
春のクルーズ
コレクション

2021年2月▶3月

あなたに感動の船旅を　　クルーズバケーション

受託販売：旅行企画・実施：

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの責任者です。この旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

国内旅行保険加入のおすすめ
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられますよう、おす
すめいたします。ご希望のお客様には、保険加入手続のご便宜をおはかりします。
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東京都港区海岸 3-18-21　ブライトイースト芝浦1階

観光庁長官登録旅行業 第一種 第２０１０号　日本旅行業協会（JATA）会員

株式会社クルーズバケーション

あなたに感動の船旅を　　クルーズバケーション
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出発月 出発日 

▲  

帰着日 クルーズタイトル 掲載頁

2月

2/1（月） 

▲

 2/４（木） 横浜結航路駿河・四日市クルーズA アスカクラブ割 P. 5
2/4（木） 

▲

 2/7（日） 春めく高知･神戸クルーズ ★ おひとりD旅 P. 5
2/7（日） 

▲

 2/9（火） 神戸発着春の音クルーズ P. 5
2/9（火） 

▲

 2/12（金） 神戸結航路日向・土佐くろしおクルーズ ミドルエイジ割 P. 6
2/12（金） 

▲

 2/14（日） 神戸発春節長崎ウィークエンドクルーズ おひとりD旅 P. 6
2/15（月） 

▲

 2/18（木） 長崎発早春の薩摩・神戸クルーズ ★ おひとりD旅 P. 6
2/18（木） 

▲

 2/20（土） 神戸発早春の神戸・横浜クルーズ おひとりD旅 P. 7
2/20（土） 

▲

 2/23（火・祝） 横浜結航路熊野・駿河ウィークエンドクルーズ P. 7
2/23（火・祝） 

▲

 2/25（木） 早春の四日市クルーズ P. 7
2/25（木） 

▲

 2/28（日） きさらぎの別府･神戸クルーズ ★ おひとりD旅 P. 8

3月

3/1（月） 

▲

 3/4（木） 名古屋発着高知・ひな祭りクルーズ J レディース割 P. 8
3/4（木） 

▲

 3/6（土） 名古屋発早春の阿波･神戸クルーズ J おひとりD旅 P. 8
3/6（土） 

▲

 3/10（水） 神戸発着やよい日南･別府クルーズ J アスカクラブ割 P. 9
3/10（水） 

▲

 3/12（金） 神戸発春うらら神戸･東京クルーズ J おひとりD旅 P. 9
3/12（金） 

▲

 3/14（日） JAZZONASUKAⅡwithBLUENOTETOKYO J P. 10
3/14（日） 

▲

 3/18（木） 春の三陸大船渡・宮古クルーズ J アスカクラブ割 P. 10
3/19（金） 

▲

 3/21（日） 神戸発着春の日向ウィークエンドクルーズ J P. 11
3/21（日） 

▲

 3/23（火） 神戸発春うらら神戸･横浜クルーズ J おひとりD旅 P. 11
3/23（火） 

▲

 3/26（金） 横浜結航路駿河・四日市クルーズB J ミドルエイジ割 P. 11

飛鳥Ⅱの新型コロナウイルス感染症対策について

飛鳥Ⅱではお客様と乗組員の感染症予防ならびに船内衛生に万全を期するため、各種対策に取り組
んでまいります。
ご予約の際には、「飛鳥Ⅱ 新型コロナウイルス感染症対策プラン（随時更新／運航会社：郵船クルー
ズ株式会社発行）」の全文をご確認の上、お申し込みください。

■ 乗 船 条 件（ 抜 粋 ）

重要なご案内  唾液検体による事前PCR 検査を実施します〈必須〉
飛鳥Ⅱご乗船に先立ち、唾液検体採取による新型コロナウイルスの事前PCR 検査を実施
いたします。当検査実施により事前にお客様の感染の有無をご確認いただき、船内におけ
る感染症予防を図ります。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

クルーズお申し込み時に、事前ＰＣＲ検査の実施について、並びに、お客様の個人情報
を郵船クルーズ株式会社およびお申し込み旅行会社・販売店、検査会社へ提供するこ
とについてご同意いただくことがクルーズお申し込みをお受けする条件となります。

事前検査の流れ（検査会社：ジェネシスヘルスケア株式会社）

① 事前検査キットを検査会社よりご自宅に送付いたします。
② 検査キットが届き次第、同封の案内に従い検体を採取し、指定の方法にて検体を所定

の送付先にご返送ください（送料無料）。
③ ご乗船前日までに、お客様ご自身で必ず専用ホームページにて検査結果をご確認ください。

■ 本事前検査の結果は「高リスク」「低リスク」「再検査」にて表示されます。それぞれ医
師による確定診断ではございませんが、医療機関で行われているＰＣＲ検査と同等程
度の精度となります。

■ 検査費用はクルーズ代金に含まれます。
■ ジェネシスヘルスケア株式会社PCR 検査キットご利用ガイドはこちら

https://covid-19.genelife.jp/guide/cvp200715/ 
！ ご注意：  今後の状況により、 検査時期・方法の変更または 

取り止める場合がございます。

乗船受付時    ご乗船受付時は必ずマスク着用にてお願いいたします。「飛鳥Ⅱ 感染症に関する質
問票※」に必要事項をご記入の上ご提出いただくほか、ご乗船の皆様に「検温」を実
施いたします。　※乗船前 14日間の健康状態の確認など。

乗 船 中    ご乗船中は客室内とお食事、ご入浴時を除き、マスク着用の徹底をお願いいたします。
※5 歳以下のお子様に限り、マスク着用は必須ではありません。

■ 下記のいずれかに該当するお客様はご乗船いただけません

₁ ご乗船前日より遡って14日以内に、発熱（37.5度以上）、咳、のどの痛み、
全身倦怠感、味覚・嗅覚の異常などのいずれかの症状があるお客様。

₂ ご乗船前日より遡って14日以内に、海外（新型コロナウイルス感染症
発生国に限らず全ての国と地域）へ渡航歴のあるお客様。

₃ ご乗船前日より遡って14日以内に、新型コロナウイルス感染者もしくは
感染疑いのある方と濃厚接触が疑われるお客様。または、新型コロナウ
イルス感染者が立ち入ったとされる場所に居合わせたお客様。

₄ ご乗船前の事前ＰＣＲ検査にて、検査結果が「高リスク」もしくは「再検査」
と判定されたお客様。

5 ご乗船当日の乗船受付で実施する検温にて、発熱（ 37.5 度以上）の
あるお客様。
※当日の検温で37.0 度以上の方は、再検温させていただきます。

なお、上記1〜5のいずれかに該当するお客様の同行者様（*1）もご乗船いた
だけません。

（*1）  同行者様： 船内での同室・別室に関わらず住居を共にしている方、ご家族および、
船内にて同室の方。

■「飛鳥Ⅱ 新型コロナウイルス感染症対策プラン」はこちらから
ご覧いただけます（飛鳥クルーズホームページ）

https://www.asukacruise.co.jp/coronavirus_
information/

※「飛鳥Ⅱ 新型コロナウイルス感染症対策プラン」の内容は変更になる場合がございます。
ご乗船前に上記ホームページにて最新情報を必ずご確認ください。

〈記号の見方〉 
★…アニバーサリーディナー提供予定
J…春の日ディナー提供予定
アスカクラブ割 …アスカクラブ特別割引 10％

ミドルエイジ割 …40〜50代特別割引 10％
レディース割 …レディース割引 10％
おひとりD旅 … Dバルコニーの 

お一人様利用がお得！　
クルーズスケジュール
2021年2月1日（月）～2021年3月26日（金）
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全クルーズ共通のご案内（一部ご案内は当面の間の対応となり、変更となる場合もございます。）

● 飛鳥Ⅱの乗客数は最大 872名ですが、ソーシャルディスタンスの確保のため、当面の間、定員数を絞っ
て申し込みを承ります。

● 客室K：ステート、F：ステート、D3：ディートリプルの販売、および 客室S：ロイヤルスイート、A：ア
スカスイート（和洋室を含む）、C：スイートの3人利用は当面の間休止します。販売を再開する場合
は飛鳥クルーズのホームページ等でお知らせします。

● 感染症拡大防止の観点から、当面の間、次のパターンではご乗船はいただけません。
　◦2つ以上のクルーズを連続して乗船すること。
　◦下船日から起算して14日以内に再度乗船すること。
● 天候や今後の感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事情によりスケジュールおよび船内サー

ビス・イベントが変更もしくは中止となる場合がございます。
● 船内施設はご利用人数を制限してご案内します。また、一部の施設は営業を中止する場合がござい

ます。
● 寄港地観光ツアー、ゲストエンターテイナー、ゲストシェフは予告なく変更される場合があります。
● 寄港地での感染症対策のため、寄港地観光ツアーはラインアップを絞ったシンプルな内容となります。
● プレミアダイニング「ザ・ベール」でのご夕食はオープンシーティングを中止し、2回制でご案内します。

● ご夕食について1回目、2 回目のご希望がある場合にはお申し込みの旅行会社・販売
店へお申し出ください。ご希望多数の場合は、客室 S・A・C・D・Eの順に、それぞ
れ飛鳥クルーズの累計宿泊数の多い方からご希望を優先して承ります。なお、2 名席
でのご利用となり、座席を指定してご案内します。

● 「ギャラクシーラウンジ」でのショーは指定席でご案内します。スペシャルステージ時の
指定鑑賞エリアの設定はございません。

● ショー等をご覧いただく「ギャラクシーラウンジ」での飲料の提供は当面の間、中止いたします。
● 新型コロナウイルス感染症対策に万全を期する為、体質上（アレルギー）の理由で食

べ物に制限をお持ちの方への特別食の対応は当面の間、中止いたします。食材の情報
についてはご乗船後に係員にお尋ねください。

● 横浜港大さん橋国際客船ターミナル内にございます「アスカラウンジ」はご利用いただ
けません。

● 掲載のスケジュールは2020 年10月現在のものです。今後、クルーズの内容を変更ま
たは中止する場合は、飛鳥クルーズホームページ等にてお知らせいたします。お申し
込みのお客様には旅行会社よりご連絡を申し上げます。

船内でのサービス変更・中止のご案内

感染症対策として船内のサービス等を一部変更・中止いたします。お客様にはご不便をおかけしますがご理解のほどよろしくお願いいたします。なお、今後の感染状況等により、掲載内容から
変更となる場合がございます。最新の情報は飛鳥クルーズホームページに掲載しております「飛鳥Ⅱ 新型コロナウイルス感染症対策プラン」をご参照ください。

●新しい船内生活（一例）

＊船内での衛生対応
船内各所に手指消毒用アルコー
ルをご用意しますので積極的に
ご利用ください。また、サーマル
カメラを設置しお客様の体表温
度を計測します。

アルコールによる手指消毒 サーマルカメラによる検温

＊お客様のスマートフォンをお持ちください
客室や船内施設に設置している印刷物の一部を撤去し、お客様
のスマートフォン等によるQRコードの読み取りで内容をご確認
いただきます。ご乗船の際にはご自身のスマートフォンやタブレッ
トをお持ちください。

＊ お客様にも消毒のご協力をお願いします
フィットネスセンターやモンテカルロ（カジノ）など
の一部の施設では、ご利用後、お客様ご自身でアル
コール消毒をお願いします。

●営業を中止する施設
5デッキ 「ピアノバー」「ツアーデスク」「寄港地紹介デスク」
6デッキ 「クラブ・スターズ」「カードルーム」「マージャンサロン」 
 「クルーズセールスオフィス」
12デッキ 「アスカ アヴェダ サロン＆スパ」「サウナ（グランドスパ内）」

●開催を中止するイベントおよびサービス
「セイルアウェイパーティー」「ダンスタイム」「ダンス教室」「インルームマッサージ」

※6デッキ「フォトショップ」は 2021 年 1月4日をもって営業を終了いたします。

 結航路（ゆいこうろ）
3泊4日の比較的気軽な日程で、離れている3つの港が結ばれ
る様から名付けた「結航路」。寄港地の魅力と飛鳥Ⅱが一緒に
なって、お客様の旅を盛り上げていくという思いも込めています。
お客様が美食やエンターテイメントを堪能している間に航行し、
朝目覚めれば次の街。「結航路」では、3つの港が繋がっている
ような感覚をご体感いただけます。移動による負担が少ないの
で、寄港地での観光も存分にお楽しみいただけます。
まだクルーズの経験がない旅行好きの方にもぜひ体験していた
だきたいクルーズです。

2/1発 横浜 結航路　駿河・四日市クルーズ A （Ｐ.5）

2/9発 神戸 結航路　日向・土佐くろしおクルーズ （Ｐ.6）

2/20発 横浜 結航路　熊野・駿河ウィークエンドクルーズ （Ｐ.7）

3/23発 横浜 結航路　駿河・四日市クルーズ B （Ｐ.11）

Special DinnerPick up Cruise
総料理長が

こだわりぬいた
特別なディナーをご用意

30周年を祝う 
アニバーサリーディナー 
2月のアニバーサリーディナーは、秋冬のメニューとは趣を変え「早春の慶び」を 
表現したメニューとなるよう総料理長が鋭意創作しております。
飛鳥Ⅱの新たな食の感動をお届けします。ご期待ください。

で春を味わう 
「春の日ディナー」

華やかな季節を感じていただけるよう、 
旬の食材を多彩に使用した

「春の日ディナー」。春の訪れを、
食でもどうぞお楽しみください。

※写真は2019 年の春の日ディナーです。

春の日
DINNER

飛鳥第11代
総料理長

瀧淳一

Welcomeチョコレートをプレゼント
※ご乗船後客室にご用意します（お1人様1つ）。

ご乗船の
皆様へ

「おひとりＤ旅」新登場！

乗船港と下船港が異なる移動型クルーズでは、乗船前や下船後
にご自身で観光をプラスする楽しみも。おひとりでも、気ままに
ぶらり旅をお楽しみいただけるよう、Ｄバルコニーのお一人様割
増代金をお得に設定いたしました。

※乗船する総料理長は変更となる場合がございます。
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距離をとっても、心はより近くに。

新しいスタイルでも飛鳥Ⅱらしく
感染症対策（一例）

●レストランでは、２名席テーブル
をテーブル同士の間隔をあけて
配置しています。夕食時はお並び
いただくことのないよう、指定席
にてご案内します。

●リドカフェ＆リドガーデンでの朝食・
昼食はセットメニューでスタッフ
がサービスします。ティータイムに
おけるケーキ、軽食等もビュッフェ
サービスは中止しています。

●ギャラクシーラウンジでは座席数
を制限し、指定席・入場時間指定
にてご案内します。また、飲料の
提供は当面中止いたします。

●グランドスパ・露天風呂はご利用
人数を制限してオープンする予
定です（サウナは中止します）。混
雑状況などはレセプションへお
問い合わせください。

Gourmet
旬の食材や寄港地の特産を大切にした、飛鳥Ⅱのバラエティ豊か
なメニューはクルーズライフをより至福のひとときへと誘います。
夕食は、フランス料理を中心としたコース料理を、朝食・昼食は、
和食と洋食からお選びいただけます。総料理長がよりこだわりをみ
せるアニバーサリーディナーや春の日ディナーにもご注目ください。

昼食イメージ 和食セット 昼食イメージ 洋食セット

Entertainment
夜はギャラクシーラウンジでのショー、日中はスポーツアクティビ
ティや趣味が広がる講座など、1日中楽しみがつきないイベント
を開催いたします。また、ビデオオンデマンドサービスを導入し、
客室でのくつろぎの時間も、より快適にお過ごしいただけます。

クルーズディレクター

増田裕太
クルーズディレクター

澤井伸吾

Message

人気の船内イベントが一部中止となりますが、
感染症対策を行いながら、新しいスタイルでも
お客様に飛鳥Ⅱのエンターテイメントをお楽し
みいただけるよう、工夫を凝らして様々なイベン
トを企画しております。どうぞご期待ください。

Relaxation
時間と共に移り変わる景色をただ眺めるだけで、心が穏やかになる。
最上階に位置する展望大浴場グランドスパや、木の温もりを感じる
デッキエリア、大きな窓と開放的なラウンジなど、贅沢に施された空
間演出は、お客様に日常を忘れてお過ごしいただきたいという思い
が込められています。

※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。

クルーズライフをより快適にお過ごしいただくために https://www.asukacruise.co.jp/boarding/

初めての方にも安心してご乗船いただくために、飛鳥Ⅱ船内での過ごし方やドレスコードなどの情報をデジタルブックや動画で紹介しています。
※当パンフレット掲載クルーズのドレスコードはカジュアルまたはインフォーマルです（フォーマルはございません）。
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旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 240,500 246,000 363,000 460,000 793,500
※客室をお一人様でご利用の場合は客室 E は 130％、客室 D は 110％、客室 C、A（和洋室を含む）は 160％、客室 S は 200％の割増代金となります。

D：バルコニーのお一人様利用がお得！

横浜発
神戸着

春めく高知・神戸クルーズ 
2021年2月4日（木） ▶ 2月7日（日）  3泊4日 おひとりD旅

神戸
発着
春
は る

の音
ね

クルーズ
2021年2月7日（日） ▶ 2月9日（火）  2泊3日

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 252,000 258,000 381,000 483,000 834,000
※客室をお一人様でご利用の場合は客室 E、D は 130％、客室 C、A（和洋室を含む）は 160％、客室 S は 200％の割増代金となります。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 168,000 172,000 254,000 322,000 556,000
※客室をお一人様でご利用の場合は客室 E、D は 130％、客室 C、A（和洋室を含む）は 160％、客室 S は 200％の割増代金となります。

月日 発着スケジュール 入港 出港

2/1 月 横浜 17：00

2 火 清水 観光 8：30 17：00

3 水 四日市 観光 8：00 17：00

4 木 横浜 9：00

■食事：朝 3 回、昼 2 回、夕3 回
観光  ：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。

※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。
※富士山や桜は天候等の理由によりご覧いただけない場合がございます。

SPECIAL GUEST スペシャル ゲスト

森谷真理
2019年「 天皇陛下御即位をお
祝いする国民祭典」での国歌独
唱が記憶に新しいソプラノ森谷
真理が飛鳥Ⅱに初登場。

アスカ
クラブ
特別割

アスカクラブ会員様は旅行代金が10％割引になります。
ご予約の際にアスカクラブ会員である旨を旅行会社へお伝
えいただき、割引券をご提出ください。※S ロイヤルスイートを除く。

月日 発着スケジュール 入港 出港

2/4 木 横浜 17：00

5 金 クルージング★ ─ ─

6 土 高知 観光 9：00 17：00

7 日 神戸 9：00

■食事：朝 3 回、昼 2 回、夕3 回（★アニバーサリーディナー）
観光  ：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。

※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

SPECIAL GUEST スペシャル ゲスト

MARIERIKA
ヴィオラMARIEとピアノ
ERIKA の姉妹デュオなら
ではの息の合った癒しの音
色で魅了します。

終日航海日の夜には飛鳥クルーズ就航30周年を
記念した特別なメニューをご用意します。

月日 発着スケジュール 入港 出港

2/7 日 神戸 17：00

8 月 クルージング ─ ─

9 火 神戸 9：00

■食事：朝 2 回、昼 1 回、夕2 回
※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

CRUISE POINT
クルーズポイント

早春のお出かけは、暖かく広 と々した船内で美食や華やかなステージが堪能でき
るクルーズがぴったりです。

イメージ

神戸

高知

横浜

神戸

横浜

四日市 清水

SPECIAL GUEST
島田歌穂＆島健

ドラマチックなヴォーカルと美しいピアノの
旋律。夫婦が織りなす珠玉のステージをお
届けします。

横浜
発着
横浜 結

ゆ い

航
こ う

路
ろ

 駿河・四日市クルーズA
2021年2月1日（月） ▶ 2月４日（木）  3泊4日　 アスカクラブ割

駿河湾から眺める冠雪の富士VIEW POINT

清水
2/2

名勝・三保松原など見どころが集
まる清水。日本で一番早咲きの
桜との声もある西伊豆・土肥桜
へは清水港からフェリー等を利用し
て訪れることも可能です。
観光    三保松原半日観光 ほか

四日市
2/3

三重県内や隣県へもアクセスの良い
四日市。伊勢神宮へも足を延ばせます。
観光    伊勢神宮 内宮(自由食)、 

個人専用車で楽しむ名店「和田
金」のすき焼き（個室） ほか

桂浜

高知
2/6

坂本龍馬の故郷・高知は、本丸が現存
する高知城や桂浜など歴史を感じる
名所が点在します。
観光     桂浜と高知城歴史博物館 ほか
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旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 240,500 246,000 363,000 460,000 793,500
※客室をお一人様でご利用の場合は客室 E は 130％、客室 D は 110％、客室 C、A（和洋室を含む）は 160％、客室 S は 200％の割増代金となります。

D：バルコニーのお一人様利用がお得！

神戸

長崎

神戸

長崎

鹿児島

細島
（日向）

高知

神戸
神戸
発着
神戸 結

ゆ い

航
こ う

路
ろ

 日向・土佐くろしおクルーズ
2021年2月9日（火） ▶ 2月12日（金）  3泊4日　 ミドルエイジ割

神戸発
長崎着

春節 長崎ウィークエンドクルーズ
2021年2月12日（金） ▶ 2月14日（日）  2泊3日 おひとりD旅

長崎発
神戸着

早春の薩摩・神戸クルーズ 
2021年2月15日（月） ▶ 2月18日（木）  3泊4日  おひとりD旅   

月日 発着スケジュール 入港 出港

2/12 金 神戸 17：00

13 土 クルージング ─ ─

14 日 長崎 14：00

■食事：朝 2 回、昼 2 回、夕2 回
※  天候その他の事情により航路が変更となる 

場合がございます。

CRUISE POINT クルーズポイント

2021年の旧暦新年
は2月12日。週末を
利用したクルーズで
す。暖かく広 と々した
船内で気ままにお過
ごしください。最終日
は午後入港だから嬉
しいランチ付。 イメージ

月日 発着スケジュール 入港 出港

2/15 月 長崎 14：00

16 火 鹿児島 観光 11：00 17：00

17 水 クルージング★ ─ ─

18 木 神戸 9：00

■食事：朝 3 回、昼 3 回、夕3 回（★アニバーサリーディナー）
観光  ：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。

※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

SPECIAL GUEST スペシャル ゲスト

マリオネット
ポルトガルギターとマンドリンのア
コースティックユニットが奏でるノ
スタルジックな音色をお届けします。

長崎出港シーンVIEW POINT

世界遺産が点在する長崎の街並みをゆったりとご覧い
ただきながら出港します。

開聞岳・錦江湾クルージングVIEW POINT

鹿児島
2/16

開聞岳と、桜島を望む錦江湾クルー
ジングはいつ見ても圧巻です。この時
期、名勝・仙巌園では桃の節句にあわ
せ、大名家の豪華なひな道具や人形
が期間限定で展示されています。
観光    仙巌園「薩摩のひなまつり」 

半日観光 ほか

※ 開聞岳や桜島は天候等の理由により 
ご覧いただけない場合があります。

高知城

日向
2/10

願いが叶うといわれるクルスの海な
ど、変化に富んだ海岸線が魅力です。
観光   日向市内半日観光 ほか

高知
2/11

坂本龍馬の故郷・高知は、本丸が現存
する高知城や桂浜など歴史を感じる
名所が点在します。
観光     桂浜と高知城歴史博物館 ほか

長崎入港シーンVIEW POINT

軍艦島や旧グラバー住宅、三菱長崎造船所
など世界遺産を眺めながら入港が楽しめる
港・長崎。旧正月を祝う長崎ランタンフェス
ティバルが開催予定です。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 252,000 258,000 381,000 483,000 834,000
※客室をお一人様でご利用の場合は客室 E、D は 130％、客室 C、A（和洋室を含む）は 160％、客室 S は 200％の割増代金となります。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 176,000 180,500 266,500 338,000 583,500
※客室をお一人様でご利用の場合は客室 E は 130％、客室 D は 110％、客室 C、A（和洋室を含む）は 160％、客室 S は 200％の割増代金となります。

D：バルコニーのお一人様利用がお得！

有職雛　写真提供：仙巌園

月日 発着スケジュール 入港 出港

2/9 火 神戸 17：00

10 水 細島(日向) 観光 11：30 17：00

11 木・祝 高知 観光 9：00 17：00

12 金 神戸 9：00

■食事：朝 3 回、昼 2 回、夕3 回
観光  ：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。

※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

SPECIAL GUEST スペシャル ゲスト

サエラ
歌謡曲から童謡、民謡まで
様々なジャンルの音楽を優
しく透き通る歌声でお楽し
みください。

ミドル
エイジ割

40〜50歳代のお客様は旅行代金が10％割引になります。
※対象：  1961年2月10日～1981年2月12日生まれ。ご本人様に限ります。
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神戸

長崎

新宮

清水
横浜

神戸

長崎

鹿児島

横浜

四日市

細島
（日向）

高知

神戸 横浜

神戸
神戸発
横浜着

早春の神戸・横浜クルーズ
2021年2月18日（木） ▶ 2月20日（土）  2泊3日 おひとりD旅

横浜
発着
横浜 結

ゆ い

航
こ う

路
ろ

 熊野・駿河ウィークエンドクルーズ
2021年2月20日（土） ▶ 2月23日（火･祝）  3泊4日

横浜
発着
早春の四日市クルーズ
2021年2月23日（火･祝） ▶ 2月25日（木）  2泊3日

月日 発着スケジュール 入港 出港

2/18 木 神戸 17：00

19 金 クルージング ─ ─

20 土 横浜 9：00

■食事：朝 2 回、昼 1 回、夕2 回
※  天候その他の事情により航路が変更となる 

場合がございます。

CRUISE POINT クルーズポイント

初日は神戸の夜景に
見送られ、最終日は横
浜ベイブリッジをくぐる
ロマン航路。洋上では
のんびりと、下船後は
横浜や東京での観光
をプラスしてアクティブ
に週末を過ごされるの
もおすすめです。 イメージ

月日 発着スケジュール 入港 出港

2/20 土 横浜 17：00

21 日 新宮 観光 10：00 17：00

22 月 清水 観光 8：30 17：00

23 火･祝 横浜 9：00

■食事：朝 3 回、昼 2 回、夕3 回
観光  ：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。

※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。
※富士山は天候等の理由によりご覧いただけない場合がございます。

SPECIAL GUEST スペシャル ゲスト

つのだ☆ひろ
ソウルフルかつパワ
フルヴォイスのドラ
マー、つのだ☆ひろ
による情熱的なライ
ブを開催します。

月日 発着スケジュール 入港 出港

2/23 火･祝 横浜 17：00

24 水 四日市 観光 8：00 17：00

25 木 横浜 9：00

■食事：朝 2 回、昼 1 回、夕2 回
観光  ：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。

※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。
※花は気象状況等によりご覧いただけない場合がございます。

イメージ

四日市
2/24

コンパクトな日程ながらクルーズライフも寄港地
観光も楽しめるクルーズです。四日市からはお伊
勢参りや、梅が見ごろを迎えるなばなの里などに
足を延ばせます。
観光    伊勢神宮 内宮（自由食） ほか

横浜みなとみらい

伊勢神宮 正宮

那智山青岸渡寺三重塔と那智の滝

新宮
2/21

世界遺産・熊野古道や熊野三山への
玄関口です。
観光     熊野那智大社半日観光 ほか

清水
2/22

駿河湾から眺める冠雪の富士山は
絶景です。
観光     三保松原半日観光 ほか

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 160,500 164,000 242,000 306,500 529,000
※客室をお一人様でご利用の場合は客室 E は 130％、客室 D は 110％、客室 C、A（和洋室を含む）は 160％、客室 S は 200％の割増代金となります。

D：バルコニーのお一人様利用がお得！

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 264,000 270,500 399,500 506,500 875,000
※客室をお一人様でご利用の場合は客室 E、D は 130％、客室 C、A（和洋室を含む）は 160％、客室 S は 200％の割増代金となります。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 168,000 172,000 254,000 322,000 556,000
※客室をお一人様でご利用の場合は客室 E、D は 130％、客室 C、A（和洋室を含む）は 160％、客室 S は 200％の割増代金となります。
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高知

名古屋

小松島
（徳島）

名古屋神戸

神戸
別府

横浜横浜発
神戸着
きさらぎの別府･神戸クルーズ 
2021年2月25日（木） ▶ 2月28日（日）  3泊4日 おひとりD旅  

名古屋
発着
高知・ひな祭りクルーズ 春の日

DINNER

2021年3月1日（月） ▶ 3月4日（木）  3泊4日　 レディース割

名古屋発
神戸着

早春の阿波･神戸クルーズ 春の日
DINNER

2021年3月4日（木） ▶ 3月6日（土）  2泊3日 おひとりD旅

月日 発着スケジュール 入港 出港

2/25 木 横浜 17：00

26 金 クルージング★ ─ ─

27 土 別府 観光 9：00 17：00

28 日 神戸 14：00

■食事：朝 3 回、昼 3 回、夕3 回（★アニバーサリーディナー）
観光  ：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。

※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

SPECIAL GUEST スペシャル ゲスト

Yae
大地を感じる大らかな歌声で心地
よい空間を生み出すYaeのコンサー
トをお楽しみください。

終日航海日の夜には飛鳥クルーズ就航30周年を
記念した特別なメニューをご用意します。

月日 発着スケジュール 入港 出港

3/1 月 名古屋 17：00

2 火 高知 観光 10：30 17：00

3 水 クルージングJ ─ ─

4 木 名古屋 9：00

■食事： 朝 3 回、昼 2 回、夕3 回 
（J春の日ディナー／春御膳ランチ）

観光  ：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。
※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

SPECIAL GUEST スペシャル ゲスト

国府弘子
ジャズピアニスト国府弘子が、
結成23年の「あ・うん」の人
気トリオでお届けするハッ
ピーなジャズピアノの宵。

レディース
割引10%

女性のお客様は旅行代金が10％割引になります。
ご本人様に限ります。

月日 発着スケジュール 入港 出港

3/4 木 名古屋J 17：00

5 金 小松島(徳島) 観光 9：00 17：00

6 土 神戸 9：00

■食事：朝 2 回、昼 1 回、夕2 回（J春の日ディナー）
観光  ：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。

※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

イメージ

徳島
3/5

阿波おどりで有名な徳島は眉山や大塚国際
美術館など名所が集まります。
観光    阿波おどり会館での「昼おどり」観覧、 

大塚国際美術館 有料連絡バス ほか

写真提供：さかわ観光協会 佐川の雛まつり

高知
3/2

坂本龍馬の故郷・高知は、本丸が現存
する高知城や桂浜など歴史を感じる
名所が点在します。雛まつりが開催予
定の佐川へも足を延ばせます。
観光     桂浜と高知城歴史博物館、 

佐川の酒造見学と雛まつり ほか

湯けむりに霞む街並みVIEW POINT

別府
2/27

温泉の町・別府では、海地獄や血の池
地獄など市内に点在する「別府の地獄」
巡りはいかがでしょうか。また、散策も
楽しい湯布院まで足を延ばせます。
観光    宇佐神宮半日観光、 

湯布院有料連絡バス ほか

写真提供：阿波おどり会館 阿波おどり

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 240,500 246,000 363,000 460,000 793,500
※客室をお一人様でご利用の場合は客室 E は 130％、客室 D は 110％、客室 C、A（和洋室を含む）は 160％、客室 S は 200％の割増代金となります。

D：バルコニーのお一人様利用がお得！

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 252,000 258,000 381,000 483,000 834,000
※客室をお一人様でご利用の場合は客室 E、D は 130％、客室 C、A（和洋室を含む）は 160％、客室 S は 200％の割増代金となります。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 160,500 164,000 242,000 306,500 529,000
※客室をお一人様でご利用の場合は客室 E は 130％、客室 D は 110％、客室 C、A（和洋室を含む）は 160％、客室 S は 200％の割増代金となります。

D：バルコニーのお一人様利用がお得！
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高知

名古屋

東京

神戸
小松島
（徳島）

名古屋神戸

神戸
別府

横浜

油津
(日南)

別府

神戸
神戸
発着
やよい日南･別府クルーズ 春の日

DINNER

2021年3月6日（土） ▶ 3月10日（水）  4泊5日　 アスカクラブ割

神戸発
東京着

春うらら神戸･東京クルーズ 春の日
DINNER

2021年3月10日（水） ▶ 3月12日（金）  2泊3日 おひとりD旅

月日 発着スケジュール 入港 出港

3/6 土 神戸 17：00

7 日 油津(日南) 観光 12：00 17：00

8 月 別府 観光 9：00 17：00

9 火 クルージングJ ─ ─

10 水 神戸 9：00

■食事： 朝 4 回、昼 3 回、夕4 回 
（J春の日ディナー／春御膳ランチ）

観光  ：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。
※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

CRUISE POINT クルーズポイント

寄港地での観光はもちろん、終日航海日のある充実し
た日程です。春の日ディナーにあわせたワインやカクテ
ルもご用意します。洋上の春をご堪能ください。

イメージ

月日 発着スケジュール 入港 出港

3/10 水 神戸 17：00

11 木 クルージングJ ─ ─

12 金 東京 8：30

■食事：朝 2 回、昼 1 回、夕2 回 
（J春の日ディナー／春御膳ランチ）
※  天候その他の事情により航路が変更となる 

場合がございます。

CRUISE POINT クルーズポイント

2020年9月にオープ
ンした東京の新しい
玄関口「東京国際ク
ルーズターミナル」へ
の飛鳥Ⅱ初入港。
お台場や銀座にも近
く、下船後の観光もお
すすめです。 イメージ

SPECIAL GUEST
Orchard３（オーチャード スリー）

若手実力派ミュージカルヴォーカルユニット
がミュージカルのスタンダードナンバーを始
めとした名曲の数々をお送りします。

日南
3/7

歴史と神話が息づく 
表情豊かな日南海岸

観光列車「海幸山幸」

鬼の洗濯岩と呼ばれる荒 し々い浸食岩の景観や、
岬の突端の洞窟にある鵜戸神宮など様々な表情
を見せてくれます。この他、九州の小京都と呼ば
れる飫肥城下町もおすすめです。ツアーではの
んびりとした列車の旅も計画しています。
観光    鵜戸神宮半日観光、 

観光列車「海幸山幸」 ほか

海地獄

別府
3/8

温泉の街で地獄巡り

海地獄や血の池地獄など市内に点在する
「別府の地獄」巡りはいかがでしょうか。また、

八幡さまの総本宮・宇佐神宮や、散策も楽
しい湯布院まで足を延ばせます。
観光    宇佐神宮半日観光、 

湯布院有料連絡バス ほか
鵜戸神宮

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 331,000 339,000 503,000 639,000 1,107,000
※客室をお一人様でご利用の場合は客室 E、D は 130％、客室 C、A（和洋室を含む）は 160％、客室 S は 200％の割増代金となります。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 160,500 164,000 242,000 306,500 529,000
※客室をお一人様でご利用の場合は客室 E は 130％、客室 D は 110％、客室 C、A（和洋室を含む）は 160％、客室 S は 200％の割増代金となります。

D：バルコニーのお一人様利用がお得！

イメージ

アスカ
クラブ
特別割

アスカクラブ会員様は旅行代金が10％割引
になります。ご予約の際にアスカクラブ会員
である旨を旅行会社へお伝えいただき、割引
券をご提出ください。※S ロイヤルスイートを除く。
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東京

大船渡
宮古

横浜

東京発
横浜着

春の三陸 大船渡・宮古クルーズ 春の日
DINNER

2021年3月14日（日） ▶ 3月18日（木）  4泊5日　 アスカクラブ割

月日 発着スケジュール 入港 出港

3/14 日 東京 16：30

15 月 クルージングJ ─ ─

16 火 大船渡 観光 9：00 17：00

17 水 宮古 観光 8：00 11：30

18 木 横浜 12：00

■食事：  朝 4 回、昼 3 回、夕4 回（J春の日ディナー／春御膳ランチ）
観光  ：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。

※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。
※花は気象状況等によりご覧いただけない場合がございます。

SPECIAL GUEST スペシャル ゲスト

平田耕治
海外でも活躍する
実力派バンドネオン
奏者、平田耕治 が
圧倒的なパフォーマ
ンスでお届けするコ
ンサート。

大船渡
3/16

三陸海岸の南部に位置する大船渡は、名勝・碁石海岸など沿岸沿いの
景観美で知られます。この時期、椿が見ごろを迎えます。ツアーでは
世界遺産・平泉まで足を延ばし、中尊寺など仏教の世界観に触れます。

観光    平泉・中尊寺と 
毛越寺 ほか

大船渡入港シーンVIEW POINT中尊寺 金色堂

浄土ヶ浜

宮古
3/17

三陸海岸の中央に位置する宮古では、
白い流紋岩が立林する景勝地・浄土ヶ
浜が有名です。

観光    浄土ヶ浜有料連絡バス ほか

東京東京
発着

JAZZ ON ASUKAⅡ with BLUE NOTE TOKYO 春の日
DINNER

2021年3月12日（金） ▶ 3月14日（日）  2泊3日

月日 発着スケジュール 入港 出港

3/12 金 東京 16：30

13 土 クルージングJ ─ ─

14 日 東京 8：30

■ 食事： 朝 2 回、昼 1 回、夕2 回 
（J春の日ディナー／春御膳ランチ）

※  天候その他の事情により航路が変更と
なる場合がございます。

※  出演アーティストは変更になる場合が
ございます。

※ 当クルーズでは、飛鳥Ⅱプロダクション
ショーの上演はございません。旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 184,000 188,500 278,500 353,500 611,000
※客室をお一人様でご利用の場合は客室 E、D は 130％、客室 C、A（和洋室を含む）は 160％、客室 S は 200％の割増代金となります。

S P E C I A L  S T A G E

P R E S E N T S

Blue Note Tokyo  飛鳥Ⅱ 
初のコラボレーション企画！

ニューヨーク発祥名門ジャズクラブの世界がそのまま船上に。
国内外で活躍するアーティスト達によって 

飛鳥Ⅱがジャズに染まる週末をどうぞお楽しみください。

大西順子  profile

世界で活躍する日本のジャズピアニス
ト。数々の名演奏で絶大な人気を誇る。
2020年7月、アルバム「Unity All」をリ
リース。演奏のみならず作編曲も手掛
け、圧倒的な存在感で魅了する。

2日間共にスペシャルステージを開催いたします。もう1 組のスペシャルゲストは後日飛鳥クルーズのホームページ等でご案内します。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 331,000 339,000 503,000 639,000 1,107,000
※客室をお一人様でご利用の場合は客室 E、D は 130％、客室 C、A（和洋室を含む）は 160％、客室 S は 200％の割増代金となります。

アスカ
クラブ
特別割

アスカクラブ会員様は旅行代金が10％割引
になります。ご予約の際にアスカクラブ会員
である旨を旅行会社へお伝えいただき、割引
券をご提出ください。※S ロイヤルスイートを除く。

Blue Note Tokyo からの贈り物 

飛鳥Ⅱでの感動をそのままに下船後は
本物のステージへ。Blue Note Tokyo
より、東京南青山「Blue Note Tokyo」で
の公演チケットをご乗船の皆様へプレゼ
ント。お電話にてご予約ください。
※自由席でのご案内です。満席の場合がございます。
※ プレゼントはミュージックチャージとなり、ご飲

食代が別途必要です（ワンオーダー制）。
※18歳未満の方はご入場いただけません。
※詳細はご乗船のお客様へご案内いたします。 

Blue Note Tokyo （ブルーノート東京）
ニューヨークの名門ジャズクラブ。1988年、東京・南
青山にオープン。世界トップクラスのミュージシャン
によるライブを、日本にいながら観られる本格ジャズ
クラブは話題を集め、ジャズ・ファンのみならず幅広
い層に人気のスポットに。

下船後も楽しい！
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横浜

神戸

四日市
清水 横浜

細島
（日向）

神戸
神戸
発着
春の日向ウィークエンドクルーズ 春の日

DINNER

2021年3月19日（金） ▶ 3月21日（日）  2泊3日

神戸発
横浜着

春うらら 神戸・横浜クルーズ 春の日
DINNER

2021年3月21日（日） ▶ 3月23日（火）  2泊3日 おひとりD旅

横浜
発着
横浜 結

ゆ い

航
こ う

路
ろ

 駿河・四日市クルーズB 春の日
DINNER

2021年3月23日（火） ▶ 3月26日（金）  3泊4日　 ミドルエイジ割

月日 発着スケジュール 入港 出港

3/19 金 神戸J 17：00

20 土･祝 細島(日向) 観光 11：30 17：00

21 日 神戸 9：00

■食事：朝 2 回、昼 1 回、夕2 回（J春の日ディナー）
観光  ：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。

※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

CRUISE POINT クルーズポイント

春の週末を利用した神戸発着のクルーズです。
コンパクトな日程ながら、クルーズライフも寄港地観光
も両方お楽しみいただけます。

日向
3/20

願いが叶うといわれるクルスの海など、変化に
富んだ海岸線が魅力です。
観光   日向市内半日観光 ほか

月日 発着スケジュール 入港 出港

3/21 日 神戸 17：00

22 月 クルージングJ ─ ─

23 火 横浜 9：00

■食事： 朝 2 回、昼 1 回、夕2 回 
（J春の日ディナー／春御膳ランチ）

※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

CRUISE POINT クルーズポイント

移りゆく景色を
眺めながら過ご
す2泊3日。
春の日ディナー
に加えランチに
は春御膳を提
供します。 イメージ

月日 発着スケジュール 入港 出港

3/23 火 横浜J 17：00

24 水 清水 観光 8：30 17：00

25 木 四日市 観光 8：00 17：00

26 金 横浜 9：00

■食事：朝 3 回、昼 2 回、夕3 回（J春の日ディナー）
観光  ：寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。

※天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。
※  富士山は天候等の理由によりご覧いただけない場合がございます。

SPECIAL GUEST スペシャル ゲスト

和太鼓 暁
大太鼓・組太鼓で三度
の日本一と文部科学大
臣賞を受賞した圧巻の
パフォーマンスをお届
けいたします。

ミドル
エイジ割

40〜50歳代のお客様は旅行代金が10％割引になります。
※対象：1961年3月24日～1981年3月26日生まれ。ご本人様に限ります。

クルスの海展望台

イメージ

伊勢神宮 内宮

清水
3/24

名勝・三保松原など見どころが集まる
清水。この時期は天候によっては冠雪
の富士山をご覧いただけます。
観光     三保松原半日観光 ほか

四日市
3/25

三重県内や隣県へもアクセスの良い
四日市。伊勢神宮へも足を延ばせます。
観光    伊勢神宮 内宮(自由食)、 

個人専用車で楽しむ名店「和田
金」のすき焼き（個室） ほか

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 160,500 164,000 242,000 306,500 529,000
※客室をお一人様でご利用の場合は客室 E は 130％、客室 D は 110％、客室 C、A（和洋室を含む）は 160％、客室 S は 200％の割増代金となります。

D：バルコニーのお一人様利用がお得！

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 176,000 180,500 266,500 338,000 583,500
※客室をお一人様でご利用の場合は客室E、Dは130％、客室C、A（和洋室を含む）は160％、客室Sは200％の割増代金となります。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様／単位：円〉

客室タイプ E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） S：ロイヤルスイート

旅行代金 252,000 258,000 381,000 483,000 834,000
※客室をお一人様でご利用の場合は客室E、Dは130％、客室C、A（和洋室を含む）は160％、客室Sは200％の割増代金となります。

東京

大船渡
宮古

横浜

東京



お申し込み時のご案内　※サービス内容および船内施設・客室の情報は2020年10月1日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。

●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。
●客室をお1人様でご利用の場合は、割増代金が必要です。当該クルーズ掲載頁をご確認ください。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。

●客室K、F、D3の販売、および 客室S、A、Cの3人利用は当面の間休止します。販売を再開する場合はホー
ムページ等でお知らせします。
●国内クルーズの旅行代金は、消費税など諸税を含んでいます。
●客室番号ご希望について：客室S、A（和洋室を含む）は全てのクルーズ、客室C、D、Eは4泊以上のクルー
ズにおいて客室のご希望をお預かりいたします。ご希望にそえない場合もございます。
●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。
●2歳未満の乳幼児はご乗船条件としております事前PCR検査に必要な唾液検体採取が困難なため、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。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。
●「飛鳥Ⅱ 新型コロナウイルス感染症対策プラン（運航会社：郵船クルーズ株式会社発行）」の全文をご確認の上、
お申し込みください。
●感染症拡大防止の観点から、当面の間、次のパターンではご乗船いただけません。
◦2つ以上のクルーズを連続して乗船すること。
◦下船日から起算して14日以内に再度乗船すること。
●ご乗船の皆様に対し、唾液検体による事前PCR検査を実施します。検査結果が「高リスク」もしくは「再検査」
と判断されたお客様はご乗船いただけません。
●乗船前日より遡って14日前からの健康状態確認、乗船当日はマスク着用の上、「飛鳥Ⅱ 感染症に関する質問票」
のご提出および検温へのご協力が必要です。ご乗船中は客室内とお食事、ご入浴時を除き、マスク着用の徹底

をお願いいたします。
●新型コロナウイルス感染症を発症した場合、慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、心血管疾患などの基
礎疾患がある方や透析を受けている方は重症化するリスクが高いとされています。万一、症状が発生した場合、
船上での適切な医療体制の確保が非常に困難なため、ご乗船はご遠慮いただきますようお願いいたします。

●感染症が重症化しやすいとされている呼吸器疾患にあたり、船上での適切な医療体制確保が非常に困難なた
め、酸素ボンベ・酸素濃縮器等の呼吸器疾患用医療機器をご利用の方はご乗船いただけません。
●上記以外の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。
●妊娠中の方はお申し込み時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。

●新型コロナウイルス感染症対策に万全を期する為、体質上（アレルギー）の理由で食べ物に制限をお持ちの方
への特別食の対応は当面の間、中止いたします。食材の情報についてはご乗船後に係員にお尋ねください。
●テレビ・雑誌等の取材関係者が予告なく乗船する場合がございます。
●記載されたスケジュールおよびイベント内容は、天候・その他の事情により変更される場合がございます。
●船内施設はご利用人数を制限してご案内します。また、一部施設は営業を中止する場合がございます。
●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。
一部改装前の写真や感染症対策前の写真が含まれます。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。

●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。

●乗船前および下船後の状況把握のため、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）のインストールを強く
お勧めいたします。

■寄港地観光ツアーについて 観光
・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。
・乗船港での寄港地観光ツアーに
はご参加いただけません。
・車いすをご利用のお客様および
歩行が困難なお客様は、旅行の
安全かつ円滑な実施のためツア
ーへのご参加をお断りすることも
ございますので、あらかじめお申
し込みの旅行会社を通じ、郵船
クルーズ（株）までお問い合わせ
ください。

旅行条件　旅行条件につきましては下記による他、当社の旅行業約款によります。お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。
■募集型企画旅行契約
この旅行は下記掲載の旅行会社（以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、
この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになりま
す。また、旅行条件は、下記によるほか別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前に
お渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約
の部によります。
■旅行代金に含まれるもの
●旅行日程表に明示されたクルーズ代金（クルーズ期間中の船内における全食事を含
む。但し、寿司“海彦”は別料金）。

●旅行日程表に明示された利用交通機関の運賃・料金、バス料金。
　〔注〕上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
　（前項の他は旅行代金に含まれていません。その一部を例示します）
●アルコール等飲料の代金、クリーニング、電報・電話料、その他追加飲食等、個人的
性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。

●傷害、疾病に関する治療費、渡航手続費用（旅券用印紙代、査証料、予防接種料金、
傷害・疾病保険料及び渡航手続取扱料金）。

●ご自宅と発着港間の交通費、宿泊費。
●お客様のご希望によりお1人部屋を利用される場合の割増料金。
●希望者のみ参加される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。

■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・インターネットその他の通信手段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、電話など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またはクレジットカード番号等を
通知していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、またはクレジット
カード番号等の通知をされない場合、当社は申し込みはなかったものとして取り扱います。

●詳しい旅行条件を説明した説明書面を用意していますので、事前に確認の上お申し
込みください。
■旅行契約の成立時期
●募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立
するものとします。
■添乗員　●添乗員は同行いたしません。船内では係員がお世話いたします。
■最少催行人員　各コース200名様　飛鳥Ⅱ 旅客運送約款特約による

■旅行条件・旅行代金の基準　2020年10月1日を基準としています。
■取消料（お客様による旅行契約の解除）
●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％
旅行開始日の当日（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％
■特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、
募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中
に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の
損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。

国内クルーズ
死 亡 補 償 金 1,500万円
入 院 見 舞 金 2万円～20万円
通 院 見 舞 金 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。
■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。

※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。

CABIN PLANS 客室紹介
　  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。 飛鳥Ⅱ デッキプラン・客室詳細はこちら▶　

S ロイヤルスイート（4室限定） A アスカスイート C スイート D  E バルコニー（D：9デッキE：8デッキ）

88.2㎡  バルコニー付

45.8㎡  バルコニー付
和洋室タイプ（2室限定客室番号：1046、1047）

45.8㎡  バルコニー付

33.5㎡
バルコニー付

22.9㎡
バルコニー付

インルームダイニングサービス
Ｓロイヤルスイート、Ａアスカスイート、
Ｃスイートのお客様は朝・昼・夕食を
客室へお届けするサービスがございます。
（無料・乗船後予約制）

プレミアダイニング 「ザ・ベール｣ Ｓロイヤルスイート、Ａアスカスイートの
お客様限定

11デッキからの風景を眺めながらゆったりとディナーをお楽しみいただけます。
※感染症予防のため、オープンシーティングは中止し、2回制でご案内します。
※ソフトドリンクの他、ビール（指定銘柄）を追加料金なしでお召し上がりいただけます。
※Ｃスイート～Ｅバルコニーのお客様は「フォーシーズン・ダイニングルーム」をご利用ください。

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

あなたに感動の船旅を クルーズバケーション

受託販売：旅行企画・実施：

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの責任者です。この旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

国内旅行保険加入のおすすめ
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられますよう、おす
すめいたします。ご希望のお客様には、保険加入手続のご便宜をおはかりします。

〒108-0022
東京都港区海岸 3-18-21　ブライトイースト芝浦1階

観光庁長官登録旅行業 第一種 第２０１０号　日本旅行業協会（JATA）会員

株式会社クルーズバケーション

あなたに感動の船旅を クルーズバケーション

・ 弊社飛鳥Ⅱのサイトに戻る ＞＞

ダイワグループ　クルーズ旅行センター
☎　０３－５３７７－１３８

http://www.cruiseryoko.com/cruise_kokunai.html



