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シングル代金（通常旅行代金の130％）
が120％に割引!

クルーズ代金から
最大約20％割引!

シングル利用代金特典

ingle

※びいなす倶楽部については18ページをご覧ください。

※掲載の写真はすべてイメージです。

お1人様参加がよりお得になります。お１人様の
参加でもクルーズをエンジョイしましょう!
※ステートルームF・G・Hが対象となります。

びいなす倶楽部メンバー特典

ember

びいなす倶楽部会員の方全員に適用されます。

特典が付いています!
（スマイル）

※特典はクルーズにより異なります。各クルーズページでご確認ください。

17ページより
クルーズには、 右記の

のついている

シングル 120
メンバー 10
メンバー 20

代表取締役社長

　四方を海に囲まれたわが国は、古くから海を介して人、物、
そして文化の交流が盛んでした。
ぱしふぃっく びいなすも地球を８０周する距離を航海し、世界
各地の様々な文化と接することにより成長してきました。
　これまでご乗船いただいた多くのお客様へ感謝申し上げると
共に、これからご乗船されるすべての
お客様へ向けて、笑顔あふれる文化の
懸け橋となる客船をめざして参りたい
と思います。

20年のありがとうに
笑顔と夢をのせて
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※掲載の写真はすべてイメージです。

※8月末から秋メニューとなります。

ぱしふぃっく びいなす
20年の歩み

1998

2001

History of  Pacific Venus

青山大介の鳥瞰図
PACIFIC VENUS
を起用

2003

2008

2009

2011

2015
世界一周クルーズ
（8回目）アルゼンチン
よりル・ソレアル号を
チャーターして
南極上陸。

日本一周クルーズ中、
東日本大震災の
復興応援で岩手県・
大船渡へ。

世界一周クルーズ
（4回目）でイタリア・
ベネチアのサンマルコ
広場前を航行。

南太平洋クルーズで
天国に一番近い島
ニューカレドニアの
ウベア島へ。

世界一周クルーズ
（2回目）でアラスカの
氷河へ。

初の世界一周クルーズ
でスエズ運河をぬけて
エジプト・地中海へ。

1997年にIHI東京第１
工場にて進水。
1998年に就航、
デビュークルーズ
を行う。

ラッキー特典

ucky

クルーズ中に総額30～50万円分の船内イベン
ト・ビンゴ大会を実施。素敵な商品を取り揃えて
おります。

20周年記念のオリジナル
クリアファイルをプレゼント！

総額30～50万円の
大ビンゴ大会を開催！

アニバーサリーディナーと
フリードリンクをお楽しみください！

アイテム特典

tem

デザインが異なる2種類のクリアファイルをご
用意。いずれかをお1人様1枚差し上げます！

njoy

エンジョイ特典

20周年アニバーサリーディナー＆フリードリンク（銘
柄指定）をご夕食時にお楽しみください。クルーズ中
に各1回ずつとなります。お食事で船内生活をエン
ジョイしてください！

「汽笛の聞こえる港町
（吉岡浩太郎）」を起用
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※掲載の写真はすべてイメージです。

船長

仲田 敬一
船長

松井 克哉

ご一緒するフレンドリーな乗組員も旅の仲間です。
船内での時間が良き旅の想い出となるよう、
皆様のご乗船を心よりお待ちしています。

SH I P  DATA
■ 就     航 ／ 1998年4月
■ 総トン数 ／ 26,594トン
■ 乗 客 数  ／ 620名
■ 客 室 数  ／ 230室

■ 全      長 ／ 183.4m
■ 幅         ／ 25.0m
■ 喫      水 ／ 6.5m
■ 巡航速力 ／ 18ノット

洋上の楽園にようこそ！
クルーズは人と人の繋がりが自然と深まる旅です。
初めての船旅でも気軽に過ごせる船内では同じ時間をともにする仲間をはじめ、
旅の中での出会いや交流が生まれ、自然と隣り合わせだからこそ
出会える魅力が数多くあります。その様々な出会いと感動が
旅をより豊かなものにしてくれます。
心地よく流れる、ゆったりとした豊かな時間。
ようこそ、ふれんどしっぷ「ぱしふぃっく びいなす」へ。

フレンドリー ＆
エキサイティング
Friendly & Excit ing
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※掲載の写真はすべてイメージです。

● ダイナース　● VISA　● NICOS　● MASTER
● MUFG　● JCB　● DC　● UC　● AMEX

■ご利用いただけるクレジットカード

※デビットカードはご利用になれません。

ドレスコード〈船内での服装について〉～船上ライフを楽しむために、お洒落も忘れずに～
襟付のシャツにスラックスなど［ 男性 ］
ブラウスとスカート、スラックスなどの快適な服装［ 女性 ］

スーツ、ジャケットにネクタイ着用［ 男性 ］
ワンピースやブラウスとスカートの組み合わせなど［ 女性 ］

ドレスコード
適用時間帯の目安

※Tシャツ、ジャージ、極端なダメージのあるジーンズ、サンダル履きはご遠慮ください。

◆日中～夕方まで
◆夕方以降

※ドレスコードの詳細は各クルーズ
の最終日程表にてご案内いたします。

カジュアルインフォーマル

クルーズ旅を楽しむために、
便利・安心・安全をサポートします。

クルーズコーディネーター

船内生活のご相談は7階
クルーズデスクへ。皆様の
旅をお手伝いいたします。

※宅配便は原則2泊3日以上のクルーズでご利用いただけます。（有料）
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すべてはお客様の
「美味しい」のために、
心を込めて作るお食事。
本格的な和食は日本船

ならでは。

※アルコール飲料などのお飲み物は有料となります。　※掲載の写真はすべてイメージです。5

フード＆ビバレッジ
マネージャー

クルーズによっては
各地の地酒や焼酎
などをお楽しみいた
だけます。

料理長

味はもちろん、見た目
も細部にわたりこだ
わったお料理で、おも
てなしいたします。

シニアソムリエ

シェフが腕をふるっ
た美味しい料理に合
う、最適なワインを
セレクトいたします。

料理長

お客様の旅の思い
出に華を添えるこ
とができる、特別な
料理づくりをモッ
トーにしています。

夕食

画像（ダミー）



びいなす
オリジナル
ドリンク
（有料）

洋食

※掲載の写真はすべてイメージです。 6

和食

ヘッドウェイター

黒胡麻ココア、ジン
ジャーソーダ、ハチミ
ツレモンスカッシュな
ど、ぜひお召し上がり
ください。

ウェイトレス

煎れたてのコーヒーを
お気軽に。海を眺めな
がらいかがですか。

パティシエ

季節感のあるス
イーツ創りを心
がけています。

ヘッドウェイター

やさしい味わい
の雑炊が人気
です！

フード＆ビバレッジ
マネージャー

「オムレツ」などの卵
料理は、出来立ての味
をお楽しみいただけ
ます。

ティータイム

スイーツ

朝食

夜食



※掲載の写真はすべてイメージです。

毎夜変わる
エンターテイメント
ゲストによるショーを
お楽しみください。

私たちエンター
テイメントスタッ
フが様々なイベン
トを盛り上げて
いきます。

クルーズ
ディレクター

スペシャルゲスト

ぱしふぃっく びいなす専属バンドライブ

八神 純子 錦織 健岡本 知高 藤原 道山 × SINSKE島田 歌穂 ＆ 島 健

（一例）
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※カジュアルな服装でご参加いた
　だけます。

※インフォーマルな服装でご参加ください。

ふれんどしっぷナイト

※掲載の写真はすべてイメージです。

笑顔あふれる
フレンドリーなおもてなし

ホテルマネージャー

親しみやすいスタッフ
が皆様の旅をサポー
トしますので、心行く
まで海の休日をお楽
しみください。

ソーシャル
スタッフ

いつも笑顔でお
客様のクルーズ
での想い出づくり
をサポートします！

クルーズディレクター

お客様に安心しておくつ
ろぎいただけるよう、笑
顔と真心でおもてなしい
たします。

アクティビティ（一例）
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沖縄本島

奄美大島
徳之島

八重山諸島

宮古島

釜山花火祭り

台湾

9 ※掲載の写真はすべてイメージです。
写真提供：堺観光コンベンション協会、The Philippine Star、長崎県観光連盟、
 沖縄観光コンベンションビューロー、輪島市、なばなの里、公益社団法人 鹿児島県観光連盟

くじゅう花公園／別府 紀三井寺／和歌山

入田ヤナギ林の菜の花／高知

47、49、50、53ページ

19、41、45ページ

19、25、30ページ

長崎くんち／長崎

堺まつり／堺

ディナギャンフェスティバル／フィリピン

©The Philippine Star

ニャチャンビーチ／ベトナム

伊良部大橋／宮古島

今だからこそ行ける、魅力ある街や島へ。

国内・海外の
とっておきのクルーズをご用意。

川平湾／石垣島



神戸発

大阪発

名古屋発

小笠原諸島

横浜発

仙台港発

屋久島

長崎くんち

松山港発

四日市

鞆の浦

宮島

岡山宇野港発

10※掲載の写真はすべてイメージです。二見湾／小笠原

瀬戸大橋

31、32、34、35、47、48、53ページ

生口島（瀬戸田）

鞆の浦

嚴島神社／宮島

37ページ

28、29、33、35、44、45、47、48、51ページ

25、32、40、43ページ

釜山花火祭り／韓国

四日市港の夜景

なばなの里イルミネーション／四日市

白谷雲水峡／屋久島 マングローブ群生地／奄美大島

船内

生口島生口島

あぜのきらめき／輪島



 トップラウンジ（ゲームコーナー）

サンデッキ

プール

プールサイドデッキ

展望浴室（女性）
スチームサウナ

スチームサウナ

展望浴室（男性）

ジャグジー

オブザベーション
ラウンジ

びいなすサロン

プール
サイドバー

ジムナジウム

スポーツデッキ
バー スイート

ロイヤルスイートAランドリースモーキングコーナー
（10階客室専用） ロイヤル

スイートB

ランドリー

メインホール ランドリー ステートF

ボートデッキ ランドリー

メインダイニング
ルーム オープンバーショップ

プロムナード

メインラウンジピアノサロン

車椅子をご使用の
方のためのトイレ

ダイニングサロン

ランドリー

ステートHステートG
シアター

パソコンルーム
ライティングルーム

レセプション
ルーム

コンファレンスルーム（B）

スモーキング
コーナー

ツアーデスク

ランドリー
フロント

TELステートJ ステートH

美容室医務室

理容室

カードルーム
カラオケ
ルーム

コンファレンス
ルーム（A）

茶室
デラックスステートE

ランドリー

ランドリー

の

※掲載の写真はすべてイメージです。

階

階

階

階

階

階

階

階

階

船内施設のご案内

※救命ボート、乗下船用タラップなど、客船固有の設備のために、
　一部眺望が妨げられる客室がございます。
※プールは、クルーズの内容や地域・天候・気温によってご利用
いただけない場合もございます。

ロイヤルスイートルームA
ロイヤルスイートルームB
スイートルーム
デラックスルーム

ステートルームG
ステートルームH
ステートルームJ
車椅子をご利用の方
のための客室
（デラックスルーム）ステートルームE

ステートルームF エレベーターEV

全クルーズ（区間乗船コースを除く）において、使用する客室番
号を指定することができます。ただし、先着順となりますのでご希
望に添いかねる場合もございます。お申し込み時にお問い合わ
せください。

客 室 番 号 につ い て
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■ ピアノサロン〈アルカンシェル〉 ■ ライティングルーム

■ ジャグジー ■ プール■ レストラン〈プリマベーラ〉

■ ジムナジウム ［ 11階 ］ ［ 7階 ］ ［ 6階 ］

［ 7階 ］ ［ 11階 ］

［ 11階 ］

［ 11階 ］

［ 10階 ］

■ 展望浴室

■ スポーツデッキ

※掲載の写真はすべてイメージです。

花火鑑賞スペースとしてもお楽しみいただけます。

見渡す限りの水平線、
青々とした大海原を眺めながら、
身も心もリラックスできる
開放的な展望浴室。

スチームサウナも併設しています。

充実の施設が素敵な時間を紡ぎます

［ 12階 ］［ 11階 ］
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客 室 の ご 案 内 上質な旅の時間を演出 

■定員：2名　□10階・各2室（65m2、展望バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー、インターネット閲覧・Eメール専用ノートパソコン付

※ブルーレイプレーヤー付

（Room1001）アルカイック展望バス

A（Room1001／Room1002） B（Room1003／Room1004）

■定員：2名
□9階・20室（23.5m2、バス・トイレ付）

（Room1004）ノーブル（Room1003）エレガント（Room1002）モダン

ロイヤルスイートルーム A・B

バルコニー

車椅子対応ルーム

※ブルーレイプレーヤー付

■定員：2名
□10階・16室
（35m2、バス・トイレ・バルコニー付）

スイートルーム

デラックスルーム

※掲載の写真はすべてイメージです。

の

メインダイニングルームのお食事
時間が2回制の場合、ご希望の回
数を指定いただけます。
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※客室の面積にはバルコニーを含みます。
※各客室階には、無料でご利用いただける
セルフランドリーがございます。
※お客様の健康に配慮し、全客室及び、パ
ブリックスペースは禁煙とさせていただい
ております。 
※救命ボート、乗下船用タラップなど客船
固有の設備のために、一部眺望が妨げ
られる客室がございます。

 する洋上の我が家 船上での滞在を優雅に快適にお過ごしいただける
全室海側のお部屋をご用意しています。

お食事時間は交代制ではございません。2人
掛けテーブルにてゆったりと専属のシェフによ
る特別メニューをお楽しみください。
お食事中のお飲み物はフリードリンクサービス
となります（一部銘柄を除く）。
※グラン・シエクルは未就学児童の方はご利用いただけません。
※メインダイニングルームのお食事時間が2回制の場合でも、
　グラン・シエクルは交代のない1回制となります。

ロイヤルスイートルーム、
スイートルームの専用ダイニング

エレガントなひとときをお楽しみください。

特別なおもてなし
ウェルカムスイーツ

エレガントで上質なダイニングで特別
なひとときをお楽しみください。

※掲載の写真はすべてイメージです。

お部屋にて
追加代金なしでご利用

いただけます

ヘッドウェイター

クラシックな雰囲気を基調にした格調高く
落ち着きのある空間です。洗練された静か
な雰囲気の中、専属スタッフがきめ細やかな
サービスでおもてなしいたします。

F～Jタイプはソファーベッドの使用により3名様
までご利用いただける客室もございます。クロー
ゼットに加え、ベッド下に衣装ケースをご用意して
います。

ステートルーム
 E ・ F ・ G ・ H ・ J

（3名1室利用時 一例）

■定員：E 2名、F～J 2～3名
　（15.3m2、シャワー・トイレ付）

□E／9階12室、F／8階34室、
　G／6階82室、
　H／5・6階48室（丸窓）、
　J／5階14室（丸窓）
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旅先での楽しみが
さらに広がります。

※詳細はクルーズ出発前にお渡しするクルーズの最終日程表にてご案内いたします。
※現地事情により実施しない寄港地もございます。

各島、寄港地の上陸は… 寄港地での自由行動は…

希望にあわせて
観光プランを選べます。

充実のサービスで寄港地での楽しみをサポートします。

※掲載の写真はすべてイメージです。15



※掲載の写真はすべてイメージです。

●オプショナルツアーの予約、変更、取消や寄港地の情報提供など観光に関するご相談を
承ります。
●クルーズによっては船内にて写真や地図を使って寄港地説明会を開催します。
●ツアーデスクは寄港日の営業はございません。
●自由行動されるお客様向けに国内の寄港地によっては地元の方による観光案内デスク
を設置します。

「ふれんどしっぷ」ならではの日本人スタッフ
が皆様の旅をお手伝いいたします。

※下記はクルーズや寄港地によっては実施されない場合もございます。

（イメージ）

16

●ツアーの詳細は、クルーズ出発前にお渡しするクルーズの最終日程表にてご案内いたします。
●クルーズにお申し込みのお客様には、ご乗船日の約1ヵ月前に、参加申込書を送付いたします。
ご希望のコース及び必要事項を申込書にご記入の上、日本クルーズ客船（株）に申し込み
期日までにご返送ください（申込金は不要です）。
●各コースには、定員があり原則として先着順で承ります。
●ご乗船後は、参加人数に余裕がある場合のみ船内ツアーデスクにて追加お申し込みを
承ります。
●代金は船内でお支払いいただきます。出発前に旅行会社へお支払いにならないよう、
お願いいたします。
●海外クルーズで外貨建ての代金も船内にて日本円でのお支払いとなります。
●オーバーランドツアー（宿泊付ツアー）は事前のお支払い又は、船内でのお支払いとなり
ます。詳細は別途ご案内いたします。

記載のオプショナルツアーは、諸事情により
変更または中止となる場合がございます。

日本クルーズ客船（株）の旅行条件に
よります。

※詳細はクルーズ出発前にお渡しするクルーズ最終日程表にてご案内いたします。

OP

見所を効率よく便利に観光

港周辺をのんびり気ままに
ご自分のペースで観光

寄港地から広がる旅の楽しみ上陸編

観光編

自由行動編



海外クルーズ
横浜発
神戸着
横浜発着

カムチャッカクルーズ
8月31日（金）〜9月11日（火） 23–24

神戸発着
釜山花火祭りと瀬戸内海クルーズ
10月26日（金）〜10月29日（月） 32

横浜発着
神戸発着

びいなすニューイヤークルーズ ～台湾・九州～
12月27日（木）〜2019年1月6日（日）

41–42

横浜発着
神戸発着

輝けるアジアクルーズ
2019年1月16日（水）〜2月19日（火）

19–22

国内クルーズ
神戸発
京都舞鶴着
博多発
京都舞鶴着

初秋の隠岐島・京都舞鶴クルーズ
9月11日（火）〜9月14日（金） 27

名古屋
発着

世界自然遺産 屋久島とあしずりクルーズ
9月24日（月）〜9月28日（金）

28

名古屋発
神戸着

秋の名古屋・神戸ワンナイトクルーズ
9月28日（金）〜9月29日（土）

36

神戸発着 世界自然遺産 小笠原クルーズ
9月30日（日）〜10月5日（金）

29

神戸発着 長崎くんち・上五島・天草クルーズ
10月5日（金）〜10月10日（水）

30

神戸発
堺着
横浜発着

秋の日本一周クルーズ
10月11日（木）〜10月22日（月）

25–26

横浜発
神戸着

秋の別府・宮島クルーズ
10月22日（月）〜10月26日（金）

31

松山発着 世界自然遺産 屋久島クルーズ
10月30日（火）〜11月1日（木）

33

神戸発
横浜着
神戸発着

びいなす音楽会クルーズ ～秋のクラシック編～
11月5日（月）〜11月8日（木） 34

神戸発
横浜着

秋の神戸・横浜ワンナイトクルーズ
11月7日（水）〜11月8日（木）

36

横浜発着 世界遺産 屋久島・南紀と瀬戸内海クルーズ
11月11日（日）〜11月16日（金）

35

メンバー 20■m

メンバー 10

年末年始利用

■m

シングル 120

初乗船 20

シングル 120

メンバー 10

初乗船 20

メンバー 10

横浜発
神戸着

秋の横浜・神戸ワンナイトクルーズ
11月20日（火）〜11月21日（水）

36

大阪・神戸・
名古屋・
横浜発

クリスマスクルーズ（11クルーズ）
12月11日（火）〜12月24日（休）

37–38

神戸発着 クリスマス別府クルーズ
12月13日（木）〜12月15日（土）

39

横浜発着 クリスマス キラキラクルーズ
12月24日（休）〜12月26日（水）

40

横浜発着 新春 伊勢クルーズ
2019年1月7日（月）〜1月9日（水）

43

横浜発着 春の沖縄・奄美 島めぐりクルーズ
2019年2月20日（水）〜2月28日（木）

45–46

横浜発
神戸着

横浜・神戸ワンナイトクルーズ
2019年2月28日（木）〜3月1日（金）

36

神戸発着 世界自然遺産 小笠原クルーズ
2019年3月1日（金）〜3月6日（水）

44

神戸発着 春の奄美大島・南国宮崎・土佐クルーズ
2019年3月11日（月）〜3月15日（金）

47

岡山宇野
発着

世界自然遺産 屋久島クルーズ
2019年3月16日（土）〜3月18日（月）

48

仙台発着 春爛漫 南国土佐と紀州・伊勢・駿河クルーズ
2019年3月26日（火）〜3月31日（日）

49

神戸発着 春の九州クルーズ
2019年4月12日（金）〜4月15日（月）

50

神戸発
横浜着
神戸発着

春の南西諸島・島めぐりクルーズ
2019年4月16日（火）〜4月23日（火）

51–52

神戸発着
横浜発着

春の日本一周クルーズ
2019年5月7日（火）〜5月17日（金）

53–54

シングル 120

メンバー 10

シングル 120

メンバー 10

■2018年8月～2019年5月スケジュール
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Facebook

感謝の気持ちをこめて特別な時間と旅を大切な人と。
非日常な時間を演出できるクルーズへでかけませんか？
特別なおもてなしでお祝いさせていただきます。

大切な記念日にクルーズの旅はいかがですか？20周年クルーズ特典のご案内………………………………1 – 2
ぱしふぃっく…びいなすの魅力……………………………………3 – 14
【味わう】………………………………………………………5 – 6
【奏でる】…【楽しむ】……………………………………………7 – 8
【巡る】…………………………………………………………9 – 10
船内施設のご案内………………………………………………11 –12
客室のご案内……………………………………………………13 –14
旅先での楽しみ………………………………………………15 – 16
目　次…………………………………………………………17 – 18
各クルーズ共通のご案内… …………………………………18

旅行日程表のマーク説明 k 地元の方々による歓迎イベント　　o オプショナルツアー

■m 早めのお申し込みで旅行代金が通常よりお得になるクルーズです。

※お申し込みの前に下記の「各クルーズ共通のご案内」及び裏表紙の「旅行条件」をご参照ください。

※このパンフレットに掲載の写真はすべてイメージで、実際に訪れる時期の写真とは限りません。また、オプショナルツアーや自由行動で訪問できる場所も含まれております。■o OL のマークがついている
写真の観光地は、オプショナルツアーで訪れることができます。パンフレット掲載の観光地写真・イラストは、その場所にオプショナルツアー等で訪れられる寄港地名を併記しています。

※写真撮影：篠本秀人、武田賢士郎、Port Studio、office KAJI、オフィスアイ

クルーズ出発前にびいなす倶楽部に入会いただいた方全員の
旅行代金が10%又は20%割引となります。
※びいなす倶楽部については下記をご参照ください。

クルーズ中に誕生日をお迎えのお客様にはパティシエ
特製バースデーケーキと記念写真を、ハネムーンや結
婚記念日にご乗船のお客様、金婚式（50周年）、エメ
ラルド婚式（55周年）、ダイヤモンド婚式（60周年）、プ
ラチナ婚式（75周年）の結婚記念の年にご乗船のお
客様には記念写真（船長の署名入りカード・特製フォト
フレーム付）をプレゼント。ご夕食時に専属
バンドの生演奏で特別な日に華を添えます。
※クルーズお申し込み時に旅行会社にお申し出
ください。

パティシエ特製
バースデーケーキ記念写真（特製フォトフレーム）

●記載されているクルーズは、特記のない限り最少催行人員2名様です。
●添乗員は同行いたしませんが、船内ではスタッフがご案内いたします。
●国内クルーズの旅行代金には消費税が含まれております。
●1室ご利用人数の変更があった場合には、変更後の1室ご利用人数に応じた旅行代金をい
ただきます。
●シングル利用:大人1名様でご参加の場合、1部屋を独占使用にてご利用いただけます。
ステートルームF・G・H・Jなら2名様1室代金の130%（びいなすニューイヤークルーズは
140%、但しシングル120対象クルーズを除く）、その他の客室は160%となります。但し
輝けるアジアクルーズは除きます。なお、相部屋の設定はございません。
●3名様1室利用:ステ一トルームF・G・H・Jを3名様で1室ご利用の場合、大人お1人様代金
は2名様1室代金の80%となります。
●子供代金:2歳以上小学生以下は大人代金の75%となります。2歳未満の幼児は、大人1名
様につき1名無料（食事・ベッドなし）となります。なお、お子様のみでの客室のご利用はでき
ません。また、各客室には定員があり、定員を超えてご利用いただくことはできません（2歳
未満のお子様も定員に含まれます。詳しくはお問い合わせください）。
●2歳以上小学生以下のお子様には、昼食・夕食に限りお子様用メニューをご用意できますの
で、お申し込み時にお選びください。
●6ヵ月未満のお子様はご乗船いただけません。
●車椅子をご使用されるお客様は、事前にお申し出ください。船内では同伴者のご同行を
お願いします。なお、車椅子はお客様ご自身でご用意ください。
●アレルギー対応の食事を希望される方は事前にお申し出ください。

●妊婦の方はお申し込み時に必ずお申し出ください。クルーズによりましてはご乗船をお断り
する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
●記載されているスケジュール・寄港地・出入港時刻・航路・船内イベント内容は諸事情により
変更になる場合がございます。
●宿泊は特記のない限りすべて船中泊となります。
●乗船開始時間は各乗船港の出港時刻の約1時間前（国内クルーズ）〜約1時間半前（海外
クルーズ）、下船開始時間は各最終港の入港時刻の15〜30分後（国内クルーズ）〜通関後
（海外クルーズ）が目安となります。詳細は最終日程表にてご案内いたします。
●海外の寄港地につきましては、査証・出入国税などが別途必要となる場合がございます。
また、その旨につきましては、パンフレット内に記載しておりますが、詳しくは、お申し込みの
お客様へ別途ご案内いたします。
●一部の寄港地につきましては通船での上陸となり、気象・海象などの条件により、上陸でき
ない場合がございます。海象条件によりましては通船に乗り移る際、足元が不安定になり危
険が伴う場合がございますので、車椅子での上陸はお断りさせていただきます。また、お体
の不自由な方も寄港地への上陸をお断りさせていただく場合がございます。
●クルーズ行程中の組込ツアー及びシャトルバス・連絡バスについては、車椅子をご利用に
なられるお客様及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、ご参加・
ご利用いただけない場合がございます。詳しくはお申し込みの旅行会社を通じ、日本クルーズ
客船（株）までお問い合わせください。
●オプショナルツアー・オーバーランドツアーにご参加中の船内での諸サービス（食事・宿泊・
イベント参加費用など）について、旅行代金の払い戻しはございません。
●詳しい旅行条件などは、裏表紙をご参照ください。

大人1名様で客室を利用される場合、
ステートルームF・G・Hは2名1室代金の120％となります。

ぱしふぃっく びいなすのクルーズに初めてご乗船のお客様は
ご旅行代金が20％割引となります。

20周年のS・M・I・L・Eの特典付クルーズです。
※クルーズによって特典内容が異なります。
　各特典の詳細は1ページをご覧ください。

初乗船 20

シングル 120

メンバー 10
メンバー 20

クルーズコーディネーター

ご入会お待ちして
おります！

びいなす倶楽部とは、びいなすクルーズをご愛顧くださるリピーターズクラブです。
ご入会には一度ぱしふぃっく びいなすのクルーズにご乗船いただく必要があります。
客室ならびに船内クルーズデスク、フロントに申込書をご用意しております。

■会員誌「ふれんどしっぷ」（年3回）と最新クルーズ情報をお届
けします。

■乗船クルーズに応じた優待券の進呈。
■会員対象イベント・パーティーのご案内。
■ メンバー 10 メンバー 20 クルーズ代金が割引になるクルーズを

設定しております。クルーズ出発前にびいなす倶楽部に入会
いただいた方全員に適用されます。

もっとクルーズを楽しめる「びいなす倶楽部」

会員の方には素敵な特典をご用意

このパンフレットに記載のクルーズは、すべてびいなす倶楽部特典の対象となります。

…各クルーズ共通のご案内…

ぱしふぃっく びいなす
公式フェイスブック・

インスタグラム
ぜひご覧ください！

魅力や情報をお届けいたします。

アカウント名：ぱしふぃっく びいなす 

アカウント名：venus_cruise
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ホーチミン

ニャチャン

香港

コタキナバル

ムアラ

シンガポール

クアンタン

シアヌークビル

Aコース  2019年1月16日（水） ▶ 2月19日（火）【 横浜発着 34泊35日】
Bコース  2019年1月17日（木） ▶ 2月18日（月）【 神戸発着 32泊33日】

大自然の島と森・躍動を遂げる大都会の摩天楼をめぐる
エキサイティングな35日間

■o スルタン・アフマド・1世モスク（クアンタン） マリーナベイ・サンズ（シンガポール）

■o ワット・ルー（シアヌークビル） 

■o ホーチミン市人民委員会庁舎（ホーチミン） 

ニャチャンビーチ

■o 香港夜景

キラキラ輝く100万ドルの夜景

まだ見ぬ新しい街へ

躍動感ある都市

輝き続ける未来都市
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イロイロ
（パナイ島）

台南

横浜
神戸

ボホール島

セブ島

クルーズの
ポイント

⃝35日間の日程で人気のアジア12寄港地をめぐる
⃝カンボジアのシアヌークビルを初め5寄港地が初寄港
⃝イロイロ、シンガポール、ホーチミン、香港の4寄港地では停泊
⃝フィリピン最大級のお祭り、ディナギャンフェスティバルを専用観覧席から観覧
⃝船内では、様々なジャンルのショーやシニアライフに役立つイベントも実施

■o 赤
せきかんろう

崁楼（台南） ■o マゼランクロス（セブ島）

1/26・27
（イロイロ）

迫力満点のパフォーマンスを
専用観覧席より観覧

1／27
❖

ディナギャン
フェスティバル

1／26
❖

カサジャハン
フェスティバル

©The Philippine Star

■o チョコレート・ヒル（ボホール島）■o モロ教会（イロイロ）

■o オマール・アリ・サイフディン・モスク（ムアラ）

■o キナバル国立公園（コタキナバル）遺産

世界
自然

島伝いに国境を越えお隣の島国へ

光輝く黄金の王国

霊峰とジャングルの精霊の島
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船内イベント（一例） ｜ VENUS EVENT

夜の華やかなエンターティメントショー（一例）

島田歌穂＆島健 Special Duo Night
女優・歌手として、幅広く活躍し高い評価を得ている島田歌穂と、夫でピアニスト、作・編曲家と
して多くのアーティストの楽曲アレンジなどをつとめる島健による、スペシャルなステージ。
ジャズ、ポップス、ミュージカル、J-pop、民謡など幅広いジャンルからの選曲で、心温まる極
上のひとときをお贈りいたします。

錦織健 人気オペラ歌手、錦織健の楽しいコンサート
懐かしい日本の叙情歌から、テノールの美声をたっぷり楽しめるカンツォーネ
やオペラ・アリアの名曲の数々まで、錦織健だからこその盛りだくさんのプロ
グラムを、楽しいトークとともにお贈りいたします。

ハイチュウ＆フレンズ 
ベトナム
エンターテイメントショー
ベトナムと日本の架け橋として活躍する
シンガー、ハイチュウがお届けするエン
ターテイメントショー。有名なベトナムの
曲や、民族楽器のトルン、舞踊など様々
なベトナムをお楽しみいただけます。

立川志の八 
落語会
刺激に満ちた経験の合
間に、落語立川流・新進
気鋭の志の八が一息
つける和のエンターテ
イメントをお届け！古典
から新作まで幅広く取
り揃え、何が飛び出す
かはお楽しみ！

ローカルショー

コタキナバル  ボルネオ カルチャーショー

E
エラ

ra B
ブダヤ

udaya P
パパール

apar
サバ州には32を超える異なる
民族が暮らし、各々特徴のある民
俗舞踊と音楽演奏のスタイルを
持っています。その中の代表的
な数種類の踊りをご紹介します。
旅の思い出に、ボルネオのダンス
をお楽しみください。

ホーチミン  アオザイショー 

Say Cheese
アオザイは古くからの伝
統的なベトナムの衣装と
いうだけではなく、国の宝
物である文化です。その
代表的なスタイルを歴史
物語にのせてご覧いただ
きます。

セイ・チーズ

サバ州政府観光局 提供

健康寿命をサポートする運動や食事法などシニアライフに役立つ様々なイベント
⃝伸ばそう健康寿命！大人のための食育講座
⃝若返り片付け術
⃝シニアライフエンディングサポート講座

⃝ロコモ予防体操
⃝台湾式ツボ反射療法について
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客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF

通常代金
A 1,680,000 1,813,000 1,901,000 2,078,000
B 1,581,000 1,706,000 1,789,000 1,956,000

早期割引
A 1,368,000 1,476,000 1,547,000 1,692,000
B 1,287,000 1,389,000 1,456,000 1,592,000

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金
A 1,292,000 1,394,000 1,462,000 1,598,000 1,734,000 2,210,000 3,060,000 5,100,000 5,440,000
B 1,216,000 1,312,000 1,376,000 1,504,000 1,632,000 2,080,000 2,880,000 4,800,000 5,120,000

早期割引
A 1,052,000 1,135,000 1,190,000 1,301,000 1,412,000 1,799,000 2,492,000 4,153,000 4,429,000
B 990,000 1,068,000 1,120,000 1,224,000 1,329,000 1,693,000 2,345,000 3,908,000 4,168,000

1名様1室利用

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円）2名様1室利用 m 2018年9月14日（金）までにお申し込みの場合、早期申込割引代金が適用となります。

■シングル使用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームE・デラックス・スイートについては2名様
1室代金の160％、ロイヤルスイートでは200％となります。

■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様
1室代金の80％となります。

■未就学児童はご乗船いただけません。
■旅行代金には2019年1月7日より導入予定の国際観光旅客税（仮称）は含まれておりません。

A B 港名 国名 OL  オーバーランドツアー OL  憧れのリゾートホテル宿泊プラン

1 1 / 16 水 横浜 16：00 出港
日本

2 1 17 木 神戸 17：00 出港

6 5 21 月 台南 ho 台湾

9 8 24 木 セブ島 o

フィリピン
10 9 25 金 ボホール島 o

11 10 26 土 イロイロ（パナイ島） ho
ディナギャンフェスティバル観覧12 11 27 日

14 13 29 火 ムアラ o ブルネイ

15 14 30 水 コタキナバル o
マレーシア

18 17 2 / 2 土 クアンタン ho

19 18 3 日
シンガポール o シンガポール

20 19 4 月
22 21 6 水 シアヌークビル ho カンボジア

24 23 8 金
ホーチミン o

ベトナム
25 24 9 土
26 25 10 日
27 26 11 祝 ニャチャン ho

29 28 13 水
香港 o 中国

30 29 14 木
34 33 18 月 神戸 14：00 入港

日本
35 19 火 横浜 15：30 入港

■お食事／	Aコース：朝食34回・昼食34回・夕食34回
	 	 Bコース：朝食32回・昼食32回・夕食32回　　
■ボホール島へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もござい
ます。なお、車椅子での上陸は安全上お断りさせていただきます。

o OL オプショナルツアーおよびオーバーランドツアー（別代金）は、日本クルーズ客船（株）
が旅行企画・実施するものです。コースの詳細・お申し込み方法は、後日、お申し込みのお客
様に別途ご案内いたします。

※パスポート残存期間：ベトナム出国時6ヵ月以上必要です。また、カンボジアでは査証が必要
です。詳細はお申し込みのお客様に別途ご案内いたします。日本国籍以外の方は自国の領
事館、渡航先の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。

※掲載されたスケジュール・寄港地・航路は、政治、港湾事情、気象、海象などの条件により
変更になる場合もございます。

写真提供	：	アセアンセンター、サバ州政府観光局、The	Philippine	Star

横浜発
神戸発  輝けるアジアクルーズ

世界遺産インド
タージマハル紀行

4泊5日
1／30 コタキナバル発
▶ 2／3 シンガポール着

世界遺産アンコール
遺跡紀行 2泊3日
2／4 シンガポール発

▶ 2／6 シアヌークビル着

世界遺産
ネパール紀行 4泊5日

2／9 ホーチミン発
▶ 2／13 香港着

熱帯ジャングルのリゾート
ムル・マリオット・
リゾート＆スパ

1／29～1／30 1泊2日

街のリゾート
マリーナベイ・サンズ

2／3～2／4 1泊2日

海のリゾート
エヴァソン アナ
マンダラ ＆ スパ

2／10～2／11 1泊2日

■OL  タージマハル 遺産

世界
文化

OL  アンコール・ワットの日の出

■OL  ヒマラヤ遊覧飛行

遺産

世界
文化

■OL  

■OL  

■OL  
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神戸
横浜

ペトロパブロフスク･
カムチャッキー

I ELM
Aコース  2018年8月31日（金） ▶ 9月11日（火）【横浜発神戸着 11泊12日】
Bコース  2018年8月31日（金） ▶ 9月10日（月）【横浜発着 10泊11日】

 コリャーク山とアバチャ山 ■o

アバチャ湾クルーズ ■o

m

oオプショナルツアー（一例）
●ぺトロパブロフスク市内観光
●先住民族村とロシアの家庭を訪ねて
●秋のアバチャ山トレッキングと植物観察
●スタリチコフ島クルーズ
●ラクダ山トレッキングとベースキャンプ宿泊 1泊2日

ペトロパブロフスク・
カムチャッキー

横浜発  カムチャッカクルーズ

世界自然遺産カムチャッカ火山群の雄大で美しい景観をはじめ手つかずの大自然が魅力のカムチャッカへ。
民族村やロシア人宅への訪問や自由市場散策での人 と々の触れ合いも魅力です。
※オプショナルツアーで訪れる場所を含みます。

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 1 8 /31金 17:00 横浜
2 2 9 / 1 土 終日クルージング

船長主催カクテルパーティー

3 3 2 日
終日クルージング

4 4 3 月
5 5 4 火 11:00

ペトロパブロフスク・
カムチャッキー（ロシア）	o6 6 5 水

7 7 6 木 17:00
8 8 7 金

終日クルージング
9 9 8 土
1010 9 日 終日クルージング

ふれんどしっぷ・ナイト

1111 10月 09:00 12:00 横浜
12 11火 10:00 神戸
■ お食事／Aコース：朝食11回・昼食10回・夕食11回　

 Bコース：朝食10回・昼食 9 回・夕食10回
■ドレスコード／インフォーマル1回　その他はカジュアルです。
■ ペトロパブロフスク・カムチャッキーは通船での上陸予定です。天候によっては上陸できない

場合もございます。なお、車椅子での上陸は、安全上、お断りさせていただきます。

※ パスポートの残存有効期間：ロシア出国時6ヵ月以上が必要です。また、ロシアでは査証が
必要です。詳細はお申し込みのお客様に別途ご案内いたします。日本国籍以外の方は、
自国の領事館、渡航先の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。

遺産

世界
自然

メンバー 20

ロシア正教会 ■o ベースキャンプとアバチャ山 ■o
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ロシア正教会からの景色 ■o

ロシア家庭訪問 ■o

先住民族村 ■o

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金
A 445,000 477,000 499,000 543,000 589,000 765,000 1,081,000 1,845,000 1,953,000
B 410,000 440,000 460,000 500,000 540,000 700,000 1,000,000 1,700,000 1,800,000

早期割引
A 400,500 429,300 449,100 488,700 530,100 688,500 972,900 1,660,500 1,757,700
B 369,000 396,000 414,000 450,000 486,000 630,000 900,000 1,530,000 1,620,000

メンバー20
A 356,000 381,600 399,200 434,400 471,200 612,000 864,800 1,476,000 1,562,400
B 328,000 352,000 368,000 400,000 432,000 560,000 800,000 1,360,000 1,440,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円）	2名様1室利用

写真提供 ： JATM

マキシム・クリコフ	バラライカ	コンサート
バラライカ奏者マキシム・クリコフによるユニットが、ロシア民謡や
歌謡曲など、どこか懐かしい曲の数々をお贈りします。

「ぱしふぃっく	びいなす	×	
サンスター	コラボレーション企画」

「Enjoy！エクササイズ」	
講師：高橋	美保子（日本ポールウォーキング協会アドバンスインストラクター）
⃝ポールウォーキング入門講座（定員制・有料）
⃝アクティブストレッチ教室　⃝はじめてエアロビクス

m 2018年6月29日（金）までにお申し込みの場合、早期申込割引代金が適用となります。

ロシアにちなんだイベント

⃝フォークダンス教室　⃝マトリョーシカのマグネットづくり

⃝身体を使ったリズム教室
⃝歌唱教室

クルーズをより健康に快適に楽しんでいただくために、知って得するオーラルケア情報や
食事のポイントをサンスター財団 歯科衛生士、健康道場 管理栄養士よりお届けいたし
ます。セミナー終了後は、それぞれの専門家による個別相談会も実施。日ごろの健康の
悩みをお気軽にご相談ください。

内田貴光	
MAGIC	NIGHT
世界で華々しい活躍をし、
マジック界の貴公子と呼ば
れる内田貴光。数々のテク
ニックを駆使するスピード
感のあるステージを、ぜひ
お楽しみください。

クルーズ出発前にびいなす倶楽部に入会いただいた方全員の旅行代金が20％割引となります。
※びいなす倶楽部については18ページをご参照ください。メンバー 20

講演：	「ロシア・カムチャッカの自然と登山、現地の素晴らしい人たち」他
長岡正利（日本山岳会会員、元国土地理院勤務）

びいなす音楽教室
講師：	音楽サロンくつろぎ代表 吉田寛子	他

坂口裕子＆山本企佐子	
ソプラノコンサート
藤原歌劇団正団員となり華々しく活躍中の坂口裕子と、
様々な舞台に出演する山本企佐子の2人のオペラ歌手
によるコンサート。ピアニストに著名アーチストのサポー
トをこなす北野友梨を迎え、オペラなどから馴染みの曲
をはじめ、初秋のクルーズにぴったりな歌曲を盛りだくさ
んに、華やかな舞台をお贈りします。

山本企佐子坂口裕子

⃝ハンドベル体験
⃝ピアノグループレッスン

（有料・定員制）

クルーズで健康になろう！		
「健康」に関する講演や教室などのイベントを予定

「音楽に触れるときめきや仲間との交流で
楽しく気軽に健康増進！」
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神戸長門
（仙崎）

五島（福江） 宿毛

横浜

大船渡
青森

輪島

釧路

堺

I ELM

三陸鉄道レトロ列車（大船渡） ■o 丹頂鶴自然公園（釧路） ■o 堺まつり（堺）

神戸発
横浜発  秋の日本一周クルーズ

紅葉や雄大な自然、その土地ならではの歴史的景観など
表情豊かな秋の日本をめぐる。

Aコース  2018年10月11日（木） ▶ 10月21日（日）【神戸発堺着 10泊11日】
Bコース  2018年10月12日（金） ▶ 10月22日（月）【横浜発着 10泊11日】

oオプショナルツアー（一例）
●三陸鉄道レトロ列車乗車と恋し浜ぷりぷりホタテ試食　
●釧路湿原と丹頂鶴自然公園観光
●陸奥湾一望！浅虫温泉と八甲田・青森ハイライト
●あぜのきらめき有料送迎バス
●北長門国定公園・角島ドライブ
●堂崎天主堂と五島のシンボル鬼岳
●清流・四万十川屋形船遊覧
● 大人

社会見学

の 刃物のまち堺・職人さん直伝の和包丁づくり体験（Bコースの方対象）

大船渡
釧 路
青 森
輪 島
長 門
五 島
宿 毛
堺

八甲田山（青森） ■o
※紅葉の時期・状況は気象条件等により異なります。

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 10/11木 12:00 神戸
2 1 12金 10:30 12:00 横浜 船長主催カクテルパーティー
3 2 13土 08:00 17:00 大船渡 ko
4 3 14日 10:00 19:00 釧路 ko
5 4 15月 10:00 19:00 青森 ko
6 5 16火 16:00

輪島 ko7 6 17水 13:00
8 7 18木 10:00 17:00 長門（仙崎） o
9 8 19金 08:00 14:00 五島（福江） ko
10 9 20土 08:00 16:00 宿毛 ふれんどしっぷ・ナイト
1110 21日 08:00 15:00 堺 ko

11 22月 14:30 横浜
■お食事／Aコース：朝食10回・昼食10回・夕食10回　

Bコース：朝食10回・昼食11回・夕食10回
■ドレスコード／インフォーマル1回　その他はカジュアルです。
■長門（仙崎）へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もござい
ます。なお、車椅子での上陸は安全上お断りさせていただきます。

ko
h

メンバー 10

※ 10/21 堺市提供の堺港から大阪、神戸への無料連絡バスが運行されます。
　 詳しくは最終日程表にてご案内いたします。
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船内イベント ｜ VENUS EVENT

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金 410,000 440,000 460,000 500,000 540,000 700,000 1,000,000 1,700,000 1,800,000
メンバー10 369,000 396,000 414,000 450,000 486,000 630,000 900,000 1,530,000 1,620,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。 

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用（A・Bコース同額）

元乃隅稲成神社（長門） ■o 高浜海岸（五島） ■o

柏島（宿毛） ■o白米千牧田 あぜのきらめき（輪島） ■o

御陣乗太鼓（輪島）綾里大権現 舞の披露（大船渡） 地元特産品の振る舞い（宿毛）

写真提供 ： 大船渡市、三陸鉄道㈱、輪島市、山口県観光連盟、宿毛市、
幡多広域観光協議会、堺観光コンベンション協会

クルーズ出発前にびいなす倶楽部に入会いただいた方全員の旅行代金が
10％割引となります。 ※びいなす倶楽部については18ページをご参照ください。メンバー 10

各寄港地では、地元の方々によるその寄港地ならではの歓迎イベントが予定されています。　
※宿毛港では、市民の方 と々の交流イベントも計画中です。寄港地でのおもてなし（予定・一例）

八神純子 クルーズスペシャルナイト
日本を代表するシンガーソングライター八神純子が、
クルーズの夜を華やかに彩ります。デビュー当時と全
く変わらぬ音域に、艶が加わり、パワーアップした歌
声をお届けします。東日本大震災後、大船渡にも何度
も訪れ、現在は岩手県の文化大使を務めています。

菅原英基 
スペシャルマジックライヴ　
～秋風に想う～
ぱしふぃっく びい
なす就航20周年、
宿毛港入港20回
目を記念して、船
旅のよもや話と共
にサプライズなパ
フォーマンスをお
届けいたします。

岡本知高 クルーズコンサート～20周年によせて～
ソプラニスタの岡本知高でございます。高知県宿毛港
入港20回と、ぱしふぃっく びいなす20周年という記念
すべき時に、生まれ故郷宿毛市から乗船させていただく
こと、とても嬉しく思います。私と一緒に記念すべき優
雅で楽しいひとときをお過ごしください。 （宿毛大使） （宿毛大使）
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船内イベント ｜ VENUS EVENT

神戸

博多

京都舞鶴
隠岐島

関門橋

I ELS

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用
客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

Aコース 105,000 111,000 117,000 129,000 147,000 195,000 243,000 435,000 459,000
Bコース 70,000 74,000 78,000 86,000 98,000 130,000 162,000 290,000 306,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームJは2名様1室代金の130％、ステートルームF・G・Hは2名様1室代金の120％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

神戸発
博多発  初秋の隠岐島・京都舞鶴クルーズ

国賀海岸や通天橋など自然が作り上げた雄大で美しい
景観が魅力の島へ。

Aコース  2018年9月11日（火） ▶ 9月14日（金）【神戸発京都舞鶴着 3泊4日】
Bコース  2018年9月12日（水） ▶ 9月14日（金）【博多発京都舞鶴着 2泊3日】

写真提供 ： （公社）島根県観光連盟、海の京都DMO

oオプショナルツアー（一例）
●大宰府天満宮 参拝バス
●摩天崖バス観光と国賀めぐり遊覧
●西ノ島・中ノ島2島めぐり
●日本三景・天橋立と伊根湾めぐり遊覧
　【京都舞鶴港発〜新神戸駅着】

博 多
隠岐島

京都舞鶴

送迎バス運行 o 京都舞鶴港〜神戸・大阪・京都

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 9 /11火 17:00 神戸
2 1 12水 13:00 17:00 博多 o
3 2 13木 08:00 17:00 隠岐島 ko
4 3 14金 09:00 京都舞鶴 o
■ お食事／Aコース：朝食3回・昼食2回・夕食3回　Bコース：朝食2回・昼食1回・夕食2回　
■ドレスコード／すべてカジュアルです。
■ 隠岐島へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もございます。

なお、車椅子での上陸は、安全上、お断りさせていただきます。

国賀海岸（隠岐島） ■o

天橋立（京都舞鶴） ■o

大宰府天満宮（博多） ■o

大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・Hは
2名1室代金の120％となります。シングル 120

シングル 120

大田朋美 ソプラノコンサート
国内外で活躍するソプラノ歌手・大田朋美によるソプラ
ノコンサート。ピアニストにはシャンソンやポピュラー
界で活躍し、幅広いジャンルを弾きこなす佐藤金之助
を迎え、オペラや歌曲などから初秋を彩る曲の数々を
お贈りします。クラシックヴォイス響き渡る海上での夜
をご一緒にお過ごしください。

「どじょう掬い踊り体験」
（隠岐島停泊中）
衣装を身に着けて体験。ご参加いただいた
方々には体験修了証をお渡しします。

安来節家元4代目 渡部お糸
 「山陰民謡の数々」

北前船で伝えられた各地の民謡が、日本遺産「たた
ら」製鉄の積出港・安来で融合し誕生した安来節。家
元4代目渡部お糸一行による唄・踊りのほか、航路に
ゆかりのある山陰民謡の数々を披露します。

o 京都舞鶴港～神戸・大阪・京都方面への送迎バスを運行いたします。
詳細は最終日程表にてご案内いたします。
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屋久島

名古屋

あしずり

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金 150,000 160,000 168,000 183,000 198,000 256,000 366,000 595,000 630,000
初乗船20 120,000 128,000 134,400 146,400 158,400 204,800 292,800 476,000 504,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

名古屋発  世界自然遺産 屋久島とあしずりクルーズ
2018年9月24日（月） ▶ 9月28日（金）【名古屋発着 4泊5日】

豊かな自然が魅力の島と四国最南端の雄大な自然が魅力のあしずりへ。

写真提供 ： 公益社団法人 鹿児島県観光連盟

oオプショナルツアー（一例）
●大自然体感 屋久島森林浴
●清流四万十川遊覧と足摺岬

屋久島
あしずり

情家みえ 
「心に沁み渡るピアノと

ボーカルの世界」
スタンダードから、ポピュラーまで幅
広く歌いこなし聞くものを物語の中に
引き寄せます。情感溢れる声をお楽し
みください。

紀元杉（屋久島） ■o 四万十川（あしずり） ■o

足摺岬（あしずり） ■o

日程 入港 出港 寄港地

9 /24月 22:00 名古屋
25火 終日クルージング

ふれんどしっぷ・ナイト

26水 08:00 18:00 屋久島 o

27木 08:00 17:00 あしずり ko

28金 14:00 名古屋
■ お食事／朝食4回・昼食4回・夕食3回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※ 9／24 乗船受付は21：00頃を予定しています。夕食・ショーはございませんがお夜食を

ご用意いたします。

初乗船 20

白谷雲水峡（屋久島） ■o

ぱしふぃっく びいなすのクルーズに初めてご乗船のお客様は
ご旅行代金が20％割引となります。初乗船 20

その他イベント 船内見学ツアー・屋久杉ストラップ作り・スカーフ教室・
クイズ・社交ダンス教室（初心者向け）
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小笠原（父島）

孀婦岩

西ノ島

鳥島

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 185,000 198,000 207,000 226,000 244,000 316,000 451,000 765,000 810,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

神戸発  世界自然遺産 小笠原クルーズ
2018年9月30日（日） ▶ 10月5日（金）【神戸発着 5泊6日】

船でしか行けない自然豊かな亜熱帯の楽園の島へ。

写真提供 ： 小笠原村観光局

oオプショナルツアー（一例）
●小笠原の自然を知る！小笠原固有植物観察
●ボニンブルーの海へ！南島海域公園ボート遊覧

小笠原

洋上の景観ポイント
10/2 朝通過予定 西之島沖周遊
父島の約130kmに位置する火山島で2013年
の噴火以降、溶岩流が堆積して島の面積が拡大
しています。
※気象・海象・そ
の他の事情で
周遊が中止に
なる場合がござ
います。

その他イベント  貝殻のフォトフレーム作り・フラダンス教室・社交ダンス教室（初心者向け）・カクテル教室・星空観察

古賀まみ奈 フラスタジオ 
ポリネシアンショー
情熱のタヒチアン、癒しのハワイアン、ポリネシ

アの魅力たっぷりの
華やかなショー。数々
の競技会受賞歴があ
る古賀まみ奈フラス
タジオのダンサーが
お届けいたします。

P
プレト

reto P
プラト

lato 
ボサノヴァ 心地よい風の調べ
ボサノヴァや光溢れるブラジルの歌、南米各地のコン
テンポラリー音楽を取り上げながら、オリジナル曲、
日本語の古き新しい詩世界を乗せて、独自の世界観

をお贈りいたし
ます。秋の風に
響く演奏をお楽
しみください。

二見湾（父島）

大村海岸（父島）

南島周辺の海（父島） ■o

日程 入港 出港 寄港地

9 /30日 22:00 神戸
10/ 1 月 終日クルージング

ふれんどしっぷ・ナイト

2 火 14:00 西ノ島沖通過
小笠原（父島）

3 水 17:00 小笠原（父島） o

4 木 終日クルージング
鳥島・孀婦岩沖周遊

5 金 10:00 神戸
■お食事／朝食5回・昼食4回・夕食4回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
■小笠原へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もございます。

なお、車椅子での上陸は安全上お断りさせていただきます。
※ 9／30の乗船受付は21：00頃を予定しています。夕食・ショーはございませんがお夜食を

ご用意いたします。

お客様と私達乗組員で大好きな「海」を足がかり
に、クルーズを通して大洋の彼方にある「そこ」
へ訪れ、そこでしか見ることのできない「大自然
の偉大さ」や「動植物の生きる尊さ」を一緒に
見学しましょう！ 
講演： 「小笠原に生息するウミガメの生態について」
小笠原海洋センターとの連携 
・船内夜話・パネル展示 ・ウミガメ放流見学

びいなすネイチャー
プロジェクト

ウミガメ放流
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神戸

長崎 軍艦島周遊

沖ノ島周遊浅茅湾周遊

天草（牛深）上五島
（青方）

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 215,000 230,000 240,000 260,000 280,000 360,000 510,000 850,000 900,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

神戸発  長崎くんち・上五島・天草クルーズ
2018年10月5日（金） ▶ 10月10日（水）【神戸発着 5泊6日】

専用マス席から豪華絢爛な祭礼の「長崎くんち」をゆったり観覧。世界文化遺産候補の教会が点在する地へ。
日程 入港 出港 寄港地

10/ 5 金 17:00 神戸
6 土 沖ノ島・浅茅湾周遊

7 日 10:30 23:00 軍艦島周遊
長崎 長崎くんち観覧 o

8 祝 08:00 17:00 上五島（青方） ko

9 火 08:00 17:00 天草（牛深） o

10水 18:00 神戸
■ お食事／朝食５回・昼食５回・夕食５回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
■ 天草（牛深）へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もござい

ます。なお、車椅子での上陸は、安全上、お断りさせていただきます。
※１０/７の長崎くんち会場（諏訪神社）ではマス席（座敷席・１マス４人掛け）をご用意して

おります。長崎港から会場間は送迎バスでの移動となります。会場到着後、バス停より
徒歩にて約１０分移動していただき、その後約１００段の階段を昇ります（交通規制の為、
タクシーなどの車両は進入できません）。長崎くんち会場（諏訪神社）では車椅子での
観賞はできません。

　 貸切バス会社名（下記のいずれかのバスにご乗車いただきます。）
　 長崎：長崎県営バス、諫早バス観光、島原鉄道バス
※ 長崎くんちは天候その他の事情により実施されない場合もございます。

写真提供 ： 長崎県観光連盟
（＊印）写真撮影・掲載に当たっては大司教区の許可をいただいています。

長崎くんち
観覧席付

世界文化遺産候補「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」
点在している教会群を自由行動やオプショナルツアーで訪れる事ができます。

長崎くんちは鎮西大社諏訪
神社の祭礼行事で国指定重
要無形民俗文化財にも指定
されています。奉納される華
麗な踊りや勇ましい出し物の
数々は異国情緒に溢れ、豪華
で勇壮です。
踊町は7つの組に分けられ
交代で奉納踊を披露する為
全ての演し物を観るには7年
間必要です。

2018年踊町・催し物
（予定）

紺屋町 傘鉾・本踊
出島町 傘鉾・阿蘭陀船
東古川町 傘鉾・川船
小川町 傘鉾・唐子獅子踊
本古川町 傘鉾・御座船
大黒町 傘鉾・本踊・唐人船
樺島町 傘鉾・太鼓山
 ～コッコデショ
※催し物は変更になる場合が

ございます。

「長崎くんち」
伝 統 に 輝く秋 の 大 祭

樺島町の「コッコデショ」は約1トンの太鼓山を40人程の男たちが担ぎ
つつ天空高く放り上げて、片手で受け止めるところが見所で、くんちの
中でも人気が高い出し物です。

唐人船（大黒町）

御座船（本古川町）

コッコデショ〈太鼓山〉（樺島町）

﨑津教会（天草） ■o
頭ヶ島天主堂

（上五島） ■o大浦天主堂*（長崎）

oオプショナルツアー（一例）
●はやめぐり長崎・平和公園と出島散策
●上五島半日観光
●  天草教会群と伊勢海老料理

長 崎
上五島
天 草

中川京子 
秋
あきうらら

麗 
コンサート
国内外で活躍中
のオペラ歌手・中
川 京 子 がチェリ

ストの崎元蘭奈とピアニスト平本直規
を迎え、日本の秋の情緒豊かな歌をは
じめ、皆様おなじみの曲を盛りだくさん
に、楽しいひとときをお届けします。

南条好輝 
語り芝居「長崎
くんち物語」
NHKの朝の連続ド

ラマにも出演しお馴染みの俳優・南条好輝に
よる語り芝居。書き下ろしの「長崎くんち物語」
は、老人のモノローグを中心に当時関わりの
あった遊女や奉行たちのやり取りを、ドラマ仕
立でお贈りします。祭りの由来やなども織り込
まれた物語をお楽しみください。

講演：世界文化遺産候補「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」について
長崎県世界遺産登録推進課 職員による

r
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横浜

別府

宮島
神戸来島海峡大橋

横浜発  秋の別府・宮島クルーズ
2018年10月22日（月） ▶ 10月26日（金）【横浜発神戸着 4泊5日】

日本屈指の温泉数を誇る温泉街・別府と世界遺産・日本三景の宮島を
訪れます。安芸灘の島々や来島海峡の夕景もお楽しみいただけます。

日本三景・宮島では、嚴島神社や五重塔・千畳閣を
はじめ、島内を自由散策にてお楽しみください。

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 123,000 130,000 137,000 151,000 172,000 228,000 284,000 508,000 536,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

嚴島神社（宮島） 海地獄（別府） ■o

日程 入港 出港 寄港地

10/22月 21:00 横浜
10/23火 終日クルージング ふれんどしっぷ・ナイト

10/24水 08:00 19:00 別府 ko

10/25木 08:00 14:00 宮島
瀬戸内海クルージング o

10/26金 09:00 神戸
■お食事／朝食4回・昼食3回・夕食3回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
■宮島へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もございます。

なお、車椅子での上陸は安全上、お断りさせていただきます。
※ 10／22 乗船受付は20：00頃を予定しています。夕食・ショーはございませんがお夜食を

ご用意いたします。

oオプショナルツアー（一例）
●湯布院散策と由布岳を望む絶景露天風呂
●世界遺産・宮島歴史探索ガイドウォーク

別 府
宮 島

遺産

世界
文化

レストラン船「銀河」で宮島へ
上陸します ※食事等の提供はございません。

写真提供 ： 大分県、瀬戸内海汽船

井関真人 
ボンソワール・シャンソン ～いつも青春～
360度見渡す限り青い海と青い空。燦燦と降りそそぐ
日射しの下、やがて太陽が西の水平線と空の狭間に沈
み行く色は真紅から朱に染まり、そして星空と満月の大
パノラマへ。秋の夜長、私と“シャンソンの夕べ”をお楽
しみいただけましたら幸いです。

その他イベント 船内見学ツアー・ハロウィンクラフト教室・ルーレット&ブラックジャック教室・社交ダンス教室（初心者向け）

SETOJO 
meets 
Naomi Tsuda 
瀬戸内紀行シネマコンサート
瀬戸内の美しい島々にまつわる映画や逸話をテーマに、映画コメンテーター「津田
ナオミ」の軽快なおしゃべりと、瀬戸内出身女性ジャズユニット「SETOJO」の歌と
演奏を、映像を交えながらお送りします。

津田ナオミ 中村尚美 菅涼子 梅田玲奈

由布院 金鱗湖（別府） ■o
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神戸釜山

瀬戸大橋
関門橋

来島海峡大橋
または 因島大橋

明石海峡大橋

I EM

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金 131,000 140,000 146,000 160,000 172,000 220,000 325,000 510,000 540,000
メンバー10 117,900 126,000 131,400 144,000 154,800 198,000 292,500 459,000 486,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

神戸発  釜山花火祭りと瀬戸内海クルーズ
2018年10月26日（金） ▶ 10月29日（月）【神戸発着 3泊4日】

約8万発の花火を船上から観賞。
風光明媚な瀬戸内海の景観もお楽しみいただけます。

oオプショナルツアー（一例）
●早めぐり釜山市内観光
●世界遺産 古都慶州観光

釜 山

瀬戸内海を
クルージング
10／29は風光明媚な多島
海の瀬戸内海を日中に航行。
瀬戸大橋、明石海峡大橋の
通過など瀬戸内海ならでは
の景観をお楽しみいただけ
ます。

釜山花火祭り
打上数は約8万発、花火だけではなく色彩豊かなレーザーや音楽
に合わせた「マルチメディア海上ショー」。大型花火、特殊花火を
見ることができることでも有名です。
※釜山花火祭りは天候その他の事情により実施されない場合もございます。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円） 2名様1室利用

アカシアオルケスタ 
～ドラマティック・ナイト～
ボーカルの藤原岬率いる音楽は、ロックを
はじめ、ジャズ、ラテン、昭和歌謡、テクノ・
ポップなど幅広い世界観を繰り広げます。
時には優しく、時には力強く表現されるス
テージを是非、お楽しみください。

s

日程 入港 出港 寄港地

10/26金 17:00 神戸
27土 釜山花火祭り船上観賞

28日 07:00 17:00 釜山 o

29月 17:00 瀬戸内海クルージング
神戸

■ お食事／朝食3回・昼食3回・夕食3回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※ パスポート残存期間：韓国入国時3カ月以上が必要です。日本国籍以外の方は自国の領事

館、渡航先の領事館、入国管理局にお問い合わせください。
※ 釜山では現地入出国審査事情により寄港中の外出回数に制限がある場合がございます。
※ 10/27のご夕食は花火観賞の関係で早めのご提供となります。

瀬戸大橋仏国寺 明石海峡大橋

写真提供 ： 広島県

メンバー 10

クルーズ出発前にびいなす倶楽部に入会いただいた方全員の旅行代金が10％割引となります。
※びいなす倶楽部については18ページをご参照ください。メンバー 10

遺産

世界
文化

その他イベント ハロウィンクラフトや折り紙教室・スカーフ教室・クイズ・
社交ダンス教室（初心者向け）・風呂敷教室
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日本初の世界自然遺産

屋久島

松山

宮之浦港

千尋の滝

ヤクスギ
ランド

大川の滝

白谷雲水峡

永田いなか浜
西部林道

宮之浦岳

紀元杉

松山発  世界自然遺産 屋久島クルーズ
2018年10月30日（火） ▶ 11月1日（木）【松山発着 2泊3日】

多彩な植生の森や滝など変化に富む景観が楽しめる自然の
魅力あふれる島へ。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

写真提供 ： 公益社団法人 鹿児島県観光連盟

oオプショナルツアー（一例）
●屋久島一周と白谷雲水峡ハイキング
●紀元杉と屋久杉自然館

屋久島

連絡バス付 JR松山駅・伊予鉄松山市駅～松山港

日程 入港 出港 寄港地

10/30火 16:00 松山
31水 08:00 17:30 屋久島 o

11/ 1 木 10:00 松山
■お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。

連絡バス付（予約制・追加代金不要）10/30、11/1
JR松山駅・伊予鉄松山市駅  ◀▶ 松山港

※詳しくは、最終日程表にてご案内いたします。

1993年に独自の生態系と自然
景観の自然価値が認められ、
世界自然遺産に登録。本格的
なトレッキングから散策まで体
力に合わせて自然を楽しむこと
ができる森の楽園です。

西部林道
（屋久島） ■o

西部林道は車で通行できる世界自然遺産
区域です。ヤクシカやヤクシマザルに出
会えるかも知れません。

大川の滝（屋久島） ■o白谷雲水峡（屋久島） ■o

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金 88,000 94,000 98,000 106,000 115,000 148,000 209,000 340,000 360,000
初乗船20 70,400 75,200 78,400 84,800 92,000 118,400 167,200 272,000 288,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

初乗船 20

ぱしふぃっく びいなすのクルーズに初めてご乗船のお客様は
ご旅行代金が20％割引となります。初乗船 20

西部林道のヤクシカ・ヤクシマザル（屋久島） ■o

船内イベント  屋久杉ストラップ作り（屋久島寄港中） 他
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神戸
横浜生口島

（瀬戸田）

瀬戸大橋

I EM

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

日本センチュリー交響楽団のクラッシックの夕べと
文化の薫る町 瀬戸田へ。

神戸発  びいなす音楽会クルーズ ～秋のクラシック編～
Aコース  2018年11月5日（月） ▶ 11月8日（木）【神戸発横浜着 3泊4日】
Bコース  2018年11月5日（月） ▶ 11月7日（水）【神戸発着 2泊3日】

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 1 11/ 5 月 17:00 神戸
2 2 6 火 09:00 14:00 生口島（瀬戸田）

瀬戸内海クルージング
3 3 7 水 10:00 17:00 神戸
4 8 木 15:30 横浜
■お食事／Aコース：朝食3回・昼食3回・夕食3回　Bコース：朝食2回・昼食1回・夕食2回
■ドレスコード／すべてカジュアルです。
■瀬戸田へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もございます。

なお、車椅子での上陸は安全上お断りさせていただきます。

向上寺（生口島）

平山郁夫美術館（生口島） 耕三寺（生口島）

※瀬戸田港から耕三寺・平山郁夫美術館・向上寺は徒歩圏です。自由散策でお楽しみください。

写真提供 ： 広島県

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金
A 114,000 122,000 128,000 140,000 154,000 202,000 278,000 482,000 510,000
B 82,000 88,000 92,000 100,000 108,000 140,000 200,000 340,000 360,000

メンバー
10

A 102,600 109,800 115,200 126,000 138,600 181,800 250,200 433,800 459,000
B 73,800 79,200 82,800 90,000 97,200 126,000 180,000 306,000 324,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

クルーズ出発前にびいなす倶楽部に入会いただいた方全員の旅行代金が10％割引となります。
※びいなす倶楽部については18ページをご参照ください。メンバー 10

芸術の秋、馴染みのあるクラシックの名作、懐かしい日本の歌を
日本センチュリー交響楽団による特別編成室内オーケストラでお届けします。

第1夜  室内オーケストラによる
クラシック音楽の夕べ
演奏曲目（一例）　
モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク ほか
第2夜  ソプラノ歌手と共に奏でる

日本人の心に深く残る名曲の調べ
演奏曲目（一例）　
北原白秋/山田耕筰：この道、からたちの花 ほか

「優れた演奏により地域の力を発信する」「オーケストラに
よる感動と癒しを提供する」「優れた才能を発掘し次世代
の育成に寄与する」「国際相互理解や平和に積極的に貢
献する」の4つの理念をもとに、演奏を通して多くの人々の
心に明るい夢が広がることを願い、新しい時代のオーケス
トラとして発展を目指し活動。 ©s.yamamoto

メンバー 10

（イメージ）

※楽団の編成・楽器の種類等は公演時と異なります。
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船内イベント ｜ VENUS EVENT

屋久島

鞆の浦
新宮

横浜
三原瀬戸

瀬戸大橋

因島大橋

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 205,000 220,000 230,000 250,000 270,000 350,000 500,000 850,000 900,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

写真提供 ： 福山観光コンベンション協会、広島県

横浜発  世界遺産 屋久島・南紀と瀬戸内海クルーズ
2018年11月11日（日） ▶ 11月16日（金）【横浜発着 5泊6日】

日本初の世界自然遺産の島と熊野三山の南紀、
2つの世界遺産の地と風情ある瀬戸内海の港町をめぐる。

瀬戸内海
クルージング
2つの大橋の通過と
多島美が楽しめる三
原瀬戸の景観をお楽
しみください。

oオプショナルツアー（一例）
●紀元杉と屋久杉自然館
●鞆の浦史跡ガイドウォーク
●世界遺産 熊野三山めぐり

屋久島
鞆の浦
新 宮

佐藤和哉 
情景を描く篠笛の音色
日本古来の竹の横笛「篠笛」の奏者とし
て、今、最も注目されているアーティスト。
演奏だけでなく、近年では、熊野本宮大
社・瑞鳳殿テーマ曲「古道」などの作曲も
手掛けています。篠笛の世界観・音色で描
く安らぎの情景をお楽しみください！

日程 入港 出港 寄港地

11/11日 17:00 横浜
12月 終日クルージング

ふれんどしっぷ・ナイト

13火 07:00 17:00 屋久島 o

14水 13:00 17:00
瀬戸内海クルージング
鞆の浦 ko

15木 08:00 17:00 新宮 ko

16金 09:00 横浜
■ お食事／朝食5回・昼食4回・夕食5回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
■ 鞆の浦へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もございます。

なお、車椅子での上陸は安全上、お断りさせていただきます。

屋久杉（屋久島） ■o

熊野速玉大社（新宮） ■o

鞆の浦（重要伝統的建造物群保存地区）

因島大橋 三原瀬戸

遺産

世界
文化

その他イベント 船内見学ツアー・スカーフ教室・クイズ・社交ダンス教室（初心者向け）
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横浜・神戸
神戸・横浜
名古屋・神戸

神戸
名古屋 横浜

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 35,000 37,000 39,000 43,000 49,000 65,000 81,000 145,000 153,000
■シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームJは2名様1室代金の130％、ステートルームF・G・Hは2名様1室代金の120％、（秋の神戸・横浜は130％）、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用（各クルーズ共通）

名古屋発／神戸発／横浜発  ワンナイトクルーズ

S
セント

t.トロペス＆シャーロット
コンサート
お馴染の日本の歌や、映画音楽、ミュージカル
などのナンバーを、ヴォーカル・シャーロットの
透き通るような歌声とともにお届けします。

船内イベント ｜ VENUS EVENT

フルコースディナーにショーやイベントなど移動時間を楽しみながら目的地へ。
ドレスコードもカジュアルなので初めての人にもお勧めです。

日程 入港 出港 寄港地

9 /28金 19:00 名古屋
29土 10:00 神戸

■お食事／朝食1回・フルコースディナー1回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※ご夕食は交代のない1回制となります。

日程 入港 出港 寄港地

11/ 7 水 17:00 神戸
8 木 15:30 横浜

■お食事／朝食1回・昼食1回・フルコースディナー1回　
■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※本クルーズは「びいなす音楽会クルーズ」（34ページ）の区間クルーズです。

日程 入港 出港 寄港地

11/20火 11:00 横浜
ふれんどしっぷ・ナイト

21水 09:00 神戸
■お食事／朝食1回・昼食1回・フルコースディナー1回　
■ドレスコード／すべてカジュアルです。

秋の名古屋・神戸ワンナイトクルーズ

秋の横浜・神戸ワンナイトクルーズ

秋の神戸・横浜ワンナイトクルーズ

横浜・神戸ワンナイトクルーズ

2018年9月28日（金） ▶ 9月29日（土）【名古屋発神戸着 1泊2日】

2018年11月20日（火） ▶ 11月21日（水）【横浜発神戸着 1泊2日】

2018年11月7日（水） ▶ 11月8日（木）【神戸発横浜着 1泊2日】

2019年2月28日（木） ▶ 3月1日（金）【横浜発神戸着 1泊2日】

（イメージ）

ダンスタイム

シングル 120

シングル 120 シングル 120

日程 入港 出港 寄港地

2 /28木 17:00 横浜
3 / 1 金 15:00 神戸
■お食事／朝食1回・昼食1回・フルコースディナー1回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※ご夕食は交代のない1回制となります。

大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・Hは2名1室代金の120％
となります。（秋の神戸・横浜ワンナイトクルーズを除く）シングル 120
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客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
大阪 44,000 47,000 49,000 54,000 57,000 72,000 89,000 145,000 153,000
神戸A 38,000 40,000 42,000 47,000 51,000 67,000 83,000 145,000 153,000
神戸B 50,000 53,000 55,000 61,000 65,000 81,000 100,000 145,000 153,000
神戸C 44,000 47,000 49,000 54,000 57,000 72,000 89,000 145,000 153,000

神戸・名古屋 35,000 37,000 39,000 43,000 49,000 65,000 81,000 145,000 153,000
名古屋 44,000 47,000 49,000 54,000 57,000 72,000 89,000 145,000 153,000

クリスマスワンナイトクルーズ
華やかなイルミネーションの中、心あたたまるクリスマスショーに特製ディナーで
素敵な聖なる夜のひとときをお過ごしください。

日程 入港 出港 寄港地

12/15土 17:00 神戸（乗船受付16:00）
16日 14:00 神戸

■お食事／クリスマスディナー1回・朝食1回・昼食1回　■ドレスコード：インフォーマル

日程 入港 出港 寄港地

12/18火 15:00 名古屋（乗船受付14:00）
19水 14:00 名古屋

■お食事／クリスマスディナー1回・朝食1回・昼食1回　■ドレスコード：インフォーマル

日程 入港 出港 寄港地

12/16日 19:00 神戸（乗船受付18:00）
17月 14:00 神戸

■お食事／クリスマスディナー1回・朝食1回・昼食1回　※ご夕食は交代のない1回制となります。
■ドレスコード：インフォーマル

日程 入港 出港 寄港地

12/17月 19:00 神戸（乗船受付18:00）
18火 10:00 名古屋

■お食事／クリスマスディナー1回・朝食1回　※ご夕食は交代のない1回制となります。
■ドレスコード：インフォーマル

日程 入港 出港 寄港地

12/11火 14:00 大阪（乗船受付13:00）
12水 14:00 大阪

■お食事／クリスマスディナー1回・朝食1回・昼食1回　■ドレスコード：インフォーマル

日程 入港 出港 寄港地

12/12水 19:00 神戸（乗船受付18:00）
13木 10:00 神戸

■お食事／クリスマスディナー1回・朝食1回　※ご夕食は交代のない1回制となります。
■ドレスコード：インフォーマル

クリスマスクルーズ 神戸・名古屋

クリスマスクルーズ 神戸C

クリスマスクルーズ 神戸B

クリスマスクルーズ 神戸A

クリスマスクルーズ 大阪

クリスマスクルーズ 名古屋

2018年12月17日（月） ▶ 12月18日（火）【神戸発名古屋着】

2018年12月16日（日） ▶ 12月17日（月）【神戸発着】

2018年12月15日（土） ▶ 12月16日（日）【神戸発着】

2018年12月12日（水） ▶ 12月13日（木）【神戸発着】

2018年12月11日（火） ▶ 12月12日（水）【大阪発着】

2018年12月18日（火） ▶ 12月19日（水）【名古屋発着】

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

s

※食材仕入等の都合でメニューは変更になる場合がございます。（イメージ）

特別な夜の為のクリスマスディナー ❖ MENU ❖
わくわくが止まらないクリスマスイブ（アミューズ）

インカのめざめとプロシュートの冷製クロケット カカオ風味 小森ファームのトマトのジュレ
サンタクロースからの贈り物（クリスマス前菜3種）

鴨肉のロースト･ポート酒風味の茄子ピューレ
鮪とモッツアレラチーズのロンデル･春菊のソース
帆立貝柱のミルフィーユ仕立て･タプナード添え

ホワイトナイト（スープ）
*蕪と百合根のポタージュ･トリュフの香り
華やかなパーティーの始まり（ポアッソン）

*海の幸のブイヤベース風･雲丹ソースのアクセント
ちょっと一息

*りんごのシャーベット
聖夜のフィナーレ（ヴィアンド）

*特選和牛の香草焼き･エシャロットのビネガーソースと茸のデュクセル
クリスマスナイトの余韻（デセール）

クリスマススペシャルデザート
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びいなすクリスマス ミュージカル
サンタの落としもの
 ～不思議な鈴の物語～

クリスマスの前の夜、ダンサーとシンガー
のところへ大きな鈴を持った男の子が
迷い込んできました。

「ぼくのパパはどこにいるの？」
鈴をてがかりに、みんなは
森の妖精たちにたずねてまわります。
さて、男の子はぶじにパパに
会えるのでしょうか？
歌ありダンスありパフォーマンスありの
素敵なクリスマスショーをお届けします。
メリークリスマス！

日程 入港 出港 寄港地

12/22土 17:00 横浜（乗船受付16:00）
23祝 09:00 横浜

■お食事／クリスマスディナー1回・朝食1回　■ドレスコード：インフォーマル

日程 入港 出港 寄港地

12/23祝 17:00 横浜（乗船受付16:00）
24休 09:00 横浜

■お食事／クリスマスディナー1回・朝食1回　■ドレスコード：インフォーマル

クリスマスクルーズ 横浜D

クリスマスクルーズ 横浜C

2018年12月23日（祝） ▶ 12月24日（休）【横浜発着】

2018年12月22日（土） ▶ 12月23日（祝）【横浜発着】
s

r

大阪
神戸A・B・C
神戸・名古屋

名古屋
名古屋・横浜
横浜A・B・C・D

神戸
大阪

名古屋
横浜

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
名古屋・横浜 35,000 37,000 39,000 43,000 49,000 65,000 81,000 145,000 153,000
横浜A 44,000 47,000 49,000 54,000 57,000 72,000 89,000 145,000 153,000
横浜B 38,000 40,000 42,000 47,000 51,000 67,000 83,000 145,000 153,000
横浜C 46,000 49,000 51,000 56,000 60,000 76,000 94,000 145,000 153,000
横浜D 46,000 49,000 51,000 56,000 60,000 76,000 94,000 145,000 153,000

■シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

日程 入港 出港 寄港地

12/21金 19:00 横浜（乗船受付18:00）
22土 11:30 横浜

■お食事／クリスマスディナー1回・朝食1回　※ご夕食は交代のない1回制となります。
■ドレスコード：インフォーマル

日程 入港 出港 寄港地

12/19水 19:00 名古屋（乗船受付18:00）
20木 10:30 横浜

■お食事／クリスマスディナー1回・朝食1回　※ご夕食は交代のない1回制となります。
■ドレスコード：インフォーマル

日程 入港 出港 寄港地

12/20木 17:00 横浜（乗船受付16:00）
21金 13:30 横浜

■お食事／クリスマスディナー1回・朝食1回・昼食1回　■ドレスコード：インフォーマル

クリスマスクルーズ 横浜B

クリスマスクルーズ 横浜A

クリスマスクルーズ 名古屋・横浜

2018年12月21日（金） ▶ 12月22日（土）【横浜発着】

2018年12月20日（木） ▶ 12月21日（金）【横浜発着】

2018年12月19日（水） ▶ 12月20日（木）【名古屋発横浜着】

38PACIFIC VENUS
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神戸

別府

神戸発  クリスマス別府クルーズ
2018年12月13日（木） ▶ 12月15日（土）【神戸発着 2泊3日】

日程 入港 出港 寄港地

12/13木 17:00 神戸
14金 07:30 16:00 別府 o

15土 10:00 神戸
■お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回（内クリスマスディナー1回）　
■ドレスコード／インフォーマル1回、カジュアル1回

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 82,000 88,000 92,000 100,000 108,000 140,000 200,000 340,000 360,000
■シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

oオプショナルツアー
（一例）

●別府地獄めぐり
●由布岳の麓・
　湯布院散策

別 府

びいなすクリスマス ミュージカル
サンタの落としもの

～不思議な鈴の物語～
クリスマスの前の夜、ダンサーとシンガーのところへ
大きな鈴を持った男の子が迷い込んできました。

「ぼくのパパはどこにいるの？」
鈴をてがかりに、みんなは森の妖精たちにたずねてまわります。
さて、男の子はぶじにパパに会えるのでしょうか？
歌ありダンスありパフォーマンスありの
素敵なクリスマスショーをお届けします。
メリークリスマス！

両クルーズ共通　※食材仕入等の都合でメニューは変更になる場合がございます。

特別な夜の為のクリスマスディナー

（イメージ）

❖ MENU ❖
わくわくが止まらないクリスマスイブ（アミューズ）

インカのめざめとプロシュートの
冷製クロケット カカオ風味

小森ファームのトマトのジュレ
サンタクロースからの贈り物
（クリスマス前菜3種）

鴨肉のロースト･ポート酒風味の茄子ピューレ
鮪とモッツアレラチーズのロンデル･春菊のソース
帆立貝柱のミルフィーユ仕立て･タプナード添え

ホワイトナイト（スープ）
*蕪と百合根のポタージュ･トリュフの香り

華やかなパーティーの始まり（ポアッソン）
*海の幸のブイヤベース風･

雲丹ソースのアクセント
ちょっと一息

*りんごのシャーベット
聖夜のフィナーレ（ヴィアンド）

*特選和牛の香草焼き･
エシャロットのビネガーソースと

茸のデュクセル
クリスマスナイトの余韻（デセール）

クリスマススペシャルデザート

フレッド・ダワンス 
コメディマジック
～フレッドは魔法使い？～
メンタリズムや魔法を駆使したマジックをお届け
いたします。摩訶不思議で楽しく、思わず笑って
しまうショーをお楽しみください。
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四日市

横浜

横浜発  クリスマス キラキラクルーズ
2018年12月24日（休） ▶ 12月26日（水）【横浜発着 2泊3日】

Aコース　なばなの里イルミネーション観賞付プラン【限定240名】
Bコース　四日市フリープラン

日程 入港 出港 寄港地

12/24休 17:00 横浜

25火 08:00 23:00
四日市
A なばなの里
イルミネーション観賞

B 終日自由行動プラン
ko

26水 14:30 横浜
■ お食事／朝食2回・昼食2回・夕食2回（内クリスマスディナー1回）　
■ドレスコード／

インフォーマル1回、カジュアル1回

※ご予約時にAコース・Bコースを
　ご指定ください。

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

■Aコース 90,000 96,000 100,000 109,000 117,000 149,000 210,000 346,000 366,000
■Bコース 84,000 90,000 94,000 103,000 111,000 143,000 204,000 340,000 360,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。 写真提供 ： なばなの里

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

oオプショナルツアー（一例）
●東海道の宿場町 関宿散策（Aコース・Bコースのお客様対象）
●伊勢神宮内宮 参拝バス（Bコースのお客様対象）

四日市

■Aコース なばなの里イルミネーション観賞付プラン
国内最大級のスケールを誇るイルミネーション。
想像を超えるクオリティで人々を楽しませてく
れる「なばなの里イルミネーション」をお楽しみ
ください。
行程  四日市港＝なばなの里＝四日市港
※船内にて早めのご夕食をお取りいただいた後に出発します。
※なばなの里ではの滞在は約1．5時間を予定しております。
※貸切バス会社名：三重交通

クリスマス
キャロルで
お出迎え

四日市港夜景

夜は全国的にも有名になった四日市港の夜景が一望できるスポットうみてらす14まで
の四日市港提供のシャトルバスが運行される予定です。（Bコースのお客様対象）
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洋上で迎える新年、いつもと違ったお正月をお過ごしください。
台湾北部の観光や九州の温泉・初詣もお楽しみいただけます。
※オプショナルツアーで訪れる場所を含みます。

横浜発
神戸発  びいなすニューイヤークルーズ ～台湾・九州～
Aコース  2018年12月27日（木） ▶ 2019年1月6日（日）【横浜発着 10泊11日】
Bコース  2018年12月28日（金） ▶ 2019年1月5日（土）【神戸発着 8泊9日】

故宮博物院（基隆） ■o

年末年始
ならではの
びいなす
特製メニュー
もご用意

❖年越しそば
❖お雑煮
❖おせち
❖新春祝膳

びいなすのお正月
華やかな雰囲気の中、年末年始ならではの

イベントをお楽しみください。
❖餅つき
❖ゆく年くる年 年越しカウントダウン
❖鏡開き
❖獅子舞
❖新春箏演奏
❖歌はじめ！びいなす新春歌声広場
❖お正月遊び（投扇興、福笑い、羽根つき）
❖初釜

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 12/27木 16:00 横浜
2 1 28金 14:00 17:00 神戸
3 2 29土 終日クルージング

船長主催カクテルパーティー

4 3 30日 終日クルージング

5 4 31月 07:00 18:00 花蓮 o
6 5 1 / 1 祝 07:00 17:00 基隆 o
7 6 2 水 終日クルージング

8 7 3 木 07:00 18:00 鹿児島 o
9 8 4 金 08:00 17:00 別府 o
10 9 5 土 10:00 12:00 神戸
11 6 日 10:30 横浜
■お食事／Aコース：朝食10回・昼食9回・夕食10回　Bコース：朝食8回・昼食7回・夕食8回
■ドレスコード／インフォーマル1回、その他はカジュアルです。
※パスポート残存期間：帰国時まで有効なものが必要です。日本国籍以外の方は自国の領事
館、渡航先の領事館、入国管理局にお問い合わせください。

年末年始利用

おせち（イメージ）

鏡開き
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船内イベント ｜ VENUS EVENT

横浜
神戸

基隆

花蓮

別府

鹿児島

新年を迎える
予想位置

oオプショナルツアー（一例）
●太魯閣峡谷観光
●台北市内ハイライト観光
●薩摩の小京都 知覧観光
●別府地獄めぐり

花 蓮
基 隆
鹿児島
別 府

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円） 2名様1室利用
客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

Aコース 430,000 460,000 480,000 520,000 560,000 720,000 1,000,000 1,700,000 1,800,000
Bコース 380,000 404,000 420,000 452,000 484,000 612,000 800,000 1,360,000 1,440,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の140％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

森谷真理（ソプラノ）＆金山京介（テノール） 
～華麗なるオペラ・デュオ～
欧米の歌劇場を席捲するソプラノ・森谷真理とオペラ界の貴公
子、男性声楽ユニット「La Dill」でも注目のテノール・金山京介に
よるオペラ・デュオのコンサート。ピアニストに吉田貴至を迎え、

華やかな世界へ
誘います。年越し
カウントダウン
パーティーでは、
皆様とご一緒に
楽しく歌いまし
ょう！

姜
ジャン

 小
シャオチン

青 
中国古箏 コンサート
中国民謡・日本の歌曲やオリジナ
ル曲をはじめ、中国琵琶、二胡な
ど中国楽器でのアンサンブルを
お楽しみください。

西川啓光社中 
新春コンサート
筝・尺八・笛・琵琶・鳴り物・日本舞
踊の編成で、獅子舞を始めお座
敷遊びなど、日本のお正月を堪能
していただきます。

池田昭代 
語りて候 西郷イトの物語
～江戸から明治へ 新しい時代を作
った男たちを支えた薩摩の女たち～
NHK大河ドラマの主人公 西郷隆盛の
妻イトの目線からみた隆盛像を映像を
交えて鹿児島
の武士階級の
女性が使う上
町言葉で語り
ます。

九份（基隆） ■o 太魯閣峡谷（花蓮） ■o

霧島神宮（鹿児島） ■o 仙巌園と桜島（鹿児島） ■o

別府の湯けむり（別府） ■o 湯の坪街道（別府） ■o

写真提供 ： 公益社団法人 鹿児島県観光連盟
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四日市
横浜

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 90,000 96,000 100,000 110,000 118,000 150,000 215,000 340,000 360,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

横浜発  新春 伊勢クルーズ
2019年1月7日（月） ▶ 1月9日（水）【横浜発着 2泊3日】

北三重の観光に日本人のこころのふるさと伊勢神宮や
熱田神宮への初詣ができる四日市へ。

写真提供 ：伊勢志摩観光コンベンション機構、なばなの里

oオプショナルツアー（一例）
●伊勢神宮内宮初詣
●熱田神宮初詣と国宝犬山城
●なばなの里イルミネーション鑑賞

四日市

伊勢神宮内宮（四日市） ■o

なばなの里 イルミネーション（四日市） ■o

四日市港夜景

熱田神宮（四日市） ■o

新春祝膳（イメージ）

日程 入港 出港 寄港地

1 / 7 月 17:00 横浜
8 火 08:00 23:00 四日市 ko

9 水 16:30 横浜
■お食事／朝食2回・昼食2回・夕食2回　■ドレスコード／全てカジュアルです。

夜は全国的にも有名になった
四日市港の夜景が一望できる
スポットうみてらす14までの
四日市港提供によるシャトル
バスが運行される予定です。

新春
イベント

❖お正月遊び
（投扇興、
福笑い、かるた）

❖新春 歌声広場

びいなすの食
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神戸

孀婦岩沖
周遊

そうふ

鳥島沖
周遊

小笠原（父島）

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 193,000 206,000 215,000 235,000 253,000 325,000 465,000 765,000 810,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

神戸発  世界自然遺産 小笠原クルーズ
2019年3月1日（金） ▶ 3月6日（水）【神戸発着5泊6日】

緑の原生林の森にボニンブルーと呼ばれる青い海 豊かな自然の楽園の島へ。

写真提供 ： 小笠原村観光局

oオプショナルツアー（一例）
●ホエールウォッチング
●ウェザーステーション展望バス観光と二見湾ボート遊覧

小笠原
（父島）

洋上の景観ポイント

二見湾（父島）

小笠原固有植物観察（父島） ■o

鳥島
アホウドリの数少ない繁殖地で天然保
護区域に指定されている無人島です。

小笠原 出港時のお見送り
小笠原の出港時には、遊漁船に
よる心温まるお見送りが予定さ
れています。

孀
そうふ

婦岩
太平洋に突き出た高さ
約100mの奇岩です。

ザトウクジラ ■o
小笠原近海では2～4月はザトウクジラの活動
的な姿を楽しむことができます。
※野生動物の為ご覧になれない場合もございます。

日程 入港 出港 寄港地

3 / 1 金 21:00 神戸
2 土 終日クルージング ふれんどしっぷ・ナイト

3 日 13:00
小笠原（父島） o4 月 17:00

5 火 終日クルージング
鳥島・孀婦岩沖周遊

6 水 10:00 神戸
■お食事／朝食5回・昼食4回・夕食4回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
■小笠原へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もございます。

なお、車椅子での上陸は安全上お断りさせていただきます。
※ 3／1 乗船受付は20：00頃を予定しています。夕食・ショーはございませんがお夜食をご用意いたします。

お客様と私達乗組員で大好きな「海」を足がかり
に、クルーズを通して大洋の彼方にある「そこ」へ

訪れ、そこでしか見ることのできない「大自然の偉大さ」や「動植物の生き
る尊さ」を一緒に見学しましょう！ 
講演： 「小笠原に生息する

ウミガメの生態について」
小笠原海洋センターとの連携 
・船内夜話・パネル展示 
・ウミガメ放流見学

びいなすネイチャー
プロジェクト

ウミガメ放流

その他イベント  貝殻のフォトフレーム作り・カクテル教室・社交ダンス教室（初心者向け）・星空観察
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横浜

奄美大島

石垣島
宮古島

那覇

横浜発  春の沖縄・奄美 島めぐりクルーズ
2019年2月20日（水） ▶ 2月28日（木）【横浜発着 8泊9日】

oオプショナルツアー（一例）
●伊良部大橋・絶景ドライブ
●自然を感じる西表島・由布島めぐり
●沖縄美ら海水族館と古宇利大橋絶景ドライブ
●伝統文化にふれる 島北部めぐり

宮古島
石垣島
那 覇
奄美大島

美しい自然の景観が広がる温暖な亜熱帯の島 を々めぐります。

日程 入港 出港 寄港地

2 /20水 17:00 横浜
21木 終日クルージング

船長主催カクテルパーティー

22金 終日クルージング

23土 08:00 17:00 宮古島 o

24日 08:00 17:00 石垣島 o

25月 08:00 19:00 那覇 o

26火 08:00 17:00 奄美大島（名瀬） ko

27水 終日クルージング
ふれんどしっぷ・ナイト

28木 14:30 横浜
■お食事／朝食8回・昼食8回・夕食8回　
■ドレスコード／インフォーマル1回、カジュアル1回

各寄港地の平均気温（2月）
宮 古 島 18.3度
石 垣 島 19.1度
那　　覇 17.1度
奄美大島  15.2度
横　　浜 6.2度

川平湾（石垣島） ■o

メンバー 10
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客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金 336,000 360,000 376,000 410,000 442,000 570,000 815,000 1,360,000 1,440,000
メンバー10 302,400 324,000 338,400 369,000 397,800 513,000 733,500 1,224,000 1,296,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

写真提供 ：  沖縄観光コンベンションビューロー、
 公益社団法人 鹿児島県観光連盟

斎場御嶽（那覇） ■o 仲間川遊覧（西表島） ■o 金作原（奄美大島） ■o

マングローブ林（奄美大島） ■o

ホエールウォッチング（那覇） ■o
※野生動物の為、ご覧いただけない場合もございます。 伊良部大橋（無料で渡れる橋としては日本最長） （宮古島） ■o

世界自然遺産登録候補の島々の自然を満喫

遺産

世界
文化

クルーズ出発前にびいなす倶楽部に入会いただいた方全員の旅行代金が10％割引となります。
※びいなす倶楽部については18ページをご参照ください。メンバー 10

o  石垣港からは八重山諸島の観光も楽しめます。

竹富島 ■o 由布島 ■o 小浜島 こはぐら荘 ■o

船内イベント  お雛様のクラフト教室・健康体操教室・春のデザート教室・スカーフ教室・社交ダンス教室（初心者向け）・ルーレット&ブラックジャック教室・クイズ 他
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神戸

宮崎

宿毛

奄美大島

瀬戸大橋

明石海峡大橋

来島海峡大橋

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 172,000 184,000 192,000 210,000 226,000 290,000 415,000 680,000 720,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

oオプショナルツアー（一例）
●青島神社と日南海岸ドライブ
●原生林の森・金作原ウォーキング
●入田ヤナギ林の菜の花まつり

宮 崎
奄美大島
宿 毛

神戸発  春の奄美大島・南国宮崎・土佐クルーズ

世界自然遺産候補の奄美大島と南国 宮崎・高知の美しい自然と花 に々触れる旅へ。

2019年3月11日（月） ▶ 3月15日（金）【神戸発着 4泊5日】

日程 入港 出港 寄港地

3 /11月 14:00 神戸
ふれんどしっぷ・ナイト

12火 07:00 15:00 宮崎 o

13水 07:30 16:30 奄美大島（名瀬） ko

14木 13:00 18:00 宿毛 ko

15金 16:00
瀬戸内海クルージング
神戸

■お食事／朝食4回・昼食4回・夕食4回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。

大浜海浜公園（奄美大島） ■o

フローランテ宮崎 春のフローラル祭（宮崎） ■o

柏島（宿毛） ■o金作原（奄美大島） ■o

入田ヤナギ林の菜の花（宿毛） ■o
※花の開花時期や状況は
　気象条件等により異なります。

瀬戸内海クルージング

写真提供 ： （公財）高知県観光コンベンション協会

船内イベント  船内見学ツアー・社交ダンス教室（初心者向け）・ルーレット&ブラックジャック教室 他
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宇野

屋久島

因島大橋

三原瀬戸
瀬戸大橋

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 92,000 98,000 102,000 111,000 119,000 151,000 215,000 344,000 364,000
■シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

岡山宇野発  世界自然遺産 屋久島クルーズ
2019年3月16日（土） ▶ 3月18日（月）【岡山宇野発着 2泊3日】

週末を利用して「洋上アルプス」と称される緑と水が織りなす豊かな自然が魅力の島へ。日中の瀬戸内の景観もお楽しみいただけます。

日程 入港 出港 寄港地

3 /16土 11:00 宇野
ふれんどしっぷ・ナイト

17日 08:00 17:30 屋久島 o

18月
15:00

瀬戸内クルージング
（三原瀬戸経由）

宇野
■お食事／朝食2回・昼食3回・夕食2回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。

oオプショナルツアー（一例）
●屋久島一周と白谷雲水峡ハイキング
●大自然体感・屋久島森林浴

屋久島

紀元杉（屋久島） ■o

永田いなか浜（屋久島） ■o大川の滝（屋久島） ■o

s
連絡バス付 JR岡山駅・高松駅・倉敷駅～宇野港間

連絡バス付（予約制・追加代金不要）3／16、3／18
JR岡山駅・高松駅・倉敷駅  ◀▶ 宇野港
※詳しくは、最終日程表にてご案内いたします。

宮之浦港

船内イベント  船内見学ツアー・屋久杉ストラップ作り・スカーフ教室・クイズ 他
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船内イベント ｜ VENUS EVENT

鳥羽
清水

仙台

和歌山

高知

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 216,000 231,000 241,000 263,000 283,000 363,000 518,000 850,000 900,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

春の訪れを告げる花々の咲くシーズンに桜の名所をはじめ、美しい
清流に世界遺産、伊勢神宮などのツアーを楽しめる地を訪れます。
※オプショナルツアーで訪れる地を含みます。

写真提供 ： 静岡県観光協会、伊勢志摩観光コンベンション機構

仙台発  春爛漫 南国土佐と紀州・伊勢・駿河クルーズ
2019年3月26日（火） ▶ 3月31日（日）【仙台発着 5泊6日】

oオプショナルツアー（一例）
●世界遺産三保の松原と日本平ロープウェー
●仁淀ブルーの清流と高知市内ハイライト
●世界遺産高野山・奥之院の1日
●伊勢神宮・内宮参拝

清 水
高 知
和歌山
鳥 羽

Yucca クリスタルボイスコンサート
クラシック、J-pop、ロック、オペラまで幅広いジャンルを
歌うクラシカル・クロスオーバーの歌姫。TOYOTAアル
ファードCM曲、「宇宙戦艦ヤマト」のスキャットを始め、
数々のテーマ曲を担当。Yuccaのクリスタルボイスを
お楽しみください。

いちむじん クラシックギターの魅力
いちむじんとは土佐弁で一生懸命の意味。幅広いジャンルの演
奏が魅力で、龍馬伝エンディング紀行の音楽で一躍人気ユニット
となりました。このクルーズではトリオの編成でお届けします。

高知城（高知） ■o

紀三井寺
（日本さくら名所100選） （和歌山） ■o

※花の開花時期や状況は気象条件等により異なります。

三保の松原と富士山（清水） ■o

仁淀川（高知） ■o 高野山（和歌山） ■o 伊勢神宮 内宮（鳥羽） ■o

日程 入港 出港 寄港地

3 /26火 11:00 仙台 ふれんどしっぷ・ナイト

27水 08:30 13:00 清水 ko

28木 08:00 19:00 高知 ko

29金 07:00 18:00 和歌山 ko

30土 09:00 17:00 鳥羽 o

31日 17:00 仙台
■お食事／朝食5回・昼食6回・夕食5回　■ドレスコード／全てカジュアルです。
■鳥羽へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もございます。

なお、車椅子での上陸は安全上お断りさせていただきます。

遺産

世界
文化

連絡バス付 JR仙台駅～仙台港間

連絡バス付（予約制・追加代金不要）3／26・3／31
JR仙台駅  ◀▶ 仙台港 　※詳しくは、最終日程表にてご案内いたします。

遺産

世界
文化

その他イベント 船内見学ツアー・エレガントコサージュ作り・社交ダンス教室（初心者向け）・スカーフ教室・風呂敷教室
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船内イベント ｜ VENUS EVENT

神戸

宮崎

別府

客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 123,000 132,000 138,000 150,000 162,000 210,000 300,000 510,000 540,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

神戸発  春の九州クルーズ
2019年4月12日（金） ▶ 4月15日（月）【神戸発着 3泊4日】

日本屈指の源泉数を誇る別府と南国リゾートの宮崎へ。

oオプショナルツアー（一例）
●くじゅう花公園と九重“夢”大吊橋
●湯布院散策と由布岳を望む絶景露天風呂
●青島神社と日南海岸ドライブ

別 府

宮 崎

スーパーキッズ・
オーケストラが

乗船
ボランティア出演

世界的に活躍する指揮者である佐渡裕が芸術監督を務める小学校から高校生までの
子供達で編成されるスーパーキッズ・オーケストラ。大分県の被災地を訪問予定で、
神戸から別府の区間に乗船し、特別に4月12日の夜に船内でミニコンサートを行って
いただく予定です。 ※都合により中止になる場合もございます。

※花の開花時期や状況は
　気象条件等により異なります。

くじゅう花公園：チューリップフェスタ（別府） ■o

日南海岸（宮崎） ■oフローランテ宮崎 春のフローラル祭（宮崎） ■o

日程 入港 出港 寄港地

4 /12金 19:00 神戸
13土 10:00 19:00 別府 o

14日 07:00 15:00 宮崎 o

15月 09:00 神戸
■お食事／朝食3回・昼食2回・夕食3回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※ 4／12 乗船受付は16:30頃を予定しております。

s

※写真は2016年4月乗船時のものです。

Magic GO&Kazumi ワンダフル マジックNight
スピード感に溢れたマジックと豪華絢爛なイリュージョンの数々は
不思議なだけでなく観る者を幸せにすると評判です。ダンサーとし
てもプロの肩書きを持つ二人のパフォーマンスの美しさと、驚きの
マジックを是非ご体験ください。

50PACIFIC VENUS



神戸

屋久島

横浜

種子島

奄美大島
徳之島　

国頭村

A B 日程 入港 出港 寄港地

1 1 4 /16火 12:00 神戸
ふれんどしっぷ・ナイト

2 2 17水 08:30 17:00 種子島 ko

3 3 18木 08:00 17:00 徳之島闘牛観覧付 ko

4 4 19金 08:00 17:00 国頭村 o
5 5 20土 08:00 18:00 奄美大島（名瀬） ko
6 6 21日 08:00 18:00 屋久島 o
7 7 22月 16:00 18:00 神戸
8 23火 16:30 横浜
■お食事／Aコース：朝食7回・昼食8回・夕食7回　Bコース：朝食6回・昼食7回・夕食6回　
■ドレスコード／全てカジュアルです。
■国頭村へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もございます。
なお、車椅子での上陸は安全上、お断りさせていただきます。

神戸発  春の南西諸島・島めぐりクルーズ
Aコース  2019年4月16日（火） ▶ 4月23日（火）【神戸発横浜着 7泊8日】
Bコース  2019年4月16日（火） ▶ 4月22日（月）【神戸発着 6泊7日】

oオプショナルツアー（一例）
●種子島宇宙センター見学半日観光
●徳之島半日島内観光
●辺戸岬とやんばるの森ハイキング
●奄美原生林の森 金作原ハイキング
●屋久島一周と白谷雲水峡ハイキング

種子島
徳之島
国頭村
奄美大島
屋久島

世界遺産や世界遺産登録候補の島々の個性豊かな自然をお楽しみください。

あやまる岬（奄美大島） ■o

51 PACIFIC VENUS



船内イベント ｜ VENUS EVENT

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用
客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

Aコース 303,000 323,000 337,000 365,000 395,000 507,000 703,000 1,187,000 1,255,000
Bコース 257,000 275,000 287,000 311,000 335,000 431,000 611,000 1,031,000 1,091,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

藤原道山×SINSKE コンサート
尺八とマリンバだけで、オーケストラのような多彩な響きを生み出
す。二人のそんな想いからスタートしたコンサートが今、国内外にも

広がりをみせています。
様々なテーマでクラシ
ックをはじめ、日本唱歌
やポップスなどジャンル
を超えた名曲の数々に
オリジナル楽曲を交え
1夜限りのステージを
お届けします。

ムシロ瀬（徳之島） マングローブ林（奄美大島） ■o

宇宙科学技術館（種子島） ■oヤクスギランド（屋久島） ■o

辺戸岬（国頭村） ■o

闘牛（徳之島）

やんばるの森（国頭村） ■o

写真提供 ： 公益社団法人 鹿児島県観光連盟、天城町役場

4／18（木） 徳之島 闘牛観覧付
牛同士がぶつかり合う迫力と激しい技の攻防、各牛について檄を飛ばす勢子
と観客が一体となり、興奮と熱気に包まれる真剣勝負をお楽しみください。
※闘牛会場までのシャトルバスを運行いたします。

世界自然遺産登録候補
「奄美・琉球」

●奄美大島・徳之島
2島の属する奄美群島は、国内最大規模の亜熱帯照葉樹林が広がり、多種
多様な希少動植物が生息。また、マングローブや世界北限のサンゴ礁な
ど、多様な自然環境を有する地域です。

●やんばる地域
世界的に数少ない亜熱帯照葉樹林の森で、多くの希少な動植物が生息・生
育しており「奇跡の森」と呼ばれています。

奄美大島と徳之島、沖縄本島北部のやんばる地域と西表島は、イリオモテヤマネコ、ヤンバル
クイナ、アマミノクロウサギなど島ごとの独自の生物進化がみられ、独特の生態系と生物多様
性より世界自然遺産登録候補になっている動植物の宝庫です。
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神戸

佐世保

横浜

酒田
佐渡島

浦河

別府

瀬戸大橋

明石海峡大橋

来島海峡大橋

Aコース  2019年5月7日（火） ▶ 5月16日（木）【神戸発着 9泊10日】
Bコース  2019年5月8日（水） ▶ 5月17日（金）【横浜発着 9泊10日】

横浜発
神戸発  春の日本一周クルーズ

春の季節を彩る花々や豊かな自然、その土地ならではの文化に触れる日本再発見の旅。

oオプショナルツアー（一例）
●日本さくら名所100選 二十間道路桜並木ドライブ
●羽黒山と最上川舟下り
●小木と宿根木散策
●大航海時代の城下町 平戸1日
●くじゅう花公園と九重“夢”大吊橋

浦 河
酒 田
佐渡島
佐世保
別 府

静内 二十間道路桜並木（日本さくら名所100選） （浦河） ■o

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 5 / 7 火 17:00 神戸
2 1 8 水 15:30 19:00 横浜
3 2 9 木 終日クルージング

船長主催カクテルパーティー

4 3 10金 08:00 15:00 浦河 ho
5 4 11土 09:00 19:00 酒田 ko
6 5 12日 08:00 17:00 佐渡島（小木） ko
7 6 13月 終日クルージング

8 7 14火 08:00 18:00 佐世保 ko
9 8 15水 09:00 21:30 別府 o

10 9 16木 16:00 18:00
瀬戸内海クルーズ

神戸
10 17金 16:30 横浜

■お食事／A・Bコース共：朝食9回・昼食9回・夕食9回　
■ドレスコード／インフォーマル1回、その他はカジュアルです。
■佐渡島へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もございます。
なお、車椅子での上陸は安全上、お断りさせていただきます。

メンバー 10
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客室タイプ ステートJ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイート ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金 377,000 404,000 422,000 460,000 496,000 640,000 915,000 1,530,000 1,620,000
メンバー10 339,300 363,600 379,800 414,000 446,400 576,000 823,500 1,377,000 1,458,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用（A・Bコース同額）

写真提供 ： 長崎県観光連盟、ハウステンボス、大分県

くじゅう花公園のネモフィラ（別府） ■o ハウステンボス（佐世保） ■o

本間家旧本邸（酒田） ■o小木（佐渡島）羽黒山（酒田） ■o

稲積水中鍾乳洞（別府） ■o九重”夢”大吊橋（別府） ■o九十九島（佐世保） ■o

©ハウステンボス／C-6462

日本一を訪ねて

クルーズ出発前にびいなす倶楽部に入会いただいた方全員の旅行代金が
10％割引となります。 ※びいなす倶楽部については18ページをご参照ください。メンバー 10

浦 河
酒 田
佐 渡 島
佐 世 保

別 府

瀬戸内海

日本一の桜並木、軽種馬生産頭数日本一
天然のブナ林面積日本一（県）、日本一の大地主、世界一のクラゲ水族館、日本一長い煎餅工場
日本最大の金銀山
島密度日本一、日本一短い駅間（鉄道線）、
切れ目なく直線につながったアーケード街日本一
温泉泉質の多さが日本一、日本一の炭酸泉、
日本一の高さの歩道吊橋、日本最長の水中鍾乳洞
日本最大の内海、日本一の海峡横断橋
※かつての日本一や諸説あるものも含まれています。

日本をめぐりながら、その土地の日本一を探してみませんか。自由散策や船上からでも
体感できるものや、何ヵ所かはオプショナルツアーで訪れることを計画しています。
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お申し込みの方法と契約の成立
（1）申込書に所定の事項を記入し、1名あたり下記の申込金のお支払いが

必要になります。申込金は旅行代金又は取消料もしくは違約料のそれぞ
れ一部として取扱います。なお、申込書にお客様のローマ字氏名を記入
する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりに

　  ご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、お客様の
     交替の場合に準じて同様の手数料をいただきます。　

（2）電話等の通信手段にてご予約の場合、予約の時点では契約は成立し
ていません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日から起算して3日
以内に、前項に定める金額の申込金と申込書を提出していただきます。
なお、お客様から当該期間内に申込金の提出がなされないときには当
社は予約がなかったものとして取扱います。

（3）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立
するものとします。

（4）募集型企画旅行の参加に際し特別な配慮を必要とするお客様は、契約の
申し込み時に申し出てください。この時当社は可能な範囲でこれに応じます。
お申し込み条件

（1）20歳未満の方は保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者
の同行を条件とします。

（2）健康を害している方、車椅子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、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
になった場合も直ぐにお申し出ください。）あらた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。

（3）前号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。これに際してお客様の状況および必要とされる措置につい
てお伺いし、又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。

（4）当社は旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同
行、医師による「お客様の健康情報」（所定書式）の提出、コースの一
部について内容を変更すること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、又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負担とします。

（5）長期クルーズ（クルーズ期間31日間以上）および当社が指定するクルーズでは、
すべてのお客様に健康アンケートの提出をお願いいたします。その内容によって
は医師による「お客様の健康情報」（所定書式）の提出をお願いいたします。

（6）６ヵ月未満のお子様はご乗船できません。
（7）他の旅行者に迷惑を及ぼしまたは団体旅行の円滑な実施を妨げる恐

れがあると認められるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
（8）お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたときは、

お申し込みをお断りする場合があります。
旅行代金の支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって国内クルーズ
の場合は21日目に当たる日より前に、海外クルーズは、60日目に当たる
日以降、31日目に当たる日より前に（ピーク時の海外クルーズは41日目
に当たる日より前に）お支払いいただきます。
旅行代金に含まれるもの

（1）旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃・料金（この運賃・料金
には、運送機関に課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に
対応する為、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に
一律に課せられるものに限ります｡以下同様）を含みません）。

（2）旅行日程に含まれる送迎バス等の運賃・料金
（3）旅行日程に明示した宿泊・食事・船内イベント参加費用（一部材料費を除く）
（4）手荷物の運搬料金（各交通機関の規定に基づく）
〔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ません。その一部を例示します。

（1）飲料代、クリーニング代、電報・電話料等個人的性質の諸費用および
それに伴う税・サービス料

（2）疾病、傷害に関する治療費およびそれに伴う諸費用
（3）乗船港までおよび下船港からの交通費、宅配便代、その他個人的費用
（4）希望者のみ参加する各寄港地でのオプショナルツアーの旅行代金
（5）お客様のご希望によりお一人部屋を利用される場合の追加料金
（6）渡航手続き諸費用（旅券印紙代、査証代、予防接種料金、渡航手続取扱料金等）
（7）任意の旅行保険料並びに携帯品保険料
（8）客室タイプ変更による追加代金
（9）日本国外の出入国税等及びこれに類する諸税
（10）運送機関の課す付加運賃・料金

旅券・査証について（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先の
領事館、入国管理事務所にお問い合わせください）
お客様がお申し込みになられた旅行において、旅券（パスポート）の有
効残存期間や査証（ビザ）を必要とする場合があります。具体的な必要
国は本パンフレットに記載されていますので、ご確認ください｡
＊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。これらの手続等の代行について
は、取扱店（当社）が渡航手続代行料金をいただいてお受けします｡

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。

（2）当社の責任とならない各種ローンの取り扱いおよびその他渡航手続き
上の事由に基づき、お取り消しになる場合も上記の取消料をお支払い
いただきます。
当社による旅行契約の解除
参加者数が明示した最少催行人員に達しなかった時は、旅行を中止し
ます。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって国内旅
行にあっては13日目に当たる日より前に、海外旅行にあっては23日目（ピ
ーク時に旅行を開始するものについては33日目）に当たる日より前に、
旅行を中止する旨をお客様に通知いたします。
旅程管理
添乗員は同行いたしませんが、船内では係員が、現地では現地係員が
お世話いたします。
当社の責任
当社は当社また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、当社に
故意又は重大な過失がある場合を除きます）。
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11

12
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14

16

2

3

4

5

6

7

旅行契約の解除日 取消料
〈国内クルーズ〉

21日前まで
20日前から8日前まで旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって
7日前から2日前まで

旅行開始日の前日
旅行開始日の当日
旅行開始後または無連絡不参加

無  料
旅行代金の 20％
旅行代金の 30％
旅行代金の 40％
旅行代金の 50％
旅行代金の100％

旅行契約の解除日 取消料
〈海外クルーズ（長期クルーズを除く）〉

ピーク時の旅行である場合、41日前まで
40日前から31日前まで〃旅行開始日の

前日から起算して
さかのぼって

31日前まで
30日前から3日前まで

旅行開始日の前々日から当日まで
旅行開始後または無連絡不参加

無  料
旅行代金の 10％

無  料
旅行代金の 20％
旅行代金の 50％
旅行代金の100％

（注）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。

旅行契約の解除日
〈海外長期クルーズ（クルーズ期間31日間以上）〉

121日前まで
120日前から91日前まで旅行開始日の

前日から起算して
さかのぼって

90日前から61日前まで
60日前から31日前まで
30日前から21日前まで
20日前から3日前まで

無  料
取消料

旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の

旅行開始日の前々日から当日まで 旅行代金の
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の

  5％
 10％
 20％
 30％
 40％
 50％
100％

変更補償金の支払いが必要となる変更

契約書面に記載した旅行開始日または旅行
終了日の変更
契約の書面に記載した入場する観光地また
は観光施設（レストランを含みます）、その他
旅行目的地の変更
契約書面に記載した運送機関の等級または
設備のより低い料金のものへの変更（変更
後の等級および設備の料金の合計額が契
約書面に記載した等級および設備のそれを
下回った場合に限ります）
契約書面に記載した運送機関の種類または
会社名の変更
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地た
る空港または旅行終了地たる空港の異なる
便への変更
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間
における直行便の乗継便または経由便への
変更
契約書面に記載した宿泊機関の種類または
名称の変更
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、
設備または景観その他客室の条件変更
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツア
ータイトル中に記載があった事項の変更

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.5

3.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

5.0

一件あたりの率（％）
旅行開始前 旅行開始後

注1）「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までに旅行
者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更について旅
行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2）第4号または第7号、第8号に掲げる変更が1乗車船または1泊の中
で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1変更として取
り扱います。

注3）第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までを適用せず第
9号によります。
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旅行条件（要約） 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。

取消料（お客様による旅行契約の解除）
（1）お客様はいつでも次に定める取消料を払って旅行契約を解除すること

ができます。ただし、契約解除のお申し出は、営業時間内にお受けします。

旅程保証
当社は右表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、右表に記載
する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旅行契約につき旅行代金の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。

お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被った時は、そのお客様
に損害の賠償を申し入れます。
旅行条件の基準期日
このパンフレットに記載された旅行サービス内容および旅行条件は、
2018年4月1日現在を基準として算定しております。
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日前に当たる日以降に申し込みされた場合には出
発当日）までにお送りします。なお期日前であってもお問い合せいただけ
れば手配状況についてご説明いたします。
その他

（1）当社はいかなる場合も旅行の再実施は行いません。
（2）お客様が個人的な案内・買物等を係員、現地係員等に依頼された場合の

それに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様
の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要し
た諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。

（3）その他の事項に関しては、当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約
の部）によります。
個人情報の取り扱いについて

（1）当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報に
ついて、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様が
お申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等（主要な運送・宿
泊機関等については当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に
記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。）の提供する
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（以下「手配
等」といいます。）に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の
費用等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、それら運送・
宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、あらかじめ電子的方法等で
送付することによって提供いたします。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。
このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の
商品やサービスの御案内、当社の商品やキャンペーンの御案内のため
に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

（2）当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡
先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病
があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場
合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を
当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
＊また、当社では（1）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（2）アン
ケートのお願い。（3）特典サービスの提供。（4）統計資料の作成｡（5）当社の旅
行商品のご案内。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります｡
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渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫所「海外で健康に過
ごすために」ホームページ：http://www.forth.go.jp/でご確認ください。

より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故、盗難などに備えて、
お客様ご自身で旅行保険に必ずご加入されることをおすすめいたします。

海外危険情報について
海外クルーズの場合、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/

募集型企画旅行契約
この旅行は、当社が企画、募集し実施する募集型企画旅行で、お客様
は当社と募集型企画旅行契約（以下旅行契約といいます）を締結する
ことになります。又契約の内容・条件はこの書面による他、パンフレット、
出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）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。旅行業約款に定めのない
事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

1

旅行代金の額の変更
（1）当社は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日目に当たる日より前にお知らせします。

（2）運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、
旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更
になった時は、旅行代金の額を変更することがあります。取り消しによって利用
人数が変更となった時は、取り消したお客様より所定の取消料をいただきます。
お客様の交替
お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡
することができます。この場合当社所定の用紙に所定の事項を記入の
上、当社に提出していただきます。その際1名様につき10,000円の手数
料をいただきます。取消料が10,000円を下回る場合、取消料をもって
交替の費用とさせていただきます。なお、1室ご利用のお客様全員が交替
される場合は取消扱いとなり、所定の取消料をいただきます。
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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、または手荷物に被った一定の
損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海
外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数
により海外旅行4万円～40万円、国内旅行2万円～20万円、通院見
舞金として通院日数により海外旅行2万円～10万円、国内旅行1万円～
5万円、携行品にかかる損害補償金（15万円を限度、ただし一個又は
一対についての補償限度は10万円）を支払います。
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旅行代金の総額 15万円未満 30万円以上15万円以上30万円未満
20,000円以上 50,000円以上30,000円以上

海外クルーズは旅行代金の20％
申込金

●お申し込み・お問い合わせは

東京都知事登録旅行業
第3-4648号

受
託
販
売

〒103-0014  東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4  N2ビル 2階
営業時間／月曜～金曜 09：30～18：00（休日：土・日・祭日） 総合旅行業務取扱管理者：稲葉英雄

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7 日比谷U-1ビル22階
〒530-0001 大阪市北区梅田2 -5 -2 5  ハービスOSAKA1 5階

旅行企画
実 施

観光庁長官登録旅行業第1340号 JATA正会員 旅行業公正取引
協 議 会 会 員

総合旅行業務取扱管理者とは､お客様の旅行を取り扱う営業所での取り引きに関する責任
者です。この旅行契約に関し､担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく左記の
取扱管理者にお尋ねください。




