では出入国管理上、乗下船者以外上陸できません。※2月28日神戸および3月1日横浜では
入国・税関審査の関係で下船にお時間を要します。帰路（航空機・鉄道等）の手配をされる
お客様はお時間に十分な余裕をお持ちください。

悠久の歴史とエキゾチックな
伝統文化、圧倒的な自然美…
エネルギッシュに進化を続ける
アジアの国々を巡ります。

きらめきの街を結ぶ
アジア悠々紀行

横浜発

2019年アジアグランドクルーズ
神戸発 2019年1月28日（月）▶ 3月1日（金） 33日間

横浜

香港

マニラ

コタキナバル
ムアラ

マラッカ

シンガポール

レムチャバン
チャンメイ
ハロン湾

基隆

神戸

ビューポイント
奇岩がそそり立つ
神秘的な景観

ビューポイント
きらめく香港の夜景を
眺めながら出港

グランド特別割引 早期全額支払割引 早期申込割引

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合が
　ございます。

輝きに満ちた国々
  情 熱を感じるアジア旅

詳細は2019年アジア
グランドクルーズ の
パンフレットを
ご覧ください。 ハロン湾

まるで暮らすようにゆったりと旅をするグランドクルーズでは、さまざまなイベントや
充実の施設が、約1ヶ月の船旅をより豊かで新鮮なひとときに変えます。

グランドクルーズならではの多彩なクルーズライフ

ビュッフェスタイルのデッキディナーウェルカムパーティー鏡開き

航海終盤 クルーショー飛鳥Ⅱバースデーパーティー船上で楽しむ日本の伝統行事

月  日 寄港地（国・地域 ） コース

1/28 月 横浜（日本） PM出港
29 火 神戸（日本） PM出港

 2/ 2 土 香港（中国） OP

4 月 ハロン湾★（ベトナム） OP

6 水 チャンメイ（ベトナム） OP

10 日 レムチャバン（タイ）
 N  OP

11 月•祝 　 OP

13 水 シンガポール（シンガポール）
N  OP

14 木 OP

15 金 マラッカ（マレーシア） OP

18 月 ムアラ（ブルネイ） OP

19 火 コタキナバル（マレーシア） OP

21 木 マニラ（フィリピン）
 N         OP

22 金 OP

25 月 基隆（台湾） OP

28 木 神戸（日本） AM入港
 3/ 1  金 横浜（日本） PM 入港

A
B

特 典

初寄港

通船

■ 海外クルーズ

クルーズライフをより華やかに演出するフォーマルナイトを予定
しています。ドレスアップして、優雅な時間をご堪能ください。フォーマル

ナイト ※フォーマルは２回予定しています。日程表でご確認ください。
　グランドクルーズならではのイベントも多数ご用意しています。
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 （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
適用後の旅行代金

Aコース 1,292,000 1,548,000 1,804,000 1,855,000 2,840,000 3,608,000 6,424,000
Bコース 1,212,000 1,452,000 1,692,000 1,740,000 2,664,000 3,384,000 6,024,000

早期全額支払割引
適用後の旅行代金

Aコース 1,372,000 1,644,000 1,916,000 1,971,000 3,017,000 3,833,000 6,825,000
Bコース 1,287,000 1,542,000 1,797,000 1,848,000 2,830,000 3,595,000 6,400,000

早期申込割引
適用後の旅行代金

Aコース 1,437,000 1,722,000 2,006,000 2,063,000 3,159,000 4,013,000 7,146,000
Bコース 1,348,000 1,615,000 1,882,000 1,935,000 2,963,000 3,764,000 6,701,000

旅行代金
Aコース 1,615,000 1,935,000 2,255,000 2,319,000 3,550,000 4,510,000 8,030,000
Bコース 1,515,000 1,815,000 2,115,000 2,175,000 3,330,000 4,230,000 7,530,000

●上記旅行代金は客室をお2人様でご利用の場合のお一人様あたりの代金です。●旅行代金には、2019年1月7日より導入が予定されている日本の国際観光旅客税（仮称/1,000円）および各港の港湾
諸税が含まれています。今後税額が増減または廃止された場合でも旅行代金に変更はありません。●客室をお一人様でご利用の場合、客室Kは上記代金の160%、客室D、E、Fは上記代金の130%、
客室Cは上記代金の150%、客室Aは上記代金の180%、客室Sは上記代金の200%となります。ただし、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。相部屋は承っておりません。●Bコースで
横浜から乗船または横浜で下船をご希望の場合はそれぞれ1泊分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。

ASUKA'S SPECIAL

飛鳥Ⅱで働く多くのフィリピン人
クルーのふるさとでもあるマニラ
では、ご乗船の皆様を半日観光
へご案内します。

歴史の名残を感じる
マニラ半日観光

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉

★：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。客室番号のご希望について詳しくはP.46をご覧ください。

※ゲストシェフ、エンターテイナーの乗船区間は変更となる場合があります。

2018年10月31日（水）までに
お申し込みのお客様は
早期申込割引旅行代金

早期申込
割引

※客室番号のご希望をお預かりいたします★

2018年8月31日（金）までに
全額お支払いのお客様は
旅行代金が15％割引

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★

2018年6月30日（土）までに
全額お支払いのお客様は
旅行代金が20％割引

グランド
特別割引

※客室番号の希望はお受けできません。

乗船区間 マニラ～横浜

イタリアで修業を積んだ
後、「グラナータ」総料理
長を経て1997 年「ラ・
ベットラ・ダ・オチアイ」
をオープン。日本イタリ
ア料理協会会長。

Profile

乗船区間 シンガポール～基隆

｢ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」オーナーシェフ
落合務のイタリアン 

唄・髙島孝太郎、アコーディ
オン・髙島雄次郎、ウッド
ベース・髙島龍三郎、バン
ジョー・髙島圭四郎の兄弟
によるユニット。古き良き
昭和初期の流行歌にこだわ
り、熱烈な支持を得ている。

Profile

今よみがえる昭和流行歌
東京大衆歌謡楽団

海外旅行保険ご加入のすすめ 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。現地医療機関等での治療が必要となり緊急下船となった場合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。

■ 旅行代金のお支払いについて：この旅行商品で利用する飛鳥Ⅱを手配するにあたり、その運賃の全額の支払いが必要となります。このため、この旅行商品の旅行代金は、お申し込み時にお支払いいただく
申込金のほか、2018年10月31日（水）までに残額をお支払いいただきます。グランド特別割引、早期全額支払割引をご利用の場合は各割引の適用条件として運航会社が定めた期日までに全額お支払いい
ただきます。2018年11月1日（木）以降にお申し込みの場合は、ご予約時に全額をお支払いいただきます。あらかじめご了承のうえお申し込みください。

1980年「ラ・ロシェル」オー
プン｡フランス料理に懐石
料理の技法を取り入れた繊
細な盛り付け、美しい色使い
が特徴。テレビ番組｢料理の
鉄人｣出演でも人気を博す。

Profile

香港～シンガポール

「ラ・ロシェル」オーナーシェフ
坂井宏行のフレンチ

乗船区間 神戸～香港
岩崎宏美 「聖母たちのララバイ」な
ど数々のヒット曲を生み出す。
2017年にシングル「絆」、ニューア
ルバム「Hello! Hello!」を発売。
国府弘子 1987年デビューの人気
ピアニスト。音色の贅を極めたアル
バム「ピアノ一丁！」、岩崎宏美との
アルバム「ピアノ・ソングス」が好評。

Profile 　

大ヒット曲を美しいピアノの旋律で
岩崎宏美 & 国府弘子

乗船区間

シングル利用は客室D・E・Fがお得！

◆ 早めのご予約で嬉しい割引

クルーズ特典

天燈上げ体験 イメージ

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。 

より深くアジアの
魅力を堪能する  

ランドツアー

白銀の山々への遊覧飛行
ヒマラヤの絶景

信仰が息づくラオスの古都
ルアンパバーン

神秘の巨大遺跡群
アンコールワット

（定員制 / 別料金）

※不参加もしくは万一、催行中止の場合で
も他オプショナルツアーへの振替や相当額
の補償はありません。
※見学時の混雑を防ぐために午前・午後と
異なる時間帯でご案内します。詳細はお申
し込みのお客様に後日お知らせいたします。

豪華列車で貸切ディナー
イースタン&オリエンタル・エクスプレス

幻想的な光景に出会う
十分での天燈上げ体験

OP寄港地では思い出に残る体験を オプショナルツアー（一例）

グエン王朝時代の都・フエへの
玄関口。中国とフランスの影響が
建築様式にも表れています。

初
寄港

フエ王宮

2/13 シンガポール2/21 　  マニラ

2/6 チャンメイ

2 /25 基隆

天燈上げ体験 イメージイースタン＆オリエンタル・エクスプレス
サンアグスチン教会

OP
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 （単位／円）

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは
200％の割増代金となります。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。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉
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

45,000 54,000 63,000 64,000
C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

98,000 125,000 223,000

お 一 人おひとりに特 別な旅を

飛鳥Ⅱのクルーズラインアップ

美食や華やかなショー、

そして波音とともにくつろぐひととき…

飛鳥Ⅱには、ここにしかない時間が流れています。

お手軽な1泊の週末旅から、

寄港地の魅力に出会えるミドルクルーズまで。

多彩なラインアップから理想の船旅をお選びいただけます。

輝き始めた街を後に
洋 上でまどろむ神 戸の夜

神戸発 2018年11月11日（日）▶11月12日（月） 2日間

※天候、その他の事情により、航路が変更となる場合がございます。

月  日 発着スケジュール 入港 出港

11/11 日 神戸 17:00

12 月 神戸 10:00

 食事：朝1回、夕1回

■ 国内クルーズ

秋の神戸
ワンナイトクルーズ

神戸港

船旅を豊かに彩る飛鳥Ⅱの美食
ディナーは華やかに着飾って、
本格的なコース料理をお好きな
お飲み物とともにお楽しみくだ
さい。お気軽なワンナイトクルーズ
はお友達同士や初めての方に
もぴったりです。

11
月 スイート

トリプルドリンク
フリー

神戸

2名様分の旅行代金 +11,250円で
スイートルームが３名様でご利用いただけます。
※客室Sはエキストラベッドにより、客室A・Cは備えつけのソファ
ベッドにより3名様でご利用いただけます（一部客室を除く）。

スイート
トリプル

ご乗船中の夕食時のアルコール飲料を含む
お飲み物が旅行代金に含まれています。

※フォーシーズン・ダイニングルーム、プレゴにて指定の種類・銘柄に限ります。

フリードリンク
キャンペーン

20186570



月  日 発着スケジュール 入港 出港

11/16 金 横浜 17:00
17 土 清水 OP 8:00 17:00
18 日 横浜 9:00

 食事：朝2回、昼1回、夕2回

彩りはじまる富 士を望む清 水で
晴れの日を祝う秋の週 末

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

旅行代金 94,000
（75,000）

114,000     
  （91,000）

132,000
（105,000）

135,000
（108,000）

207,000
（165,000）

265,000
（212,000）

472,000
（377,000）

 （単位／円）

2018年11月16日（金）▶11月18日（日） 3日間

富士山と飛鳥Ⅱ イメージ

秋の駿河ウィークエンドクルーズ ※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合が
　ございます。横浜発

11
月

清水

横浜

子供
代金 シッター

ベビー グループ

10％

週末利用

※富士山や紅葉は、気象状況によりご覧いただけない場合がございます。

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

※クルーズお申し込み時に「飛鳥Ⅱ七五三祝希望」と旅行会社へお申し
出ください。詳細はお申し込みのお客様に別途ご案内いたします。

● 船内で七五三のお祝いイベントを開催
● 七五三のお子様には飛鳥オリジナル
　 千歳飴とフォトショップスタッフが
　 撮影したお写真を1枚プレゼント 
● 貸衣装／着付け／ヘアメイク（定員制・有料）

晴れの日を飛鳥Ⅱで〜七五三祝〜
[事前申し込み／定員制]

11/17

募集予定数 15組様
対象 2018年に七五三のお祝いをされるお子様を含むグループの方。

HAPPY
FAMILY

CRUI SE

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉（　）は子供代金 （２歳以上12歳以下（小学生まで））

ご家族に嬉しいクルーズ
子供代金とベビーシッタールームを設置した、
ご家族連れにおすすめのクルーズです。さらに6名様以上
のグループでのご乗船でお得になる割引をご用意。
※ベビーシッタールームについて詳しくはP.42をご覧ください。
※子供代金、グループ割引について詳しくはP.4・5をご覧ください。

HAPPY
FAMILY

CRUI SE

OP

■ 国内クルーズ

CRUISE POINT

大井川鐵道 SLで
紅葉を楽しむ

清水では昭和初期製造のSLに乗って
大井川沿線の紅葉を堪能できる大井
川鐵道SLの旅や、富士山を望む名所
をめぐるオプショナルツアーをご用意
しています。この時期ならではの絶景
をお楽しみください。

由比本陣公園

三保松原

OP

OP

●紅葉の大井川鐵道SLの旅
SLが走るローカル私鉄、大井川鐵道へご案内。
車窓から沿線の紅葉をお楽しみいただけます。
●久能山東照宮と三保松原
徳川家康ゆかりの久能山東照宮で国宝の
社殿に参拝。世界遺産・三保松原へもご
案内します。
●静岡市東海道広重美術館を訪ねて
歌川広重の浮世絵『東海道五拾三次之内』に
も描かれた宿場町、由比の由比本陣公園に
ある「静岡市東海道広重美術館」を訪れます。

OP オプショナルツアー（一例）

大井川鐵道 OP

11/17
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美しき日本の秋に出会う
四日市・土 佐 への 航 路

　　※紅葉は、気象状況により色づきが異なったりご覧いただけない場合がございます。 永源寺 OP

■ 国内クルーズ

四日市・土佐 秋めぐりクルーズ
月  日 発着スケジュール 入港 出港

11/18 日 横浜 16:00

19 月 四日市 OP 8:00 17:00

20 火 高知 OP 10:00 17:00

21 水 クルージング — —

22 木 横浜 9:00

 食事：朝4回、昼3回、夕4回

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

旅行代金 177,000 215,000 249,000 255,000 391,000 500,000 891,000 

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位／円）

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

11
月

横浜発 2018年11月18日（日）▶11月22日（木） 5日間

※紅葉は、気象状況により色づきが異なったりご覧いただけない場合が
ございます。

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合がございます。

横浜
四日市

高知

OP土佐電気鉄道

四日市から三重・
滋賀・愛知の
紅葉名所へ

三重県北部に位置し隣県へも
アクセスの良い四日市からは、
伊勢神宮や御在所岳など県内
の名所だけでなく滋賀の永源寺や
愛知の犬山城など、紅葉の名所
へも足を延ばせます。

近鉄四日市駅

OP オプショナルツアー

高知城

ASUKA'S SPECIAL

尾崎亜美 
スペシャルステージ

シンガーソングライターと
して、またプロデューサー
の草分け的存在として他
アーティストに楽曲提供も
行ってきた尾崎亜美が、
今なお歌い継がれる名曲
の数 を々お贈りします。

「ザ・キャピトルホテル 東急」総料理長
加藤完十郎のスペシャルディナー

時代を捉える新しい感性を
取り入れた多彩なメニュー
を提供する「ザ・キャピトル
ホテル 東急」のレストラン
を束ねる総料理長加藤
完十郎の珠玉のメニュー
をご堪能ください。

1976年デビュー。「冥想」などの代表曲のほか、「オリビア
を聴きながら」（杏里）、「天使のウィンク」（松田聖子）など
数々のヒット曲で日本のミュージックシーンを支えている。

1970年羽田東急ホテルに入社後、幾度も渡仏し研鑽を
積む。今井浜東急リゾート総料理長を経て、現在東急ホテ
ルズおよびザ・キャピトルホテル 東急総料理長に就任。

ProfileProfile

湯の山温泉街から望む御在所岳 OP

11/21 11/21 

11/19 

OP 路面電車でめぐる高知　ほか
高知城付近

魅力あふれる
高知の秋に出会う

高知城をシンボルとする土佐藩の城下町と
して栄えた高知。市内は現在も路面電車が
走り、風情ある景色を作り出しています。

※高知城では利用料が別途必要になります。

11/20 

シャトルバス（予定）

シャトルバス（予定）

●伊勢神宮 内宮を訪ねて ●秋の御在所岳観光
●紅葉の永源寺を訪ねて ●秋の犬山城観光　ほか
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連 休は前 夜から悠々と洋 上へ
祈りの軌 跡と豊かな文 化にふれる

　那智山青岸渡寺と那智大滝 OP

OP熊野速玉大社

月  日 発着スケジュール 入港 出港

11/22 木 横浜 17:00

23 金・祝 新宮 OP 9:00 17:00

24 土 小松島（徳島） OP 8:00 17:00

25 日 横浜 15:00

 食事：朝3回、昼3回、夕3回

■ 国内クルーズ

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

旅行代金 156,000 189,000 219,000 225,000 345,000 441,000 786,000 

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位／円）

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

秋の連休 熊野・阿波クルーズ 11
月

横浜発 2018年11月22日（木）▶11月25日（日） 4日間 連休利用

※紅葉は、気象状況により色づきが異なったりご覧いただけない場合が
ございます。

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合がございます。

横浜

新宮小松島
（徳島）  

最終日は午後まで
ゆったり
クルーズライフ

寄港地での思い出を語らったり、
景色を楽しみながらのんびりティー
タイムをお過ごしいただけます。

11/25 

CRUISE POINT

OP 熊野那智大社と大門坂　ほか
JR紀伊勝浦駅

新宮から世界遺産・
熊野古道へ

熊野速玉大社の門前町として栄え、
熊野詣の玄関口となった新宮。悠久の
歴史の面影を残す熊野三山へ、オプ
ショナルツアーやタクシープランで訪れ
ていただけます。

11/23 

OP大門坂

紅葉の眉山の麓で楽しむ
阿波の秋

眉山がそびえる徳島は阿波おどりの本場。
阿波人形浄瑠璃ゆかりの地・阿波十郎兵衛屋敷、陶板名画で
有名な大塚国際美術館など見どころが多くあります。

11/24 

OP 大塚国際美術館ゆったり見学 ほか
徳島市内中心地

※御創建1700年記念事業として、拝殿は銅版屋根
の葺き替え工事（2019年3月末終了予定）が行わ
れており外観はご覧いただけません。

御創建1700年の記念に、拝殿での神楽
鑑賞ならびに国指定重要文化財である
御本殿前での白玉石の奉納などを行う
特別参拝のオプショナルツアーを企画
しています｡

熊野那智大社
御創建1700年記念 特別参拝 OP

シャトルバス（予定）

OP熊野那智大社

シャトルバス（予定）

イメージ
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横浜

石垣

基隆

油津
（日南）

中城那覇

手つかずの自然と穏やかな島時間にふれる
まばゆい南の海への航路

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合が
　ございます。

横浜発 2018年11月26日（月）▶12月8日（土） 13日間

南西諸島・台湾クルーズ

 食事：朝12回、昼11回、夕12回
※石垣・基隆（台湾）・那覇では出入国審査がございます。12月2日基隆および
12月4日那覇では上陸までにお時間を要します。有効期限が2019年3月8日
以降の旅券（パスポート）が必要です。ビザは取得不要です。詳しくは販売店に
お問い合わせください。

2 for 1 特別割引

月  日 発着スケジュール 入港 出港

11/26 月 横浜 17:00
27 火 クルージング — —

28 水 油津（日南） OP 8:00 17:00
29 木 クルージング — —

30 金
石垣

 N  OP 8:00 （停泊）
12/1 土 OP — 17:00

2 日 基隆（台湾） OP 8:00 21:00
3 月 クルージング — —

4 火 那覇 OP 8:00 21:00
5 水 中城 OP 8:00 17:00
6 木

クルージング
— —

7 金 — —

8 土 横浜 9:00

■ 海外クルーズ

11
月

2 for 1
特別割引

クルーズライフをより華やかに演出するフォーマル
ナイトを予定しています。ドレスアップして、優雅
な時間をご堪能ください。

※ドレスコードは変更となる場合がございます。日程表でご確認ください。

2018年8月31日（金）までに
全額お支払いのお客様は、
旅行代金が半額に!

※Sロイヤルスイートは対象外　
※お一人様でご利用の場合でも2for1特別割引は適用されます。
ただし、客室をお一人様でご利用の場合の割増代金が必要です。

初寄港

フォーマル
ナイト

画家 田村能里子 講演会
飛鳥および飛鳥Ⅱの船内壁画を描いた画家 田村
能里子が壁画制作時のエピソードや絵画の魅力
をわかりやすくご紹介します。

ASUKA'S SPECIAL

1928年創業、日本で最も歴史のある洋画商である日動画廊選りすぐりの
名画を船内で特別展示します。洋画に精通する老舗による解説とともに、
絵画の世界をより深く学び、船旅をしながらも芸術鑑賞をお楽しみいただ
けます。展示作品の販売も予定しています。

1944年愛知県生まれ、武蔵野美術大学油絵実技専修科卒業。インドや中国、タイなどに滞在し、アジアの風土
をモチーフとした壁画や障壁画の制作を続けている。受賞歴多数。日動画廊でも作品が取り扱われている。

Profile

奥深い名画の世界にふれる特別企画
東京銀座 日動画廊 × 飛鳥Ⅱ

「ホテル日航大阪」総料理長
井口正彦シェフの
スペシャルディナー

心と体を癒す本格広東料理で
愛される、「中国料理 桃李」の
味をご堪能いただけます。

東京の中国料理店を2店経験後、1977
年ホテルオークラ入社。1982年ホテル
日航大阪に入社し、1992年中国料理長
に、2012年より総料理長を勤める。

ProfileProfileProfile

乗船区間 石垣～那覇

千住真理子
スペシャルステージ

国内外で活躍するヴァイオリニスト
千住真理子が奏でる名曲の数々
をお楽しみください。

2歳半でヴァイオリンを始め、12歳で
デビュー。日本音楽コンクールにおいて
最年少15歳で優勝。演奏会以外でも
多岐にわたり活躍中。

乗船区間 中城～横浜

うないぐみ
スペシャルステージ

沖縄音楽を代表する歌手、古謝
美佐子率いる「うないぐみ」が、
沖縄民謡を情緒豊かに歌います。

初代ネーネーズ在籍メンバーを中心に
結成し2014年デビュー。レパートリー
は伝統的な沖縄民謡からオリジナル
曲、カバー曲まで多彩。

乗船区間 石垣～那覇

©️Kiyotaka Saito (SCOPE)

1928年創業、日本で最も歴史のある洋画商である日動画廊選りすぐりの
名画を船内で特別展示します。洋画に精通する老舗による解説とともに、
絵画の世界をより深く学び、船旅をしながらも芸術鑑賞をお楽しみいただ
けます。展示作品の販売も予定しています。
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横浜

石垣

基隆

油津
（日南）

中城那覇

川平湾 OP

故宮博物院と台北1日観光OP

台湾を代表する国際港。
エキゾチックな街並みが人気の
九份や台北へ足を延ばせます。

基
キ ー ル ン

隆
ショッピングも楽しめる沖縄観
光の中心都市。琉球王国の
遺構が歴史の面影を伝えます。

那覇

闘牛「飛鳥杯」特別見学 ほかOP

勝連城など琉球王国以前の
遺跡が数多く残る町。シャトル
バスでは海中道路で美しい海
の上を走ります。

中
なかぐすく

城

竹富島半日観光  ほかOP

世界有数の透明度を誇る川平
湾の絶景で知られる島。八重
山諸島の観光の玄関口です。

石垣

石垣市内中心地
国際通り付近 海の駅あやはし館

地元ガイドと歩く首里城
半日観光 ほか

OP

飫肥城 大手門 OP

首里城 OP 勝連城跡 OP

九份 OP

油津
（日南）

石垣 基隆

那覇 中城

鵜戸神宮と飫肥城下町  ほかOP

九州の小京都と称される飫肥
城下町や、南国のようにヤシ
の木が並ぶ海岸線の絶景が
見所です。

油津（日南）

飫肥地区

11/28 11/30
12/1 12/2 12/4 12/5

シャトルバス（予定）
シャトルバス（予定）

シャトルバス（予定） シャトルバス（予定）

 （単位／円）旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉

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

2for1特別割引
適用後の旅行代金 374,500 454,000 526,000 540,000 828,000 1,058,500 −

旅行代金 749,000 908,000 1,052,000 1,080,000 1,656,000 2,117,000 2,201,000

※「2for1特別割引」をご利用の場合は割引の適用条件として運航会社が定めた期日2018年8月31日までに全額お支払いいただきます。あらかじめご了承のうえお申し込みください。

海外旅行保険ご加入のすすめ 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。現地医療機関等での治療が必要となり緊急下船となった場合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。

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

 　　　 西表島1日観光
島を覆う亜熱帯のジャングルやマングローブ
の森など、貴重な自然を訪ねます。

OP オプショナルツアー（一例）

2018年夏に世界自然遺産登録を目指す「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」を
訪れるオプショナルツアーをご用意。固有種が生息する手つかずの自然の中で、観光地とは
また違う魅力に触れていただけることでしょう。

辺戸岬 OP

12/5

11/30 石垣島  　　   やんばる観光 １泊２日
 なかなか訪れることのできない、沖縄本島北部

「やんばる地域」の自然美へ1泊2日でご案内します。

12/4 那覇

手に汗握る牛たちの格闘技
闘牛「飛鳥杯」 開催！

うるま市を中心に古くから親しまれてきた伝統娯楽、
闘牛。全天候型の闘牛会場で、飛鳥Ⅱ乗船のお客様だけ
の「飛鳥杯」を開催いたします。「押し」や「ワリ」「ツキ」
など、牛たちが繰り出す技も解説。迫力の闘牛をより
お楽しみいただけます。

未来の世界遺産を訪ねる旅へ
OP

西表島 マングローブ OP
写真提供：一般社団法人 うるま市観光物産協会

初寄港
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神戸

※天候、その他の事情により、航路が変更となる場合がございます。

 （単位／円）旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉
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

45,000 54,000 63,000 64,000
C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

98,000 125,000 223,000

月  日 発着スケジュール 入港 出港

12/12 水 神戸 17:00

13 木 神戸 10:00
 食事：朝1回、夕1回

神戸発 2018年12月12日（水）▶12月13日（木）

Xmas 神戸ワンナイトクルーズ スイート
トリプル

神戸発着
西日本にお住まいの方におすすめのクルーズ

設定日が多く、ご利用いただきやすい横浜発着のクルーズ

横浜発着

横浜

※天候、その他の事情により、
航路が変更となる場合がございます。

日程 発着スケジュール 入港 出港

1日目 横浜 17:00

2日目 横浜 9:30
 食事：朝1回、夕1回

横浜発着共通スケジュール

Xmas One  Night   Cruises

※写真は全てイメージです。

飛鳥Ⅱ総料理長による
クリスマスディナー
クリスマスクルーズ限定のスペシャル
ディナーをご用意。大切な人との特別な
ひとときを、ロマンチックに演出します。

心ときめくロマンチックなひととき

飛鳥Ⅱのクリスマスクルーズ

船 内がまばゆい輝きに満ちる季 節 。

洋 上で出会う驚きや感 動は

より鮮やかに心に刻まれます。

華 麗なゲストエンターテイナーを迎える2 泊 3日や

お気 軽にご参 加いただけるワンナイトクルーズなど

日程と発 着 地を多 彩に取り揃えた

飛 鳥Ⅱのクリスマスクルーズにご期 待ください。

20186625



神戸
名古屋

 （単位／円）旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉
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

52,000 63,000 73,000 75,000
C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

115,000 147,000 262,000

 （単位／円）旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉
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

45,000 54,000 60,000 64,000
C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

98,000 125,000 223,000

月  日 発着スケジュール 入港 出港

12/15 土 神戸 17:00

16 日 名古屋 10:00

神戸発 2018年12月15日（土）▶12月16日（日）

※天候、その他の事情により、航路が変更となる場合がございます。
 食事：朝1回、夕1回

Xmas 神戸・名古屋ワンナイトクルーズ

スイート
トリプル

発着地が異なり、乗船前や下船後に
観光も楽しめるワンウェイクルーズ

移動型

スイート
トリプル

2018年12月9日（日）▶12月10日（月）

Xmas 横浜ワンナイトクルーズA

Xmas 横浜ワンナイトクルーズC

横浜発

スイート
トリプル

横浜

名古屋

※天候、その他の事情により、航路が変更となる場合がございます。

 （単位／円）旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉
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

47,000 57,000 66,000 68,000
C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

104,000 133,000 236,000

月  日 発着スケジュール 入港 出港

12/16 日 名古屋 17:00

17 月 名古屋 10:00
 食事：朝1回、夕1回

スイート
トリプルXmas 名古屋ワンナイトクルーズ

2018年12月16日（日）▶12月17日（月）名古屋発

東海エリアにお住まいの方におすすめのクルーズ

名古屋発着

週末利用

横浜発

 （単位／円）旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉
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

55,000 67,000 77,000 79,000
C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

121,000 155,000 276,000

スイート
トリプル

2018年12月22日（土）▶12月23日（日）

Xmas 横浜ワンナイトクルーズB

 （単位／円）旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉
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

47,000 57,000 63,000 68,000
C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

104,000 133,000 236,000

スイート
トリプル

2018年12月24日（月・休）▶12月25日（火）

クリスマスイブ 横浜ワンナイトクルーズ

横浜発 週末利用

横浜発

 （単位／円）旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉
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

55,000 67,000 77,000 79,000
C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

121,000 155,000 276,000

2018年12月23日（日）▶12月24日（月・休） 連休利用

Xmas One  Night   Cruises
※乗船受付時間は出港の約1時間半前となります。詳細は日程表
をご確認ください。 ※客室をお一人様でご利用の場合には、
客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増
代金となります。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。 ※掲載の写真は2017年のクリスマスデコ
レーションです。2018年のデコレーションにもご期待ください。

華麗なクリスマスショー
プロダクションショーもクリス
マス限定の特別バージョンに。
感動のステージは、名曲と
ともに思い出に刻まれます。

特別な夜は、
より華やかに
夜はいつもよりドレスアップ。
華やかな装いがクリスマス気分
を盛り上げます。船内デコレー
ションにもご注目ください。

お得な
キャンペーン

2名様分の旅行代金+Kステートの25％相当額で
スイートルームが３名様でご利用いただけます。

※客室Sはエキストラベッドにより、客室A・Cは備えつけのソファベッドに
より3名様でご利用いただけます（一部客室を除く）。

スイート
トリプル

Xmas本番！
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※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合が
　ございます。

ASUKA'S SPECIAL月  日 発着スケジュール 入港 出港

12/10 月 横浜 ★クリスマスショー
　　   ★クリスマスディナー 17:00

11 火 クルージング 
★スペシャルステージ — —

12 水 神戸   　 9:00

■ 国内クルーズ

横浜発 2018年12月10日（月）▶12月12日（水） 3日間

 食事：朝2回、昼1回、夕2回

12
月

横浜
神戸

Ｘmas グループサウンズ クルーズ

ブルー・コメッツの三原綱木、ザ・ワイルド・ワンズの鳥塚
しげき、植田芳暁、島英二、パープル・シャドウズの今井久、
ザ・ゴールデン・カップスのミッキー吉野ら、豪華メンバー
によって結成された「栄光のグループサウンズ THE G.S」
が飛鳥Ⅱに登場。それぞれの代表曲や、一世を風靡した名曲
の数々をお贈りします。

栄光のグループサウンズ
スペシャルステージ12/11 

客室S・Aのお客様には指定鑑賞エリアをご用意！＊
＊アルバトロスソサエティ プラチナメンバーのお客様にも指定鑑賞エリアをご用意します。
　客室Ｃ〜Ｋのお客様は自由席でお楽しみいただけます。

※写真はグループサウンズのイメージです。
出演者以外のグループのイメージも含まれます。

あの熱狂がよみがえる
クリスマスは思い出の名曲とともに
1960年代後半に一世を風靡し、
世 間に強 烈な印 象を与えた
グループサウンズ。懐かしいサウ
ンドに心躍らせながらクリスマス
ムードにあふれた飛鳥Ⅱをお楽
しみください。

カクテルを片手に語りあう
青春の日々
クルーズ中はグループサウンズをイメージした
スペシャルカクテルが登場します。
クルーズの夜の語らいのひとときは、カクテル
とともにどうぞ。シニア

割引

60歳以上のお客様には
お得な旅行代金でご参加いただけます。
※下船日に満60歳以上のご本人様が対象です。

（1958年12月12日までにお生まれの方） ※写真は全てイメージです。

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

シニア
割引

SPECIAL STAGE
Blue Comets

三原綱木
The Wild Ones

鳥塚しげき 植田芳暁
島英二
Purple Shadows

今井久
The Golden Cups

ミッキー吉野

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
シニア割引

適用後の旅行代金   83,000 100,000 116,000 120,000 184,000 235,000 419,000 
旅行代金 104,000 126,000 146,000 150,000 230,000 294,000 524,000 

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位／円）

グループサウンズ × 飛鳥Ⅱ

※出演者は変更となる場合がございます。
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※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合が
　ございます。神戸発 2018年12月13日（木）▶12月15日（土） 3日間

神戸スペシャルクリスマス ON ASUKAⅡ

神戸

森山良子
スペシャルステージ12/14 

今なお力強く美しい歌声を届け続ける森山良子。飛鳥Ⅱで過ごす
ロマンチックな夜にぴったりな、大人の魅力あふれるステージ
をお届けします。心震える名曲の数々をご堪能ください。

ASUKA'S SPECIAL

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

旅行代金 98,000 118,000 146,000 150,000 196,000 294,000 524,000 

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位／円）

神戸の飛鳥Ⅱ イメージ

月  日 発着スケジュール 入港 出港

12/13 木 神戸 ★クリスマスショー
　　   ★クリスマスディナー 17:00

14 金 クルージング 
★スペシャルステージ — —

15 土 神戸   　 9:00

 食事：朝2回、昼1回、夕2回

RYOKO MORIYAMA 
SPECIAL STAGE

12
月

横浜
神戸

客室S・Aのお客様には指定鑑賞エリアをご用意！＊
＊アルバトロスソサエティ プラチナメンバーのお客様にも指定鑑賞エリアをご用意します。
　客室Ｃ～Ｋのお客様は自由席でお楽しみいただけます。

1967年「この広い野原いっぱい」でデビュー。その後、ミリオンセラー「禁じら
れた恋」 をはじめ「涙そうそう」、「さとうきび畑」、「あなたが好きで」など、
数々のヒット曲を生み出す。透明感のある歌声と歌唱力で、名実ともに日本の
トップシンガーに。また歌手活動の傍ら、ラジオやテレビ番組への出演、
女優、声優などでも活躍。

Profile

※写真は全てイメージです。

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

クリスマスムード
たっぷりの3日間
大きなクリスマスツリーと船内デコレーション、
ショーなどすべてが特別な飛鳥Ⅱのクリスマス
クルーズ。飛鳥Ⅱ総料理長によるスペシャル
ディナーとともに、思い出に刻まれるひととき
をお過ごしください。

ロマンチックな夜の調べは
神戸の港からきらめく歌声とともに
洋上でクリスマスをお楽しみいただく特別なクルーズ。
神戸発着では森山良子が登場！ 澄んだ歌声でクルーズ
の夜をさらに盛り上げます。

Cスイート体験

客室Cスイートがお得！

■ 国内クルーズ

森 山 良 子 ×飛鳥Ⅱ
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ASUKA'S SPECIAL月  日 発着スケジュール 入港 出港

12/18 火 横浜 ★クリスマスショー
　　   ★クリスマスディナー 17:00

19 水 クルージング 
★スペシャルステージ — —

20 木 横浜   　 9:00

■ 国内クルーズ

横浜発 2018年12月18日（火）▶12月20日（木） 3日間

 食事：朝2回、昼1回、夕2回

12
月 横浜スペシャルクリスマス ON ASUKAⅡ

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合が
　ございます。

横浜

八代亜紀
スペシャルステージ12/19

圧倒的な歌唱力と豊かな表現力で、“演歌の女王”の呼び声
高い八代亜紀が飛鳥Ⅱに登場。今回は演歌にとどまらない
多彩なレパートリーで魅了します。大人の魅力が詰まった
華麗なステージを、間近で存分にお楽しみください。

客室S・Aのお客様には指定鑑賞エリアをご用意！＊
＊アルバトロスソサエティ プラチナメンバーのお客様にも指定鑑賞エリアをご用意します。
　客室Ｃ～Ｋのお客様は自由席でお楽しみいただけます。

1971年デビュー。「なみだ恋」「舟唄」等、数々のヒット曲を出し、1980年
「雨の慕情」で日本レコード大賞、2010年には文化庁長官表彰を受賞。
またフランス「ル・サロン」の永久会員になるなど画家としても活躍。

Profile

毎年違うデコレーション
飛鳥Ⅱのクリスマスはその年毎にテーマを
決めて船内の飾り付けをしています。乗船
しないとご覧いただけない特別な輝きに
どうぞご期待ください。

横浜港の飛鳥Ⅱ イメージ

AKI YASHIRO 
SPECIAL STAGE

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

旅行代金 98,000 118,000 146,000 150,000 196,000 294,000 524,000 

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位／円）

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

横浜からのクリスマスは
心に響く歌声に酔いしれて
横浜の夜景を後にして、洋上で繰り広げるスペシャル
クリスマスナイト。八代亜紀が登場し、飛鳥Ⅱのステージ
からムード溢れる大人のクリスマスをお贈りします。

Cスイート体験

客室Cスイートがお得！

※写真は全てイメージです。

八 代 亜 紀×飛鳥Ⅱ
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横浜発 2018年12月20日（木）▶12月22日（土） 3日間

冬の駿河 クリスマスクルーズ

月  日 発着スケジュール 入港 出港

12/20 木 横浜 17:00

21 金 清水 ★クリスマスディナー
　　　  ★クリスマスショー OP 8:00 17:00

22 土 横浜 9:00

 食事：朝2回、昼1回、夕2回

※富士山は天候によりご覧いただけない場合が
ございます。

12
月※天候、その他の事情により、

　航路が変更となる場合が
　ございます。

一年で最も美しい
冠雪の富士と駿河湾の絶景
比較的温暖で降水量が少なく、富士山
の美しさが際立つ静岡の冬。駿河湾から
は何にも遮られない雄大な富士山の姿
をたっぷりお楽しみいただけます。暖かな
船内から、またはオプショナルツアーで
景勝地から、さまざまな富士山の表情を
お楽しみください。
OP 静岡市東海道広重美術館を訪ねて ほか

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

旅行代金 84,000 101,000 117,000 120,000 184,000 236,000 420,000 

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位／円）

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

冬 空に輝く街 灯りと冠 雪の白
特 別なクリスマスは絶 景とともに

飛鳥Ⅱのクリスマス
クリスマスカラーに彩られた船内。毎年注目を集める
お菓子の家も、飛鳥Ⅱのパティシエがこの時期のために
船内でひとつひとつ心をこめて作り上げています。

臨床心理士・ハーブセラピスト
川内美登子のハーブ講座
心理学とハーブ植物療法を組み合わせた講座で評判の、川内美登子に
よるハーブ教室を開催。奥深いハーブの魅力をたっぷりとご紹介します。

臨床心理士・植物療法士。英国で植物療法全般の指導講習を修了し、英国王立ハーブ
協会の理事に就任予定。日本のハーブ第一人者であり、日本と英国の懸け橋となる

“日本のハーブ大使”として活動中。「心理学と融合したハーブ講座」が好評。

Profile

ASUKA'S SPECIAL

富士山と飛鳥Ⅱ イメージ

スイート
トリプル

2名様分の旅行代金 +21,000円で
スイートルームが３名様でご利用いただけます。

※客室Sはエキストラベッドにより、客室A・Cは備えつけのソファベッド
により3名様でご利用いただけます（一部客室を除く）。　

スイート
トリプル

清水

横浜

■ 国内クルーズ

※写真は全てイメージです。
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月  日 発着スケジュール 入港 出港

12/28 金 横浜 17:00
29〜31 土〜月 クルージング　　 　12/29 — —

1/1 火・祝
グアム

  N  OP 14:00 （停泊）
2 水 OP — 17:00

3 〜5 木〜土 クルージング　　 　    1/5 — —
6 日 横浜 14:00

 食事：朝9回、昼9回、夕9回

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる
　場合がございます。

※初日の出は、天候によりご覧いただけない
　場合がございます。
※写真は全てイメージです。

横浜発 2018年12月28日（金）▶2019年1月6日（日） 10日間

ニューイヤーグアムクルーズ

CRUISE POINT

グアム

日本の伝統的な年越しを
楽しむイベントが目白押し
カウントダウンパーティーで盛大に新
年を迎えたら、初日の出を拝み、おせ
ち料理を。獅子舞や書き初めなどお
正月ならではの催しをお楽しみくださ
い。さらに和太鼓や寄席などの伝統
芸能もご堪能いただけます。

一 年の始まりはまばゆく青い南の海へ
暖かな洋 上で迎える日本のお正月

12
月

バルコニー体験連休利用

子供
代金 シッター

ベビー

 （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

旅行代金 498,000
（398,000）

567,000
（453,000）

594,000
（475,000）

612,000
（489,000）

1,087,000
（869,000）

1,390,000 
 （1,112,000）

2,476,000
（1,980,000）

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉（　）は子供代金 （２歳以上12歳以下（小学生まで）） 客室D・Eバルコニーがお得！

海外旅行保険ご加入のすすめ 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。現地医療機関等での治療が必要となり緊急下船となった場合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。

※横浜・グアムでは出入国審査がございます。有効期限が2019年7月6日
以降の旅券（パスポート）が必要です。また、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と、機械読取式旅券でない場合に必要
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6日横浜では入国・税関審査の関係で下船にお時間を要します。帰路

（航空機・鉄道等）の手配をされるお客様はお時間に十分な余裕をお持ちください。

HAPPY
FAMILY

CRUI SE

横浜

グアム

スペイン文化が息づく
トロピカルアイランド、グアム
人気のリゾート、グアムには、スペ
イン統治時代に造られた街並み
や史跡が数多く残ります。

イメージ

OP 海中展望塔とイルカウォッチング ほか

グアム中心地（タモン地区）

1
月

■ 海外クルーズ

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

グループ

10％

冬休みの家族旅行はのんびりと南国へ
暮らすようにゆったり旅をするクルーズは、小さなお子様連れのご家族にぴったり。
お得な子供代金とグループ割引、ベビーシッタールームを設置したファミリーに嬉しいクルーズです。

クルーズライフをより華やかに演出するフォーマルナイトを予定しています。
※ドレスコードは変更となる場合がございます。日程表でご確認ください。

※ベビーシッタールームについて詳しくはP.42をご覧ください。※子供代金、グループ割引について詳しくはP.4・5をご覧ください。

フォーマルナイト

餅つき

獅子舞

カウントダウンパーティー

HAPPY
FAMILY

CRUI SE

シャトルバス（予定）
OP
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横浜
神戸

長崎

横浜

※天候、その他の事情により、航路が変更となる場合がございます。

※詳しくはP.22をご覧ください。

 （単位／円）

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは
200％の割増代金となります。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。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉
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

47,000 57,000 66,000 68,000
C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

104,000 133,000 236,000

 （単位／円）

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは
200％の割増代金となります。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。
※当クルーズではD3：ディートリプルの設定はございません。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉
K：ステート F：ステート E：バルコニー D：バルコニー

94,000 114,000 132,000 135,000
C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

207,000 265,000 472,000

月  日 発着スケジュール 入港 出港

1/7 月 横浜 11:00

8 火 神戸 10:00

対象クルーズ名 旅行代金

新春の横浜・神戸ワンナイトクルーズ 通常代金

神戸発 瀬戸内・九州 初春クルーズ（P.22） 連続乗船割引

月  日 発着スケジュール 入港 出港

1/22 火 長崎 15:00
23 水 クルージング — —

24 木 横浜 9:00

遠ざかる街 並みに見 送られ
ゆったりと語らう神 戸への旅

澄みわたる風が誘う
飛 鳥Ⅱの“ふるさと”から“母 港”への旅

横浜発 2019年1月7日（月）▶1月8日（火） 2日間 長崎発 2019年1月22日（火）▶1月24日（木） 3日間

 食事：朝1回、昼1回、夕1回
 食事：朝2回、昼1回、夕2回

■ 国内クルーズ ■ 国内クルーズ

新春の横浜・神戸
ワンナイトクルーズ

飛鳥Ⅱのふるさと
長崎・横浜クルーズ

横浜 長崎港の飛鳥Ⅱ イメージ

1
月

1
月

飛鳥クルーズ第5代船長
幡野保裕 船上トークショー
飛鳥Ⅱゆかりの地を結ぶクルーズでは、8年にわたり
飛鳥船長を務めた幡野保裕が、飛鳥、飛鳥Ⅱ

（クリスタル・ハーモニー）誕生の地長崎と飛鳥
クルーズとの深い繋がりについて、熱く語ります。

午前乗船で
クルーズの魅力を存分に
ランチタイムからゆったりとクルーズ
をお楽しみいただけます。午後の
ティータイムにはスイーツも。食事や
ショーはもちろん、お好きな場所で
飛鳥時間をご堪能ください。

押し絵展示紹介と教室
押し絵とは“貼り絵”に発すると言われる技法を
用い、立体感を持たせた工芸作品です。身近なもの
としてはお正月の羽子板があります。作品の展示に
加え、製作過程のご紹介と教室を開催します。

 　　　２クルーズ連続乗船でお得な割引
連続する２クルーズに続けて乗船すると割引代金が適用されるお得なプランです。

連続乗船プラン

連続乗船プラン

連
続
乗
船

CRUISE POINT

※天候、その他の事情により、航路が変更となる場合がございます。
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別府
佐世保

神戸

ビューポイント
瀬戸内海

月  日 発着スケジュール 入港 出港

1/8 火 神戸 17:00

9 水 瀬戸内海クルージング — —

10 木 別府 OP 8:00 14:30

11 金 佐世保 9:00

 食事：朝3回、昼2回、夕3回

■ 国内クルーズ

神戸発 2019年1月8日（火）▶1月11日（金） 4日間

神戸発 瀬戸内・九州 初春クルーズ

CRUISE POINT

瀬戸内海を航行する飛鳥Ⅱ イメージ 

瀬戸内海クルージング
神戸を出港したら瀬戸内海を通航し、
別府へ。瀬戸内海の多島美をご覧い
ただけます。瀬戸大橋や因島大橋な
どの橋を下から見上げるダイナミック
な体験は、船旅ならではです。

島々が織りなす瀬 戸 内の美 景とともに
九 州でくつろぐ船 旅はじめ

1
月

※瀬戸内海の航路は天候・交通等の事情により決ま
るため、写真の景観とは異なる場合がございます。

温泉の町、別府へ
「海地獄」や「血の池地獄」などの個性的
な温泉めぐりで知られる日本有数の温泉地。
全国の八幡宮の総本社であり、日本三大八幡
のひとつに数えられる宇佐神宮へ足を延ば
すこともできます。

OP 宇佐神宮参拝  ほか
鉄輪（かんなわ）温泉付近

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合が
　ございます。

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
連続乗船割引

適用後の旅行代金 127,000 154,000 178,000 183,000 280,000 357,000 637,000
旅行代金 141,000 171,000 198,000 203,000 311,000 397,000 708,000

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位／円）

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

別府温泉 OP

因島大橋 イメージ

宇佐神宮

ビューポイント  瀬戸内海

連続乗船プラン

対象クルーズ名 旅行代金

新春の横浜・神戸ワンナイトクルーズ（P.21） 通常代金

神戸発 瀬戸内・九州 初春クルーズ  連続乗船割引

　　　　　　２クルーズ連続乗船でお得な割引
連続する２クルーズに続けて乗船すると割引代金が適用される
お得なプランです。

連続乗船プラン

連
続
乗
船

OP

1/10

1/9

シャトルバス（予定）

※客室番号のご希望は承れませんが、2クルーズの客室を同カテゴリーで
お申し込みの場合、同じ客室をご用意します。但し、客室の空き状況により、
ご希望にそえない場合もございます。
※神戸港停泊中は船内施設の営業時間が限られます。また、船内の催し物
は夕刻頃からとなりますので日中は散策などをお楽しみください。外出
されない場合の昼食は船内でご用意します。詳細は乗船時にご案内します。 
※夜のプロダクションショーは、同演目となる場合がございます。
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客室タイプ K：ステート F：ステート E：バルコニー D：バルコニー  C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

旅行代金 94,000 114,000 132,000 135,000 207,000 265,000 472,000

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位／円）

1
月

近鉄四日市駅

月  日 発着スケジュール 入港 出港

1/24 木 横浜 16:00

25 金 四日市 OP 8:00 17:00

26 土 横浜 9:00

 食事：朝2回、昼1回、夕2回

独自の風 土が育んだ
伊勢国の歴史と美食の地へ

CRUISE POINT

2019年1月24日（木）▶1月26日（土） 3日間

美
うま

し国 三重の絶品グルメを堪能する
オプショナルツアー

全国に誇る三重県の名産をお召し上がりいただ
けるオプショナルツアーをご用意。本場の味をご
堪能ください。

新春の伊勢クルーズ ※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合が
　ございます。

写真提供：和田金　イメージ

横浜発

四日市

横浜

1/25

この他、四日市は滋賀、愛知へのアク
セスも良く、観光拠点としても注目の
寄港地です。

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。
※当クルーズではD3：ディートリプルの設定はございません。

●松阪 和田金の「寿き焼き」と伊勢神宮
明治11年創業の老舗「和田金」で、松阪牛のすき
焼きをお召し上がりいただくツアー。また天照大御神
を祀る伊勢神宮内宮へもご案内します。
●桑名のはまぐり料理と熱田神宮
桑名市名産の大きな天然はまぐりを、地元ならでは
の料理でご堪能いただきます。さらに名古屋まで足
を延ばし、三種の神器のひとつ「草薙神剣」を祀る
熱田神宮をお参りします。

水平線を見つめて
心ほぐれる
至福の時
最上階のグランドスパは、
海と空のパノラマを湯船
からお楽しみいただけます。
少しずつ明るくなる早朝
の光景もおすすめです。グランド・スパ

写真提供：魚重楼　イメージ

1/25

みちびきの神、猿田彦大神を祀る古社へ連絡バスでご案内。
1年のお導き祈願にお参りいただけます。

クルーズ特典
OP オプショナルツアー（一例）

※不参加もしくは万一、催行中止の場合でも他オプショナルツアーへ
の振替や相当額の補償はありません。

伊勢国一の宮 椿大神社 
連絡バス

特典

伊勢神宮 宇治橋 OP

伊勢神宮 内宮 OP

シャトルバス（予定）

■ 国内クルーズ

OP

OP
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4
月

洋 上で出 会う新しい季 節の輝き

飛鳥Ⅱの春クルーズ

空の色や海の色、潮風のぬくもりに

移ろう季節を感じていただける船の旅。

春の気配に満ちた飛鳥Ⅱとともに出かけませんか。

この時期だけの特別な旅をお楽しみください。

3
月

横浜発 2019年3月2日（土）▶3月3日（日） 2日間

■ 国内クルーズ

ひなまつり横浜ゆったり
ワンナイトクルーズ

週末利用

※天候、その他の事情により、航路が変更となる場合がございます。

 （単位／円）旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉

旅行代金
K：ステート F：ステート E：バルコニー

52,000 63,000 73,000
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

75,000 115,000 147,000 262,000

レディース割引
適用後の旅行代金

K：ステート F：ステート E：バルコニー

47,000 57,000 66,000
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

68,000 104,000 132,000 236,000

 食事：朝1回、昼1回、夕1回

横浜月  日 発着スケジュール 入港 出港

3/2 土 横浜 11:00

3 日 横浜 9:30

レディース
割引

スイート
トリプル

3
月

春の訪れを楽しむ美食
飛鳥Ⅱ総料理長による春の日ディナー

季節を船内でも感じていただけるよう、この時期だけの
特別ディナーをご用意しました。色彩で、味わいで、一皿
一皿に込められた華やかな季節をご堪能ください。

名古屋
神戸

 （単位／円）旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉
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

47,000 57,000 66,000 68,000
C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

104,000 133,000 236,000

神戸発 2019年4月7日（日）▶4月8日（月） 2日間

■ 国内クルーズ

春の神戸・名古屋
ワンナイトクルーズ

※天候、その他の事情により、航路が変更となる場合がございます。

 食事：朝1回、夕1回

月  日 発着スケジュール 入港 出港

4/7 日 神戸 17:00

8 月 名古屋 10:00

スイート
トリプル DINNER

春日の日
4
月

DINNER
春日の日

※3月２日から４月１6日までの期間、各クルーズ中１回ご提供いたします。
　区間乗船の場合、ご提供できない場合がございます。

春の日ディナー

飛鳥Ⅱのひなまつり

ひなまつりクルーズでは雛人形を飾り、船内も
華やかに。日本の四季の節目を感じてい
ただけます。

DINNER
春日の日
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※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

※写真は全てイメージです。実際のメニューとは異なる場合がございます。

 （単位／円）旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉
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

94,000 114,000 132,000 135,000
C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

207,000 265,000 472,000

■ 国内クルーズ

3
月

月  日 発着スケジュール 入港 出港

3/7 木 名古屋 17:00

8 金 クルージング — —

9 土 博多 9:00

※天候、その他の事情により、航路が変更となる場合がございます。

 食事：朝2回、昼1回、夕2回

スイート
トリプル

4
月

名古屋発 2019年3月7日（木）▶3月9日（土） 3日間

春の名古屋・博多クルーズ

博多

名古屋

春クルーズ限定メニューも登場！

DINNER
春日の日

月  日 発着スケジュール 入港 出港

4/24 水 博多 17:00

25 木 クルージング — —

26 金 東京 8:30

 （単位／円）旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉
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

94,000 114,000 132,000 135,000
C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

207,000 265,000 472,000

■ 国内クルーズ

※天候、その他の事情により、航路が変更となる場合がございます。

 食事：朝2回、昼1回、夕2回

ASUKA'S SPECIAL

進藤学のオチョエクササイズ
「オチョ」とはスペイン語で「8」の意味。８の字を
意識した動きで、どなたでも簡単にできるエクサ
サイズです。健康で美しいカラダを手に入れましょう。

アルゼンチンタンゴダンサーを経て2005年俳優デビュー。
2013年に書籍「オチョダイエット」が話題になり、全国の
カルチャースクールで人気講師として活躍中。

Profile

ASUKA'S SPECIAL

ベリーダンサーmimiのエクササイズ教室
チャーミングでありながら妖艶な魅力を持つ
ベリーダンスを取り入れたエクササイズで「芯の
あるしなやかなカラダ」を目指しましょう。

幼少からモダンダンスを始め、モダンバレエ、ヨガ、ペル
ヴィスワーク等経験しているベリーダンス講師、フェミミン
主宰。エジプシャンダンサーMokaに師事。

Profile

春の博多・東京
クルーズ

4
月 スイート

トリプル

横浜
名古屋

2019年4月11日（木）▶4月12日（金） 2日間名古屋発

 （単位／円）旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉
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

47,000 57,000 66,000 68,000
C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

104,000 133,000 236,000

■ 国内クルーズ

春の名古屋・横浜
ワンナイトクルーズ

※天候、その他の事情により、航路が変更となる場合がございます。

 食事：朝1回、夕1回

月  日 発着スケジュール 入港 出港

4/11 木 名古屋 17:00

12 金 横浜 9:30

DINNER
春日の日

2名様分の旅行代金 +Kステートの
25％相当額でスイートルームが３名様
でご利用いただけます。

※客室Sはエキストラベッドにより、客室A・Cは備えつけのソファ
ベッドにより3名様でご利用いただけます（一部客室を除く）。

スイート
トリプル

女性のお客様は
お得な旅行代金で
ご参加いただけます。

レディース
割引

お得なキャンペーン

2019年4月24日（水）▶4月26日（金） 3日間博多発

博多

東京

スイーツ カクテル 春御膳（ランチ）
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名古屋

高知

月  日 発着スケジュール 入港 出港

3/4 月 名古屋 17:00

5 火 高知 OP 10:30 17:00

6 水 クルージング 
★スペシャルステージ — —

7 木 名古屋 9:00

 食事：朝3回、昼2回、夕3回

※高知城では利用料が別途必要になります。

■ 国内クルーズ

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合がございます。2019年3月4日（月）▶3月7日（木） 4日間

名古屋発着 春うらら 土佐クルーズ

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

旅行代金 125,000 152,000 165,000 169,000 276,000 353,000 629,000

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位／円）

高 知のぬくもりに触れ
洋 上で愉しむ春の訪れ

3
月

幕末の志士たちも見つめた
高知の絶景と名所へ

「よさこい踊り」発祥の高知は、よさこい節
にも唄われている景勝地、桂浜や高知城な
ど見どころも豊富。オプショナルツアーでは
代表的な観光名所を訪れることができます。

よさこい節で唄われた はりまや橋

OP 貸切路面電車でめぐる高知 ほか
高知城付近

名古屋発

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

桂浜 OP

バルコニー体験

DINNER
春日の日

ASUKA'S SPECIAL

客室D・Eバルコニーがお得！

八神純子
スペシャルステージ

シンガーソングライター八神純子が、故郷・愛知発着のクルーズに
登場。伸びやかな歌声で、名曲の数々をドラマチックに歌い
上げます。

3/6

3/5

Junko Yagami
SPECIAL STAGE

土佐グルメを船内で
船内でも寄港地の魅力をご堪能
いただけるよう、ディナーには地
元で獲れた魚や名産・文旦など

「高知のえいもん、おいしいもん」を
取り入れたメニューをご用意します。

高知歓迎イベント
岸壁でよさこい踊りを披露。本場の踊り
を見ながらお祭り気分を味わえます。

※天候その他の事情により歓迎イベントは
変更や実施されない場合がございます。

3/5

よさこい踊り イメージ

シャトルバス（予定）

客室S・Aのお客様には指定鑑賞エリアをご用意！＊
＊アルバトロスソサエティ プラチナメンバーのお客様にも指定鑑賞エリアをご用意します。
　客室Ｃ～Ｋのお客様は自由席でお楽しみいただけます。

1978年「思い出は美しすぎて」でデビュー。「みずいろの雨」「パープル タウン
～ You Oughta Know By Now」など数々のヒット曲を生み出す。一時中断
した音楽活動を2011年より再開、各地でコンサートを行っている。

Profile
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奄美大島の飛鳥Ⅱ イメージ

ダイナミックな奄 美 大 島の自然と
琉 球 王 国の面 影に出 会う南への春 旅

3
月

鹿児島

那覇

古仁屋
（奄美大島）

博多

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合が
　ございます。2019年3月9日（土）▶3月13日（水） 5日間博多発 那覇発

月  日 発着スケジュール 入港 出港 コース

3/9 土 博多 17:00
10 日 クルージング — —
11 月 那覇 OP 8:00 17:00

12 火  古仁屋
 （奄美大島）

OP
8:00 17:00

13 水 鹿児島 10:00
 食事：Aコース＝朝4回、昼3回、夕4回 Bコース＝朝2回、昼1回、夕2回 

Cコース＝朝2回、昼1回、夕2回
※3月12日古仁屋では、上陸用ボートでの上陸予定です。天候によっては上陸
できない場合がございます。なお、安全確保のため車いすでの上陸用ボート
への乗船はできませんので、あらかじめご了承ください。

A B

C

A
B
C

3/9（土） 博多発 ▶ 3/13（水） 鹿児島着 4泊5日
3/9（土） 博多発 ▶ 3/11（月） 那覇着 2泊3日
3/11（月） 那覇発 ▶ 3/13（水） 鹿児島着 2泊3日

 （単位／円）旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉

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

旅行代金
Aコース 167,000 202,000 219,000 225,000 368,000 471,000 839,000
Bコース 84,000 101,000 117,000 120,000 184,000 236,000 420,000
Cコース 84,000 101,000 117,000 120,000 184,000 236,000 420,000

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

自然と文化、それぞれの
世界に誇る遺産群
2018年夏に世界自然遺産登録を目
指す奄美大島は、希少な生物が生息
し、太古のままの森林や澄んだ海な
どの大自然が魅力。
2000年に登録された沖縄・那覇の
世界文化遺産、琉球王国のグスク

（城）群とともにオプショナルツアー
で日本の貴重な遺産を巡ります。

未来の世界遺産を訪ねる旅へ

OP首里城OP奄美  マングローブ

博多発 沖縄・奄美スプリングクルーズ
バルコニー体験

Aコースは客室D・Eバルコニーがお得！

琉球王国の首都、那覇と
自然美が魅力の奄美・古仁屋

離島独自の自然と文化を楽しむ
船旅。島時間に触れゆったりとした
クルーズライフをお過ごしください。

OP 那覇  琉球王国のグスクめぐり ほか
古仁屋  奄美大島南部半日観光 ほか

DINNER
春日の日

ASUKA'S SPECIAL

イメージ

3/10

通船

シャトルバス（予定）

■ 国内クルーズ

麻倉未稀 ＆ 庄野真代
スペシャルステージ

90年代の人気歌番組で誕生したゴールデンコンビが登場。
極上のハーモニーで紡ぐ名曲の数 を々お聴き逃しなく。

麻倉未稀 1981年デビュー。「ヒーロー」など数々のヒット曲で知られる。
ポップス、ジャズ、クラシックなど幅広く歌いこなす。
庄野真代 1976年デビュー。「飛んでイスタンブール」などのヒット曲で
知られるほか、NPO法人「国境なき楽団」の代表理事としても活躍。

Profile

※Aコースのみ

那覇 国際通り付近
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■ 国内クルーズ

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合が
　ございます。

鹿児島発 春の土佐・神戸クルーズ3
月

高知の歴史と
文化を満喫

坂本龍馬を輩出した高知は、太平洋に
面し、仁淀川など美しい清流が流れ、
豊かな食文化が生まれた街です。
高知城や桂浜など名所観光のほか、
よさこい鑑賞など高知の魅力を感じて
いただけるオプショナルツアーを計画
しています。

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

旅行代金 94,000 114,000 132,000 135,000 207,000 265,000 472,000

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位／円）

月  日 発着スケジュール 入港 出港

3/13 水 鹿児島 17:00

14 木 高知 OP 10:00 17:00

15 金 神戸 9:00

CRUISE POINT

高知城歴史博物館

写真提供：得月楼　皿鉢料理  イメージ

OP

OP

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

DINNER
春日の日

幕 末の志 士に想いを馳せて
薩 摩から土 佐をめぐる春 紀 行

 食事：朝2回、昼1回、夕2回

神戸

高知

鹿児島

2019年3月13日（水）▶3月15日（金） 3日間鹿児島発

高知城付近

桂浜 坂本龍馬像 OP

※高知城では利用料が別途必要になります。

高知城

鹿児島港の飛鳥Ⅱ イメージ

楽しみが広がる移動型クルーズ
桜島と錦江湾の雄大な景色が見事な鹿児島から歴史あ
る港町を結ぶ2泊3日のクルーズ。寒さが和らぎ、行楽へ
でかけるのも楽しくなるこの季節。乗船前や下船後にご
自身でお好みの観光を組み込めるのも移動型クルーズな
らではの過ごし方です。

●土佐名料亭「得月楼」の
  皿鉢料理とよさこい鑑賞

「陽暉楼」のモデルとなった料亭「得月楼」
にて土佐名物皿鉢料理を含む会席料理と
「よさこい」の観覧をお楽しみください。
●高知市内観光と土佐芸妓踊り鑑賞
高知城と高知城歴史博物館を見学します。
お食事は土佐芸妓の芸とともにお楽しみ
ください。

OP オプショナルツアー（一例）

シャトルバス（予定）

3/14
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神戸

細島（日向） 3
月

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

旅行代金 99,000 120,000 139,000 143,000 219,000 280,000 498,000

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位／円）

道の駅 日向

月  日 発着スケジュール 入港 出港

3/15 金 神戸 17:00

16 土 細島（日向） OP 9:00 17:00

17 日 神戸 9:30

 食事：朝2回、昼1回、夕2回

美しき山々と黒 潮の恵みあふれる日向で
週 末 、神 秘の絶 景に出 会う

CRUISE POINT

2019年3月15日（金）▶3月17日（日） 3日間

一度は訪れたい神秘的な
宮崎の景勝地へ

断崖や複雑な海岸線、白砂のビーチ
など、自然の迫力と美しさを堪能でき
る日向。名瀑・真名井の滝で知られる
高千穂峡や、鬼の洗濯板と呼ばれる
隆起海底が見られる青島などの名所
へはオプショナルツアーでご案内
します。

神戸発着 日向ウィークエンドクルーズ ※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合が
　ございます。神戸発

青島神社

クルスの海

OP

OP

高千穂峡 OP

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

週末利用

●高千穂峡と天岩戸伝説を訪ねて
高千穂峡と、天照大御神がお隠れになったとさ
れる洞窟「天岩戸」を祀る神社を訪れます。

●日向市内半日観光
江戸時代の廻船問屋の建物が残る美々津
やクルスの海などの見所をめぐります。

●海幸山幸神話の地 青島神社
天然記念物・青島を訪れ、神話でなじみの
神 を々祀る神社を参拝します。

OP オプショナルツアー（一例）

天安河原 OP

DINNER
春日の日

神戸から春の宮崎へ週末旅
日中には暖かさを感じられる三月半ばの宮崎へ2泊3日
の気軽な日程でお楽しみいただけるクルーズ。寄港地での
観光はもちろんのこと、早めに船内へ戻られた方には陽光
が射し込むパームコートでティータイムもおすすめです。

シャトルバス（予定）

■ 国内クルーズ

3/16

ティータイム イメージ
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神戸

横浜

常陸那珂

月  日 発着スケジュール 入港 出港

3/17 日 神戸 17:00

18 月 クルージング 
★スペシャルステージ — —

19 火 常陸那珂 OP 8:00 17:00

20 水 横浜 9:00

 食事：朝3回、昼2回、夕3回

■ 国内クルーズ

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合がございます。2019年3月17日（日）▶3月20日（水） 4日間

神戸発 陽春のひたち・横浜クルーズ

常陸那珂から日本有数の花の名所へ
常陸那珂からはオプショナルツアー等で日本三名園のひとつ、水戸
の偕楽園へ。梅まつり期間中（予定）には約100種3000本の梅が
順 に々開花し、庭園を彩ります。また、シャトルバスで菜の花のじゅう
たんが広がる国営ひたち海浜公園へもおでかけいただけます。

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

旅行代金 139,000 171,000 198,000 203,000 264,000 397,000 708,000

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位／円）

春の訪れに心 躍る常 陸 那 珂へ
船 旅は懐かしの歌とともに

3
月

ゆかり・ミエ・まり
3人娘スペシャルステージ

1963年に結成し、国民的アイドルとなった
3人娘のスペシャルステージ。数々のヒット曲
や懐かしの名曲をお贈りします。

神戸発

国営ひたち海浜公園OP 偕楽園梅まつり見学 ほか

ASUKA'S SPECIAL

3/18 

1958年デビュー。大ヒット曲「小指
の思い出」で日本レコード大賞歌唱
賞を受賞。「恋のしずく」「知らな
かったの」などヒット曲多数。

伊東ゆかりProfile Profile

1962年「可愛いベイビー」でデビュー。
豊かな表現力と洒落たトークに定評
があり、映画やドラマ、バラエティー
など、マルチに活躍。

Profile 中尾ミエ
1962年デビュー。「逢いたくて逢いた
くて」「夢は夜ひらく」「何も云わないで」
などがミリオンセールスを記録。実力
派シンガーとして幅広く活躍中。

園まり

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

客室S・Aのお客様には
指定鑑賞エリアをご用意！＊

＊アルバトロスソサエティ プラチナメンバーのお客様 
　にも指定鑑賞エリアをご用意します。客室Ｃ～Ｋの
　お客様は自由席でお楽しみいただけます。

国営ひたち海浜公園

3人娘
SPECIAL STAGE

※国営ひたち海浜公園では入園料が別途必要になります。

客室Cスイートがお得！

※花は、気象状況などによりご覧いただけない場合がございます。

Cスイート体験

※水戸の梅まつりは例年2月半ばから3月末まで開催しています。
※花は、気象状況などによりご覧いただけない場合がございます。  偕楽園 OP

DINNER
春日の日

3/19 

飛鳥Ⅱで春の味わいを
早くも船内が春色に染まる3月の船旅。
旬の食材をふんだんに使ったスイーツや目にも華やかな
特別メニューで春を感じていただけます。

シャトルバス（予定）春の日ディナー デザート イメージ 春御膳（ランチ） イメージ
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神戸

横浜

常陸那珂 横浜

小豆島

日高（和歌山）

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合が
　ございます。

3
月

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

旅行代金 188,000 227,000 263,000 270,000 414,000 530,000 944,000

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位／円）

月  日 発着スケジュール 入港 出港

3/20 水 横浜 17:00

21 木・祝 クルージング — —

22 金 小豆島 OP 8:00 17:00

23 土 日高（和歌山） OP 8:00 13:00

24 日 横浜 9:00

 食事：朝4回、昼3回、夕4回
※3月22日小豆島では、上陸用ボートでの上陸予定です。天候によっては上陸
できない場合がございます。なお、安全確保のため車いすでの上陸用ボート
への乗船はできませんので、あらかじめご了承ください。
※桜は、気象状況などによりご覧いただけない場合がございます。

穏やかな瀬 戸 内のきらめきと
日高の古 刹に揺れる花 影を求めて

2019年3月20日（水）▶3月24日（日） 5日間

春の休日 小豆島・紀州日高クルーズ
横浜発

　※道成寺では例年3月下旬は入相桜（エドヒガン）が見頃となります。桜は、気象状況などによりご覧いただけない場合がございます。 道成寺

ASUKA'S SPECIAL

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

OP 寒霞渓とオリーブ公園 ほか

瀬戸内の風土を
楽しむ

日本のオリーブ栽培発祥の地、小豆島
では、瀬戸内海を見おろす風光明媚な
オリーブ公園の散策がおすすめです。

通船

グループ

10％

東京混声合唱団スペシャルステージ
選抜メンバー10名による特別編成の声楽アンサン
ブル。大編成とはひと味違うアンサンブルの魅力
を、多彩なレパートリーでお楽しみいただけます。

1956年創設の日本を代表するプロフェッショナル合唱団。
国内外での年間100回超の公演やテレビ、ラジオに出演。

外交評論家 岡本行夫 講演会
世界の海を回り、撮影し
た海中写真がメディアで
数多く紹介されている岡本
行夫氏が、世界の海の魅力
を写真でご紹介します。
後半は、激動の国際情勢
の今を語ります。

1968年外務省入省、91年退官。政府関係機関、企業への助言
活動のほか、外交評論家として執筆・講演・メディアなどで活躍中。

ProfileProfile

大切なお仲間と特別な船旅を
6名様以上のグループでのご乗船でお得に

なる割引をご用意。門出を迎えるこの時期は、大切なご友人
たちと洋上でとっておきの思い出を作られてはいかがでしょうか。

初寄港

オリーブ公園 OP

DINNER
春日の日

グループ
割引10%

3/22 

■ 国内クルーズ

※詳しくはP.4をご覧ください。

※クルーズお申し込み時に「飛鳥Ⅱ 卒業祝希望」と旅行会社へお申し
出ください。詳細はお申し込みのお客様に別途ご案内いたします。

● 船内で卒業のお祝いイベントを開催

晴れの日を飛鳥Ⅱで〜卒業祝〜 事前申し込み/
定員制

募集予定数 15組様
対 象 2019年3月に卒業（小学校以上）される方を含む
　　 グループの方。

　　  　　   桜咲く道
どう

成
じょう

寺
じ

や白浜の絶景へ
熊野古道の通る御

ご
坊
ぼう

市の日高港に飛鳥Ⅱが初寄港。
歌舞伎や文楽などで知られる安珍清姫伝説のある道成寺、
千畳敷の海岸にそそり立つ三段壁が見事な白浜を訪れる
こともできます。
OP 白浜めぐり ほか 道成寺付近

※天候その他の事情により、歓迎イベントは変更や実施されない場合がございます｡

初寄港記念！ 日高港歓迎イベント
地元の方 の々ご好意により、伝統芸能や名産の振る舞い
などの歓迎イベントが開催される予定です。

初寄港3/23

シャトルバス（予定）
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種子島

鹿児島

姫路

長崎

横浜

■ 国内クルーズ

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合がございます。

2019年3月24日（日）▶4月1日（月） 9日間

九州・姫路 春めぐりクルーズ

※花は、気象状況によりご覧いただけない      場合がございます。  ©️ハウステンボス

3
月

横浜発 長崎発

春の色 彩あふれる九 州・関 西へ
豊かな文 化と遥かなる歴 史に想いを馳せる

姫路 歓迎イベント
姫路では停泊し、夜には花火の打ち上げが予定されています。

月  日 発着スケジュール 入港 出港 コース

3/24 日 横浜 17:00
25 月 クルージング — —

26 火 鹿児島 OP 8:00 17:00
27 水 長崎 OP 8:00 17:00
28 木 種子島 OP 8:00 17:30
29 金

姫路
N  18:00 （停泊）

30 土 OP — 17:00
31 日 クルージング — —

4/1 月 横浜 9:00

A
B
C

3/24（日） 横浜発 ▶ 4 / 1（月） 横浜着 8泊9日
3/24（日） 横浜発 ▶ 3/27（水） 長崎着 3泊4日
3/27（水） 長崎発 ▶ 4 / 1（月） 横浜着 5泊6日

A B

C

アスカクラブ

特別割引
20％

アスカクラブ会員様向けに20％割引の
特別代金が設定されたクルーズです。

（Aコースのみ。Sロイヤルスイート、Kステートは対象外）
※ご予約の際にアスカクラブ会員である旨を旅行会社へお伝えい
ただき、割引券をご提出ください。

九州と姫路、花の名所と
世界遺産をめぐる

大浦天主堂見学
2018年夏に世界文化遺産登録を目指す

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連
遺産」を訪ねるオプショナルツアーをご用意。
日本に現存する最古のキリスト教建築、大浦
天主堂などをご覧いただきます。

OP

大浦天主堂 OP

3/27 長崎

未来の世界遺産を訪ねる旅へ

※天候その他の事情により歓迎イベントは変更や実施されない場合
がございます。

旧グラバー住宅と飛鳥Ⅱ イメージ

桜に彩られた世界遺産や
カラフルなチューリップが咲き誇る
オランダ風の街並みなど、
この時期だけの
美しい風景に出会える
9日間の船旅にお連れします。

3/29

DINNER
春日の日

世界遺産・国宝 姫路城 
一般開門前優先入城　

築城当時の姿を今に残す姫路城は、その
美しさから「白鷺城」とも呼ばれ、世界各地
から多くの観光客が訪れています。今回
飛鳥Ⅱ乗船のお客様は、混み合う一般
開門の前に優先的に入城し、桜が彩る
姫路城をご覧いただけます。
※オプショナルツアーの出発時刻は８時前となります。

OP

写真提供：姫路市　姫路城 OP

3/30

アスカクラブ
20%特別割引

 食事：Aコース=朝8回、昼7回、夕8回 Bコース=朝3回、昼2回、夕3回 
Cコース=朝5回、昼4回、夕5回
※花は、気象状況などによりご覧いただけない場合がございます。
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種子島

鹿児島

姫路

長崎

横浜

※花は、気象状況によりご覧いただけない      場合がございます。  ©️ハウステンボス OP

※花は、気象状況によりご覧いただけない場合がございます。 仙巌園 OP

海岸線とロケット発射場遠望 OP
※桜は、気象状況によりご覧いただけない場合がございます。

写真提供：姫路市　姫路城 OP

鹿児島

種子島

長崎 姫路

仙巌園と城山展望台　ほかOP

幕末の志士を多く輩出した薩摩藩の
お膝元。当主島津光久によって造園さ
れた仙巌園は、桜島の借景が見事な
庭園です。

鹿児島

鹿児島市内中心地

3/26

ハウステンボス連絡バス  ほかOP 白鷲城と烏城 両めぐり  ほかOP

鎖国時代に開かれ独自の文化が息づ
く長崎からは遺構が多く残る市内の散
策のほか、約700種100万本のチュー
リップが咲くハウステンボスに足を延
ばせます。

長崎3/27

種子島ひとめぐり、
屋久島1日観光　ほか

OP

鉄砲伝来とロケットの打ち上げで知ら
れる島。オプショナルツアーでは世界
遺産・屋久島の自然をご堪能いただけ
ます。

種子島3/28

日本で初めて世界文化遺産に登録さ
れた国宝・姫路城が見守る町。姫路城
優先入場のほか、漆黒の城・岡山城と
ともに見学できるオプショナルツアーを
予定しています。

姫路

JR姫路駅付近（3/30のみ）

3/29
3/30

ASUKA'S SPECIAL

J
ジル

ILLE スペシャルステージ

九州・宮崎出身のシンガー
JILLEが飛鳥Ⅱに登場。
伸びやかで力強い歌声と
確かな歌唱力で、海外で
も高い評価を得る圧巻の
ステージをお楽しみください。

幼い頃から洋画や洋楽に触れ、インディーズ時代には英詞
カバー楽曲をSNSに投稿し注目を浴びる。2012年メジャー
デビュー。2015年、第5回香港アジアポップミュージックフェス
ティバルで3冠に輝いた。

Profile

長崎～横浜乗船区間
桜

サクラメン
men スペシャルステージ

尺八、和太鼓、津軽三味線、筝の若手和楽器演奏家
によるユニット「桜men」がお贈りする、和楽器の
新たな魅力に出会えるステージです。

和楽器界で活躍する男性若手集団。番組出演や有名アーティスト
との共演、名誉ある賞を受賞する等、多岐にわたり活動中。国内
外のイベントに呼ばれているほか、和楽器のみならずジャンルを
超えて活躍している。

Profile

横浜～姫路乗船区間

「レストラン タテルヨシノ」オーナーシェフ
吉野建のスペシャルディナー

故郷鹿児島の自然風土の
ような、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
まで引き出す吉野建の華麗
な一皿をご堪能ください。

1997年パリで開店した「ステラ マリス」が『ミシュランガイド・
フランス2006年度版』で一つ星を獲得したほか、「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
一つ星を獲得。2010年フランス政府より農事功労章を叙勲。

Profile

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

 （単位／円）旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉

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

旅行代金

Aコース 416,000 504,000 584,000 600,000 920,000 1,176,000 2,096,000

Bコース 156,000 189,000 219,000 225,000 345,000 441,000 786,000

Cコース 260,000 315,000 365,000 375,000 575,000 735,000 1,310,000

3/31

シャトルバス（予定）
シャトルバス（予定）
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岩国

高知

神戸

月  日 発着スケジュール 入港 出港

4/3 水 神戸 17:00

4 木 クルージング — —

5 金 岩国 OP 8:00 17:00

6 土 高知 OP 9:00 17:00

7 日 神戸 9:00

 食事：朝4回、昼3回、夕4回

■ 国内クルーズ

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合が
　ございます。2019年4月3日（水）▶4月7日（日） 5日間

神戸発着 岩国・土佐 春紀行クルーズ

維新の立役者達を
生んだ高知へ

坂本龍馬ら明治維新の主役達を輩出
した町。山内一豊が築城し、江戸時
代中期に再建された天守閣が今も
残る高知城は国の重要文化財です。

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

旅行代金 208,000 252,000 292,000 300,000 460,000 588,000 1,048,000

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位／円）

五 連のアーチに花 霞かかる頃
幕 末の面 影 残る岩 国と高 知へ

4
月

　※錦帯橋の桜は例年３月下旬から４月上旬が見頃となります。桜は、気象状況などによりご覧いただけない場合がございます。 錦帯橋

神戸発

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

4/4

4/6

※桜は、気象状況などによりご覧いただけない場合がございます。

※高知城では利用料が別途必要になります。

OP 桂浜と高知城歴史博物館　ほか
高知城付近

ASUKA'S SPECIAL

ベイビー・ブー 
スペシャルステージ

正統派コーラスグループのDNAを受け継ぐ
ベイビー・ブーが、飛鳥Ⅱに登場します。個性豊
かなメンバーが生み出す繊細で柔らかなハー
モニーをお聴き逃しなく。

2002年メジャーデビュー。2011年から新宿の「うたごえ喫茶ともしび」に通い始め、うたごえ喫茶アルバムを
3作発売。テレビ番組出演のほか、「日本武道館で一万人の大合唱祭を行う」を目標に全国公演を行っている。また、
ボニージャックスとのコーラスユニットの結成や、由紀さおりのコンサートにバックコーラスとして参加もしている。

Profile

ASUKA'S SPECIAL

アスカクラブ会員様向けに20％割引
の特別代金が設定されたクルーズです。

（Sロイヤルスイート、Kステートは対象外）
※ご予約の際にアスカクラブ会員である旨を旅行会社へお伝えい
ただき、割引券をご提出ください。

アスカクラブ

特別割引
20％

DINNER
春日の日

錦帯橋高知城

4/5

※錦帯橋では入橋料が別途必要となります。

OP 宮島と広島観光　ほか
錦帯橋付近

岩国の名勝、錦帯橋と
桜の風景美を訪ねて

長州藩とともに幕末の志士を輩出した岩国
では、錦川に架かる見事な木組みの橋、
錦帯橋付近までシャトルバスを運行します。

シャトルバス（予定）

シャトルバス（予定）

アスカクラブ
20%特別割引
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名古屋

堺

小松島
（徳島）

岩国

高知

神戸

月  日 発着スケジュール 入港 出港

4/8 月 名古屋 17:00

9 火 小松島（徳島） OP 8:00 17:00

10 水 堺 OP 8:00 17:00

11 木 名古屋 10:00

 食事：朝3回、昼2回、夕3回

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合が
　ございます。

4
月

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

旅行代金 156,000 189,000 219,000 225,000 345,000 441,000 786,000

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位／円）

時を超えてなお魅了される
自然 美と悠 久の歴 史ロマン

2019年4月8日（月）▶4月11日（木） 4日間

名古屋発着 陽春の阿波・堺クルーズ

百舌鳥古墳群（空撮イメージ）

阿波の文化と
自然の迫力を体感

徳島・小松島港の岸壁では本場の
阿波おどりを披露します。さらに
鳴門の渦潮をご覧いただくオプショ
ナルツアーもご用意しています。

徳島市内中心地
うずしお観潮船遊覧観光 ほか

名古屋発

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

未来の世界遺産を訪ねる旅へ

　　　 堺から世界遺産
吉野山や京都の桜を愛でる

千利休ゆかりの地を訪ねたり、京都・奈良へ足
を延ばすオプショナルツアーを予定しています。

仁徳天皇陵古墳付近

世界遺産登録を目指す
百舌鳥・古市古墳群

国内で最も大きい仁徳天皇陵をはじめ大小
89基もの古墳が残り、世界遺産登録を目指し
ている百舌鳥・古市古墳群。この機会にシャ
トルバスで訪れてみてはいかがでしょうか。

4/10

4/9

4/10

吉野山 OP

仁和寺 OP

※桜は、気象状況などによりご覧いただけない場合がございます。

※古墳内部への入場及び全景をご覧いただくこと
はできません。

※渦潮は自然現象のため当日の状況によっ
てはご覧いただけない場合がございます。
※天候その他の事情により阿波おどりの
披露は実施されない場合があります。

初寄港

アスカクラブ
20%特別割引

アスカクラブ会員様向けに20％割引
の特別代金が設定されたクルーズです。

（Sロイヤルスイート、Kステートは対象外）
※ご予約の際にアスカクラブ会員である旨を旅行会社へお伝えい
ただき、割引券をご提出ください。

アスカクラブ

特別割引
20％

DINNER
春日の日

鳴門の渦潮 イメージ

初寄港

●春の吉野山１日観光
豊臣秀吉も花見に訪れた名所、吉野山の桜を
ハイキングをしながら愛でるツアーです。
※坂道や階段が多く含まれる健脚コースです。

●京都・仁和寺の御室桜
江戸時代から親しまれ、多くの和歌にも読まれ
た遅咲きの名木、御室桜へご案内いたします。

OP オプショナルツアー（一例）

百舌鳥古墳群 仁徳天皇陵

OP

初寄港

■ 国内クルーズ

シャトルバス（予定）

シャトルバス（予定）

OP
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ASUKA'S SPECIAL月  日 発着スケジュール 入港 出港

4/12 金 横浜 17:00

13 土
クルージング 
★スペシャルステージ
★スペシャルディナー

— —

14 日 横浜   　 9:00

■ 国内クルーズ

横浜発 2019年4月12日（金）▶4月14日（日） 3日間

 食事：朝2回、昼1回、夕2回

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

旅行代金 104,000 126,000 146,000 150,000 230,000 294,000 524,000

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位／円）

音楽×美食 ×飛鳥Ⅱ

A-style クルーズ〜春
はる

彩
いろ

〜
※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合が
　ございます。

横浜

「アクアパッツァ」オーナー
日髙良実シェフのスペシャルディナー4/134/13

独自のイタリア料理を提案し続ける、リストランテ「アクア
パッツァ」の日髙良実シェフが乗船。日本の食材の味と魅力
を最大限に活かした評判のイタリアンをご賞味ください。

調理師学校卒業後一度フランス料理の道に入ったものの、イタリアンの魅力
を知り転向。イタリア各地で修業。1990年に西麻布に「アクアパッツァ」を
オープン、2001年に広尾、更に2018年4月に南青山に移転。

Profile

4
月

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

DINNER
春日の日

ワインセミナー＆テイスティング
[定員制]

ワイン好きの方はもちろん、ふだんワインを
あまり嗜まれない方にもお楽しみいた
だけるよう、テイスティングを交えなが
らワインの魅力をお伝えします。日髙
シェフのイタリアンディナーがますます
楽しみになるワインセミナーです。 イメージ

小野リサ
スペシャルステージ4/13 

日本におけるボサノヴァの第一人者、小野リサ。ナチュラルで
穏やかな歌声と軽やかなリズム、チャーミングな笑顔で魅了し
ます。心に響くボサノヴァミュージックをお楽しみください。

客室S・Aのお客様には指定鑑賞エリアをご用意！＊
＊アルバトロスソサエティ プラチナメンバーのお客様にも指定鑑賞エリアをご用意します。
　客室Ｃ～Ｋのお客様は自由席でお楽しみいただけます。

ブラジル・サンパウロ生まれ。1989年デビュー。ボサノヴァの神様アントニオ・
カルロス・ジョビンや、ジャズ・サンバの巨匠、ジョアン・ドナートなどの著名な
アーティストと共演、海外公演を行っている。日本ゴールドディスク大賞

（ジャズ部門）を4度受賞。2018年3月デビュー30周年を記念したオリジナル
アルバム「旅 そして ふるさと」をリリース。

Profile

陽だまりのような歌声と
美食に酔いしれる週末

特 別ゲスト小 野リサによる
ステージと有名シェフのスペ
シャルディナーを堪 能 する
週末のプレミアクルーズ。
洋上の春の休日をお楽しみ
ください。

LISA ONO 
SPECIAL STAGE

週末利用
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横浜

小名浜

仙台

月  日 発着スケジュール 入港 出港

4/14 日 横浜 17:00

15 月 仙台 OP 13:00 19:00

16 火 小名浜 OP 8:00 17:00

17 水 横浜 9:00

 食事：朝3回、昼2回、夕3回

※桜は、気象状況などによりご覧いただけない場合がございます。

伊達政宗が築いた
杜の都、仙台

城下町の面影が残り、市街に
緑が多いことから「杜の都」と
称される都市。日本三景のひとつ

「松島」へも足を延ばしていた
だけます。

OP松島
OP 松島遊覧半日観光　ほか

4
月

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

旅行代金 133,000 161,000 187,000 192,000 294,000 375,000 669,000

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位／円）

いわき・ら・らミュウ（いわき市観光物産センター）JR多賀城駅

短い季 節の訪れを喜ぶ
桜 色に染まるみちのくへ

CRUISE POINT

■ 国内クルーズ

2019年4月14日（日）▶4月17日（水） 4日間

桜前線を追って宮城・福島へ
4月半ば、東北に少しずつ春の華やぎが訪
れ始めます。観光中には、バスの車窓から
春の景色をご覧いただけることでしょう。
有数の桜の名所や景勝地を訪れるオプショ
ナルツアーもご用意しています。

東北 春紀行クルーズ

海の恵みと
楽しみが豊かな小名浜

福島県の東南に位置し、穏やかな気候に恵まれ
た港。漁港や海水浴場、親水公園、環境水族館
「アクアマリンふくしま」など、さまざまな観光施
設が集まっています。

アクアマリンふくしま

合戦場のしだれ桜 OP

　※三春滝桜は例年４月上旬〜中旬が見頃となります。桜は、気象状況などによりご覧いただけない場合がございます。 三春滝桜 OP

横浜発

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合が
　ございます。

●三春滝桜見学
日本三大桜の一つに数えられる樹齢1000年を
超えるベニシダレザクラ「三春滝桜」（天然記念物）
へご案内します。

OP オプショナルツアー（一例）

青葉城跡

DINNER
春日の日

4/16

4/15

シャトルバス（予定）
シャトルバス（予定）
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博多

広島

横浜

スイート
トリプル

 食事：Aコース=朝3回、昼2回、夕3回　Bコース=朝2回、昼1回、夕2回
Cコース=朝1回、夕1回

■ 国内クルーズ

2019年4月17日（水）▶4月20日（土） 4日間

春の広島・博多クルーズ

祈りの街 、広 島を経て
九 州へ向かうくつろぎの洋 上 時 間

4
月

原爆ドーム

嚴島神社 OP

横浜発 広島発

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

顔ヨガ講師＆表情筋トレーナーの
間々田佳子 顔ヨガ教室

小顔や若顔、表情美人を目指す顔の筋トレ「顔ヨガ」は、たるみやシワ
を改善させ、顔も心も明るくなる美容法。テレビや雑誌でも活躍中の
間々田佳子が、どなたでも簡単にできるポーズをお教えします。

飛鳥 元乗組員。アルゼンチンタンゴダンサーとして2010年世界選手権アジア大会
で優勝するなど活躍する一方、顔ヨガ講師の資格を取得。テレビ、雑誌などのメディア
や講演でも活躍し講座受講者は2万人を超える。

Profile

ASUKA'S SPECIAL

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合が
　ございます。

月  日 発着スケジュール 入港 出港 コース

4/17 水 横浜 17:00

18 木 クルージング — —

19 金 広島 OP 8:00 15:00

20 土 博多 9:00

A B

C

A
B
C

4/17（水） 横浜発 ▶ 4/20（土） 博多着 3泊4日
4/17（水） 横浜発 ▶ 4/19（金） 広島着 2泊3日
4/19（金） 広島発 ▶ 4/20（土） 博多着 1泊2日

 （単位／円）旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉

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

旅行代金

Aコース 125,000 152,000 176,000 180,000 276,000 353,000 629,000
Bコース 94,000 114,000 132,000 135,000 207,000 265,000 472,000
Cコース 47,000 57,000 66,000 68,000 104,000 133,000 236,000

歴史と祈りが息づく
広島・宮島へ
原爆ドームや平和記念公園など後世に平和
への想いをつなぐ平和都市。日本三景の
ひとつ嚴島神社の観光のほか、牡蠣をはじ
めとする海の幸と広島焼などを生んだ豊か
な食文化も魅力です。

OP 安芸の宮島半日観光　ほか
広島市内中心地シャトルバス（予定）

4/18

2名様分の旅行代金+31,250円でスイート
ルームが３名様でご利用いただけます。（Aコースのみ）

※客室Sはエキストラベッドにより、客室A・Cは備えつけのソファベッド
により3名様でご利用いただけます（一部客室を除く）。

スイート
トリプル

OP
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博多

広島

横浜

4
月

大 型 連 休は洋 上からゆったりと
多 彩なブルーの常 夏リゾートへ

2019年4月26日（金）▶5月6日（月・休） 11日間

ゴールデンウィーク サイパン・グアムクルーズ
※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合がございます。

サイパンの飛鳥Ⅱ イメージ

東京発

早期申込
割引

2019年1月11日（金）までにお申し込みの
お客様は、お得な旅行代金にて
ご参加いただけます。

早期申込割引

■ 海外クルーズ

連休利用

月  日 発着スケジュール 入港 出港

4/26 金 東京 19:00
27〜29 土〜月 クルージング　　  4/27 — —

4/30 火 サイパン OP 7:00 17:00
5/1 水 グアム N  OP 8:00 （停泊）

2 木 OP — 17:00
3〜5 金〜日 クルージング　　    5/4 — —

6 月・休 横浜   7:00★

 食事：朝10回、昼9回、夕10回

ASUKA'S SPECIAL

岩崎宏美 & 国府弘子
スペシャルステージ
岩崎宏美の歌声とジャズピアニスト国府弘子の奏でる
音色が、往年のヒット曲に新たな輝きを与えます。

岩崎宏美 「聖母たちのララバイ」など数々のヒット曲を生み出す。
2017年にシングル「絆」、ニューアルバム「Hello! Hello!」を発売。
国府弘子 1987年デビューの人気ピアニスト。音色の贅を極めたアル
バム「ピアノ一丁！」、岩崎宏美とのアルバム「ピアノ・ソングス」が好評。

Profile

人気のリゾート、サイパン・グアムを
一度にゆったりとめぐる
世界有数の透明度を誇る海が魅力のサイパンと、
お買い物も人気のグアム。悠 と々クルーズライフ
を楽しみながら、2つのリゾートの魅力を存分に
お楽しみください。航海中はベビーシッター
ルームも設置され、お子様連れにもおすすめです。

横浜 東京

グアム

サイパン子供
代金 シッター

ベビー

グアム  グアム中心地（タモン地区）
サイパン  サイパン中心地（ガラパン地区）グアム

※東京・サイパン・グアム・横浜では出入国審査がございます。有効期限が
2019年11月6日以降の旅券（パスポート）が必要です。また、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と、機械読取式旅券でない場合
に必要です。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。
★5月6日横浜の入港は7時を予定しておりますが下船開始は8時半以降を予定し
ています。下船後ターミナル内での入国・税関審査にはお時間を要しますので、
帰路（航空機・鉄道等）の手配をされるお客様はお時間に十分な余裕をお持ちください。

海外旅行保険ご加入のすすめ 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。現地医療機関等での治療が必要となり緊急下船となった場合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。

 （単位／円）

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

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

早期申込割引
適用後の旅行代金

442,000
（353,000）

535,000
（428,000）

620,000
（496,000）

637,000
（509,000）

977,000
（781,000）

1,249,000  
（999,000）

2,227,000
（1,781,000）

旅行代金 520,000
（416,000）

630,000
（504,000）

730,000
（584,000）

750,000
（600,000）

1,150,000
（920,000）

1,470,000
（1,176,000）

2,620,000
（2,096,000）

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉（　）は子供代金 （２歳以上12歳以下（小学生まで））

※べビーシッターについて詳しくはP.42をご覧ください。

クルーズライフをより華やかに演出するフォーマル
ナイトを予定しています。※ドレスコードは変更となる
場合がございます。日程表でご確認ください。

フォーマル
ナイト

シャトルバス（予定）

乗船区間
グアム～横浜

HAPPY
FAMILY

CRUI SE
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横浜
常陸那珂

八戸

函館

※花は、気象状況などによりご覧いただけない場合がございます。

■ 国内クルーズ

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合が
　ございます。2019年5月6日（月・休）▶5月11日（土） 6日間

みちのく・函館 新緑クルーズ

移ろう季 節を北へたどる
花と緑の彩りあふれる船 旅

5
月

八戸から美しき清流へ
種差海岸の美しい自然広がる青森南東部の中心地。奥入瀬渓流
へ足を延ばし、豊かに表情を変える渓流美をお楽しみいただけます。

奥入瀬
OP 十和田湖と奥入瀬渓流  ほか

横浜発 函館発

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。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。

　　※花は、気象状況などによりご覧いただけない場合がございます。 国営ひたち海浜公園 ネモフィラ

 （単位／円）旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉

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
シニア割引

適用後の旅行代金 Aコース 208,000 252,000 292,000 300,000 460,000 588,000 1,048,000

旅行代金
Aコース 260,000 315,000 365,000 375,000 575,000 735,000 1,310,000
Bコース 156,000 189,000 219,000 225,000 345,000 441,000 786,000
Cコース 104,000 126,000 146,000 150,000 230,000 294,000 524,000

月  日 発着スケジュール 入港 出港 コース

5/6 月・休 横浜 17:00
7 火 常陸那珂 OP 8:00 13:00
8 水 八戸 OP 8:00 17:00
9 木 函館 OP 8:00 22:30

10 金 クルージング — —
11 土 横浜 9:00

 食事：Aコース＝朝5回、昼4回、夕5回 Bコース＝朝3回、昼2回、夕3回 
Cコース＝朝2回、昼1回、夕2回

A B

C

A
B
C

5/6（月・休） 横浜発 ▶ 5/11（土） 横浜着 5泊6日
5/6（月・休） 横浜発 ▶ 5 / 9（木） 函館着 3泊4日
5/9（木）　  函館発 ▶ 5/11（土） 横浜着 2泊3日

OP

ASUKA'S SPECIAL

5/8

シーズン最後のお花見を函館で
情趣あふれる西洋建築や五稜郭公園など歴史をしのばせる
スポットの多い函館で、見頃を迎える桜をお楽しみいただけます。
OP 五稜郭タワーとトラピスチヌ修道院ほか JR函館駅

八戸市内中心地

五稜郭 OP

5/9

シニア
割引

シャトルバス（予定）

シャトルバス（予定）

常陸那珂から花の楽園へ
「国営ひたち海浜公園」へシャトルバスを運行します。
可憐な春の花 を々お楽しみいただけます。

※国営ひたち海浜公園では入園料が別途必要となります。
国営ひたち海浜公園シャトルバス（予定）

5/ 7

シニア
割引

60歳以上のお客様にはお得な旅行代金で
ご参加いただけます。（Aコースのみ）
※下船日に満60歳以上のご本人様が対象です。

（1959年5月11日までにお生まれの方）

5/10 ジャミン・ゼブ スペシャルステージ
ジャズをはじめ多彩なジャンルの楽曲を美しいコーラスで歌い
こなす4人の、ポップで楽しいステージをお楽しみください。

コンサートのほか数多くのビッグ・イベントに出演。2017年CD
デビュー10周年を迎え、2018年2月にはアメリカ公演を成功させる
など、ますます活躍の場を広げている。

Profile
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ゆるやかな時間が流れる洋上で、日常から離れ、

何にもわずらわされない自由を遊ぶ大人の休日。

多 彩な魅力が 揃った飛鳥Ⅱで、お一人おひとりの

新しい旅のかたちを見つけてください。

プロダクションショーやダンスタイムで
クルーズの夜がいっそう華やかに。
本場ラスベガススタイルの飛鳥Ⅱオリジナル
プロダクションショーや、優雅なダンスタイム
をお楽しみください。
また船内では、カルチャー教室も多数開催
しています。
※お食事に合わせ、プロダクションショーも2回制となります。
※船内イベントスケジュールは、船内新聞「アスカデイリー」
にてご案内します。

プロダクションショー

カルチャー教室

我が家のようなくつろぎと、
洋上ならではの癒しをご堪能ください。
展望大浴場グランドスパで、空と海を眺めなが
ら至福のひとときを。さらに「アスカ アヴェダ 
サロン＆スパ」では自然派トリートメントで
リラックスしていただけます（別料金）。
またプロムナードデッキで爽やかな潮風を
感じながらのウォーキングもおすすめです。

優雅に多彩に上質な味わいを演出

クルーズのあらゆるシーンを彩るバリエーション豊かな美食をご用意しています。
●朝食・昼食 5デッキのフォーシーズン・ダイニングルームでは、和食を中心としたセットメニューを、11デッキ
のリドカフェ＆リドガーデンでは、ビュッフェをお楽しみいただけます。また、遅めのお昼にはリドグリルにて
飛鳥Ⅱ特製のハンバーガーやアイスクリームなど、こだわりの軽食もご堪能ください。

● ティータイム 6デッキのザ・ビストロ、11デッキのパームコートやビスタラウンジにて、ケーキや軽食を
お召し上がりいただけます｡モーニングコーヒーや食後のティータイムもごゆっくりお過ごしください。

● 夕食 旬の食材をいかしたフレンチなどのコース料理や、クルーズによっては和食もお楽しみいただけます。また
クリスマスディナーや春の日ディナーなど、シーズンに合わせたスペシャルディナーもクルーズを彩ります。
「海彦」では、寿司や一品料理など、寄港地で仕入れた新鮮な海の幸をご堪能いただけます（別料金）。
※ご夕食は2回制です。1回目（17：30頃～）、2回目（19：45頃～）のご希望がある場合には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、夕食時間の回数は乗船券発券時に最終確定いたします。原則として、フルクルーズ（全区間）にご乗船のお客様、フォーシーズン・ダイニング
ルームではスイート客室のお客様のご希望を優先します。席数の都合上、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。

● 夜食  麺類などの軽食やフルーツなどをご用意しております。 ティータイム イメージ

朝食 イメージ

プロムナードデッキ

アスカ アヴェダ サロン&スパ

ourmet

CRUISE LIFE
G 

身も心も解きほぐす癒しの空間洋上時間を彩るエンターテイメント
ntertainment &      ulture elaxationE RC
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その他ご案内
◉モンテカルロ（カジノ/ 別料金）… 飛鳥Ⅱは日本籍船につき、チップおよびコインを
現金や景品に交換することはできません。
◉年少者のお客様へ…船内各施設のご利用に際して、午後10時以降18歳未満の方は
保護者とご一緒にご利用ください。なお次の施設・時間帯は保護者同伴であっても
ご利用できません。
・マリナーズクラブおよびシガーバー…大人の雰囲気を大事にするために、バー営業

時間中13歳未満の方は入場をご遠慮ください。
・モンテカルロ（カジノ）…18歳未満の方はゲームに参加できません。
・フィットネスセンター…安全のため16歳未満の方は入場をご遠慮ください。
◉客室内はバルコニーを含め全面禁煙です。詳しくはP.46をご覧ください。

船内でのお支払いについて
●チップ  飛鳥Ⅱではチップはいただいておりません。お気遣いなくクルーズをお楽
しみください。
●ご精算  船内でのお支払いはサインでお済ませいただけます。下船当日にお届けする
明細書をご確認のうえ、レセプションにて、現金またはクレジットカードでご精算くだ
さい。 下船前日までにレセプションでクレジットカードの登録（サイン）をお済ませいた
だくと当日の精算の手間が省け便利です。

○ご利用いただけるクレジットカード

VISA マスター DC カード セゾンカード

ダイナース JCB アメリカン・エキスプレス UFJ NICOS

MUFG

※ VISA、マスター、DC、セゾン、MUFG、ダイナース、JCB、アメリカン・エキスプレス、UFJ、
NICOS および上記カード会社と提携の各カードです。

ドレスコードはクルーズの楽しみ方のひとつです。シーンに合わせた服装は、気分も
華やかに盛り上げます。
●日中 船内や寄港地での観光時は、カジュアルな服装でお過ごしください。
●夕方(17時頃)以降 カジュアル、インフォーマル、フォーマルの 3 つのドレスコードに
分かれます。その日のドレスコードは、日程表と船内新聞 「アスカデイリー」にて
ご案内します。

船内での服装について

クルーズアドバイス

心 地よいひとときを愉しむクルーズライフへのご案 内

船内でのご注意
●安全への対処 飛鳥Ⅱではお客様の安全のために避難経路・救命胴衣の着用方法等
をご説明している「非常時の対応のご案内」ビデオを放映しています。また、お客様
の避難訓練も実施いたします。
※ワンナイトクルーズなど、クルーズの日程によっては実施されない場合もございます。

陸上との通信・連絡について
●お電話 客室に備え付けの電話から直接ダイヤル通話ができます。6 デッキには
公衆電話もございます（別料金）。
●ファクシミリ  5 デッキ レセプションでご利用いただけます（別料金）。
●携帯電話 沿岸航行中、通話可能な海域もございます。オープンデッキおよびご自身
の客室にてご使用ください。
● Wi-Fi サービス  11 デッキ コンピュータープラザ、パームコート、ビスタラウンジで
インターネット接続サービス「飛鳥ⅡWi-Fi サービス」を提供しています（別料金）。
● Eメールなど  11 デッキ コンピュータープラザの専用パソコンで乗船時のみ有効
のアドレスを使用した「飛鳥Ⅱメールサービス」や「ウェブ閲覧サービス」をご利用
いただけます（別料金）。

乗り物酔いや体の具合が悪くなった場合
●飛鳥Ⅱは横揺れ防止装置（フィン・スタビライザー）などにより揺れが抑えられる
ように設計されておりますが、天候によっては揺れを感じることもございます。
ご心配な方は船酔いに備えてご自身の体質に合った酔い止め薬をお持ちください。
診療をご希望の場合は、診療室へお越しください（有料）。
※診療室では社会保険や国民健康保険の保険診療は受診できません。
※おかゆのルームサービス（無料）もございますのでお気軽にお申し付けください。

ベビーシッタールームについて
対象クルーズでは経験豊富なベビーシッターが乗船し、お子様をお預かり
します。ご利用の間、保護者の方は船内でゆったりおくつろぎいただけます。
※ベビーシッタールーム対象年齢：0歳～未就学児／定員制・無料。
※ご乗船後、ご予約を承ります。より小さいお子様を優先させていただきます。
※寄港地にて保護者の方が外出される際にはお預かりできません。
※クルーズによってベビーシッタールームの場所は異なります。また、天候その他の事情により
中止となる場合がございます。

［対象クルーズ］ ● 秋の駿河ウィークエンドクルーズ　●ニューイヤーグアムクルーズ
●ゴールデンウィーク サイパン・グアムクルーズ

ベビーシッタールーム イメージ

日中イメージフォーマルイメージ

ベビーシッタールーム イメージ

夕方（17時頃）以降のドレスコードの目安

インフォーマル
［男性］スーツ、ジャケットなど
の上着。ネクタイ(アスコット
タイ、ループタイなど含む）につ
いては着用をおすすめします。

［女性］ ワンピース、ツーピースなど

フォーマル
［男性］タキシード、ダークスーツなど

［女性］イブニングドレス、カク
テルドレス、ドレッシーなスーツ、
着物なら訪問着など

カジュアル
［男性］えり付きのシャツ、
スラックスなど

［女性］ブラウス、スカート
など

シッター
ベビー

［フォーマル対象クルーズ］ ●2019年アジアグランドクルーズ　●南西諸島・台湾クルーズ
●ニューイヤーグアムクルーズ　●ゴールデンウィーク サイパン・グアムクルーズ
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クルーズ特典（追加料金不要）

寄港地での観光ツアーが旅行代金に含まれている特典サービスです。
※不参加もしくは万一、催行中止の場合でも他オプショナルツアーへの振替や相当額の補償は
ございません。

貸切タクシープラン（国内のみ/別料金）

地元の観光タクシードライバーの案内による観光をお楽しみいただけます。ご希望の
観光プランをお持ちの方や足の悪い方などご自身のペースにて観光を楽しみたい方
におすすめです。
※貸切タクシープランはお客様と㈱キャブステーションとの直接契約となります。

レンタカープラン（国内のみ/ 別料金）

レンタカーを利用してご自由に観光をお楽しみください。
※レンタカープランはお客様とトヨタレンタカーとの直接契約となります。

シャトルバスサービス  （追加料金不要）

港が市内中心地から離れている寄港地等では、港から市内中心地などへのシャトル
バスを運行します。
※本パンフレット記載のシャトルバスの行き先は変更または中止となる場合がございます。
※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ございません。

寄港地歓迎イベント
寄港地によっては、ご乗船のお客様のために、入港の際に地元の方々のご厚意による
伝統芸能などの郷土色豊かな歓迎イベントが催されます。また岸壁ではその土地
ならではの特産物の販売やご当地グルメがふるまわれます。
※寄港地歓迎イベント等はクルーズや寄港地、天候によって実施されない場合がございます。

寄港地紹介デスク・飛鳥デスク
ご乗船中船内では寄港地紹介デスクを設置し、地元の情報をお知らせします。また、海外
クルーズでは寄港地紹介（テレビ放映・説明会）を開催する場合もございます。寄港地
でも寄港地紹介デスクもしくは飛鳥デスクを設置し、自由行動のアドバイスを行います。
※寄港地紹介デスク・飛鳥デスクはクルーズや寄港地によって実施されない場合がございます。

バラエティー豊かなオプショナルツアー（別料金 / 定員制）

各寄港地では、種類豊富なオプショナルツアーをご用意しております。お食事などに
こだわり、ワンランク上のサービスをご提供するプレミアツアーをはじめ、世界遺産
から話題の名所まで、さまざまな見どころへご案内します。

※オプショナルツアーは船会社・郵船クルーズ（株）が企画・実施します。※当該クルーズをお申し
込みの方に、ツアーのご案内等をご出発の約 1 カ月前にお申し込みの旅行会社・販売店より送付い
たします。※乗船港でのオプショナルツアーには原則としてご参加いただけません。※オプショナル
ツアーの代金は、船上でお支払いください（一部除く）。※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。※本パンフレッ
トに記載のオプショナルツアーは抜粋です。ツアー名および内容は予告なく変更または中止になる場
合があります。※オプショナルツアーはお申し込み多数の場合は抽選となります。最少催行人員に
満たない場合は中止とさせていただきます。※車いすをご使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。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。

OP

特典 シャトルバス（予定）

大切な時間を彩る飛鳥Ⅱのサービス

飛鳥Ⅱの寄港地での楽しみ方

写真提供：一般社団法人 うるま市観光物産協会

写真提供：得月楼　皿鉢料理  イメージ

写真提供：得月楼　皿鉢料理  イメージ

写真提供：姫路市

アニバーサリーを迎えるご夫婦への特典
ダイヤモンド婚式・金婚式・銀婚式の結婚記念月にご乗船されるお客様には、お写真 (注1) とアニバーサリーカクテルを
プレゼントいたします。

（注1）フォトショップスタッフが撮影したお好きな写真をご夫婦に1枚プレゼントいたします。フォトショップ営業時間中に展示している写真の中
から希望写真をお選びいただけます。ご希望の写真がない場合は、飛鳥Ⅱ船体写真（2Lサイズ）を差し上げます。
※2泊3日以上のクルーズにのみ適用となります。ご乗船前にお申し込みの旅行会社へお申し出ください。

お誕生日・結婚記念日を飛鳥Ⅱご乗船中に迎えられるお客様には、夕食時に飛鳥Ⅱ特製デザートプレートのご提供とバースデー
ソングまたは生演奏にてお祝いいたします。また、記念品をお贈りいたします。
※特製デザートプレートはお一人様に一皿ずつご用意いたします。※結婚記念日のお客様への記念品はご夫婦に一つお贈りいたします。
※結婚記念日のお祝いは、「特製デザートプレート＆記念品」または「ロゼワインのプレゼント」のどちらかからお選びいただけます。ご乗船前
にお申し込みの旅行会社へご希望をお知らせください。※船上イベントの関係で記念日当日にお祝いができない場合がございます。また、下船
日が記念日にあたる場合は前日などにお祝いさせていただきます。

お誕生日・結婚記念日の特典

ハネムーンのお客様への特典
お二人の門出を祝して夕食時に飛鳥Ⅱ特製デザートプレートのご提供と生演奏にてお祝いいたします。ハネムーンでのご乗船
記念に、記念品のほか、お写真とオリジナルアルバムをお贈りいたします。
※特製デザートプレートはお一人様に一皿ずつご用意いたします。※記念品はご夫婦に一組お贈りいたします。※ハネムーン特典とサービスは、
結婚式または入籍後 1 年以内のお客様が対象です。また、2 泊 3 日以上のクルーズにのみ適用となります。ご乗船前にお申し込みの旅行会社へ
ハネムーンでご利用の旨をお申し出ください。 デザートプレート イメージ
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バルコニー付／ 88.2m2   　

※エキストラベッドにより、3名様でご利用いただけます。

●リビングルーム ●ダイニングエリア（シンク付） ●プライベートバルコニー ●セパレートベッドルーム ●ツインベッド 
●バスルーム（海側、ジェットバス付） ●シャワー付トイレ ●ゲスト用トイレ ●ウォークインクローゼット ●テレビ（リビング
ルーム・寝室） ●CDプレーヤー ●DVD兼ブルーレイプレーヤー ●冷蔵庫 ●お水 ●コーヒーメーカー ●金庫 
●双眼鏡 ●ドライヤー ●バスアメニティ ●資生堂スキンケア ●浴衣（大人用のみ） ●バスローブ ●ノートパソコン 
●プリンター（A4 サイズ） 

気品漂うラグジュアリーな空間。
極上のひとときを約束する最上級スイート

S  ロイヤルスイート

※ソフトドリンクの他、ビールを無料にてお召し上がりいただけます。※夕食
は2 回制です。※夕食の時間帯のご希望はお預かりいたしますが、ご希望
にそえない場合がございます。※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。この場合はビールは有料となります。

「プレゴ」は客室 S・A
をご利用のお客様専
用のダイニングです。
ディナータイムはプラ
イベートな空間でゆっ
たりと眺望とお食事を
お楽しみください。

バルコニー付／ 45.8m2 　

※備えつけのソファベッドにより、3名様でご利用いただけます。

●リビングエリア ●プライベートバルコニー ●ツインベッド ●バスタブ（ジェット
バス付） ●シャワーブース ●シャワー付トイレ ●ウォークインクローゼット ●テレビ 
●DVD兼ブルーレイプレーヤー ●冷蔵庫 ●お水 ●金庫 ●双眼鏡 ●ドライヤー 
●バスアメニティ ●バスローブ

広 と々したリビングが演出する、
ゆとりある優雅な空間

A  アスカスイート

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。
※客室 S・A のお客様のご予約でオプショナルツアーの定員を超えた場合は抽選とさせ
ていただきます。

ご予約時に…

フルクルーズ（全区間）をご予約のお客様には客室番号のご希望を承ります。
※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。

さまざまなサービス（追加代金不要）
● ご乗船時にウェルカムスパークリングワイン、カナッペ、クッキーをご用意。
● 軽食、ソフトドリンク、お茶類のルームサービス。
● 冷蔵庫にジュース、お茶のほか、ビールをご用意。

アスカスイート特典

 プレミアダイニング プレゴ
   客室 S・Aご利用のお客様限定

ロイヤルスイート特典
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。
※客室 S・A のお客様のご予約でオプショナルツアーの
定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。

● ロングクルーズ（全区間）乗船時ハイヤー送迎
サービス
※ 2019 年アジアグランドクルーズ乗下船時のみ
※送迎範囲は100km 圏内

● 「アスカ アヴェダ サロン & スパ」「海彦」事前予約
サービス。

ご予約時に…
フルクルーズ（全区間）をご予約のお客様には客室
番号のご希望を承ります。
※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。

さまざまなサービス（追加代金不要）
● ご乗船時にウェルカムシャンパン、カナッペ、フルー

ツをご用意。
● 無料宅配便サービス（ワンナイトクルーズ、海外

乗下船を除く）。
● 「海彦」メニューを含む、ルームサービスおよび客

室内のソフトドリンク、アルコールがすべて無料。
● クリーニングサービス（ワンナイトクルーズを除く）。
● 客室内専用パソコンサービス（日本経済新聞

電子版閲覧可能）。
● 無料 Wi-Fi サービス（一部ご利用いただけない

海域がございます）。

飛 鳥Ⅱならではの上 質なサービスと快 適な生 活 空 間

客室とサービスのご案内
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バルコニー付／ 22.9m2

●プライベートバルコニー ●ツインベッド 
●バスタブ ●シャワー ●シャワー付トイレ  
●クローゼット ●テレビ ●DVDプレーヤー 
●冷蔵庫（ジュース・お茶）  ●お水  ●金庫
●ドライヤー ●バスアメニティ

プライベートな眺望を楽しめる
陽光あふれるバルコニー

D E  バルコニー

角窓（バルコニーなし）／ 22.9m2

※3名利用が基本となります。

●ツインベッド ●ソファベッド ●バスタブ（ジェットバス付） 
●シャワーブース ●シャワー付トイレ ●クローゼット 
●テレビ ●DVDプレーヤー ●冷蔵庫（ジュース・お茶） 
●お水 ●金庫 ●ドライヤー ●バスアメニティ

ご家族連れをはじめ
3名利用のゆったり空間

D3  ディートリプル

全室共通の
サービス

※面積にはバルコニーが含まれます。※上記のサービスは予告なく変更させていただく場合がございます。※救命ボートや救命いかだ、乗下船用タラップなど客船固有の設備のために、一部客室では眺望がさま
たげられます。※客室内はバルコニーを含め全面禁煙です。喫煙されるお客様は船内の喫煙スペースをご利用ください。

●ルームサービス ●テレビ：日本の沿岸では衛星放送、海外クルーズではNHKワールド、ワールドプレミアム（NHK海外向け番組）をご覧いただけます ●冷蔵庫：冷蔵庫内のお飲物
は、1日1回補充します（お水はデスクの上にご準備しています）ご自由にお飲みください ●電気製品：国内で使用できるものを客室内のコンセントでご使用いただけます（客室でのアイ
ロン、電気コンロなど熱源機器のご使用はご遠慮ください） ●洗濯：セルフサービスのランドリールームをご自由にお使いいただけます。また、2泊以上のクルーズでは、ドライクリーニン
グやプレスも承ります。※サービスの内容により有料のものがございます。

バルコニー付／33.5m2　 

※備えつけのソファベッドにより、3名様でご利用いただけます（一部客室を除く）。
※Cスイートには車いすをご使用の方のための客室も2室ございます。

●リビングエリア ●プライベートバルコニー ●ツインベッド ●バスタブ
（ジェットバス付） ●シャワーブース ●シャワー付トイレ ●ウォークインクローゼット  
●テレビ ●DVD兼ブルーレイプレーヤー ●冷蔵庫 ●お水 ●金庫 ●ドライヤー 
●バスアメニティ ●バスローブ

充実の設備とサービスを備えた、
くつろぎのスイート

C  スイート

インルームダイニングサービス
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）。
穏やかな日には、ぜひバルコニーでお
食事を。クルーズならではの体験です。
※ご注文は乗船後に承ります。

   客室 S・A・Cご利用のお客様限定    極上のベッドで穏やかな眠りを

快眠を追求して、寝具にもこだわりを

※3名様利用のソファベッドは、
シモンズ製ではありません。

ベッドメーカー「シモンズ」と飛鳥Ⅱがマットレスを共同
開発、全客室にご用意しました。心からリラックスしていた
だけるよう、快適な眠りをお届けします。

さまざまなサービス（追加代金不要）
● ご乗船時にウェルカムスパークリング

ワイン、クッキーをご用意。
● ソフトドリンクやお 茶 類 のル ーム
　サービス。
● 冷蔵庫にジュース、お茶のほか、ビー

ルをご用意。

スイート特典

※Kステートは、眺望が
さまたげられます（一例）

角窓（バルコニーなし）／ 18.4m2

※Kステート（7デッキの一部客室）は、未就学児（6歳以下）
を含む場合に限り、ソファベッドをご使用いただくことに
より、3名様でご利用いただけます。
※ F ステートには車いすをご使用の方のための客室も 2 室
ございます。

●ツインベッド ●バスタブ ●シャワー ●シャワー付トイレ 
●クローゼット ●テレビ ● DVDプレーヤー ●冷蔵庫（ジュー
ス・お茶） ●お水 ● 金庫 ●ドライヤー ●バスアメニティ

機能的なステートルームも
全室バスタブ付き

F K  ステート

イメージ
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 6

至 福のクルーズライフを叶える充 実の施 設

デッキプランのご案内

客室内全面禁煙のお願いと喫煙場所のご案内

● 客室S・A ： 全てのクルーズにてフルクルーズ（全区間）をご予約の場合、
ご希望をお預かりします（※グランド特別割引を除く）。

● 客室C・D・E・F・K ： 下記の4泊以上のクルーズにて、フルクルーズ（全区間）を
ご予約の場合に、ご希望をお預かりします。

※Kステートに関しては、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。ボートとボートの間など、眺望に関する
ご希望やキャビン番号指定のリクエストはお受けできませんのでご了承ください。

客室番号のご希望について

★早期全額支払割引、早期申込割引、2 for1 特別割引も対象です。
※ご希望の場合には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

番号は乗船券発券時に最終確定いたします。なお、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。

客室内はバルコニーを含め全面禁煙とさせていただいております。
船内では以下の喫煙スペースをご利用ください。レストランは全席禁煙です。

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

DECK 6
● シガーバー  … 24時間ご利用いただけます
● マリナーズクラブ … 喫煙席、禁煙席をそれぞれ設けています（営業時間のみ）

DECK 7
● 外部デッキ     … 灰皿のある場所のみ

DECK 11
● リドデッキ 船尾 … 灰皿のある場所のみ（お食事中は禁煙です）
● プールサイド … 灰皿のある場所のみ
● ビスタラウンジ … 喫煙席、禁煙席をそれぞれ設けています（営業時間のみ）

※7デッキ・11デッキ・プールサイドでのイベント開催の際は灰皿を撤去また
　は蓋（ふた）をすることがあります。

メインデッキ
DECK

プラザデッキ
DECK

◆  車いすをご使用の方の
  ための客室
EVエレベーター
WCトイレ

 車いすでのご利用が
　可能なトイレ

シャワー
喫煙スペース
公衆電話

 5

テンダーデッキ
DECK  4

吹き抜けのエントランスとメインダイニングのある5デッキに

足を踏み入れると、螺旋階段が旅への期待を高めます。

ショーやショッピングなど華やかさに満ちた6デッキ、

全室海側のくつろぎの客室が並ぶ7～10デッキ、

プールやラウンジなど、船旅の醍醐味を味わえる

陽光あふれる11＆12デッキ。

広い船内で、洋上ならではのひとときを

お気に入りの場所でお過ごしください。

ご自身にあった、飛鳥スタイルを見つけて。

● 四日市・土佐 秋めぐりクルーズ　
● ニューイヤーグアムクルーズ
● 春の休日 小豆島・紀州日高クルーズ
● 神戸発着 岩国・土佐 春紀行クルーズ
● ゴールデンウィーク サイパン・グアムクルーズ★

● 2019年アジアグランドクルーズ A・Bコース（※グランド特別割引を除く）★
● 南西諸島・台湾クルーズ★
● 博多発 沖縄・奄美スプリングクルーズ Aコース
● 九州・姫路 春めぐりクルーズ Aコース
● みちのく・函館 新緑クルーズ Aコース
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1211 9DECK 8DECK 10 7

● 船籍／日本  ● 全長／241m  ● 全幅／29.6m  ● 総トン数／ 50,142GT  ● 喫水／ 7.8m  ● 航海速力／最高 21ノット
● 横揺れ防止装置／フィン・スタビライザー   ● 乗客数／872名  ● 乗組員数／約 470 名  ● 客室数／436 室（全室海側）

SHIP DATA
飛鳥Ⅱ船舶概要

プロムナードデッキ
DECK

ホライゾンデッキ
DECK

シーブリーズデッキ
DECK

アスカデッキ
DECK

リドデッキ
DECK

スカイデッキ
DECK
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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
一部のIP電話、国際電話の方は045（640）5301をご利用ください。

0570（666）154   FAX 045（640）5366

観光庁長官登録旅行業　第892号
一般社団法人日本旅行業協会正会員

205

池田栄一

　  旅行条件　旅行条件につきましては下記による他、当社の旅行業約款によります。お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

※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。

■募集型企画旅行契約
　この旅行は、下記記載の旅行会社（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。
　又、契約の内容・条件は、募集広告（パンフレット等）の各コースごとに記載されて
いる条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面
及び当社の募集型企画旅行約款によります。

■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。ただし寿司“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
●団体行動中のチップ
〔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ていません。その一部を例示します）
●超過手荷物料金（規定の重量、容積、個数を超える分について）
●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
的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料

●傷害、疾病に関する治療費、渡航手続費用（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追加代金
●希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金
■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金として旅行代金の20％を添
えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその
一部として繰り入れます。

●当社は、電話･郵便･FAX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。

●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。

●残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行は21日目にあた
る日より前、海外旅行は原則として60日目にあたる日以降、当社の定める日まで
にお支払いいただきます。
海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上）もしくは特別な代金設定があるクルー
ズについては当該クルーズ掲載頁をご参照ください。
●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。

■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しています。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。

■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日目に当たる日以降に申し込みされた場合は旅行開始日）までに交
付します。

■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。

■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。
■取消料（お客様による旅行契約の解除）
●お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
●当社の責任とならないローン・渡航手続等の事由によるお取消の場合も、下記
の取消料をいただきます。

●ただし次の場合は取消料はいただきません。
　旅行内容の重要な変更、旅行代金の増額、旅行開始後お客様の責以外で旅
行サービスを受領できなくなったとき等。

●国内クルーズ
取　　消　　日 取　消　料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

21日前まで 無　料
20日前から8日前まで 旅行代金の20％
7日前から2日前まで 旅行代金の30％

旅行開始日の前日 旅行代金の40％
旅行開始の当日（旅行開始後を除く） 旅行代金の50％
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100％

●海外クルーズ（クルーズ期間30日以下の海外を含むコース）
取　　消　　日 取　消　料

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

ピーク時の旅行である場合41日前まで 無　料
　　�〃�　　40日前〜31日前まで 旅行代金の10％

31日前まで 無　料
30日前から3日前まで 旅行代金の20％

旅行開始日の前々日、前日、当日（旅行開始後を除く） 旅行代金の50％
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100％

�「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。
●海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上90日以下のクルーズ）

取　　消　　日 取　消　料

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

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％

旅行開始日の前々日、前日、当日（旅行開始後を除く） 旅行代金の50％
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100％

■当社による旅行契約の解除
●次の場合、当社は契約を解除することがあります。代金不払い、申し込み条件の
不適合、病気、団体行動への支障、天災地変、戦乱などの理由により旅行の円
滑な実施が不可能なとき等。

■お客様の交替
●上記取消料が発生する日以降旅行開始前迄にお申し出いただき、当社が承諾
した場合、お一人様につき１万円の手数料をお支払いいただくことにより、別の
方へ交替することができますが、1室ご利用のお客様全員が交替する場合は、�
キャンセル扱いとなります。なお、旅行開始後の乗船者の途中交替はできません。

■当社の責任
●当社は当社又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（故意又は重過失がある場
合を除く）。

■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。

■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、又は手荷物に被った一定の損害について補償
金および見舞金を支払います。

海外クルーズ 国内クルーズ
死亡補償金 2,500万円 1,500万円
入院見舞金 4万円〜40万円 2万円〜20万円

通院見舞金 2万円〜10万円 1万円〜5万円
通院3日以上

携帯品損害補償金 お客様1名様につき３千円〜15万円　※1※2

※1� 補償対象品1個あたり10万円を限度とします。
※2� 損害額がお客様1名様について1回の事故につき3千円を超えない場合は、

当社は損害補償金を支払いません。
■最少催行人員：２名様　
■旅行条件・旅行代金の基準日：2018年5月1日
■個人情報の取扱い
●当社及び受託旅行業者（以下「販売店」といいます）は、旅行申し込みの際に提
出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のため
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
きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用などを担保する
保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い
物の便宜のために必要な範囲内で利用し、また、それらの運送・宿泊機関等、手
配代行者、保険会社、土産品店等に対し電子的方法等で送付することにより提
供します。
このほか、当社および販売店の個人情報の取り扱いに関する方針については、
店舗、旅行条件書、ホームページ等でご確認ください。
お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意い
ただくものとします。
■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
お問い合せください。

１．�旅券（パスポート）・査証（ビザ）：当該クルーズ掲載頁をご参照のうえ、詳細は当社
および販売店にお問い合せください。
2．�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。
3.訪問国によっては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る場合がございます。お申し込み時にお問い合わせください。

●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。
■海外危険情報およ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.anzen.mofa.go.jp/
　　渡航先の衛生状況については、下記ホームページ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/
■添乗員
●添乗員は同行いたしません。船内では係員がお世話いたします。

◆旅行代金のご案内◆
●パンフレット記載の旅行代金は客室をお二人様でご利用の場合
の、お一人様の代金です。
●国内クルーズの旅行代金およびオプショナルツアー（国内）の代
金は、消費税など諸税を含んでおります。

●海外クルーズの旅行代金は各港の港湾諸税および2019年1月
7日以降出国するクルーズには日本の国際観光旅客税を含んで
おります。今後税額が増減または廃止された場合でも旅行代金に
変更はありません。

●客室をお一人様でご利用の場合には、割増代金が必要となります。
当該クルーズ掲載頁をご確認ください。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。相部屋は承っていません。
●一部のクルーズには子供代金の設定がございます。
●2歳未満の幼児は無料ですが、食事とベッドのご用意はございませ
ん。クルーズのご予約時に同伴する旨をお申し出ください。
●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、客室をお一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。

◆客室の3人利用時のご案内◆
●Kステートの一部では、3人目が未就学児（6歳以下）の場合に限り、備え付けのソファをキッズ
ベッドとして使用することで3人利用が可能です。この場合の3人目の旅行代金は、子供代
金設定の有無にかかわらず、Kステートの旅行代金（大人お一人様）の50％となります。（K3
キッズ・7デッキのみ）
●スイート及びDトリプルの3人利用
・S客室はエキストラベッドを、A,C,Dトリプル客室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,Dトリプル）にかかわらず当該クルーズのKステート
相当の旅行代金となります。※Dトリプルは3人利用が基本です。

（例1）� 大人3名
� � ご利用客室の旅行代金2名＋Ｋのツイン利用時の旅行代金1名分

3人の中に子供が含まれる場合は、以下をご参照ください。
（例2-1）�大人2名＋子供1名
� � ご利用客室の旅行代金2名＋Ｋのツイン利用時の旅行代金1名分
（例3-1）�大人1名＋子供2名
� � ご利用客室の旅行代金2名＋Ｋのツイン利用時の旅行代金1名分

但し、子供代金の設定があるクルーズの場合は、以下のとおりとなります。
（例2-2）�大人2名＋子供1名
� � ご利用客室の旅行代金2名＋Ｋのツイン利用時の子供代金1名分
（例3-2）�大人1名＋子供2名
� � ご利用客室の旅行代金1名＋子供代金1名＋Ｋのツイン利用時の子供代金1名分

◆お申し込みに際してのご案内◆
●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。乳幼児（6歳までの
未就学児）のお子様は、ご乗船前に船会社指定の承諾書が必要となります。

●15歳以上20歳未満の方は単独でもご乗船いただけますが、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。

●体質上（アレルギー）の理由で、食べ物に制限をお持ちのお客様は乗船前に船
会社指定の申請書に必要事項をご記入の上、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予めお申し出くだ
さい。
●テレビ・雑誌等の取材関係者が予告なく乗船する場合がございます。
●ゲストエンターテイナー等の撮影は原則としてご遠慮いただいております。
●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。
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