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早期全額支払割引
2020年8月31日（月）までに全額お支払いの
お客様は旅行代金が15％割引

 グランド特別割引★ 2020年6月30日（火）までに全額お支払いの
お客様は旅行代金が20％割引

早期申込割引 2020年10月31日（土）までにお申し込みのお客様は
早期申込割引の旅行代金にてご利用いただけます。

※各割引期限以降の客室タイプの変更及びお客様が交替された場合は割引代金が適用となりません。

view point

※天候その他の事情により、航路変更やイベントが実施できない場合があります。

★ 客室番号のご希望は
　お受けできません。

■食事：A・Bコース共通＝朝40回、昼40回、夕40回  
特典  クルーズ特典：寄港地での観光ツアー
またはイベントへご乗船の皆様をご案内します。
観光：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。
※横浜乗船のお客様は1月27日神戸では上陸できません。
※神戸下船のお客様は3月7日横浜では上陸できません。
※乗下船時を含め各国、出入国審査にはお時間を要します。

N   オーバーナイトステイ
1泊停泊します。

■旅券・査証について（※裏表紙 旅行条件の案内もご覧ください）
●クルーズ下船日に有効期限が6ヵ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）または査証（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ETAS（豪州電子
渡航認証）または査証（ビザ）が必要です。ニュージーランドではNZeTA（電子渡航認証）または
査証（ビザ）が必要です。詳細は販売店にお問い合わせください。

　フォーマルナイト
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3回予定して
います。 ※詳しくは日程表をご覧ください。
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A  横浜発着 1/26（火）▲
 3/7（日） 40泊41日

B  神戸発着 1/27（水）▲
 3/8（月） 40泊41日

初寄港

■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、2020年10月31日（土）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記載の期日までに全額お支払い
いただきます。2020年11月1日（日）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。

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Kは160%、客室F,E,Dは130％、客室Cは150％、客室Aは180%、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。
※燃油サーチャージは2020年1月1日現在不要ですが、今後原油価格の動向により旅行代金とは別にお客様にご負担いただく場合があります。
※Aコースのお客様で2021年3月8日神戸で下船される場合は、1泊分の追加代金が必要です。 

クルーズ特典クルーズ特典

クルーズ特典

2021年
オセアニアグランドクルーズ

～飛鳥クルーズ就航30周年記念～

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。詳しくは旅行会社・販売店へお問い合わせください。

グランド特別割引適用後の旅行代金

早期全額支払割引適用後の旅行代金

早期申込割引適用後の旅行代金

旅行代金

 （単位／円）旅行代金 （ A  B  コース共通） 〈2名1室利用時 お一人様〉

客室タイプ K：ステート

1,768,000

F：ステート

2,168,000

E：バルコニー

2,488,000

D：バルコニー/
D3：ディートリプル

2,552,000

C：スイート

3,832,000

A：アスカスイート
（和洋室を含む）

4,904,000

S：ロイヤルスイート

8,584,000

1,879,000

1,968,000

2,211,000

2,304,000

2,413,000

2,711,000

2,644,000

2,769,000

3,111,000

2,712,000

2,840,000

3,191,000

4,072,000

4,264,000

4,791,000

5,211,000

5,457,000

6,131,000 10,731,000

9,121,000

9,551,000

 2021年
オセアニア
グランドクルーズ

横浜発着   2021年1月26日（火）▶ 3月7日（日） 41日間Aコース

神戸発着   2021年1月27日（水）▶ 3月8日（月） 41日間Bコース

1

2

3

ケアンズとシドニーでの
特典ツアー

バヌアツ×飛鳥Ⅱ
交流会

オーストラリアワイン
飛鳥オリジナルラベルを

プレゼント

クルーズ特典

「季節を超えて、夏色に染まる国々
へ。」1992年オセアニアクルーズの
パンフレットは、このフレーズで始ま
ります。航空機による海外パッケー
ジツアーが普及の兆しを見せてい
た90年代初頭、素晴らしく豪華な
客船で未だ見ぬ国 を々巡ることは、
想像を超えた究極の旅として人々の
記憶に残りました。この時、飛鳥が
提案したことは、目的地
を訪れるだけではなく、
その行程、すなわち洋
上のハイライフを楽しむ
こと。あれから30年。
飛鳥のヘリテージはさ
らに進化し、この先も紡
がれていきます。

どこまでも続く水平線、その先にあ
る美しい海岸線や港町。航海の果
てに未だ見ぬ絶景に出会う感動。
ロングクルーズならではの魅力が
オセアニアには散りばめられています。

伝統のロングクルーズを愉しむ─飛鳥、30周年。
ヘリテージ。過去から紡がれ、未来へ伝えられるもの。そう呼ぶに相応しいクルーズが
飛鳥Ⅱにはあります。それは1992年に始まった初のロングクルーズ。飛鳥が選んだ舞台
はオセアニア。様 な々歴史と文化を楽しむ楽園航海が始まりました。南に進むごとに、
碧さが映える海の色、柔らかさが増す風の香り、そして日々 あふれていくお客様の笑顔。
まさにロングクルーズならではの楽しみ。
30周年の記念イヤーに贈る、飛鳥の碧きヘリテージ
にご一緒しませんか。

まさに名門と呼ぶにふさわしい船旅。

“Heritage”
ヘリテージ

1992

こちらからオセアニアグランドクルーズの

動画をご覧いただけます。

※船首エリアは乗組員専用につきお客様の立入りは出来ません。

飛鳥オセアニア _表 4_A1_ 郵船クルーズ

客室紹介 飛鳥Ⅱでは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客室をご用意しています。

※客室内はバルコニーを含め全面禁煙となります。喫煙されるお客様は、船内の喫煙スペースをご利用ください。
※救命ボートや救命いかだ、乗下船用タラップなど客船固有の設備のために、Kステートおよび一部客室では眺望がさまたげられます。 

全客室 海側・ツインベッド・バスタブ付
※面積にはバルコニーが含まれます。

33.5㎡
バルコニー付

スイートC

88.2㎡   バルコニー付

ロイヤルスイート（4室限定）S
22.9㎡
バルコニー付

18.4㎡
角窓（バルコニーなし）

22.9㎡
角窓（バルコニーなし）

※Kステートは、眺望がさまたげられます（例）

ステートF K

ディートリプル（4室限定）D3

バルコニー（D：9デッキ/E：8デッキ）D E

　 

※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
この旅行は下記掲載の旅行会社（以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加さ
れるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほ
か別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社
旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
■旅行代金に含まれるもの
●�旅行日程表に明示されたクルーズ代金（クルーズ期間中の船内における全食事を含む。但し、寿司
“海彦”は別料金）。
●旅行日程表に明示された利用交通機関の運賃・料金、バス料金。
　〔注〕上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
　（前項の他は旅行代金に含まれていません。その一部を例示します）
●アルコール等飲料の代金、クリーニング、電報・電話料、その他追加飲食等
　個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
●�傷害、疾病に関する治療費、渡航手続費用（旅券用印紙代、査証料、予防接種料金、傷害・疾病
保険料及び渡航手続取扱料金）。
●ご自宅と発着港間の交通費、宿泊費。
●お客様のご希望によりお１人部屋を利用される場合の割増料金。
●希望者のみ参加される寄港地観光ツアーの旅行代金。
■お申し込み条件
●�20歳未満の方は、保護者の同意が必要です。15歳未満の方は、保護者の同行（同室）を条件とし
ます。
●�健康を害している方、車いすなどの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、認知症の
方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者
補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、そのほか特別の配慮を必要とする方は、お申し込
みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。旅行契約成立後にこれらの
状態になった場合も直ちにお申し出ください。改めて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必
要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
●�前項のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この際、お客
様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、または書面でそれらをお申し出いただくことがあり
ます。
●�当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、医師の診断書の提
出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。
　�また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みを
お断りし、または旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づ
き、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様のご負担とします。
●�海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上）にご乗船の方は、健康アンケートの提出が必要です。
健康アンケートの内容によっては、健康診断書を提出いただきます。

■旅行代金の額の変更
●�利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改訂により、旅行代金の額を変更することがありま　す。
増額の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、15日目にあたる日より前にお　知らせ
します。

■お客様の責任
●�当社はお客様の故意または過失、法令もしくは、公序良俗に反する行為により当社が損害を被った
ときは、お客様から損害の賠償を申し受けます。
●�お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の
内容について理解するように努めなければなりません。

●�お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと
認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にそ
の旨を申し出なければなりません。�

■旅程保証
●�当社は別途お渡しする契約書面に重要な変更が生じた場合は、規定の変更補償金を支払います。
ただし、次の場合は変更補償金は支払いません。
　�天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運
行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措
置。なお、変更補償金は旅行者１名に対し、１募集型企画旅行につき旅行代金の15％を限度としま
す。また、変更補償金が千円未満であるときは、変更補償金は支払いません。

■旅行契約内容の変更
●�当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当
初の運行計画によらない運送サービス提供等の当社が関与しえない事由が生じた場合、契約内容
を変更することがあります。

■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い
●�当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金として旅行代金の20％を添えてお申し込みいた
だきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として繰り入れます。
●�当社は、電話･郵便･FAX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。
●�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、2020年10
月31日（土）までに残額をお支払いいただきます。2020年11月1日（日）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。グランド特別割引・早期全額支払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。
●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。　

■取消料（お客様による旅行契約の解除）

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％

●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）

■添乗員�　●添乗員は同行いたしません。船内では係員がお世話いたします。
■最少催行人員　2名様
■旅行条件・旅行代金の基準　2020年1月1日を基準としています。

■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
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等
に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、渡航手続業務の
遂行、お客様がお申し込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領
のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用などを担保する保険の
手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範
囲内で利用し、また、それらの運送・宿泊機関等、手配代行者、保険会社、土産品店等に対し電子的
方法等で送付することにより提供します。
このほか、当社および販売店の個人情報の取り扱いに関する方針については、店舗、旅行条件書、
ホームページ等でご確認ください。
お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
■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）：クルーズ下船日に有効期限が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）または査証が必要です。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ETAS（豪州電子渡航認証）または査証が必要です。ニュージーランドでは
NZeTA（電子渡航認証）または査証が必要です。
●�訪問国によっては18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合（単独や片方の親のみ、また
は親以外の大人の方と旅行する場合）、入国に際して親の「渡航同意書」（英文）の提示を求められ
る場合があります。
●�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.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/

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。

お申し込み時のご案内
■寄港地観光ツアーについて
・寄港地観光ツアーは郵船クルーズ（株）が企画・実施し
ます。
・詳しい日程および申込書は別途送付いたします。
・お申し込み多数の場合は抽選となります。
・代金は、すべて船上でお支払いください。
・�寄港地観光ツアーにご参加中の船上での諸サービス
（食事・宿泊等）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。
・乗下船日の寄港地観光ツアーにはご参加いただけま
せん。
・�車いすをご使用の方および歩行が困難な方は、旅行
の安全かつ円滑な実施のためツアーへのご参加をお
断りすることもございますので、あらかじめお申し込みの
旅行会社を通じ、郵船クルーズ（株）までお問い合わせく
ださい。
■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
内中心地などへシャトルバスを運行します。
※�不催行の場合でも相当額の補償や他運送機関へ
の振替はありません。

●パンフレット記載の旅行代金は客室をお2人様でご利用の場合の、お1人様の代金です。
●旅行代金は各港の港湾諸税および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。
●燃油サーチャージは2020年1月1日現在不要ですが、今後原油価格の動向により、旅行代金とは
別にお客様にご負担いただく場合があります。
●客室をお1人様でご利用の場合は、客室Sは200％、客室A（和洋室を含む）は180％、客室Cは
150％、客室D、E、Fは130％、客室Kは160％、の割増代金となります。お1人様でご利用いただけ
る客室には限りがございます。相部屋は承っていません。
●スイートルーム及び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（和洋室を含む）、C、Dトリプル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人利用が基本となります。
●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（＊1）。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。＊1：グランド特別割引にお申し込みの場合、客室番
号のご希望はお受けできません。
●パッケージツアー等でパンフレット記載以外の区間を販売する場合があります。
●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）。
●取消料発生期間内に客室のご利用人数が減少した場合、取消されたお客様には規定による取消
料を、客室をお一人様でご利用になられるお客様には規定による割増代金を追加で申し受けます。
●取消料発生期間内にお客様の申し出により旅行の契約内容（客室タイプ/コース/割引種別/対
象者などを含みます）を変更される場合は、旅行契約を一旦解除した上で新たに旅行契約を締結し
ていただきます。このとき、新契約の代金が旧契約の代金よりも低額であれば、その差額に対し規
定の取消料率を乗じた取消料を申し受けます。

●当クルーズ（区間乗船も含む）には未就学児（6歳以下）は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、お申し込み時に保護者の同意書の
提出が必要です。
●当クルーズにご乗船の方は、健康アンケートの提出が必要です。健康アンケートの内容によって
は、健康診断書を提出いただきます。
●妊娠中の方はお申し込み時またはお早目にお申し出ください。船会社指定の診断書および承諾書を
提出いただきます。
●車いすをご使用される方はお申し込み時にお申し出ください。原則としてお客様1名様に対して1名
の介助いただけるご同伴者様（同室）の乗船をお願いいたします。又、ご同伴者様は車いすご使用
のお客様と共に行動していただきます。単独行動はご遠慮ください。
●電動車いすをご使用の場合、前項のほか使用上の制限事項についての承諾書の提出が必要とな
ります。なお、電動カートはご使用になれません。
●体質上（アレルギー）の理由で、食べ物に制限をお持ちの方はお申し込み時にお申し出ください。船
会社指定の申請書の提出が必要となります。
●医療器具をお持ち込みされる場合はお申し込み時にお申し出ください。診断書および承諾書を提
出いただく場合があります。
●フォトエッセイの撮影のほか、テレビ・雑誌の取材関係者が乗船します。
●記載されたスケジュールは、天候・その他の事情により変更される場合がございます。
●イベント内容、ゲストエンターテイナー、ゲストシェフ等は諸事情により変更になる場合がございます。
●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、写真は一部寄港地観光ツアー等で
お楽しみいただけるものです。改装情報については完成予想のイメージCGが含まれます。実際とは
異なる場合がございます。
●ゲストエンターテイナー等の撮影は原則としてご遠慮いただいております。
●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。
●改装情報、サービス内容および船内施設・客室の情報は2020年1月現在の状況のもので、今後
変更・廃止となる場合がございます。

45.8㎡
バルコニー付

45.8㎡
バルコニー付

アスカスイートA

和洋室タイプ（2室限定 客室番号：1046、1047）

◆旅行代金のご案内◆ ◆客室の3人利用時のご案内◆ ◆お申し込みに際してのご案内◆
●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（原則として大人・子供同額）。
●一部のクルーズには子供代金（2歳以上12歳以下（小学生ま
で））の設定がございます。
●2歳未満の幼児は無料ですが、お申し込み時に同伴する旨をお申
し出ください。なお、ベッドのご用意はございません。食事のご用意
はございますが、粉ミルク、離乳食、アレルギー対応食はございませ
んので事前にご準備ください。
●国内クルーズの旅行代金は、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。
●パッケージツアー等でパンフレット記載以外の区間を販売する場
合があります。

●取消料発生期間内に客室のご利用人数が減少した場合、取消さ
れたお客様には規定による取消料を、客室をお一人様でご利用に
なられるお客様には規定による割増代金を追加で申し受けます。
●取消料発生期間内にお客様の申し出により旅行の契約内容（客
室タイプ／コース／割引種別／対象者などを含みます）を変更され
る場合は、旅行契約を一旦解除した上で新たに旅行契約を締結
していただきます。このとき、新契約の代金が旧契約の代金よりも
低額であれば、その差額に対し規定の取消料率を乗じた取消料を
申し受けます。

●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
・ 客室S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
（例2-1）大人2名＋子供1名
（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

●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、お申し込み時に船会社指定の承諾書の提出が必要となります。

●15歳以上20歳未満の方は単独でもご乗船いただけますが、お申し込み時に保護者の
同意書の提出が必要です。

●妊娠中の方はお申し込み時またはお早目にお申し出ください。船会社指定の診断書およ
び承諾書を提出いただきます。
●車いすをご使用されるお客様はお申し込み時にお申し出ください。原則としてお客様1名様
に対して1名の介助いただけるご同伴者様（同室）の乗船をお願いいたします。又、ご同伴
者様は車いすご使用のお客様と共に行動していただきます。単独行動はご遠慮ください。

●電動車いすをご使用の場合、前項のほか使用上の制限事項についての承諾書の提出
が必要となります。なお、電動カートはご使用になれません。
●体質上（アレルギー）の理由で、食べ物に制限をお持ちのお客様はお申し込み時にお申
し出ください。船会社指定の申請書の提出が必要となります。
●医療器具をお持ち込みされる場合はお申し込み時にお申し出ください。診断書および承
諾書を提出いただく場合があります。

●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。
●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。
●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する場合がございます。
●天候による運航中止やスケジュール変更をはじめとした船会社の旅客運送約款内「運
航の中止・変更等」の規定による措置に伴う交通費や宿泊費、宅配便等の費用はお客
様負担となります。
●改装情報、サービス内容および船内施設・客室の情報は2019年11月現在の状況のも
ので、今後変更・中止となる場合がございます。

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

■募集型企画旅行契約
　この旅行は、下記記載の旅行会社（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寄港地観光ツアーの旅行代金
■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：各コース 2名様
■旅行条件・旅行代金の基準日：2019年11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、入国管理局にお問い
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18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合（単独や 
片方の親のみ、または親以外の大人の方と旅行する場合）、入国に際して親の
「渡航同意書」（英文）の提示を求められる場合があります。詳しくはお申し込み
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：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：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。

※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。

〒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
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オーストラリアでは、ダイナミックな自然探訪と優美な街歩きを満喫！
グレートバリアリーフの玄関口ケアンズ、世界三大美港のひとつシドニー、
カフェ文化の発信地メルボルン、そして初寄港地・タスマニア島バーニーへ

世界遺産

■メルボルン
観光   オーストラリア・ワイナリーを訪ねて ほか2 / 13

■ケアンズ
観光   高原列車で行くキュランダ ほか2 /6

■シドニー
観光   ブルーマウンテンズ国立公園 ほか

2 / 10
2 / 11

横浜

オークランド

ミルフォードサウンド通航

シドニー
メルボルン

バーニー

ケアンズ ポートビラ

サイパン

グアム

神戸
■ミルフォードサウンド2 / 17

氷河によって削り取られた
神秘の峡谷をクルージング
高さ1200ｍの断崖絶壁が続く

■オークランド2 / 20

マオリ文化に親しむ博物館や
パーネル地区の歴史遊歩道へ
観光   ヨットセイリング体験 ほか

■ポートビラ2 / 24

南太平洋に浮かぶリゾート 
地元の方 と々の文化交流会も

■サイパン
■グアム

1/ 31
3 / 3

豊富なアクティビティ
人気の南国リゾート2島
観光   サブマリンツアー ほか

横浜発 神戸発

2021年オセアニアグランドクルーズ
2021年1月26日（火） ▲  3月8日（月）  A・Bコース 各41日間

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

（和洋室を含む） 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 1,768,000 2,168,000 2,488,000 2,552,000 3,832,000 4,904,000 8,584,000
早期全額支払割引適用後の旅行代金 1,879,000 2,304,000 2,644,000 2,712,000 4,072,000 5,211,000 9,121,000

早期申込割引適用後の旅行代金 1,968,000 2,413,000 2,769,000 2,840,000 4,264,000 5,457,000 9,551,000
旅行代金 2,211,000 2,711,000 3,111,000 3,191,000 4,791,000 6,131,000 10,731,000

旅行代金（ABコース共通） 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位：円）

早期全額支払割引 2020年8月31日（月）までに全額お支払いの
お客様は旅行代金が15％割引

グランド特別割引★ 2020年6月30日（火）までに全額お支払いの
お客様は旅行代金が20％割引

早期申込割引 2020年10月31日（土）までにお申し込みのお客様は
早期申込割引の旅行代金にてご利用いただけます。

※各割引期限以降の客室タイプの変更及びお客様が交替された場合は割引代金が適用となりません。

早期全額支払割引 早期申込割引グランド特別割引

迎えた南 半 球
飛 鳥クル ーズ 3 0 周 年

美しい 季 節を
光 彩 に包まれて祝う

ミルフォードサウンド
イメージ

view point

※天候その他の事情により、航路変更やイベントが実施できない場合があります。

〜飛鳥クルーズ就航30周年記念〜

■バーニー 初寄港
観光   クレイドルマウンテン観光 ほか2 / 14

■ほかにも、クルーズを盛り上げるスペシャルゲストや、赤道通過祭、飛鳥Ⅱ15歳のバースデーパーティーなど、グランドクルーズならではのさまざまなイベントをご用意しています。

文藝春秋×飛鳥Ⅱコラボレーション企画

〉〉〉　　30周年記念イベント

乗船区間 グアム〜横浜

赤川次郎 トークショー
1948 年生まれ。「幽霊列車」で小説家デ
ビュー。1978年『三毛猫ホームズの推理』
が大ヒット、以来ベストセラー作家として
活躍。2016 年『東京零年』で吉川英治文
学賞を受賞。映像化・舞台化作品に『セー
ラー服と機関銃』『探偵物語』など多数。

〉〉〉ゲストエンターテイナー

国
こくぶ

府弘子 ジャズライブ
1987年デビュー。幅広
い音楽を取り入れた楽
しいステージで大人気
のジャズピアニスト。ア
ルバム「ピアノ一丁！」に
続き、2020年1月に新作

「ピアノパーティ」発売。

〈ケアンズ発〉  
エアーズロックを訪ねて
巨大な一枚岩が鎮座する
アボリジニの聖地

〈バーニー発〉  
ニュージーランドの大自然

「雲を突き抜ける山」、
マウントクックやテカポ湖へ

★客室番号のご希望は
　お受けできません。

〉〉〉ランドツアー〈宿泊を伴う観光ツアー（別料金／定員制〉

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。詳しくは旅行会社・販売店へお問い合わせください。海外旅行保険ご加入のすすめ

■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、2020年10月31日（土）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記載の期日ま
でに全額お支払いいただきます。2020年11月1日（日）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。

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Kは160%、客室F,E,Dは130％、客室Cは150％、客室Aは180%、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。
※燃油サーチャージは2019年11月1日現在不要ですが、今後原油価格の動向により旅行代金とは別にお客様にご負担いただく場合があります。
※Aコースのお客様で2021年3月8日神戸で下船される場合は、1泊分の追加代金が必要です。 

バヌアツ×飛鳥Ⅱ
交流会

初寄港

クレイドルマウンテン 観光

シドニー

※乗船区間は日程表にてご案内します。

世界遺産

世界遺産

世界遺産

世界遺産

8 9

A 1/26（火） 横浜発 ▲

 3/7（日） 横浜着 40泊41日
B 1/27（水） 神戸発 ▲

 3/8（月） 神戸着 40泊41日

■食事：A・Bコース共通＝朝40回、昼40回、夕40回  
観光  ：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。

※横浜乗船のお客様は1月27日神戸では上陸できません。
※神戸下船のお客様は3月7日横浜では上陸できません。
※各国、出入国審査にはお時間を要します。 N オーバーナイトステイ

1泊停泊します。

月日 寄港地 国・地域 コース

1/26 火 横浜 日本 午後出港

27 水 神戸 日本 午後出港

31 日 サイパン 北マリアナ諸島 観光

2/6 土 ケアンズ オーストラリア 観光

10 水
シドニー オーストラリア N 観光

11 木・祝

13 土 メルボルン オーストラリア 観光

14 日 バーニー オーストラリア 初寄港 観光

17 水 ミルフォードサウンド通航

20 土 オークランド ニュージーランド 観光

24 水 ポートビラ バヌアツ

3/3 水 グアム アメリカ 観光

7 日 横浜 日本 午前入港

8 月 神戸 日本 午後入港

A
B

■旅券・査証について（※裏表紙 旅行条件の案内もご覧ください）
● クルーズ下船日に有効期限が6ヵ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）または査証（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ETAS

（豪州電子渡航認証）または査証（ビザ）が必要です。ニュージーランドではNZeTA（電子渡
航認証）または査証（ビザ）が必要です。詳細は販売店にお問い合わせください。

　　フォーマルナイト
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3回予定しています。
※詳しくは日程表をご覧ください。

20216030

飛鳥オセアニア _おもて _A1_ 郵船クルーズ　2020 年 1 月 14 日 午後 4 時 41 分
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横浜

オークランド

ミルフォードサウンド通航

シドニー
メルボルン

バーニー

ケアンズ ポートビラ

サイパン

グアム

神戸

早期全額支払割引
2020年8月31日（月）までに全額お支払いの
お客様は旅行代金が15％割引

 グランド特別割引★ 2020年6月30日（火）までに全額お支払いの
お客様は旅行代金が20％割引

早期申込割引 2020年10月31日（土）までにお申し込みのお客様は
早期申込割引の旅行代金にてご利用いただけます。

※各割引期限以降の客室タイプの変更及びお客様が交替された場合は割引代金が適用となりません。

view point

※天候その他の事情により、航路変更やイベントが実施できない場合があります。

★ 客室番号のご希望は
　お受けできません。

■食事：A・Bコース共通＝朝40回、昼40回、夕40回  
特典  クルーズ特典：寄港地での観光ツアー
またはイベントへご乗船の皆様をご案内します。
観光：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。
※横浜乗船のお客様は1月27日神戸では上陸できません。
※神戸下船のお客様は3月7日横浜では上陸できません。
※乗下船時を含め各国、出入国審査にはお時間を要します。

N   オーバーナイトステイ
1泊停泊します。

■旅券・査証について（※裏表紙 旅行条件の案内もご覧ください）
●クルーズ下船日に有効期限が6ヵ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）または査証（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ETAS（豪州電子
渡航認証）または査証（ビザ）が必要です。ニュージーランドではNZeTA（電子渡航認証）または
査証（ビザ）が必要です。詳細は販売店にお問い合わせください。

　フォーマルナイト
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3回予定して
います。 ※詳しくは日程表をご覧ください。

Schedule スケジュール

1
月

3
月

2
月

日

火26

水27

日31

土6

水10

木・祝

土

11

13

寄港地 国・地域

横浜 日本

神戸 日本

サイパン 北マリアナ諸島

ケアンズ

メルボルン

バーニー

オークランド

ポートビラ

グアム

横浜
神戸

ミルフォードサウンド通航

シドニー

オーストラリア

オーストラリア

オーストラリア

ニュージーランド

バヌアツ

アメリカ

日本

日本

オーストラリア

午後出港

午前入港

午後入港

午後出港

コース月  

日14

水17

土20

水24

水3

日7

月8

 観光   

特典  観光   

 観光   

 観光   

 観光   

特典

初寄港  観光   

N
 特典 観光   

A

B

A  横浜発着 1/26（火）▲
 3/7（日） 40泊41日

B  神戸発着 1/27（水）▲
 3/8（月） 40泊41日

初寄港

■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、2020年10月31日（土）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記載の期日までに全額お支払い
いただきます。2020年11月1日（日）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。

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Kは160%、客室F,E,Dは130％、客室Cは150％、客室Aは180%、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。
※燃油サーチャージは2020年1月1日現在不要ですが、今後原油価格の動向により旅行代金とは別にお客様にご負担いただく場合があります。
※Aコースのお客様で2021年3月8日神戸で下船される場合は、1泊分の追加代金が必要です。 

クルーズ特典クルーズ特典

クルーズ特典

2021年
オセアニアグランドクルーズ

～飛鳥クルーズ就航30周年記念～

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。詳しくは旅行会社・販売店へお問い合わせください。

グランド特別割引適用後の旅行代金

早期全額支払割引適用後の旅行代金

早期申込割引適用後の旅行代金

旅行代金

 （単位／円）旅行代金 （ A  B  コース共通） 〈2名1室利用時 お一人様〉

客室タイプ K：ステート

1,768,000

F：ステート

2,168,000

E：バルコニー

2,488,000

D：バルコニー/
D3：ディートリプル

2,552,000

C：スイート

3,832,000

A：アスカスイート
（和洋室を含む）

4,904,000

S：ロイヤルスイート

8,584,000

1,879,000

1,968,000

2,211,000

2,304,000

2,413,000

2,711,000

2,644,000

2,769,000

3,111,000

2,712,000

2,840,000

3,191,000

4,072,000

4,264,000

4,791,000

5,211,000

5,457,000

6,131,000 10,731,000

9,121,000

9,551,000

 2021年
オセアニア
グランドクルーズ

横浜発着   2021年1月26日（火）▶ 3月7日（日） 41日間Aコース

神戸発着   2021年1月27日（水）▶ 3月8日（月） 41日間Bコース

1

2

3

ケアンズとシドニーでの
特典ツアー

バヌアツ×飛鳥Ⅱ
交流会

オーストラリアワイン
飛鳥オリジナルラベルを

プレゼント

クルーズ特典

「季節を超えて、夏色に染まる国々
へ。」1992年オセアニアクルーズの
パンフレットは、このフレーズで始ま
ります。航空機による海外パッケー
ジツアーが普及の兆しを見せてい
た90年代初頭、素晴らしく豪華な
客船で未だ見ぬ国 を々巡ることは、
想像を超えた究極の旅として人々の
記憶に残りました。この時、飛鳥が
提案したことは、目的地
を訪れるだけではなく、
その行程、すなわち洋
上のハイライフを楽しむ
こと。あれから30年。
飛鳥のヘリテージはさ
らに進化し、この先も紡
がれていきます。

どこまでも続く水平線、その先にあ
る美しい海岸線や港町。航海の果
てに未だ見ぬ絶景に出会う感動。
ロングクルーズならではの魅力が
オセアニアには散りばめられています。

伝統のロングクルーズを愉しむ─飛鳥、30周年。
ヘリテージ。過去から紡がれ、未来へ伝えられるもの。そう呼ぶに相応しいクルーズが
飛鳥Ⅱにはあります。それは1992年に始まった初のロングクルーズ。飛鳥が選んだ舞台
はオセアニア。様 な々歴史と文化を楽しむ楽園航海が始まりました。南に進むごとに、
碧さが映える海の色、柔らかさが増す風の香り、そして日々 あふれていくお客様の笑顔。
まさにロングクルーズならではの楽しみ。
30周年の記念イヤーに贈る、飛鳥の碧きヘリテージ
にご一緒しませんか。

まさに名門と呼ぶにふさわしい船旅。

“Heritage”
ヘリテージ

1992

こちらからオセアニアグランドクルーズの

動画をご覧いただけます。

※船首エリアは乗組員専用につきお客様の立入りは出来ません。

飛鳥オセアニア _表 4_A1_ 郵船クルーズ

客室紹介 飛鳥Ⅱでは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客室をご用意しています。

※客室内はバルコニーを含め全面禁煙となります。喫煙されるお客様は、船内の喫煙スペースをご利用ください。
※救命ボートや救命いかだ、乗下船用タラップなど客船固有の設備のために、Kステートおよび一部客室では眺望がさまたげられます。 

全客室 海側・ツインベッド・バスタブ付
※面積にはバルコニーが含まれます。

33.5㎡
バルコニー付

スイートC

88.2㎡   バルコニー付

ロイヤルスイート（4室限定）S
22.9㎡
バルコニー付

18.4㎡
角窓（バルコニーなし）

22.9㎡
角窓（バルコニーなし）

※Kステートは、眺望がさまたげられます（例）

ステートF K

ディートリプル（4室限定）D3

バルコニー（D：9デッキ/E：8デッキ）D E

　 

※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
この旅行は下記掲載の旅行会社（以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加さ
れるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほ
か別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社
旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
■旅行代金に含まれるもの
●�旅行日程表に明示されたクルーズ代金（クルーズ期間中の船内における全食事を含む。但し、寿司
“海彦”は別料金）。
●旅行日程表に明示された利用交通機関の運賃・料金、バス料金。
　〔注〕上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
　（前項の他は旅行代金に含まれていません。その一部を例示します）
●アルコール等飲料の代金、クリーニング、電報・電話料、その他追加飲食等
　個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
●�傷害、疾病に関する治療費、渡航手続費用（旅券用印紙代、査証料、予防接種料金、傷害・疾病
保険料及び渡航手続取扱料金）。
●ご自宅と発着港間の交通費、宿泊費。
●お客様のご希望によりお１人部屋を利用される場合の割増料金。
●希望者のみ参加される寄港地観光ツアーの旅行代金。
■お申し込み条件
●�20歳未満の方は、保護者の同意が必要です。15歳未満の方は、保護者の同行（同室）を条件とし
ます。
●�健康を害している方、車いすなどの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、認知症の
方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者
補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、そのほか特別の配慮を必要とする方は、お申し込
みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。旅行契約成立後にこれらの
状態になった場合も直ちにお申し出ください。改めて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必
要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
●�前項のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この際、お客
様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、または書面でそれらをお申し出いただくことがあり
ます。
●�当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、医師の診断書の提
出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。
　�また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みを
お断りし、または旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づ
き、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様のご負担とします。
●�海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上）にご乗船の方は、健康アンケートの提出が必要です。
健康アンケートの内容によっては、健康診断書を提出いただきます。

■旅行代金の額の変更
●�利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改訂により、旅行代金の額を変更することがありま　す。
増額の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、15日目にあたる日より前にお　知らせ
します。

■お客様の責任
●�当社はお客様の故意または過失、法令もしくは、公序良俗に反する行為により当社が損害を被った
ときは、お客様から損害の賠償を申し受けます。
●�お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の
内容について理解するように努めなければなりません。

●�お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと
認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にそ
の旨を申し出なければなりません。�

■旅程保証
●�当社は別途お渡しする契約書面に重要な変更が生じた場合は、規定の変更補償金を支払います。
ただし、次の場合は変更補償金は支払いません。
　�天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運
行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措
置。なお、変更補償金は旅行者１名に対し、１募集型企画旅行につき旅行代金の15％を限度としま
す。また、変更補償金が千円未満であるときは、変更補償金は支払いません。

■旅行契約内容の変更
●�当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当
初の運行計画によらない運送サービス提供等の当社が関与しえない事由が生じた場合、契約内容
を変更することがあります。

■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い
●�当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金として旅行代金の20％を添えてお申し込みいた
だきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として繰り入れます。
●�当社は、電話･郵便･FAX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。
●�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、2020年10
月31日（土）までに残額をお支払いいただきます。2020年11月1日（日）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。グランド特別割引・早期全額支払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。
●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。　

■取消料（お客様による旅行契約の解除）

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％

●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）

■添乗員�　●添乗員は同行いたしません。船内では係員がお世話いたします。
■最少催行人員　2名様
■旅行条件・旅行代金の基準　2020年1月1日を基準としています。

■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
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等
に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、渡航手続業務の
遂行、お客様がお申し込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領
のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用などを担保する保険の
手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範
囲内で利用し、また、それらの運送・宿泊機関等、手配代行者、保険会社、土産品店等に対し電子的
方法等で送付することにより提供します。
このほか、当社および販売店の個人情報の取り扱いに関する方針については、店舗、旅行条件書、
ホームページ等でご確認ください。
お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
■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）：クルーズ下船日に有効期限が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）または査証が必要です。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ETAS（豪州電子渡航認証）または査証が必要です。ニュージーランドでは
NZeTA（電子渡航認証）または査証が必要です。
●�訪問国によっては18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合（単独や片方の親のみ、また
は親以外の大人の方と旅行する場合）、入国に際して親の「渡航同意書」（英文）の提示を求められ
る場合があります。
●�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.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/

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。

お申し込み時のご案内
■寄港地観光ツアーについて
・寄港地観光ツアーは郵船クルーズ（株）が企画・実施し
ます。
・詳しい日程および申込書は別途送付いたします。
・お申し込み多数の場合は抽選となります。
・代金は、すべて船上でお支払いください。
・�寄港地観光ツアーにご参加中の船上での諸サービス
（食事・宿泊等）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。
・乗下船日の寄港地観光ツアーにはご参加いただけま
せん。
・�車いすをご使用の方および歩行が困難な方は、旅行
の安全かつ円滑な実施のためツアーへのご参加をお
断りすることもございますので、あらかじめお申し込みの
旅行会社を通じ、郵船クルーズ（株）までお問い合わせく
ださい。
■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
内中心地などへシャトルバスを運行します。
※�不催行の場合でも相当額の補償や他運送機関へ
の振替はありません。

●パンフレット記載の旅行代金は客室をお2人様でご利用の場合の、お1人様の代金です。
●旅行代金は各港の港湾諸税および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。
●燃油サーチャージは2020年1月1日現在不要ですが、今後原油価格の動向により、旅行代金とは
別にお客様にご負担いただく場合があります。
●客室をお1人様でご利用の場合は、客室Sは200％、客室A（和洋室を含む）は180％、客室Cは
150％、客室D、E、Fは130％、客室Kは160％、の割増代金となります。お1人様でご利用いただけ
る客室には限りがございます。相部屋は承っていません。
●スイートルーム及び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（和洋室を含む）、C、Dトリプル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人利用が基本となります。
●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（＊1）。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。＊1：グランド特別割引にお申し込みの場合、客室番
号のご希望はお受けできません。
●パッケージツアー等でパンフレット記載以外の区間を販売する場合があります。
●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）。
●取消料発生期間内に客室のご利用人数が減少した場合、取消されたお客様には規定による取消
料を、客室をお一人様でご利用になられるお客様には規定による割増代金を追加で申し受けます。
●取消料発生期間内にお客様の申し出により旅行の契約内容（客室タイプ/コース/割引種別/対
象者などを含みます）を変更される場合は、旅行契約を一旦解除した上で新たに旅行契約を締結し
ていただきます。このとき、新契約の代金が旧契約の代金よりも低額であれば、その差額に対し規
定の取消料率を乗じた取消料を申し受けます。

●当クルーズ（区間乗船も含む）には未就学児（6歳以下）は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、お申し込み時に保護者の同意書の
提出が必要です。
●当クルーズにご乗船の方は、健康アンケートの提出が必要です。健康アンケートの内容によって
は、健康診断書を提出いただきます。
●妊娠中の方はお申し込み時またはお早目にお申し出ください。船会社指定の診断書および承諾書を
提出いただきます。
●車いすをご使用される方はお申し込み時にお申し出ください。原則としてお客様1名様に対して1名
の介助いただけるご同伴者様（同室）の乗船をお願いいたします。又、ご同伴者様は車いすご使用
のお客様と共に行動していただきます。単独行動はご遠慮ください。
●電動車いすをご使用の場合、前項のほか使用上の制限事項についての承諾書の提出が必要とな
ります。なお、電動カートはご使用になれません。
●体質上（アレルギー）の理由で、食べ物に制限をお持ちの方はお申し込み時にお申し出ください。船
会社指定の申請書の提出が必要となります。
●医療器具をお持ち込みされる場合はお申し込み時にお申し出ください。診断書および承諾書を提
出いただく場合があります。
●フォトエッセイの撮影のほか、テレビ・雑誌の取材関係者が乗船します。
●記載されたスケジュールは、天候・その他の事情により変更される場合がございます。
●イベント内容、ゲストエンターテイナー、ゲストシェフ等は諸事情により変更になる場合がございます。
●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、写真は一部寄港地観光ツアー等で
お楽しみいただけるものです。改装情報については完成予想のイメージCGが含まれます。実際とは
異なる場合がございます。
●ゲストエンターテイナー等の撮影は原則としてご遠慮いただいております。
●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。
●改装情報、サービス内容および船内施設・客室の情報は2020年1月現在の状況のもので、今後
変更・廃止となる場合がございます。

45.8㎡
バルコニー付

45.8㎡
バルコニー付

アスカスイートA

和洋室タイプ（2室限定 客室番号：1046、1047）

◆旅行代金のご案内◆ ◆客室の3人利用時のご案内◆ ◆お申し込みに際してのご案内◆
●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（原則として大人・子供同額）。
●一部のクルーズには子供代金（2歳以上12歳以下（小学生ま
で））の設定がございます。
●2歳未満の幼児は無料ですが、お申し込み時に同伴する旨をお申
し出ください。なお、ベッドのご用意はございません。食事のご用意
はございますが、粉ミルク、離乳食、アレルギー対応食はございませ
んので事前にご準備ください。
●国内クルーズの旅行代金は、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。
●パッケージツアー等でパンフレット記載以外の区間を販売する場
合があります。
●取消料発生期間内に客室のご利用人数が減少した場合、取消さ
れたお客様には規定による取消料を、客室をお一人様でご利用に
なられるお客様には規定による割増代金を追加で申し受けます。
●取消料発生期間内にお客様の申し出により旅行の契約内容（客
室タイプ／コース／割引種別／対象者などを含みます）を変更され
る場合は、旅行契約を一旦解除した上で新たに旅行契約を締結
していただきます。このとき、新契約の代金が旧契約の代金よりも
低額であれば、その差額に対し規定の取消料率を乗じた取消料を
申し受けます。

●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
・ 客室S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
（例2-1）大人2名＋子供1名
（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

●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、お申し込み時に船会社指定の承諾書の提出が必要となります。

●15歳以上20歳未満の方は単独でもご乗船いただけますが、お申し込み時に保護者の
同意書の提出が必要です。

●妊娠中の方はお申し込み時またはお早目にお申し出ください。船会社指定の診断書およ
び承諾書を提出いただきます。
●車いすをご使用されるお客様はお申し込み時にお申し出ください。原則としてお客様1名様
に対して1名の介助いただけるご同伴者様（同室）の乗船をお願いいたします。又、ご同伴
者様は車いすご使用のお客様と共に行動していただきます。単独行動はご遠慮ください。

●電動車いすをご使用の場合、前項のほか使用上の制限事項についての承諾書の提出
が必要となります。なお、電動カートはご使用になれません。
●体質上（アレルギー）の理由で、食べ物に制限をお持ちのお客様はお申し込み時にお申
し出ください。船会社指定の申請書の提出が必要となります。
●医療器具をお持ち込みされる場合はお申し込み時にお申し出ください。診断書および承
諾書を提出いただく場合があります。

●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。
●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。
●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する場合がございます。
●天候による運航中止やスケジュール変更をはじめとした船会社の旅客運送約款内「運
航の中止・変更等」の規定による措置に伴う交通費や宿泊費、宅配便等の費用はお客
様負担となります。
●改装情報、サービス内容および船内施設・客室の情報は2019年11月現在の状況のも
ので、今後変更・中止となる場合がございます。

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

■募集型企画旅行契約
　この旅行は、下記記載の旅行会社（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寄港地観光ツアーの旅行代金
■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：各コース 2名様
■旅行条件・旅行代金の基準日：2019年11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、入国管理局にお問い
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18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合（単独や 
片方の親のみ、または親以外の大人の方と旅行する場合）、入国に際して親の
「渡航同意書」（英文）の提示を求められる場合があります。詳しくはお申し込み
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：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：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。

※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。

〒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
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オーストラリアでは、ダイナミックな自然探訪と優美な街歩きを満喫！
グレートバリアリーフの玄関口ケアンズ、世界三大美港のひとつシドニー、
カフェ文化の発信地メルボルン、そして初寄港地・タスマニア島バーニーへ

世界遺産

■メルボルン
観光   オーストラリア・ワイナリーを訪ねて ほか2 / 13

■ケアンズ
観光   高原列車で行くキュランダ ほか2 /6

■シドニー
観光   ブルーマウンテンズ国立公園 ほか

2 / 10
2 / 11

横浜

オークランド

ミルフォードサウンド通航

シドニー
メルボルン

バーニー

ケアンズ ポートビラ

サイパン

グアム

神戸
■ミルフォードサウンド2 / 17

氷河によって削り取られた
神秘の峡谷をクルージング
高さ1200ｍの断崖絶壁が続く

■オークランド2 / 20

マオリ文化に親しむ博物館や
パーネル地区の歴史遊歩道へ
観光   ヨットセイリング体験 ほか

■ポートビラ2 / 24

南太平洋に浮かぶリゾート 
地元の方 と々の文化交流会も

■サイパン
■グアム

1/ 31
3 / 3

豊富なアクティビティ
人気の南国リゾート2島
観光   サブマリンツアー ほか

横浜発 神戸発

2021年オセアニアグランドクルーズ
2021年1月26日（火） ▲  3月8日（月）  A・Bコース 各41日間

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

（和洋室を含む） 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 1,768,000 2,168,000 2,488,000 2,552,000 3,832,000 4,904,000 8,584,000
早期全額支払割引適用後の旅行代金 1,879,000 2,304,000 2,644,000 2,712,000 4,072,000 5,211,000 9,121,000

早期申込割引適用後の旅行代金 1,968,000 2,413,000 2,769,000 2,840,000 4,264,000 5,457,000 9,551,000
旅行代金 2,211,000 2,711,000 3,111,000 3,191,000 4,791,000 6,131,000 10,731,000

旅行代金（ABコース共通） 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位：円）

早期全額支払割引 2020年8月31日（月）までに全額お支払いの
お客様は旅行代金が15％割引

グランド特別割引★ 2020年6月30日（火）までに全額お支払いの
お客様は旅行代金が20％割引

早期申込割引 2020年10月31日（土）までにお申し込みのお客様は
早期申込割引の旅行代金にてご利用いただけます。

※各割引期限以降の客室タイプの変更及びお客様が交替された場合は割引代金が適用となりません。

早期全額支払割引 早期申込割引グランド特別割引

迎えた南 半 球
飛 鳥クル ーズ 3 0 周 年

美しい 季 節を
光 彩 に包まれて祝う

ミルフォードサウンド
イメージ

view point

※天候その他の事情により、航路変更やイベントが実施できない場合があります。

〜飛鳥クルーズ就航30周年記念〜

■バーニー 初寄港
観光   クレイドルマウンテン観光 ほか2 / 14

■ほかにも、クルーズを盛り上げるスペシャルゲストや、赤道通過祭、飛鳥Ⅱ15歳のバースデーパーティーなど、グランドクルーズならではのさまざまなイベントをご用意しています。

文藝春秋×飛鳥Ⅱコラボレーション企画

〉〉〉　　30周年記念イベント

乗船区間 グアム〜横浜

赤川次郎 トークショー
1948 年生まれ。「幽霊列車」で小説家デ
ビュー。1978年『三毛猫ホームズの推理』
が大ヒット、以来ベストセラー作家として
活躍。2016 年『東京零年』で吉川英治文
学賞を受賞。映像化・舞台化作品に『セー
ラー服と機関銃』『探偵物語』など多数。

〉〉〉ゲストエンターテイナー

国
こくぶ

府弘子 ジャズライブ
1987年デビュー。幅広
い音楽を取り入れた楽
しいステージで大人気
のジャズピアニスト。ア
ルバム「ピアノ一丁！」に
続き、2020年1月に新作

「ピアノパーティ」発売。

〈ケアンズ発〉  
エアーズロックを訪ねて
巨大な一枚岩が鎮座する
アボリジニの聖地

〈バーニー発〉  
ニュージーランドの大自然

「雲を突き抜ける山」、
マウントクックやテカポ湖へ

★客室番号のご希望は
　お受けできません。

〉〉〉ランドツアー〈宿泊を伴う観光ツアー（別料金／定員制〉

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。詳しくは旅行会社・販売店へお問い合わせください。海外旅行保険ご加入のすすめ

■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、2020年10月31日（土）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記載の期日ま
でに全額お支払いいただきます。2020年11月1日（日）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。

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Kは160%、客室F,E,Dは130％、客室Cは150％、客室Aは180%、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。
※燃油サーチャージは2019年11月1日現在不要ですが、今後原油価格の動向により旅行代金とは別にお客様にご負担いただく場合があります。
※Aコースのお客様で2021年3月8日神戸で下船される場合は、1泊分の追加代金が必要です。 

バヌアツ×飛鳥Ⅱ
交流会

初寄港

クレイドルマウンテン 観光

シドニー

※乗船区間は日程表にてご案内します。

世界遺産

世界遺産

世界遺産

世界遺産

8 9

A 1/26（火） 横浜発 ▲

 3/7（日） 横浜着 40泊41日
B 1/27（水） 神戸発 ▲

 3/8（月） 神戸着 40泊41日

■食事：A・Bコース共通＝朝40回、昼40回、夕40回  
観光  ：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。

※横浜乗船のお客様は1月27日神戸では上陸できません。
※神戸下船のお客様は3月7日横浜では上陸できません。
※各国、出入国審査にはお時間を要します。 N オーバーナイトステイ

1泊停泊します。

月日 寄港地 国・地域 コース

1/26 火 横浜 日本 午後出港

27 水 神戸 日本 午後出港

31 日 サイパン 北マリアナ諸島 観光

2/6 土 ケアンズ オーストラリア 観光

10 水
シドニー オーストラリア N 観光

11 木・祝

13 土 メルボルン オーストラリア 観光

14 日 バーニー オーストラリア 初寄港 観光

17 水 ミルフォードサウンド通航

20 土 オークランド ニュージーランド 観光

24 水 ポートビラ バヌアツ

3/3 水 グアム アメリカ 観光

7 日 横浜 日本 午前入港

8 月 神戸 日本 午後入港

A
B

■旅券・査証について（※裏表紙 旅行条件の案内もご覧ください）
● クルーズ下船日に有効期限が6ヵ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）または査証（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ETAS

（豪州電子渡航認証）または査証（ビザ）が必要です。ニュージーランドではNZeTA（電子渡
航認証）または査証（ビザ）が必要です。詳細は販売店にお問い合わせください。

　　フォーマルナイト
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3回予定しています。
※詳しくは日程表をご覧ください。

20216030

飛鳥オセアニア _おもて _A1_ 郵船クルーズ　2020 年 1 月 14 日 午後 4 時 41 分

飛鳥オセアニア _おもて _A1_ 郵船クルーズ207 210 207210

横浜

オークランド

ミルフォードサウンド通航

シドニー
メルボルン

バーニー

ケアンズ ポートビラ

サイパン

グアム

神戸

早期全額支払割引
2020年8月31日（月）までに全額お支払いの
お客様は旅行代金が15％割引

 グランド特別割引★ 2020年6月30日（火）までに全額お支払いの
お客様は旅行代金が20％割引

早期申込割引 2020年10月31日（土）までにお申し込みのお客様は
早期申込割引の旅行代金にてご利用いただけます。

※各割引期限以降の客室タイプの変更及びお客様が交替された場合は割引代金が適用となりません。

view point

※天候その他の事情により、航路変更やイベントが実施できない場合があります。

★ 客室番号のご希望は
　お受けできません。

■食事：A・Bコース共通＝朝40回、昼40回、夕40回  
特典  クルーズ特典：寄港地での観光ツアー
またはイベントへご乗船の皆様をご案内します。
観光：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。
※横浜乗船のお客様は1月27日神戸では上陸できません。
※神戸下船のお客様は3月7日横浜では上陸できません。
※乗下船時を含め各国、出入国審査にはお時間を要します。

N   オーバーナイトステイ
1泊停泊します。

■旅券・査証について（※裏表紙 旅行条件の案内もご覧ください）
●クルーズ下船日に有効期限が6ヵ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）または査証（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ETAS（豪州電子
渡航認証）または査証（ビザ）が必要です。ニュージーランドではNZeTA（電子渡航認証）または
査証（ビザ）が必要です。詳細は販売店にお問い合わせください。

　フォーマルナイト
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3回予定して
います。 ※詳しくは日程表をご覧ください。

Schedule スケジュール

1
月

3
月

2
月

日

火26

水27

日31

土6

水10

木・祝

土

11

13

寄港地 国・地域

横浜 日本

神戸 日本

サイパン 北マリアナ諸島

ケアンズ

メルボルン

バーニー

オークランド

ポートビラ

グアム

横浜
神戸

ミルフォードサウンド通航

シドニー

オーストラリア

オーストラリア

オーストラリア

ニュージーランド

バヌアツ

アメリカ

日本

日本

オーストラリア

午後出港

午前入港

午後入港

午後出港

コース月  

日14

水17

土20

水24

水3

日7

月8

 観光   

特典  観光   

 観光   

 観光   

 観光   

特典

初寄港  観光   

N
 特典 観光   

A

B

A  横浜発着 1/26（火）▲
 3/7（日） 40泊41日

B  神戸発着 1/27（水）▲
 3/8（月） 40泊41日

初寄港

■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、2020年10月31日（土）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記載の期日までに全額お支払い
いただきます。2020年11月1日（日）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。

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Kは160%、客室F,E,Dは130％、客室Cは150％、客室Aは180%、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。
※燃油サーチャージは2020年1月1日現在不要ですが、今後原油価格の動向により旅行代金とは別にお客様にご負担いただく場合があります。
※Aコースのお客様で2021年3月8日神戸で下船される場合は、1泊分の追加代金が必要です。 

クルーズ特典クルーズ特典

クルーズ特典

2021年
オセアニアグランドクルーズ

～飛鳥クルーズ就航30周年記念～

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。詳しくは旅行会社・販売店へお問い合わせください。

グランド特別割引適用後の旅行代金

早期全額支払割引適用後の旅行代金

早期申込割引適用後の旅行代金

旅行代金

 （単位／円）旅行代金 （ A  B  コース共通） 〈2名1室利用時 お一人様〉

客室タイプ K：ステート

1,768,000

F：ステート

2,168,000

E：バルコニー

2,488,000

D：バルコニー/
D3：ディートリプル

2,552,000

C：スイート

3,832,000

A：アスカスイート
（和洋室を含む）

4,904,000

S：ロイヤルスイート

8,584,000

1,879,000

1,968,000

2,211,000

2,304,000

2,413,000

2,711,000

2,644,000

2,769,000

3,111,000

2,712,000

2,840,000

3,191,000

4,072,000

4,264,000

4,791,000

5,211,000

5,457,000

6,131,000 10,731,000

9,121,000

9,551,000

 2021年
オセアニア
グランドクルーズ

横浜発着   2021年1月26日（火）▶ 3月7日（日） 41日間Aコース

神戸発着   2021年1月27日（水）▶ 3月8日（月） 41日間Bコース

1

2

3

ケアンズとシドニーでの
特典ツアー

バヌアツ×飛鳥Ⅱ
交流会

オーストラリアワイン
飛鳥オリジナルラベルを

プレゼント

クルーズ特典

「季節を超えて、夏色に染まる国々
へ。」1992年オセアニアクルーズの
パンフレットは、このフレーズで始ま
ります。航空機による海外パッケー
ジツアーが普及の兆しを見せてい
た90年代初頭、素晴らしく豪華な
客船で未だ見ぬ国 を々巡ることは、
想像を超えた究極の旅として人々の
記憶に残りました。この時、飛鳥が
提案したことは、目的地
を訪れるだけではなく、
その行程、すなわち洋
上のハイライフを楽しむ
こと。あれから30年。
飛鳥のヘリテージはさ
らに進化し、この先も紡
がれていきます。

どこまでも続く水平線、その先にあ
る美しい海岸線や港町。航海の果
てに未だ見ぬ絶景に出会う感動。
ロングクルーズならではの魅力が
オセアニアには散りばめられています。

伝統のロングクルーズを愉しむ─飛鳥、30周年。
ヘリテージ。過去から紡がれ、未来へ伝えられるもの。そう呼ぶに相応しいクルーズが
飛鳥Ⅱにはあります。それは1992年に始まった初のロングクルーズ。飛鳥が選んだ舞台
はオセアニア。様 な々歴史と文化を楽しむ楽園航海が始まりました。南に進むごとに、
碧さが映える海の色、柔らかさが増す風の香り、そして日々 あふれていくお客様の笑顔。
まさにロングクルーズならではの楽しみ。
30周年の記念イヤーに贈る、飛鳥の碧きヘリテージ
にご一緒しませんか。

まさに名門と呼ぶにふさわしい船旅。

“Heritage”
ヘリテージ

1992

こちらからオセアニアグランドクルーズの

動画をご覧いただけます。

※船首エリアは乗組員専用につきお客様の立入りは出来ません。

飛鳥オセアニア _表 4_A1_ 郵船クルーズ

客室紹介 飛鳥Ⅱでは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客室をご用意しています。

※客室内はバルコニーを含め全面禁煙となります。喫煙されるお客様は、船内の喫煙スペースをご利用ください。
※救命ボートや救命いかだ、乗下船用タラップなど客船固有の設備のために、Kステートおよび一部客室では眺望がさまたげられます。 

全客室 海側・ツインベッド・バスタブ付
※面積にはバルコニーが含まれます。

33.5㎡
バルコニー付

スイートC

88.2㎡   バルコニー付

ロイヤルスイート（4室限定）S
22.9㎡
バルコニー付

18.4㎡
角窓（バルコニーなし）

22.9㎡
角窓（バルコニーなし）

※Kステートは、眺望がさまたげられます（例）

ステートF K

ディートリプル（4室限定）D3

バルコニー（D：9デッキ/E：8デッキ）D E

　 

※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
この旅行は下記掲載の旅行会社（以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加さ
れるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほ
か別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社
旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
■旅行代金に含まれるもの
●�旅行日程表に明示されたクルーズ代金（クルーズ期間中の船内における全食事を含む。但し、寿司
“海彦”は別料金）。
●旅行日程表に明示された利用交通機関の運賃・料金、バス料金。
　〔注〕上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
　（前項の他は旅行代金に含まれていません。その一部を例示します）
●アルコール等飲料の代金、クリーニング、電報・電話料、その他追加飲食等
　個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
●�傷害、疾病に関する治療費、渡航手続費用（旅券用印紙代、査証料、予防接種料金、傷害・疾病
保険料及び渡航手続取扱料金）。
●ご自宅と発着港間の交通費、宿泊費。
●お客様のご希望によりお１人部屋を利用される場合の割増料金。
●希望者のみ参加される寄港地観光ツアーの旅行代金。
■お申し込み条件
●�20歳未満の方は、保護者の同意が必要です。15歳未満の方は、保護者の同行（同室）を条件とし
ます。
●�健康を害している方、車いすなどの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、認知症の
方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者
補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、そのほか特別の配慮を必要とする方は、お申し込
みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。旅行契約成立後にこれらの
状態になった場合も直ちにお申し出ください。改めて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必
要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
●�前項のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この際、お客
様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、または書面でそれらをお申し出いただくことがあり
ます。
●�当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、医師の診断書の提
出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。
　�また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みを
お断りし、または旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づ
き、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様のご負担とします。
●�海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上）にご乗船の方は、健康アンケートの提出が必要です。
健康アンケートの内容によっては、健康診断書を提出いただきます。

■旅行代金の額の変更
●�利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改訂により、旅行代金の額を変更することがありま　す。
増額の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、15日目にあたる日より前にお　知らせ
します。

■お客様の責任
●�当社はお客様の故意または過失、法令もしくは、公序良俗に反する行為により当社が損害を被った
ときは、お客様から損害の賠償を申し受けます。
●�お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の
内容について理解するように努めなければなりません。

●�お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと
認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にそ
の旨を申し出なければなりません。�

■旅程保証
●�当社は別途お渡しする契約書面に重要な変更が生じた場合は、規定の変更補償金を支払います。
ただし、次の場合は変更補償金は支払いません。
　�天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運
行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措
置。なお、変更補償金は旅行者１名に対し、１募集型企画旅行につき旅行代金の15％を限度としま
す。また、変更補償金が千円未満であるときは、変更補償金は支払いません。

■旅行契約内容の変更
●�当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当
初の運行計画によらない運送サービス提供等の当社が関与しえない事由が生じた場合、契約内容
を変更することがあります。

■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い
●�当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金として旅行代金の20％を添えてお申し込みいた
だきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として繰り入れます。
●�当社は、電話･郵便･FAX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。
●�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、2020年10
月31日（土）までに残額をお支払いいただきます。2020年11月1日（日）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。グランド特別割引・早期全額支払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。
●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。　

■取消料（お客様による旅行契約の解除）

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％

●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）

■添乗員�　●添乗員は同行いたしません。船内では係員がお世話いたします。
■最少催行人員　2名様
■旅行条件・旅行代金の基準　2020年1月1日を基準としています。

■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
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等
に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、渡航手続業務の
遂行、お客様がお申し込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領
のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用などを担保する保険の
手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範
囲内で利用し、また、それらの運送・宿泊機関等、手配代行者、保険会社、土産品店等に対し電子的
方法等で送付することにより提供します。
このほか、当社および販売店の個人情報の取り扱いに関する方針については、店舗、旅行条件書、
ホームページ等でご確認ください。
お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
■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）：クルーズ下船日に有効期限が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）または査証が必要です。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ETAS（豪州電子渡航認証）または査証が必要です。ニュージーランドでは
NZeTA（電子渡航認証）または査証が必要です。
●�訪問国によっては18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合（単独や片方の親のみ、また
は親以外の大人の方と旅行する場合）、入国に際して親の「渡航同意書」（英文）の提示を求められ
る場合があります。
●�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.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/

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。

お申し込み時のご案内
■寄港地観光ツアーについて
・寄港地観光ツアーは郵船クルーズ（株）が企画・実施し
ます。
・詳しい日程および申込書は別途送付いたします。
・お申し込み多数の場合は抽選となります。
・代金は、すべて船上でお支払いください。
・�寄港地観光ツアーにご参加中の船上での諸サービス
（食事・宿泊等）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。
・乗下船日の寄港地観光ツアーにはご参加いただけま
せん。
・�車いすをご使用の方および歩行が困難な方は、旅行
の安全かつ円滑な実施のためツアーへのご参加をお
断りすることもございますので、あらかじめお申し込みの
旅行会社を通じ、郵船クルーズ（株）までお問い合わせく
ださい。
■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
内中心地などへシャトルバスを運行します。
※�不催行の場合でも相当額の補償や他運送機関へ
の振替はありません。

●パンフレット記載の旅行代金は客室をお2人様でご利用の場合の、お1人様の代金です。
●旅行代金は各港の港湾諸税および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。
●燃油サーチャージは2020年1月1日現在不要ですが、今後原油価格の動向により、旅行代金とは
別にお客様にご負担いただく場合があります。
●客室をお1人様でご利用の場合は、客室Sは200％、客室A（和洋室を含む）は180％、客室Cは
150％、客室D、E、Fは130％、客室Kは160％、の割増代金となります。お1人様でご利用いただけ
る客室には限りがございます。相部屋は承っていません。
●スイートルーム及び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（和洋室を含む）、C、Dトリプル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人利用が基本となります。
●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（＊1）。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。＊1：グランド特別割引にお申し込みの場合、客室番
号のご希望はお受けできません。
●パッケージツアー等でパンフレット記載以外の区間を販売する場合があります。
●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）。
●取消料発生期間内に客室のご利用人数が減少した場合、取消されたお客様には規定による取消
料を、客室をお一人様でご利用になられるお客様には規定による割増代金を追加で申し受けます。
●取消料発生期間内にお客様の申し出により旅行の契約内容（客室タイプ/コース/割引種別/対
象者などを含みます）を変更される場合は、旅行契約を一旦解除した上で新たに旅行契約を締結し
ていただきます。このとき、新契約の代金が旧契約の代金よりも低額であれば、その差額に対し規
定の取消料率を乗じた取消料を申し受けます。

●当クルーズ（区間乗船も含む）には未就学児（6歳以下）は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、お申し込み時に保護者の同意書の
提出が必要です。
●当クルーズにご乗船の方は、健康アンケートの提出が必要です。健康アンケートの内容によって
は、健康診断書を提出いただきます。
●妊娠中の方はお申し込み時またはお早目にお申し出ください。船会社指定の診断書および承諾書を
提出いただきます。
●車いすをご使用される方はお申し込み時にお申し出ください。原則としてお客様1名様に対して1名
の介助いただけるご同伴者様（同室）の乗船をお願いいたします。又、ご同伴者様は車いすご使用
のお客様と共に行動していただきます。単独行動はご遠慮ください。
●電動車いすをご使用の場合、前項のほか使用上の制限事項についての承諾書の提出が必要とな
ります。なお、電動カートはご使用になれません。
●体質上（アレルギー）の理由で、食べ物に制限をお持ちの方はお申し込み時にお申し出ください。船
会社指定の申請書の提出が必要となります。
●医療器具をお持ち込みされる場合はお申し込み時にお申し出ください。診断書および承諾書を提
出いただく場合があります。
●フォトエッセイの撮影のほか、テレビ・雑誌の取材関係者が乗船します。
●記載されたスケジュールは、天候・その他の事情により変更される場合がございます。
●イベント内容、ゲストエンターテイナー、ゲストシェフ等は諸事情により変更になる場合がございます。
●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、写真は一部寄港地観光ツアー等で
お楽しみいただけるものです。改装情報については完成予想のイメージCGが含まれます。実際とは
異なる場合がございます。
●ゲストエンターテイナー等の撮影は原則としてご遠慮いただいております。
●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。
●改装情報、サービス内容および船内施設・客室の情報は2020年1月現在の状況のもので、今後
変更・廃止となる場合がございます。

45.8㎡
バルコニー付

45.8㎡
バルコニー付

アスカスイートA

和洋室タイプ（2室限定 客室番号：1046、1047）

◆旅行代金のご案内◆ ◆客室の3人利用時のご案内◆ ◆お申し込みに際してのご案内◆
●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（原則として大人・子供同額）。
●一部のクルーズには子供代金（2歳以上12歳以下（小学生ま
で））の設定がございます。
●2歳未満の幼児は無料ですが、お申し込み時に同伴する旨をお申
し出ください。なお、ベッドのご用意はございません。食事のご用意
はございますが、粉ミルク、離乳食、アレルギー対応食はございませ
んので事前にご準備ください。
●国内クルーズの旅行代金は、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。
●パッケージツアー等でパンフレット記載以外の区間を販売する場
合があります。
●取消料発生期間内に客室のご利用人数が減少した場合、取消さ
れたお客様には規定による取消料を、客室をお一人様でご利用に
なられるお客様には規定による割増代金を追加で申し受けます。
●取消料発生期間内にお客様の申し出により旅行の契約内容（客
室タイプ／コース／割引種別／対象者などを含みます）を変更され
る場合は、旅行契約を一旦解除した上で新たに旅行契約を締結
していただきます。このとき、新契約の代金が旧契約の代金よりも
低額であれば、その差額に対し規定の取消料率を乗じた取消料を
申し受けます。

●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
・ 客室S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
（例2-1）大人2名＋子供1名
（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

●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、お申し込み時に船会社指定の承諾書の提出が必要となります。
●15歳以上20歳未満の方は単独でもご乗船いただけますが、お申し込み時に保護者の
同意書の提出が必要です。
●妊娠中の方はお申し込み時またはお早目にお申し出ください。船会社指定の診断書およ
び承諾書を提出いただきます。
●車いすをご使用されるお客様はお申し込み時にお申し出ください。原則としてお客様1名様
に対して1名の介助いただけるご同伴者様（同室）の乗船をお願いいたします。又、ご同伴
者様は車いすご使用のお客様と共に行動していただきます。単独行動はご遠慮ください。

●電動車いすをご使用の場合、前項のほか使用上の制限事項についての承諾書の提出
が必要となります。なお、電動カートはご使用になれません。
●体質上（アレルギー）の理由で、食べ物に制限をお持ちのお客様はお申し込み時にお申
し出ください。船会社指定の申請書の提出が必要となります。
●医療器具をお持ち込みされる場合はお申し込み時にお申し出ください。診断書および承
諾書を提出いただく場合があります。
●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。
●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。
●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する場合がございます。
●天候による運航中止やスケジュール変更をはじめとした船会社の旅客運送約款内「運
航の中止・変更等」の規定による措置に伴う交通費や宿泊費、宅配便等の費用はお客
様負担となります。
●改装情報、サービス内容および船内施設・客室の情報は2019年11月現在の状況のも
ので、今後変更・中止となる場合がございます。

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

■募集型企画旅行契約
　この旅行は、下記記載の旅行会社（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寄港地観光ツアーの旅行代金
■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：各コース 2名様
■旅行条件・旅行代金の基準日：2019年11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、入国管理局にお問い
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18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合（単独や 
片方の親のみ、または親以外の大人の方と旅行する場合）、入国に際して親の
「渡航同意書」（英文）の提示を求められる場合があります。詳しくはお申し込み
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：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：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。

※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。

〒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
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オーストラリアでは、ダイナミックな自然探訪と優美な街歩きを満喫！
グレートバリアリーフの玄関口ケアンズ、世界三大美港のひとつシドニー、
カフェ文化の発信地メルボルン、そして初寄港地・タスマニア島バーニーへ

世界遺産

■メルボルン
観光   オーストラリア・ワイナリーを訪ねて ほか2 / 13

■ケアンズ
観光   高原列車で行くキュランダ ほか2 /6

■シドニー
観光   ブルーマウンテンズ国立公園 ほか

2 / 10
2 / 11

横浜

オークランド

ミルフォードサウンド通航

シドニー
メルボルン

バーニー

ケアンズ ポートビラ

サイパン

グアム

神戸
■ミルフォードサウンド2 / 17

氷河によって削り取られた
神秘の峡谷をクルージング
高さ1200ｍの断崖絶壁が続く

■オークランド2 / 20

マオリ文化に親しむ博物館や
パーネル地区の歴史遊歩道へ
観光   ヨットセイリング体験 ほか

■ポートビラ2 / 24

南太平洋に浮かぶリゾート 
地元の方 と々の文化交流会も

■サイパン
■グアム

1/ 31
3 / 3

豊富なアクティビティ
人気の南国リゾート2島
観光   サブマリンツアー ほか

横浜発 神戸発

2021年オセアニアグランドクルーズ
2021年1月26日（火） ▲  3月8日（月）  A・Bコース 各41日間

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

（和洋室を含む） 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 1,768,000 2,168,000 2,488,000 2,552,000 3,832,000 4,904,000 8,584,000
早期全額支払割引適用後の旅行代金 1,879,000 2,304,000 2,644,000 2,712,000 4,072,000 5,211,000 9,121,000

早期申込割引適用後の旅行代金 1,968,000 2,413,000 2,769,000 2,840,000 4,264,000 5,457,000 9,551,000
旅行代金 2,211,000 2,711,000 3,111,000 3,191,000 4,791,000 6,131,000 10,731,000

旅行代金（ABコース共通） 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位：円）

早期全額支払割引 2020年8月31日（月）までに全額お支払いの
お客様は旅行代金が15％割引

グランド特別割引★ 2020年6月30日（火）までに全額お支払いの
お客様は旅行代金が20％割引

早期申込割引 2020年10月31日（土）までにお申し込みのお客様は
早期申込割引の旅行代金にてご利用いただけます。

※各割引期限以降の客室タイプの変更及びお客様が交替された場合は割引代金が適用となりません。

早期全額支払割引 早期申込割引グランド特別割引

迎えた南 半 球
飛 鳥クル ーズ 3 0 周 年

美しい 季 節を
光 彩 に包まれて祝う

ミルフォードサウンド
イメージ

view point

※天候その他の事情により、航路変更やイベントが実施できない場合があります。

〜飛鳥クルーズ就航30周年記念〜

■バーニー 初寄港
観光   クレイドルマウンテン観光 ほか2 / 14

■ほかにも、クルーズを盛り上げるスペシャルゲストや、赤道通過祭、飛鳥Ⅱ15歳のバースデーパーティーなど、グランドクルーズならではのさまざまなイベントをご用意しています。

文藝春秋×飛鳥Ⅱコラボレーション企画

〉〉〉　　30周年記念イベント

乗船区間 グアム〜横浜

赤川次郎 トークショー
1948 年生まれ。「幽霊列車」で小説家デ
ビュー。1978年『三毛猫ホームズの推理』
が大ヒット、以来ベストセラー作家として
活躍。2016 年『東京零年』で吉川英治文
学賞を受賞。映像化・舞台化作品に『セー
ラー服と機関銃』『探偵物語』など多数。

〉〉〉ゲストエンターテイナー

国
こくぶ

府弘子 ジャズライブ
1987年デビュー。幅広
い音楽を取り入れた楽
しいステージで大人気
のジャズピアニスト。ア
ルバム「ピアノ一丁！」に
続き、2020年1月に新作

「ピアノパーティ」発売。

〈ケアンズ発〉  
エアーズロックを訪ねて
巨大な一枚岩が鎮座する
アボリジニの聖地

〈バーニー発〉  
ニュージーランドの大自然

「雲を突き抜ける山」、
マウントクックやテカポ湖へ

★客室番号のご希望は
　お受けできません。

〉〉〉ランドツアー〈宿泊を伴う観光ツアー（別料金／定員制〉

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。詳しくは旅行会社・販売店へお問い合わせください。海外旅行保険ご加入のすすめ

■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、2020年10月31日（土）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記載の期日ま
でに全額お支払いいただきます。2020年11月1日（日）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。

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Kは160%、客室F,E,Dは130％、客室Cは150％、客室Aは180%、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。
※燃油サーチャージは2019年11月1日現在不要ですが、今後原油価格の動向により旅行代金とは別にお客様にご負担いただく場合があります。
※Aコースのお客様で2021年3月8日神戸で下船される場合は、1泊分の追加代金が必要です。 

バヌアツ×飛鳥Ⅱ
交流会

初寄港

クレイドルマウンテン 観光

シドニー

※乗船区間は日程表にてご案内します。

世界遺産

世界遺産

世界遺産

世界遺産

8 9

A 1/26（火） 横浜発 ▲
 3/7（日） 横浜着 40泊41日

B 1/27（水） 神戸発 ▲
 3/8（月） 神戸着 40泊41日

■食事：A・Bコース共通＝朝40回、昼40回、夕40回  
観光  ：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。

※横浜乗船のお客様は1月27日神戸では上陸できません。
※神戸下船のお客様は3月7日横浜では上陸できません。
※各国、出入国審査にはお時間を要します。 N オーバーナイトステイ

1泊停泊します。

月日 寄港地 国・地域 コース

1/26 火 横浜 日本 午後出港

27 水 神戸 日本 午後出港

31 日 サイパン 北マリアナ諸島 観光

2/6 土 ケアンズ オーストラリア 観光

10 水
シドニー オーストラリア N 観光

11 木・祝

13 土 メルボルン オーストラリア 観光

14 日 バーニー オーストラリア 初寄港 観光

17 水 ミルフォードサウンド通航

20 土 オークランド ニュージーランド 観光

24 水 ポートビラ バヌアツ

3/3 水 グアム アメリカ 観光

7 日 横浜 日本 午前入港

8 月 神戸 日本 午後入港

A
B

■旅券・査証について（※裏表紙 旅行条件の案内もご覧ください）
● クルーズ下船日に有効期限が6ヵ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）または査証（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ETAS

（豪州電子渡航認証）または査証（ビザ）が必要です。ニュージーランドではNZeTA（電子渡
航認証）または査証（ビザ）が必要です。詳細は販売店にお問い合わせください。

　　フォーマルナイト
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3回予定しています。
※詳しくは日程表をご覧ください。

20216030

飛鳥オセアニア _おもて _A1_ 郵船クルーズ　2020 年 1 月 14 日 午後 4 時 41 分
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Oceania Grand Cruise

〈ケアンズ発〉  
エアーズロックを訪ねて
巨大な一枚岩が鎮座する
アボリジニの聖地

〈バーニー発〉  
ニュージーランドの大自然
「雲を突き抜ける山」、
マウントクックやテカポ湖へ

ランドツアー〈宿泊を伴う観光ツアー（別料金／定員制）〉

世界遺産 世界遺産

飛鳥クルーズ就航30周年記念
クルーズ特典

■ 1 ■ ■ 2 ■ ■ 3 ■

特典ツアー
（ケアンズとシドニーそれぞれ1つ）

バヌアツ×飛鳥Ⅱ
交流会

オーストラリアワイン
飛鳥オリジナルラベルをプレゼント

「キュランダ半日観光」と
「シドニー半日観光」へ皆様
をご案内します。

※特典ツアーは不参加もしくは不催行の場合でも他寄港地観光ツアーへの振替や相当額の補償はありません。
※写真は全てイメージです。

自然とともに力強く生きるバ
ヌアツの人々、文化を知る交
流会。

日本人女性が立ち上げた
「スモールフォレストワイナ
リー」のワインを記念に。

毎日繰り広げられる
多彩なメニュー
30周年アニバーサリーディナーも

ゆったりとした
グランドクルーズでは
新しい趣味の発見も

リニューアルされた船で新たな旅へ

旬の食材や寄港地の特産を活かし、その
日のスケジュールに寄り添ったメニューは
船上の大きな喜び。長期のグランドクルー
ズでは、フランス料理、和食、中華等をバラ
ンスよくご用意。30周年を記念した華や
かなアニバーサリーディナーも登場します。

華やかなショーのほか、ダンスタイムやス
ポーツ、スペシャルゲストを招いての知的
好奇心をくすぐる講座やカルチャー教室、
テーマや寄港地に合わせたイベントなど、
飛鳥Ⅱオリジナルの多彩なプログラムをお
楽しみください。

2020年春のリニューアル後、初となるグランドクルーズ。
終日航海日の多いゆとりあるオセアニアグランドクルーズでは、船内の新しい魅力をより深く感じていただけます。

赤川次郎 トークショー
文藝春秋×飛鳥Ⅱコラボレーション企画

国府弘子 ジャズライブゲストシェフ（中国料理）
礼華 新山重治シェフ

島田歌穂＆島健 DUOコンサート

予定講演テーマ　
第1回 「三歳からの作家修行」
第2回 「金魚鉢の中の日本」

私が小説を書くのに必要なものの一つが「ゆとり」
である。締切に追われていても、作家は心の中の
ゆとりの部分に、物語を映し出すのだ。今、最も
ぜいたくなゆとりが船旅だろう。作家でなくても、
大海原のゆとりの上に、新しい人生のドラマが描
けるに違いない。

1948年生まれ。1978年『三毛猫ホームズの推理』が大ヒット、以来
ベストセラー作家として活躍。2016年『東京零年』で吉川英治文学
賞を受賞。

国立音楽大学卒業後、NYで
ジャズ修行。1987年デビュー、
ソロピアノでの演奏会からオー
ケストラとの競演まで幅広い活
動で人気を集める。2020年2
月新作「ピアノ・パーティ」発売。

16歳で調理師になり、ホテル
等で料理長を務め、2004年
に中国料理「礼華（らいか）」
を新宿御苑前にオープン。南
青山、日比谷にも支店を持つ。

女優・歌手として活
躍する島田歌穂と、
ピアニスト、作・編
曲家、プロデューサ
ー島健による、夫婦
ならではの息の合っ
たデュオコンサート。【乗船区間：ケアンズ～シドニー】 【乗船区間：グアム～横浜】【乗船区間：ケアンズ～シドニー】

Special GuestGourmet

2020 Renewal

 Life on Board
より洗練された
 飛鳥Ⅱの洋上ライフ

Entertainment

潮風と絶景とともにバスタイムを楽しむ「グランドスパ　露天風呂」。

※画像は完成予想のイメージＣＧです。改装情報につきましては2020年1月時点のものであり、内容及びイメージは変更・中止となることがございます。
※露天風呂は停泊時および航路上の都合や天候、運用上等の理由により営業時間が限られます。

Sロイヤルスイート・Aアスカスイートのお客様専用のプレミアダイニン
グ「ザ・ベール」。

お客様の旅への想いを受け止め、安心感や快適性の高い
上質な旅を提供する飛鳥Ⅱのグランドクルーズ。
洗練されたグルメ、エンターテイメントをお楽しみください。

美しい南半球の
海を巡る
飛鳥Ⅱの41日間
真冬の日本を出港し、赤道に向かって南下すると
海の色と気候がどんどん変わっていきます。
船上では飛鳥Ⅱならではの多彩なイベント、
好奇心を満たすカルチャー教室が満載。
海に浮かぶ南半球の楽園を巡る感動の41日間。

飛鳥クルーズ就航30周年記念イベント

大自然の宝庫で世界遺産を堪能
世界有数のサンゴ礁群グレートバリアリーフと、熱帯雨林地域と2つの世界自
然遺産への拠点となるケアンズ。特典ツアーではキュランダの高原列車に乗車
し、熱帯雨林やバロン滝などの大自然を間近でご覧いただけます。

ケアンズ 2/6Day 12

「リドカフェ＆リドガーデン」も新しく。

ブックラウンジ「イー・スクエア」。

横浜・神戸 1/26・27Day 1・2
華やかな出港は
船旅の醍醐味
色とりどりの紙テープが港に舞う中、

「セイルアウェーパーティー」を楽しみな
がら壮大な船旅が始まります。

On Board 鏡開き＆ウェルカムパーティー／
海の色の変化を楽しむ

航海の無事を願う鏡
開きが行われ、キャプ
テンズウェルカムパー
ティーも。毎日少しず
つ暖かくなり、海がだ
んだん鮮やかな色に
変わっていきます。

Day 6
世界で有数の透明度の海へ
最初の寄港地サイパンでは、マニャガハ島
ビーチプランやサブマリンツアーで海の世
界を満喫しませんか。シャトルバスを利
用して街の散策や買い物も楽しめます。

寄港地観光ツアー サブマリンツアー 等

1/31サイパン

On Board 節分イベント／赤道通過祭

節分の頃、クルーが鬼
に扮して皆で豆まきを。
「赤道通過祭」は、海
神ネプチューンから赤
道通過の許しを得る
ための伝統儀式で盛
り上がるイベントです。

On Board

Land Tour

オセアニアデッキディナー

オセアニアにちなん
だ料理がプールサイ
ドに並ぶ「デッキディ
ナー」は解放感満点。
伝統舞踊やライブ演
奏などのエンターテイ
メントショーも楽しみ。

On Board 星空観測会／船上の夕陽

洋上で南十字星や天の
川を肉眼で見られるチ
ャンスも多く、星空解
説や観測会を実施しま
す。船上から夕陽を眺
めるのは何ともいえな
い贅沢な時間です。

On Board 飛鳥Ⅱ15歳バースデーパーティー

2月26日は飛鳥Ⅱの誕
生日。2021年で15歳に
なる飛鳥Ⅱをお客様と
一緒にお祝いします。
この時期船内にひな人
形を飾り、日本の春を
演出します。

On Board フェアウェルパーティ ー

日本が近づいてきた夜、
フェアウェルパーティー
を開催。クルーたちの
挨拶やコンサートなど
フィナーレを飾る宴が
続きます。

 特典ツアー キュランダ半日観光

悠久の時をかけて氷河がつくりあげた絶景へ
ここは、船旅でしか味わえない絶景を楽しむ最大のハイライト。海からほぼ垂
直に突き出している断崖にいくつもの峰が連なるミルフォードサウンドでは、最
大落差1000mもの流れ落ちる滝が見られ、世界自然遺産に登録された自然の
造形美を船上でゆっくり満喫できます。

ミルフォードサウンド通航 2/17Day 23

寄港地観光ツアー グレートバリアリーフ・ヘリコプター遊覧 等

19世紀と現代が
融合した美しい街
ガーデンシティと呼ばれるほど緑豊かな
公園が点在し、19世紀の面影を残した
建造物と近代的な建物が共存した街並
みが魅力のメルボルン。街歩きやショッ
ピングのほか、郊外で美しい自然を楽し
むツアーも予定しています。

Day 19 メルボルン 2/13

寄港地観光ツアー ヤラバレーのワイナリー訪問 等

タスマニアが誇る
美しい国立公園へ
タスマニア州のバーニーは、地元食材を
生かした美食が楽しめる場所。クレー
ター湖などを擁しオーストラリアで最も
美しいといわれる世界遺産クレイドルマ
ウンテンへの拠点となっています。

Day 20 バーニー 2/14

寄港地観光ツアー クレイドルマウンテンハイキング、デボンポートとドン・リバー鉄道 等

帆の街で爽快に
セイリングも
シティ・オブ・セイルズ（帆の街）と呼ば
れる街の中心部に入港。大型ヨットを
貸し切ってのセイリングのほか、牧場体
験や植物園、ワイナリー訪問などもおす
すめです。

Day 26 オークランド 2/20

寄港地観光ツアー ヨットセイリング体験 等

原生の文化が残る
パラダイス
サンゴ礁の海、熱帯雨林、火山活動を続
ける島など手つかずの自然が残るバヌア
ツ共和国。原生の文化が残る南太平洋
のパラダイスで、人々の屈託のない笑顔
に出会えることでしょう。

Day 30 ポートビラ 2/24

Day 37
常夏の楽園の海へ
太平洋に浮かぶマリアナ諸島にあり、先
住民チャモロ族やスペイン人が紡いだ歴
史も豊かな島。常夏の楽園の海を満喫
しましょう。

寄港地観光ツアー 海中展望塔とイルカウォッチング 等

3/3グアム

横浜・神戸 3/7・8Day 41・42
達成感とともに帰港！

出港時は真冬だった日本にも春の訪れが。

【乗船区間：グアム～横浜】

初寄港

バヌアツ×飛鳥Ⅱ　交流会クルーズ特典

世界三大美港を眺めながら入出港
オペラハウスとシドニー・ハーバーブリッジを眺めながらの入出港風景はクルー
ズのハイライト。1泊停泊するので、夜もゆっくり街を楽しめます。特典ツアーで
は、オペラハウスやシドニーの名所へご案内します。

シドニー 2/10・11Day

シドニー半日観光

寄港地観光ツアー ブルーマウンテンズ国立公園1日観光 等

 特典ツアー

16・17

 赤川次郎氏のコメント

※乗船区間は変更となる場合がございます。※掲載のイベントは2018年オセアニアグランドクルーズのスケジュールを参考にしています。イベント内容は変更・中止となる場合がございます。
飛鳥Ⅱ写真：中村庸夫、高橋敦史、永島岳志
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〈ケアンズ発〉  
エアーズロックを訪ねて
巨大な一枚岩が鎮座する
アボリジニの聖地

〈バーニー発〉  
ニュージーランドの大自然
「雲を突き抜ける山」、
マウントクックやテカポ湖へ
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特典ツアー
（ケアンズとシドニーそれぞれ1つ）

バヌアツ×飛鳥Ⅱ
交流会

オーストラリアワイン
飛鳥オリジナルラベルをプレゼント

「キュランダ半日観光」と
「シドニー半日観光」へ皆様
をご案内します。

※特典ツアーは不参加もしくは不催行の場合でも他寄港地観光ツアーへの振替や相当額の補償はありません。
※写真は全てイメージです。

自然とともに力強く生きるバ
ヌアツの人々、文化を知る交
流会。

日本人女性が立ち上げた
「スモールフォレストワイナ
リー」のワインを記念に。

毎日繰り広げられる
多彩なメニュー
30周年アニバーサリーディナーも

ゆったりとした
グランドクルーズでは
新しい趣味の発見も

リニューアルされた船で新たな旅へ

旬の食材や寄港地の特産を活かし、その
日のスケジュールに寄り添ったメニューは
船上の大きな喜び。長期のグランドクルー
ズでは、フランス料理、和食、中華等をバラ
ンスよくご用意。30周年を記念した華や
かなアニバーサリーディナーも登場します。

華やかなショーのほか、ダンスタイムやス
ポーツ、スペシャルゲストを招いての知的
好奇心をくすぐる講座やカルチャー教室、
テーマや寄港地に合わせたイベントなど、
飛鳥Ⅱオリジナルの多彩なプログラムをお
楽しみください。

2020年春のリニューアル後、初となるグランドクルーズ。
終日航海日の多いゆとりあるオセアニアグランドクルーズでは、船内の新しい魅力をより深く感じていただけます。

赤川次郎 トークショー
文藝春秋×飛鳥Ⅱコラボレーション企画

国府弘子 ジャズライブゲストシェフ（中国料理）
礼華 新山重治シェフ

島田歌穂＆島健 DUOコンサート

予定講演テーマ　
第1回 「三歳からの作家修行」
第2回 「金魚鉢の中の日本」

私が小説を書くのに必要なものの一つが「ゆとり」
である。締切に追われていても、作家は心の中の
ゆとりの部分に、物語を映し出すのだ。今、最も
ぜいたくなゆとりが船旅だろう。作家でなくても、
大海原のゆとりの上に、新しい人生のドラマが描
けるに違いない。

1948年生まれ。1978年『三毛猫ホームズの推理』が大ヒット、以来
ベストセラー作家として活躍。2016年『東京零年』で吉川英治文学
賞を受賞。

国立音楽大学卒業後、NYで
ジャズ修行。1987年デビュー、
ソロピアノでの演奏会からオー
ケストラとの競演まで幅広い活
動で人気を集める。2020年2
月新作「ピアノ・パーティ」発売。

16歳で調理師になり、ホテル
等で料理長を務め、2004年
に中国料理「礼華（らいか）」
を新宿御苑前にオープン。南
青山、日比谷にも支店を持つ。

女優・歌手として活
躍する島田歌穂と、
ピアニスト、作・編
曲家、プロデューサ
ー島健による、夫婦
ならではの息の合っ
たデュオコンサート。【乗船区間：ケアンズ～シドニー】 【乗船区間：グアム～横浜】【乗船区間：ケアンズ～シドニー】

Special GuestGourmet

2020 Renewal

 Life on Board
より洗練された
 飛鳥Ⅱの洋上ライフ

Entertainment

潮風と絶景とともにバスタイムを楽しむ「グランドスパ　露天風呂」。

※画像は完成予想のイメージＣＧです。改装情報につきましては2020年1月時点のものであり、内容及びイメージは変更・中止となることがございます。
※露天風呂は停泊時および航路上の都合や天候、運用上等の理由により営業時間が限られます。

Sロイヤルスイート・Aアスカスイートのお客様専用のプレミアダイニン
グ「ザ・ベール」。

お客様の旅への想いを受け止め、安心感や快適性の高い
上質な旅を提供する飛鳥Ⅱのグランドクルーズ。
洗練されたグルメ、エンターテイメントをお楽しみください。

美しい南半球の
海を巡る
飛鳥Ⅱの41日間
真冬の日本を出港し、赤道に向かって南下すると
海の色と気候がどんどん変わっていきます。
船上では飛鳥Ⅱならではの多彩なイベント、
好奇心を満たすカルチャー教室が満載。
海に浮かぶ南半球の楽園を巡る感動の41日間。

飛鳥クルーズ就航30周年記念イベント

大自然の宝庫で世界遺産を堪能
世界有数のサンゴ礁群グレートバリアリーフと、熱帯雨林地域と2つの世界自
然遺産への拠点となるケアンズ。特典ツアーではキュランダの高原列車に乗車
し、熱帯雨林やバロン滝などの大自然を間近でご覧いただけます。

ケアンズ 2/6Day 12

「リドカフェ＆リドガーデン」も新しく。

ブックラウンジ「イー・スクエア」。

横浜・神戸 1/26・27Day 1・2
華やかな出港は
船旅の醍醐味
色とりどりの紙テープが港に舞う中、

「セイルアウェーパーティー」を楽しみな
がら壮大な船旅が始まります。

On Board 鏡開き＆ウェルカムパーティー／
海の色の変化を楽しむ

航海の無事を願う鏡
開きが行われ、キャプ
テンズウェルカムパー
ティーも。毎日少しず
つ暖かくなり、海がだ
んだん鮮やかな色に
変わっていきます。

Day 6
世界で有数の透明度の海へ
最初の寄港地サイパンでは、マニャガハ島
ビーチプランやサブマリンツアーで海の世
界を満喫しませんか。シャトルバスを利
用して街の散策や買い物も楽しめます。

寄港地観光ツアー サブマリンツアー 等

1/31サイパン

On Board 節分イベント／赤道通過祭

節分の頃、クルーが鬼
に扮して皆で豆まきを。
「赤道通過祭」は、海
神ネプチューンから赤
道通過の許しを得る
ための伝統儀式で盛
り上がるイベントです。

On Board

Land Tour

オセアニアデッキディナー

オセアニアにちなん
だ料理がプールサイ
ドに並ぶ「デッキディ
ナー」は解放感満点。
伝統舞踊やライブ演
奏などのエンターテイ
メントショーも楽しみ。

On Board 星空観測会／船上の夕陽

洋上で南十字星や天の
川を肉眼で見られるチ
ャンスも多く、星空解
説や観測会を実施しま
す。船上から夕陽を眺
めるのは何ともいえな
い贅沢な時間です。

On Board 飛鳥Ⅱ15歳バースデーパーティー

2月26日は飛鳥Ⅱの誕
生日。2021年で15歳に
なる飛鳥Ⅱをお客様と
一緒にお祝いします。
この時期船内にひな人
形を飾り、日本の春を
演出します。

On Board フェアウェルパーティ ー

日本が近づいてきた夜、
フェアウェルパーティー
を開催。クルーたちの
挨拶やコンサートなど
フィナーレを飾る宴が
続きます。

 特典ツアー キュランダ半日観光

悠久の時をかけて氷河がつくりあげた絶景へ
ここは、船旅でしか味わえない絶景を楽しむ最大のハイライト。海からほぼ垂
直に突き出している断崖にいくつもの峰が連なるミルフォードサウンドでは、最
大落差1000mもの流れ落ちる滝が見られ、世界自然遺産に登録された自然の
造形美を船上でゆっくり満喫できます。

ミルフォードサウンド通航 2/17Day 23

寄港地観光ツアー グレートバリアリーフ・ヘリコプター遊覧 等

19世紀と現代が
融合した美しい街
ガーデンシティと呼ばれるほど緑豊かな
公園が点在し、19世紀の面影を残した
建造物と近代的な建物が共存した街並
みが魅力のメルボルン。街歩きやショッ
ピングのほか、郊外で美しい自然を楽し
むツアーも予定しています。

Day 19 メルボルン 2/13

寄港地観光ツアー ヤラバレーのワイナリー訪問 等

タスマニアが誇る
美しい国立公園へ
タスマニア州のバーニーは、地元食材を
生かした美食が楽しめる場所。クレー
ター湖などを擁しオーストラリアで最も
美しいといわれる世界遺産クレイドルマ
ウンテンへの拠点となっています。

Day 20 バーニー 2/14

寄港地観光ツアー クレイドルマウンテンハイキング、デボンポートとドン・リバー鉄道 等

帆の街で爽快に
セイリングも
シティ・オブ・セイルズ（帆の街）と呼ば
れる街の中心部に入港。大型ヨットを
貸し切ってのセイリングのほか、牧場体
験や植物園、ワイナリー訪問などもおす
すめです。

Day 26 オークランド 2/20

寄港地観光ツアー ヨットセイリング体験 等

原生の文化が残る
パラダイス
サンゴ礁の海、熱帯雨林、火山活動を続
ける島など手つかずの自然が残るバヌア
ツ共和国。原生の文化が残る南太平洋
のパラダイスで、人々の屈託のない笑顔
に出会えることでしょう。

Day 30 ポートビラ 2/24

Day 37
常夏の楽園の海へ
太平洋に浮かぶマリアナ諸島にあり、先
住民チャモロ族やスペイン人が紡いだ歴
史も豊かな島。常夏の楽園の海を満喫
しましょう。

寄港地観光ツアー 海中展望塔とイルカウォッチング 等

3/3グアム

横浜・神戸 3/7・8Day 41・42
達成感とともに帰港！

出港時は真冬だった日本にも春の訪れが。

【乗船区間：グアム～横浜】

初寄港

バヌアツ×飛鳥Ⅱ　交流会クルーズ特典

世界三大美港を眺めながら入出港
オペラハウスとシドニー・ハーバーブリッジを眺めながらの入出港風景はクルー
ズのハイライト。1泊停泊するので、夜もゆっくり街を楽しめます。特典ツアーで
は、オペラハウスやシドニーの名所へご案内します。

シドニー 2/10・11Day

シドニー半日観光

寄港地観光ツアー ブルーマウンテンズ国立公園1日観光 等

 特典ツアー

16・17

 赤川次郎氏のコメント

※乗船区間は変更となる場合がございます。※掲載のイベントは2018年オセアニアグランドクルーズのスケジュールを参考にしています。イベント内容は変更・中止となる場合がございます。
飛鳥Ⅱ写真：中村庸夫、高橋敦史、永島岳志



横浜

オークランド

ミルフォードサウンド通航

シドニー
メルボルン

バーニー

ケアンズ ポートビラ

サイパン

グアム

神戸

早期全額支払割引
2020年8月31日（月）までに全額お支払いの
お客様は旅行代金が15％割引

 グランド特別割引★ 2020年6月30日（火）までに全額お支払いの
お客様は旅行代金が20％割引

早期申込割引 2020年10月31日（土）までにお申し込みのお客様は
早期申込割引の旅行代金にてご利用いただけます。

※各割引期限以降の客室タイプの変更及びお客様が交替された場合は割引代金が適用となりません。

view point

※天候その他の事情により、航路変更やイベントが実施できない場合があります。

★ 客室番号のご希望は
　お受けできません。

■食事：A・Bコース共通＝朝40回、昼40回、夕40回  
特典  クルーズ特典：寄港地での観光ツアー
またはイベントへご乗船の皆様をご案内します。
観光：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。
※横浜乗船のお客様は1月27日神戸では上陸できません。
※神戸下船のお客様は3月7日横浜では上陸できません。
※乗下船時を含め各国、出入国審査にはお時間を要します。

N   オーバーナイトステイ
1泊停泊します。

■旅券・査証について（※裏表紙 旅行条件の案内もご覧ください）
●クルーズ下船日に有効期限が6ヵ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）または査証（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ETAS（豪州電子
渡航認証）または査証（ビザ）が必要です。ニュージーランドではNZeTA（電子渡航認証）または
査証（ビザ）が必要です。詳細は販売店にお問い合わせください。

　フォーマルナイト
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3回予定して
います。 ※詳しくは日程表をご覧ください。

Schedule スケジュール

1
月

3
月

2
月

日

火26

水27

日31

土6

水10

木・祝

土

11

13

寄港地 国・地域

横浜 日本

神戸 日本

サイパン 北マリアナ諸島

ケアンズ

メルボルン

バーニー

オークランド

ポートビラ

グアム

横浜
神戸

ミルフォードサウンド通航

シドニー

オーストラリア

オーストラリア

オーストラリア

ニュージーランド

バヌアツ

アメリカ

日本

日本

オーストラリア

午後出港

午前入港

午後入港

午後出港

コース月  

日14

水17

土20

水24

水3

日7

月8

 観光   

特典  観光   

 観光   

 観光   

 観光   

特典

初寄港  観光   

N
 特典 観光   

A

B

A  横浜発着 1/26（火）▲
 3/7（日） 40泊41日

B  神戸発着 1/27（水）▲
 3/8（月） 40泊41日

初寄港

■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、2020年10月31日（土）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記載の期日までに全額お支払い
いただきます。2020年11月1日（日）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。

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Kは160%、客室F,E,Dは130％、客室Cは150％、客室Aは180%、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。
※燃油サーチャージは2020年1月1日現在不要ですが、今後原油価格の動向により旅行代金とは別にお客様にご負担いただく場合があります。
※Aコースのお客様で2021年3月8日神戸で下船される場合は、1泊分の追加代金が必要です。 

クルーズ特典クルーズ特典

クルーズ特典

2021年
オセアニアグランドクルーズ

～飛鳥クルーズ就航30周年記念～

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。詳しくは旅行会社・販売店へお問い合わせください。

グランド特別割引適用後の旅行代金

早期全額支払割引適用後の旅行代金

早期申込割引適用後の旅行代金

旅行代金

 （単位／円）旅行代金 （ A  B  コース共通） 〈2名1室利用時 お一人様〉

客室タイプ K：ステート

1,768,000

F：ステート

2,168,000

E：バルコニー

2,488,000

D：バルコニー/
D3：ディートリプル

2,552,000

C：スイート

3,832,000

A：アスカスイート
（和洋室を含む）

4,904,000

S：ロイヤルスイート

8,584,000

1,879,000

1,968,000

2,211,000

2,304,000

2,413,000

2,711,000

2,644,000

2,769,000

3,111,000

2,712,000

2,840,000

3,191,000

4,072,000

4,264,000

4,791,000

5,211,000

5,457,000

6,131,000 10,731,000

9,121,000

9,551,000

 2021年
オセアニア
グランドクルーズ

横浜発着   2021年1月26日（火）▶ 3月7日（日） 41日間Aコース

神戸発着   2021年1月27日（水）▶ 3月8日（月） 41日間Bコース

1

2

3

ケアンズとシドニーでの
特典ツアー

バヌアツ×飛鳥Ⅱ
交流会

オーストラリアワイン
飛鳥オリジナルラベルを

プレゼント

クルーズ特典

「季節を超えて、夏色に染まる国々
へ。」1992年オセアニアクルーズの
パンフレットは、このフレーズで始ま
ります。航空機による海外パッケー
ジツアーが普及の兆しを見せてい
た90年代初頭、素晴らしく豪華な
客船で未だ見ぬ国 を々巡ることは、
想像を超えた究極の旅として人々の
記憶に残りました。この時、飛鳥が
提案したことは、目的地
を訪れるだけではなく、
その行程、すなわち洋
上のハイライフを楽しむ
こと。あれから30年。
飛鳥のヘリテージはさ
らに進化し、この先も紡
がれていきます。

どこまでも続く水平線、その先にあ
る美しい海岸線や港町。航海の果
てに未だ見ぬ絶景に出会う感動。
ロングクルーズならではの魅力が
オセアニアには散りばめられています。

伝統のロングクルーズを愉しむ─飛鳥、30周年。
ヘリテージ。過去から紡がれ、未来へ伝えられるもの。そう呼ぶに相応しいクルーズが
飛鳥Ⅱにはあります。それは1992年に始まった初のロングクルーズ。飛鳥が選んだ舞台
はオセアニア。様 な々歴史と文化を楽しむ楽園航海が始まりました。南に進むごとに、
碧さが映える海の色、柔らかさが増す風の香り、そして日々 あふれていくお客様の笑顔。
まさにロングクルーズならではの楽しみ。
30周年の記念イヤーに贈る、飛鳥の碧きヘリテージ
にご一緒しませんか。

まさに名門と呼ぶにふさわしい船旅。

“Heritage”
ヘリテージ

1992

こちらからオセアニアグランドクルーズの

動画をご覧いただけます。

※船首エリアは乗組員専用につきお客様の立入りは出来ません。

飛鳥オセアニア _表 4_A1_ 郵船クルーズ

客室紹介 飛鳥Ⅱでは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客室をご用意しています。

※客室内はバルコニーを含め全面禁煙となります。喫煙されるお客様は、船内の喫煙スペースをご利用ください。
※救命ボートや救命いかだ、乗下船用タラップなど客船固有の設備のために、Kステートおよび一部客室では眺望がさまたげられます。 

全客室 海側・ツインベッド・バスタブ付
※面積にはバルコニーが含まれます。

33.5㎡
バルコニー付

スイートC

88.2㎡   バルコニー付

ロイヤルスイート（4室限定）S
22.9㎡
バルコニー付

18.4㎡
角窓（バルコニーなし）

22.9㎡
角窓（バルコニーなし）

※Kステートは、眺望がさまたげられます（例）

ステートF K

ディートリプル（4室限定）D3

バルコニー（D：9デッキ/E：8デッキ）D E

　 

※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
この旅行は下記掲載の旅行会社（以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加さ
れるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほ
か別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社
旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
■旅行代金に含まれるもの
●�旅行日程表に明示されたクルーズ代金（クルーズ期間中の船内における全食事を含む。但し、寿司
“海彦”は別料金）。
●旅行日程表に明示された利用交通機関の運賃・料金、バス料金。
　〔注〕上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
　（前項の他は旅行代金に含まれていません。その一部を例示します）
●アルコール等飲料の代金、クリーニング、電報・電話料、その他追加飲食等
　個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
●�傷害、疾病に関する治療費、渡航手続費用（旅券用印紙代、査証料、予防接種料金、傷害・疾病
保険料及び渡航手続取扱料金）。
●ご自宅と発着港間の交通費、宿泊費。
●お客様のご希望によりお１人部屋を利用される場合の割増料金。
●希望者のみ参加される寄港地観光ツアーの旅行代金。
■お申し込み条件
●�20歳未満の方は、保護者の同意が必要です。15歳未満の方は、保護者の同行（同室）を条件とし
ます。
●�健康を害している方、車いすなどの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、認知症の
方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者
補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、そのほか特別の配慮を必要とする方は、お申し込
みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。旅行契約成立後にこれらの
状態になった場合も直ちにお申し出ください。改めて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必
要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
●�前項のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この際、お客
様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、または書面でそれらをお申し出いただくことがあり
ます。
●�当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、医師の診断書の提
出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。
　�また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みを
お断りし、または旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づ
き、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様のご負担とします。
●�海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上）にご乗船の方は、健康アンケートの提出が必要です。
健康アンケートの内容によっては、健康診断書を提出いただきます。

■旅行代金の額の変更
●�利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改訂により、旅行代金の額を変更することがありま　す。
増額の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、15日目にあたる日より前にお　知らせ
します。

■お客様の責任
●�当社はお客様の故意または過失、法令もしくは、公序良俗に反する行為により当社が損害を被った
ときは、お客様から損害の賠償を申し受けます。
●�お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の
内容について理解するように努めなければなりません。

●�お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと
認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にそ
の旨を申し出なければなりません。�

■旅程保証
●�当社は別途お渡しする契約書面に重要な変更が生じた場合は、規定の変更補償金を支払います。
ただし、次の場合は変更補償金は支払いません。
　�天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運
行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措
置。なお、変更補償金は旅行者１名に対し、１募集型企画旅行につき旅行代金の15％を限度としま
す。また、変更補償金が千円未満であるときは、変更補償金は支払いません。

■旅行契約内容の変更
●�当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当
初の運行計画によらない運送サービス提供等の当社が関与しえない事由が生じた場合、契約内容
を変更することがあります。

■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い
●�当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金として旅行代金の20％を添えてお申し込みいた
だきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として繰り入れます。
●�当社は、電話･郵便･FAX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。
●�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、2020年10
月31日（土）までに残額をお支払いいただきます。2020年11月1日（日）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。グランド特別割引・早期全額支払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。
●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。　

■取消料（お客様による旅行契約の解除）

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％

●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）

■添乗員�　●添乗員は同行いたしません。船内では係員がお世話いたします。
■最少催行人員　2名様
■旅行条件・旅行代金の基準　2020年1月1日を基準としています。

■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
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等
に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、渡航手続業務の
遂行、お客様がお申し込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領
のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用などを担保する保険の
手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範
囲内で利用し、また、それらの運送・宿泊機関等、手配代行者、保険会社、土産品店等に対し電子的
方法等で送付することにより提供します。
このほか、当社および販売店の個人情報の取り扱いに関する方針については、店舗、旅行条件書、
ホームページ等でご確認ください。
お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
■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）：クルーズ下船日に有効期限が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）または査証が必要です。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ETAS（豪州電子渡航認証）または査証が必要です。ニュージーランドでは
NZeTA（電子渡航認証）または査証が必要です。
●�訪問国によっては18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合（単独や片方の親のみ、また
は親以外の大人の方と旅行する場合）、入国に際して親の「渡航同意書」（英文）の提示を求められ
る場合があります。
●�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.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/

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。

お申し込み時のご案内
■寄港地観光ツアーについて
・寄港地観光ツアーは郵船クルーズ（株）が企画・実施し
ます。
・詳しい日程および申込書は別途送付いたします。
・お申し込み多数の場合は抽選となります。
・代金は、すべて船上でお支払いください。
・�寄港地観光ツアーにご参加中の船上での諸サービス
（食事・宿泊等）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。
・乗下船日の寄港地観光ツアーにはご参加いただけま
せん。
・�車いすをご使用の方および歩行が困難な方は、旅行
の安全かつ円滑な実施のためツアーへのご参加をお
断りすることもございますので、あらかじめお申し込みの
旅行会社を通じ、郵船クルーズ（株）までお問い合わせく
ださい。
■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
内中心地などへシャトルバスを運行します。
※�不催行の場合でも相当額の補償や他運送機関へ
の振替はありません。

●パンフレット記載の旅行代金は客室をお2人様でご利用の場合の、お1人様の代金です。
●旅行代金は各港の港湾諸税および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。
●燃油サーチャージは2020年1月1日現在不要ですが、今後原油価格の動向により、旅行代金とは
別にお客様にご負担いただく場合があります。
●客室をお1人様でご利用の場合は、客室Sは200％、客室A（和洋室を含む）は180％、客室Cは
150％、客室D、E、Fは130％、客室Kは160％、の割増代金となります。お1人様でご利用いただけ
る客室には限りがございます。相部屋は承っていません。
●スイートルーム及び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（和洋室を含む）、C、Dトリプル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人利用が基本となります。
●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（＊1）。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。＊1：グランド特別割引にお申し込みの場合、客室番
号のご希望はお受けできません。
●パッケージツアー等でパンフレット記載以外の区間を販売する場合があります。
●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）。
●取消料発生期間内に客室のご利用人数が減少した場合、取消されたお客様には規定による取消
料を、客室をお一人様でご利用になられるお客様には規定による割増代金を追加で申し受けます。
●取消料発生期間内にお客様の申し出により旅行の契約内容（客室タイプ/コース/割引種別/対
象者などを含みます）を変更される場合は、旅行契約を一旦解除した上で新たに旅行契約を締結し
ていただきます。このとき、新契約の代金が旧契約の代金よりも低額であれば、その差額に対し規
定の取消料率を乗じた取消料を申し受けます。

●当クルーズ（区間乗船も含む）には未就学児（6歳以下）は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、お申し込み時に保護者の同意書の
提出が必要です。
●当クルーズにご乗船の方は、健康アンケートの提出が必要です。健康アンケートの内容によって
は、健康診断書を提出いただきます。
●妊娠中の方はお申し込み時またはお早目にお申し出ください。船会社指定の診断書および承諾書を
提出いただきます。
●車いすをご使用される方はお申し込み時にお申し出ください。原則としてお客様1名様に対して1名
の介助いただけるご同伴者様（同室）の乗船をお願いいたします。又、ご同伴者様は車いすご使用
のお客様と共に行動していただきます。単独行動はご遠慮ください。
●電動車いすをご使用の場合、前項のほか使用上の制限事項についての承諾書の提出が必要とな
ります。なお、電動カートはご使用になれません。
●体質上（アレルギー）の理由で、食べ物に制限をお持ちの方はお申し込み時にお申し出ください。船
会社指定の申請書の提出が必要となります。
●医療器具をお持ち込みされる場合はお申し込み時にお申し出ください。診断書および承諾書を提
出いただく場合があります。
●フォトエッセイの撮影のほか、テレビ・雑誌の取材関係者が乗船します。
●記載されたスケジュールは、天候・その他の事情により変更される場合がございます。
●イベント内容、ゲストエンターテイナー、ゲストシェフ等は諸事情により変更になる場合がございます。
●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、写真は一部寄港地観光ツアー等で
お楽しみいただけるものです。改装情報については完成予想のイメージCGが含まれます。実際とは
異なる場合がございます。
●ゲストエンターテイナー等の撮影は原則としてご遠慮いただいております。
●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。
●改装情報、サービス内容および船内施設・客室の情報は2020年1月現在の状況のもので、今後
変更・廃止となる場合がございます。

45.8㎡
バルコニー付

45.8㎡
バルコニー付

アスカスイートA

和洋室タイプ（2室限定 客室番号：1046、1047）

◆旅行代金のご案内◆ ◆客室の3人利用時のご案内◆ ◆お申し込みに際してのご案内◆
●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（原則として大人・子供同額）。
●一部のクルーズには子供代金（2歳以上12歳以下（小学生ま
で））の設定がございます。
●2歳未満の幼児は無料ですが、お申し込み時に同伴する旨をお申
し出ください。なお、ベッドのご用意はございません。食事のご用意
はございますが、粉ミルク、離乳食、アレルギー対応食はございませ
んので事前にご準備ください。
●国内クルーズの旅行代金は、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。
●パッケージツアー等でパンフレット記載以外の区間を販売する場
合があります。
●取消料発生期間内に客室のご利用人数が減少した場合、取消さ
れたお客様には規定による取消料を、客室をお一人様でご利用に
なられるお客様には規定による割増代金を追加で申し受けます。
●取消料発生期間内にお客様の申し出により旅行の契約内容（客
室タイプ／コース／割引種別／対象者などを含みます）を変更され
る場合は、旅行契約を一旦解除した上で新たに旅行契約を締結
していただきます。このとき、新契約の代金が旧契約の代金よりも
低額であれば、その差額に対し規定の取消料率を乗じた取消料を
申し受けます。

●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
・ 客室S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
（例2-1）大人2名＋子供1名
（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

●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、お申し込み時に船会社指定の承諾書の提出が必要となります。

●15歳以上20歳未満の方は単独でもご乗船いただけますが、お申し込み時に保護者の
同意書の提出が必要です。

●妊娠中の方はお申し込み時またはお早目にお申し出ください。船会社指定の診断書およ
び承諾書を提出いただきます。
●車いすをご使用されるお客様はお申し込み時にお申し出ください。原則としてお客様1名様
に対して1名の介助いただけるご同伴者様（同室）の乗船をお願いいたします。又、ご同伴
者様は車いすご使用のお客様と共に行動していただきます。単独行動はご遠慮ください。

●電動車いすをご使用の場合、前項のほか使用上の制限事項についての承諾書の提出
が必要となります。なお、電動カートはご使用になれません。
●体質上（アレルギー）の理由で、食べ物に制限をお持ちのお客様はお申し込み時にお申
し出ください。船会社指定の申請書の提出が必要となります。
●医療器具をお持ち込みされる場合はお申し込み時にお申し出ください。診断書および承
諾書を提出いただく場合があります。

●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。
●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。
●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する場合がございます。
●天候による運航中止やスケジュール変更をはじめとした船会社の旅客運送約款内「運
航の中止・変更等」の規定による措置に伴う交通費や宿泊費、宅配便等の費用はお客
様負担となります。
●改装情報、サービス内容および船内施設・客室の情報は2019年11月現在の状況のも
ので、今後変更・中止となる場合がございます。

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

■募集型企画旅行契約
　この旅行は、下記記載の旅行会社（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寄港地観光ツアーの旅行代金
■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：各コース 2名様
■旅行条件・旅行代金の基準日：2019年11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、入国管理局にお問い
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18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合（単独や 
片方の親のみ、または親以外の大人の方と旅行する場合）、入国に際して親の
「渡航同意書」（英文）の提示を求められる場合があります。詳しくはお申し込み
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：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：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。

※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。

〒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

池田栄一

S1-205

海
外
ク
ル
ー
ズ

海
外
ク
ル
ー
ズ

月
出
発

1
2021

月
出
発

1
2021

オーストラリアでは、ダイナミックな自然探訪と優美な街歩きを満喫！
グレートバリアリーフの玄関口ケアンズ、世界三大美港のひとつシドニー、
カフェ文化の発信地メルボルン、そして初寄港地・タスマニア島バーニーへ

世界遺産

■メルボルン
観光   オーストラリア・ワイナリーを訪ねて ほか2 / 13

■ケアンズ
観光   高原列車で行くキュランダ ほか2 /6

■シドニー
観光   ブルーマウンテンズ国立公園 ほか

2 / 10
2 / 11

横浜

オークランド

ミルフォードサウンド通航

シドニー
メルボルン

バーニー

ケアンズ ポートビラ

サイパン

グアム

神戸
■ミルフォードサウンド2 / 17

氷河によって削り取られた
神秘の峡谷をクルージング
高さ1200ｍの断崖絶壁が続く

■オークランド2 / 20

マオリ文化に親しむ博物館や
パーネル地区の歴史遊歩道へ
観光   ヨットセイリング体験 ほか

■ポートビラ2 / 24

南太平洋に浮かぶリゾート 
地元の方 と々の文化交流会も

■サイパン
■グアム

1/ 31
3 / 3

豊富なアクティビティ
人気の南国リゾート2島
観光   サブマリンツアー ほか

横浜発 神戸発

2021年オセアニアグランドクルーズ
2021年1月26日（火） ▲  3月8日（月）  A・Bコース 各41日間

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

（和洋室を含む） 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 1,768,000 2,168,000 2,488,000 2,552,000 3,832,000 4,904,000 8,584,000
早期全額支払割引適用後の旅行代金 1,879,000 2,304,000 2,644,000 2,712,000 4,072,000 5,211,000 9,121,000

早期申込割引適用後の旅行代金 1,968,000 2,413,000 2,769,000 2,840,000 4,264,000 5,457,000 9,551,000
旅行代金 2,211,000 2,711,000 3,111,000 3,191,000 4,791,000 6,131,000 10,731,000

旅行代金（ABコース共通） 〈2名1室利用時 お一人様〉  （単位：円）

早期全額支払割引 2020年8月31日（月）までに全額お支払いの
お客様は旅行代金が15％割引

グランド特別割引★ 2020年6月30日（火）までに全額お支払いの
お客様は旅行代金が20％割引

早期申込割引 2020年10月31日（土）までにお申し込みのお客様は
早期申込割引の旅行代金にてご利用いただけます。

※各割引期限以降の客室タイプの変更及びお客様が交替された場合は割引代金が適用となりません。

早期全額支払割引 早期申込割引グランド特別割引

迎えた南 半 球
飛 鳥クル ーズ 3 0 周 年

美しい 季 節を
光 彩 に包まれて祝う

ミルフォードサウンド
イメージ

view point

※天候その他の事情により、航路変更やイベントが実施できない場合があります。

〜飛鳥クルーズ就航30周年記念〜

■バーニー 初寄港
観光   クレイドルマウンテン観光 ほか2 / 14

■ほかにも、クルーズを盛り上げるスペシャルゲストや、赤道通過祭、飛鳥Ⅱ15歳のバースデーパーティーなど、グランドクルーズならではのさまざまなイベントをご用意しています。

文藝春秋×飛鳥Ⅱコラボレーション企画

〉〉〉　　30周年記念イベント

乗船区間 グアム〜横浜

赤川次郎 トークショー
1948 年生まれ。「幽霊列車」で小説家デ
ビュー。1978年『三毛猫ホームズの推理』
が大ヒット、以来ベストセラー作家として
活躍。2016 年『東京零年』で吉川英治文
学賞を受賞。映像化・舞台化作品に『セー
ラー服と機関銃』『探偵物語』など多数。

〉〉〉ゲストエンターテイナー

国
こくぶ

府弘子 ジャズライブ
1987年デビュー。幅広
い音楽を取り入れた楽
しいステージで大人気
のジャズピアニスト。ア
ルバム「ピアノ一丁！」に
続き、2020年1月に新作

「ピアノパーティ」発売。

〈ケアンズ発〉  
エアーズロックを訪ねて
巨大な一枚岩が鎮座する
アボリジニの聖地

〈バーニー発〉  
ニュージーランドの大自然

「雲を突き抜ける山」、
マウントクックやテカポ湖へ

★客室番号のご希望は
　お受けできません。

〉〉〉ランドツアー〈宿泊を伴う観光ツアー（別料金／定員制〉

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。詳しくは旅行会社・販売店へお問い合わせください。海外旅行保険ご加入のすすめ

■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、2020年10月31日（土）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記載の期日ま
でに全額お支払いいただきます。2020年11月1日（日）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。

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Kは160%、客室F,E,Dは130％、客室Cは150％、客室Aは180%、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。
※燃油サーチャージは2019年11月1日現在不要ですが、今後原油価格の動向により旅行代金とは別にお客様にご負担いただく場合があります。
※Aコースのお客様で2021年3月8日神戸で下船される場合は、1泊分の追加代金が必要です。 

バヌアツ×飛鳥Ⅱ
交流会

初寄港

クレイドルマウンテン 観光

シドニー

※乗船区間は日程表にてご案内します。

世界遺産

世界遺産

世界遺産

世界遺産

8 9

A 1/26（火） 横浜発 ▲

 3/7（日） 横浜着 40泊41日
B 1/27（水） 神戸発 ▲

 3/8（月） 神戸着 40泊41日

■食事：A・Bコース共通＝朝40回、昼40回、夕40回  
観光  ：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。

※横浜乗船のお客様は1月27日神戸では上陸できません。
※神戸下船のお客様は3月7日横浜では上陸できません。
※各国、出入国審査にはお時間を要します。 N オーバーナイトステイ

1泊停泊します。

月日 寄港地 国・地域 コース

1/26 火 横浜 日本 午後出港

27 水 神戸 日本 午後出港

31 日 サイパン 北マリアナ諸島 観光

2/6 土 ケアンズ オーストラリア 観光

10 水
シドニー オーストラリア N 観光

11 木・祝

13 土 メルボルン オーストラリア 観光

14 日 バーニー オーストラリア 初寄港 観光

17 水 ミルフォードサウンド通航

20 土 オークランド ニュージーランド 観光

24 水 ポートビラ バヌアツ

3/3 水 グアム アメリカ 観光

7 日 横浜 日本 午前入港

8 月 神戸 日本 午後入港

A
B

■旅券・査証について（※裏表紙 旅行条件の案内もご覧ください）
● クルーズ下船日に有効期限が6ヵ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）または査証（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ETAS

（豪州電子渡航認証）または査証（ビザ）が必要です。ニュージーランドではNZeTA（電子渡
航認証）または査証（ビザ）が必要です。詳細は販売店にお問い合わせください。

　　フォーマルナイト
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3回予定しています。
※詳しくは日程表をご覧ください。

20216030

飛鳥オセアニア _おもて _A1_ 郵船クルーズ　2020 年 1 月 14 日 午後 4 時 41 分
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