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20年のありがとうに笑顔と夢をのせて

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12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。

C

H
E C

K  P O I N

T

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。

20周年を記念して
ロゴマークをペイント

しました！

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
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※掲載の写真はすべてイメージです。

ぱしふぃっく びいなす
20年の歩み

1998

2001

History of  Pacific Venus

代表取締役社長

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

　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。

　そして、2018年4月に20歳の誕生日をむかえます。

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。
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船長 松井 克哉

洋上の楽園にようこそ！
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。

※掲載の写真はすべてイメージです。

遥かなる大海原への旅立ち。
同じ時間をともにする仲間をはじめ、旅の中での新しい出会い。
優雅に、そして心地よく流れるゆったりとした時間。
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

クルーズの1日 （一例）

爽やかな朝のはじまり朝 1周336mのボートデッキでウォー
キングなど軽い運動を。

アーリー
モーニングティー

朝食後は過ぎゆく景色をのんびり眺めたり、船内イベントでお楽しみください。

香り高いコーヒーを味わい
ながら当日のイベントスケ
ジュールが掲載された船内
新聞を片手に、1日の過ごし
方を考える。素敵な1日の始
まりです。

ご朝食

カルチャー教室、講演、
各種スポーツ・ゲーム、
映画 など

モーニングティー

日中

ご昼食

白谷雲水峡（屋久島）

和食・洋食など多彩なメニュー
を日替わりでご用意しています。

アフタヌー ンティー

オプショナルツアーや自由散策をお楽しみくだ  さい！

サンドウィッ チ･バー

船内の過ごし方

寄港日の過ごし方
OP

写真提供：利尻町
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※掲載の写真はすべてイメージです。

感動に出会う旅

の魅力
～味わう～
すべては、お客様の「美味しい」のために！ ご当地
食材にこだわった料理の数々をお届けいたします。

～奏でる～
専属バンド演奏やゲストによるショーなど乗船から
下船まで船内各所で音楽を奏でます。

～ふれんどしっぷ～
船内イベントは全て日本語。 「ふれんどしっぷ」を
コンセプトに心地よいおもてなしをいたします。

～心躍る～
中型サイズの客船だからこそ行くことのできる
秘境や離島への旅を1泊からご用意しています。

グルメ

エンターテイメント

フレンドシップ

エキサイティング

午後も船内イベントでお楽しみください。

満点の空を眺めたり、
ゲームコーナーで
運試し

姫沼（利尻島）

沖縄美ら海水族館（沖縄）

片男波海岸（和歌山）

アフタヌー ンティー コーヒー、紅茶とともに専属パティシエ特製
スイーツをお楽しみください。

オプショナルツアーや自由散策をお楽しみくだ  さい！

サンドウィッ チ･バー 夕食までのひと時、サンドウィッチなどの
軽食をご用意しています。

ゆったり夜のひとときを夜

ご夕食 シェフが腕によりをかけた
料理でお楽しみください。

メインショー
コンサートやショー、伝統芸能などのステージを
お楽しみください。

バーテンダーが作る
あなただけのオリジナ
ルカクテルをお楽しみ
ください。

少しお腹がすいたら、
お夜食をどうぞ。
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寄港地の食材や四季折々の味覚を
取り入れた料理でおもてなし。

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）
（イメージ）

夕食

～味わう～

※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

グルメ

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
を食前酒としてお楽しみいただ
けます。

料理長

新鮮な海産物や野菜を使った、
シェフの思いを込めたこだわり
の和食をご堪能ください。

（イメージ）

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

こだわりを凝縮した正
統派フランス料理や、
創作フレンチをご堪能
ください。



早朝から夕食前まで、コーヒー・紅茶ととも
に、お菓子やケーキなど1日4回のティータイ
ムをお楽しみいただけます。

びいなす
オリジナル
ドリンク
（有料）

洋食フードバーや和定食など、多彩
なメニューをご用意しています。

スイーツ
お菓子職人（パティシエ）特
製、ハンドメイドスイーツの
数々をお楽しみいただけます。

コーヒー・
紅茶は終日無料で
ご用意しています

クルーズによっては
和菓子もご提供い
たします

朝食

お休み前のひととき、手軽に召し上がっていた
だけるフルーツと夜食をご用意しております。

洋食（イメージ）

（イメージ）

雑炊（イメージ）

※掲載の写真はすべてイメージです。 6

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。

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。

ヘッドウェイター

「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。

フード＆ビバレッジマネージャー

和食（イメージ）

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。

夜食

ヘッドウェイター

やさしい味わい
の、雑炊が人気
です！

（イメージ）

ティー
タイム

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）



～奏でる～

エンターテイメント

笑顔あふれる
「フレンドリーなおもてなし」

※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。

カジュアルで気取らず、初めて乗船さ
れる方も楽しめる船内イベントです。
カクテルを片手にフレンドリーで気さく
な乗組員との語らいや専属バンドの
歌や音楽・ダンスなどでお楽しみくだ
さい。

クルーズによっては夕方にカクテル
パーティーが開かれます。

ふれんどしっぷナイト

スペシャルゲスト

（一例）毎夜変わるエンターテイメント

～ふれんどしっぷ～

フレンドシップ

※掲載の写真はすべてイメージです。7

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。

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。

カルロス菅野

由紀 さおり 中 孝介 太田 裕美

手嶌 葵 假屋崎 省吾 クルーズディレクター

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。

メインホール

メインラウンジ



内田 貴光内田 貴光

ぱしふぃっく びいなす専属バンド

Mr.マリックMr.マリック

St.トロペス＆シャーロット

大人の社交ゲーム
ルーレット、ブラックジャッ
ク、スロットマシーンで、
気分はラスベガス。

社交ダンスタイム
軽やかな音楽にのって、
華やかな社交のひとと
きを。

スポーツゲームやクラフト教室、塗り絵コーナー
やキッズ映画上映に楽しいパフォーマンスも！
お子様用の船長服を着て記念撮影はいか
がですか。笑顔と
歓声があふれるイ
ベントで、ハッピー
な思い出をたくさん
作りましょう ！

ゴールデンウィークと夏休みの
クルーズではキッズイベントを開催

マジックショー

彦太彦太紫舟紫舟
【書道家】【書道家】 【日本舞踊家】【日本舞踊家】

【マジシャン】【マジシャン】 【マジシャン】【マジシャン】

伝統文化

アロージャズオーケストラアロージャズオーケストラテレマン室内オーケストラテレマン室内オーケストラ

コンサート

ゲストによるショーをお楽しみください。

船内新聞
船内新聞を毎日発行し、翌日分を毎夜お部屋にお
届けします。船内新聞にはクルーズスケジュール、
お食事、船内イベント、寄港地のご案内などクルー
ズを楽しむための情報が満載です。スケジュール
づくりやお寛ぎの時間にお役立てください。

歌声広場
四季折々の歌や童謡・
唱歌、懐メロなどを、皆
様と一緒に歌います。

ビンゴゲーム
ソーシャルスタッフによ
る愉快な司会でお送り
いたします。

アート＆クラフト教室
船内や寄港地でもお使
いいただける、便利でか
わいい小物を手作りして
みませんか。（一部有料）

映画鑑賞
広々としたシアターで、
洋画・邦画の多彩な作
品をお楽しみいただけ
ます。

アクティビティ（一例）

※掲載の写真はすべてイメージです。

ライブ

キッズ
プログラム

©masaaki miyazawa©masaaki miyazawa
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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！



神戸発

名古屋発

関西・名古屋から敦賀へ
送迎バスでらくらく移動！

博多発

沖縄

与論島

屋久島

奄美大島

阿波踊り

小豆島
生口島

大崎下島

敦賀発

五島
上五島

天草

壱岐島

長崎くんち

関門海峡花火

ツアーディレクター

古宇利大橋

奄美大島

与論島の空撮

寄港地では私たち船内
ツアーチームのスタッフ
がオプショナルツアーに
同行いたしますのでご安心
ください！

沖縄や南西諸島のもっとも過ごしやすい「うりずん」の時期に、
4つの島めぐり。離島間の移動も楽々です。

沖縄・南西諸島 19ページ

船上から眺める
美しい花火

29、 39、 47、
50、 51、 52
ページ

9 ※掲載の写真はすべてイメージです。

各地で行われる花
火大会。デッキの上
でゆったりと潮風を
浴びながら花火観
賞は最高の思い出
になります。 瀬戸内海

穏やかな海、点在する島々、美しいアーチ橋など、瀬戸内海クルーズ
は見どころがいっぱいです。

瀬戸大橋瀬戸大橋

26、 27、29、 31、 37、 39、 49ページ

鞆の浦 大崎下島（御手洗）

小豆島

生口島（瀬戸田）

～心躍る～

九州の島々 23、 26、 
46、 58ページ

豊かな自然や数々
の教会など魅力的
な島が点在してい
ます。

五島

天草

壱岐島

中型サイズの客船だからこそ行くことの
できる、秘境や離島への旅を1泊から
ご提案いたします。

エキサイティング



小樽発

礼文島
利尻島

小笠原
諸島

横浜発

東京発

松島

中尊寺金色堂

ねぶた祭り

竿燈まつり

青森発

あなたも「びいなす連」の一員に
なって踊ってみませんか？

大きな港がない小さな島でも通船に乗り
換えて上陸します。しばしの遊覧を

お楽しみください！

利尻島

小笠原二見湾

ねぶた祭り 竿燈まつり

10※掲載の写真はすべてイメージです。

お祭り 50、 58ページ

各地の祭りや踊りもクルーズで。

秘境 小笠原 45、 54ページ

東京から南へ約1000㎞。小笠原は空港がなく船でし
か行くことができません。目覚めれば父島の二見湾。
通船上陸で冒険の始まりです！

秋田・青森 東北の夏祭り 47ページ

秋田の竿燈まつりでは船のスタッフが会場ま
でお連れし特別桟敷席からご覧いただきます。
青森のねぶた祭り会場は港から徒歩圏内！ 
港から近い桟敷席をご用意いたします！

新緑の東北 38ページ

芭蕉・奥の細道の風景がよみがえります。

中尊寺金色堂

花咲く季節に利尻島・礼文島に訪れます。

初夏の花咲く北海道 43ページ

礼文島

﹇
松
島
﹈

島
々
の
数
を
尽
し
て
、欹
も
の
は

天
を
指
、ふ
す
も
の
は
波
に
匍
匐
。

﹇
平
泉
﹈

夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡

五
月
雨
の
降
の
こ
し
て
や
光
堂

奥
の
細
道
　
松
尾
芭
蕉

各島、寄港地の上陸は…

阿波おどり（びいなす連）

写真提供：長崎県観光連盟、宮城県観光課

豪華絢爛な祭礼を専用観覧席から

長崎くんち

松島



●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。

■　　 オプショナルツアーについてご案内とご注意

オプショナルツアーの変更・中止 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。

オプショナルツアー取消料 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。

本船が接岸できる大きな港がない離島などでは通
船（テンダーボート）で桟橋へ上陸します。冒険心を
掻き立てる通船はクルーズならではの魅力です。

通船での上陸

じっくり時間をかけて港
周辺や街並みを自由に
散策。ツアーで訪れるの
とは一味違った地元の
方との出会いや発見が
あるのが魅力です。

自由散策
ご自分のペースでゆったりと観光したいという
方や、長時間歩くのが難しいという方におす
すめのタクシー（国内）や専用車（海外）を利
用した観光プランです。
※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。

タクシー・専用車プラン（別代金）

上陸
編

寄港地から広がる旅の楽しみ

港周辺をのんびり気ままにご自分のペースで観光

■バスサービスについて

※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。

寄港地によっては、岸壁にて地元の方々による
郷土色豊かな芸能披露や特産品販売などの歓
迎イベントが催されます。地元の方 と々の交流は
クルーズならではの魅力です。

寄港地歓迎イベント

～心躍る～

エキサイティング

※掲載の写真はすべてイメージです。

クルーズ代金に含まれる特別ツアー、祭
り観覧ツアーや地元の劇場観覧ツアー
など、その時その場所でしか見ることの出
来ない特別な思い出を演出いたします。

特別ツアー
寄港地によっては最寄の駅や近くの
観光地へ無料のシャトルバスを運行し
ますので、思い思いの休日をお楽しみ
ください。

シャトルバス

● 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。

船内ツアーデスク

「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。

寄港日でもお部屋はもちろんの事、船内で自由におくつろぎいた
だけます。寄港地によっては船内で地元の方々によるイベントを
開催いたします。詳しくは乗船後に船内新聞をご覧ください。

あえて外出せずに…

※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。

見所を効率よく便利に観光

旅行企画・実施／日本クルーズ客船（株）

寄港地の魅力を手軽に楽しみたい方にお
すすめです。バスで主な観光名所を周遊し
たり、ご当地グルメや温泉を堪能するなど
様 な々プランをご用意しています。

オプショナルツアー
（各寄港地で実施する別代金の観光ツアーです）

（イメージ）
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クルーズの出発港・帰着港によっては、乗
下船時間に併せて市街地・駅～港間の
連絡バスを運行する場合がございます。

寄港地によっては、自由行動をされるお客様のために港から市街地などへシャトルバ
スを運行する場合がございます。

乗下船時の送迎バスサービス
（　　　またはクルーズ代金込）

寄港地でのシャトルバスサービス

観光
編

自由
行動
編

希望にあわせて観光プランを選べば
旅先での楽しみがさらに広がります。

OP

OP



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。

もっとクルーズを楽しめる「びいなす倶楽部」
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。

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。

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 ］

カジュアル

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 ］

インフォーマル

ドレスコード
適用時間帯の目安

長期クルーズでは
「フォーマル」の日もございます

華やかな雰囲気の中、普段できないお洒落ができるのもクルー
ズならではの楽しみです。お客様お一人お一人がお洒落を楽し
んでいただくことはもちろん、皆様がそろって快適にお過ごしい
ただくためのマナーとして、インフォーマル、カジュアルなどのドレ
スコード（服装規定）を設定しております。夕方以降は常にドレ
スコードをお守りください。

※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

自由な服装でお過ごしいただけます（ただし、パジャマや浴衣（寝間着）などはご遠慮ください）。
その日ごとに設定されたドレスコードにあわせてお洒落をお楽しみください。

※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、旅仲間との出会いや
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。
他の旅にはない魅力を体験してみてください。

船内の医務室にてお客様の健康管理のお手伝
いをいたします。万が一ご気分が悪くなったり、体
調がすぐれない場合はご相談ください。

医師と看護士が
乗船しているので安心

※掲載の写真はすべてイメージです。

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。

船内で必要な費用について
アルコール飲料などのお飲み物代、ショップでの
お買い物代、オプショナルツアー代、クリーニング
代、通信費、一部のカルチャー教室の教材費など
の個人的諸費用は別途お支払いが必要です。
下船前に船内にて一括して現金またはクレジット
カードでご精算ください。

● 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

会員の方には
素敵な特典を
ご用意

12

クルーズの魅力は、目覚めれば次の寄港地という
身体にやさしい旅行です。乗下船時に宅配便
（有料）をご利用いただくと大きな荷物を持たずに
乗船でき、旅行中の荷物の移動もほとんどなく、
身軽に観光できます。

大きな荷物の移動も
ラクラクで身軽な旅を

※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）

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。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。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。会員対象イベント・パーティーのご案内。
　　　　　　　　   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。

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。

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！



 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。

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

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

ステートスルーム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

13

※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。

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



■ 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 ］ ［ 8階 ］

［ 7階 ］ ［ 11階 ］

［ 11階 ］

［ 11階 ］

■ 展望浴室

■ スポーツデッキ

大人の安らぎ空間

トップラウンジ
＜サテライト＞

リラクゼーション効果のあるボ
ディーセラピーやリンパ系エス
テティック、指先を演出するネイ
ルアート＆ケアなど、健康や美
容にお役立てください（有料）。

※掲載の写真はすべてイメージです。

水平線まで見渡せる最上階
ならではの展望の中、
素晴らしい景色や
ゲームを楽しみながら
優雅なひとときをお
過ごしください。

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。

［ 12階 ］

充実の設備が素敵な時間を紡ぎます

洋上の癒しの空間

びいなすサロン

［ 11階 ］

ゆ っ た り と お 過 ご し い た だ け る 寛 ぎ の 空 間

14



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を完備

（Room1001）アルカイック展望バス

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

■定員：E 2名、F～J 2～3名
　（15.3m2、シャワー・トイレ付）

階層によりE・F・G・H・Jタイプと分かれており、アイボリー調
にまとめられた客室は海側の角窓（H・Jタイプは丸窓）から
の光で明るく快適に船上生活を楽しめる空間となってい
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。

客室ごとにアルカイック・モダン・エレガント・ノーブルの計
4タイプのデザインでゆったりとした客室です。専用のバル
コニーも設けています。

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

ベッドルームとリビングが分かれたセパレートタイプのゆとり
ある客室です。海側に大きな窓を配し、専用のバルコニー
も設けています。

ロイヤルスイートルーム A・B

バルコニー

※ブルーレイプレーヤーを完備

■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

ステートルーム
 E ・ F ・ G ・ H ・ J

□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）

※掲載の写真はすべてイメージです。

の

（3名1室利用時 一例）
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全客室共通設備

● テレビ
● 冷蔵庫
● クローゼット
● ドレッサー

● 金庫
● タオル
● ドライヤー
● ウォシュレット型
　トイレ

※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

※ブルーレイプレーヤーを完備

■定員：2名　□9階・20室（23.5m2、バス・トイレ付）

ゆったりと開放感があり、室内のカラーコーディネイトが美
しく調和しています。車椅子対応ルームも2室ご用意して
います。

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。

車椅子対応ルーム

お食事時間は交代制ではございませんの
で、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

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。

ヘッドウェイター

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

■ ルームサービス
　  （アルコール飲料を除くお飲み物・軽食）

■ お部屋のミニバーセット
■ 冷蔵庫内のお飲み物
■ 映画ソフト（DVD）の貸出
■ ロイヤルスイートルームのランドリークリーニングサービス
　  （ワンナイトクルーズは除く）

■ ロイヤルスイートルームのインターネット閲覧・Eメールサービス
※ご乗船時にウェルカムスイーツをお届けします。

お部屋にて
追加代金なしで

ご利用いただけます

デラックスルーム

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。 16



海外クルーズ

神戸発着
びいなす音楽会クルーズ〜クラシック編〜
4月11日（水）～4月14日（土） 31

横浜発
神戸着
横浜発着

カムチャッカクルーズ〜ロシアの秘境を訪ねて〜
8月31日（金）～9月11日（火） 55–56

国内クルーズ

横浜発着 春の三河 蒲郡クルーズ
3月8日（木）～3月10日（土）

25

宇野発着 春の屋久島・五島 瀬戸内海クルーズ 
3月16日（金）～3月19日（月）

26

横浜発着 春爛漫 屋久島・紀州・佐世保と瀬戸内海クルーズ
3月26日（月）～4月1日（日） 27–28

神戸発着 瀬戸大橋開通30周年記念花火大会クルーズ
4月7日（土）～4月10日（火） 29

神戸発着 世界自然遺産 屋久島クルーズ
4月15日（日）～4月17日（火）

30

神戸発
東京着
神戸発着

春の南西諸島 島めぐりクルーズ
4月18日（水）～4月25日（水）

19–20

東京発着
びいなす音楽会クルーズ〜ジャズ・ポップス編〜
4月25日（水）～4月27日（金） 32

東京発着 GW 伊勢志摩クルーズ
4月27日（金）～4月29日（日）

35

東京発
名古屋着

GW東京・名古屋ワンナイトクルーズ 
4月29日（祝）～4月30日（月）

33–34

名古屋
発着

GW 阿波徳島クルーズ
5月1日（火）～5月3日（祝）

36

名古屋発
神戸着

GW名古屋・神戸ワンナイトクルーズ 
5月3日（祝）～5月4日（祝）

33–34

名古屋発
神戸着
神戸発着

GW 別府・小豆島クルーズ
5月3日（祝）～5月6日（日） 37

神戸発着
横浜発着

春の日本一周クルーズ
5月7日（月）～5月17日（木）

21-22

メンバー 10

メンバー 20■m

初乗船 20

メンバー 10

シングル 120

メンバー 10

横浜発着
風薫る東北・三陸クルーズ
5月20日（日）～5月23日（水） 38

神戸発着
瀬戸内海・弁天島花火大会と南九州
クルーズ
5月25日（金）～5月28日（月）

39

大阪発
名古屋着
名古屋
発着

初夏の八丈島・ひたちクルーズ
5月29日（火）～6月2日（土） 40

横浜発着 初夏の南紀クルーズ
6月11日（月）～6月13日（水）

41

横浜発
青森着

横浜・青森ゆったり2Nightクルーズ 
6月13日（水）～6月15日（金）

42

横浜発
青森着
青森発着

花と緑の利尻島・礼文島クルーズ
6月13日（水）～6月18日（月）

43–44

青森発
小樽着

青森・小樽ワンナイトクルーズ
6月18日（月）～6月19日（火） 33–34

小樽発
東京着
小樽発着

花と緑の利尻島・礼文島クルーズ
6月20日（水）～6月25日（月）

43–44

小樽発
東京着

小樽・東京ゆったり2Nightクルーズ
6月23日（土）～6月25日（月）

42

東京発着
世界自然遺産 小笠原クルーズ
6月25日（月）～6月30日（土） 45

東京発
名古屋着

東京・名古屋ワンナイトクルーズ
6月30日（土）～7月1日（日）

33–34

横浜発
神戸着

横浜・神戸ワンナイトクルーズ
7月16日（祝）～7月17日（火）

33–34

博多発着 夏休み壱岐島ワンナイトクルーズ
7月21日（土）～7月22日（日）

46

敦賀発着 竿燈・ねぶた東北二大祭りクルーズ 
8月1日（水）～8月6日（月）

47–48

神戸発着 夏休み 屋久島・しまなみ海道クルーズ
8月8日（水）～8月11日（祝） 49

名古屋発
横浜着
名古屋
発着

阿波おどりと関門海峡花火クルーズ
8月12日（日）～8月16日（木）

50

シングル 120メンバー 10

シングル 120メンバー 10

初乗船 20

シングル 120

シングル 120

シングル 120

ファミリー 50

ファミリー 50

■ 2018年3月〜10月スケジュール
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名古屋発
横浜着

夏の名古屋・横浜ワンナイトクルーズA
8月15日（水）～8月16日（木）

53

横浜発着 熊野大花火と南紀クルーズ
8月16日（木）～8月19日（日）

51

横浜発着 夏休み熱海花火と伊勢・紀州クルーズ
8月19日（日）～8月22日（水）

52

横浜発
名古屋着

夏の横浜・名古屋ワンナイトクルーズ 
8月22日（水）～8月23日（木） 53

名古屋発
横浜着

夏の名古屋・横浜ワンナイトクルーズB
8月26日（日）～8月27日（月）

53

名古屋発
横浜着

横浜発着
夏休み世界自然遺産 小笠原クルーズ
8月26日（日）～8月31日（金） 54

神戸発
舞鶴着
博多発
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） 57

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） 23-24

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）

58

ファミリー 50

シングル 120

ファミリー 50

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 – 12

【味わう】  ……………………………………………… 5 – 6

【奏でる】 【ふれんどしっぷ】  ………………………… 7 – 8

【心躍る】  ……………………………………………… 9 – 11

船内施設のご案内  ……………………………………… 13 –14

客室のご案内  …………………………………………… 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　　b シャトルバス付

■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。

※パンフレット中に掲載の写真はイメージです。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。
※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12ページをご参照ください。

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（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。

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。

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）

小学生以下のお子様の旅行代金が大人代金の50%となります。

 各クルーズ共通のご案内 
●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%（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。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%（ファミリー50は大人代金の50%）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。

大切な記念日にクルーズの旅はいかがですか？

初乗船 20

ファミリー 50
シングル 120

メンバー 10
メンバー 20

メンバー 10

シングル 120
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神戸

屋久島

東京

奄美大島
与論島本部

錦江湾周遊

錦江湾周遊 薩摩富士と呼ばれる開聞岳や勇壮な桜島の姿を洋上からお楽しみいただけます。

百合ヶ浜（与論島）

oオプショナルツアー（一例）
●世界遺産エリア西部林道ウォーキング
●屋久島一周と白谷雲水峡ハイキング
●エメラルドグリーンに輝く・
　百合ヶ浜遊覧
●与論城　歴史散歩ハイキング

●沖縄美ら海水族館 
　有料送迎シャトルバス
●ブセナ海中公園と
　古宇利大橋ドライブ
●マングローブの森・カヌー体験
●大自然にふれる・島南部めぐり

屋久島

与論島

本 部

奄美大島

神戸発  春の南西諸島 島めぐりクルーズ

沖縄で「うりずん」と呼ばれる気候の良い季節に沖縄や奄美・大隅の島 を々めぐります。
世界自然遺産や世界自然遺産登録候補の独自の生態系や豊かな自然あふれる景観をお楽しみください。

A B 日程 入港 出港 寄港地

1 1 4 /18水 11:00 神戸
ふれんどしっぷ・ナイト

2 2 19木 09:00 18:00 屋久島 o
3 3 20金 09:00 17:00 与論島 ko
4 4 21土 08:00 18:00 本部 ko
5 5 22日 08:00 23:00 奄美大島（名瀬） ko
6 6 23月 終日クルージング 錦江湾周遊
7 7 24火 11:00 13:00 神戸
8 25水 11:30 東京
■お食事／Aコース：朝食7回・昼食7回・夕食7回　Bコース：朝食6回・昼食6回・夕食6回
■ドレスコード／全てカジュアルです。

Aコース  2018年4月18日（水） ▶ 4月25日（水）【神戸発東京着 7泊８日】
Bコース  2018年4月18日（水） ▶ 4月24日（火）【神戸発着 6泊7日】

開聞岳桜島白谷雲水峡（屋久島）

屋久杉（屋久島）
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船内イベント ｜ VENUS EVENT
びいなすの●食

アグー豚や島野
菜などの沖縄食
材や、鹿児島牛
などを使った日
本 料 理 の 品 々
でお楽しみくだ
さい。

奄美の文化を満喫！

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 287,000 308,000 322,000 350,000 378,000 490,000 700,000 1,190,000 1,260,000
Bコース 246,000 264,000 276,000 300,000 324,000 420,000 600,000 1,020,000 1,080,000

■ 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 ：  公益社団法人 鹿児島県観光連盟、ヨロン島観光協会、
 今帰仁村、沖縄観光コンベンションビューロー、奄美市

中
あたり

 孝
こ う す け

介 アコースティックコンサート
鹿児島県奄美大島出身・在住。2007年リリースの「花」が世代を超えた大ヒット。日本国内だけでなく、中国～アジア全
域でも活動の幅を広げており、その声は、「地上で、もっとも優しい歌声」と称されています。そんな彼が、『ぱしふぃっく 
びいなす』で初めてお贈りするシマ唄を生かした声でのコンサートをどうぞお楽しみください。

沖縄芸能エンタテイメント
伝統芸能舞踊と創作エイサー 
沖縄で活躍するエンターテ
ィナーが集結。華麗で優雅
な伝統芸能「四ツ竹」から、
力強いエイサーまで、沖縄
の魅力を凝縮したステージ
をお届けします。最後は皆
様で、喜びの踊りカチャー
シーを踊りましょう。

今帰仁城跡（本部）

古宇利大橋（本部）

　やんばるの森（本部）

遺産

世界
文化

沖縄美ら海水族館（本部）

金作原（奄美大島）

マングローブ林（奄美大島） あやまる岬（奄美大島）

地元の方々による奄美の
多様な文化や食を体感
できるイベントや郷土料
理をご用意しています。
（一例）
太鼓・三線・踊り体験
大島紬試着体験
黒糖焼酎試飲

（イメージ）
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神戸

日南（油津）

横浜

秋田

函館

富山新港

宮古

松山

隠岐諸島周遊

函館ハリストス教会（函館）

浄土ヶ浜（宮古）

横浜みなとみらい（横浜）

日南海岸（日南）

道後温泉（松山）

高岡山瑞龍寺（富山新港）

なまはげ（秋田）

I ELM

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 5 / 7 月 11:00 神戸
2 1 8 火 09:00 11:00 横浜 

船長主催カクテルパーティー

3 2 9 水 10:00 18:30 宮古 ko
4 3 10木 07:30 21:00 函館 ko 陸上宿泊付

プラン5 4 11金 08:00 17:00 秋田 ko
6 5 12土 08:00 19:00 富山新港 ko
7 6 13日 隠岐諸島周遊
8 7 14月 07:30 19:00 松山 o
9 8 15火 08:00 17:00 日南（油津） ko
10 9 16水 10:00 12:00 神戸

10 17木 10:30 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。

立山 雪の大谷(富山新港)

oオプショナルツアー（一例）
●北山崎と三陸鉄道お座敷列車乗車
●函館夜景観賞 有料送迎バス
●みちのく小京都 角館散策
●雪の大谷ウォークとアルペンルート
●伊予の小京都・大洲と白壁のまち・内子
●馬の楽園！宮崎最南端の都井岬観光

宮 古
函 館
秋 田
富山新港
松 山
日 南

神戸発
横浜発  春の日本一周クルーズ

春の日本を海からめぐり、その土地ならではの魅力にふれる旅。
陸上宿泊付プランもおすすめです。

Aコース  2018年5月7日（月） ▶ 5月16日（水）【神戸発着 9泊10日】
Bコース  2018年5月8日（火） ▶ 5月17日（木）【横浜発着 9泊10日】

陸上宿泊付
プラン

 2018年5月7日（月） ▶ 5月16日（水）【神戸発着 9泊10日】
 2018年5月8日（火） ▶ 5月17日（木）【横浜発着 9泊10日】

春の日本一周クルーズと秋の日本一周クルーズの全区間に連続して乗船された場合、
秋の日本一周クルーズで使用いただける船内利用券5万円を船内で贈呈します。

日本一周クルーズ連続乗船特典

メンバー 10
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船内イベント ｜ VENUS EVENT

びいなすの●食
◆皐月の膳
各寄港地の市場で仕入れ、
新鮮なご当地食材を使っ
た日本料理をお楽しみくだ
さい。

松前 桜まつり（函館）

浄土ヶ浜（宮古）

都井岬（日南）

北海道
新幹線

ストーブ列車

十二湖鶴の舞橋

角館・武家屋敷（秋田） 道後温泉 飛鳥乃湯泉（松山）

リゾートしらかみ
※実際の運行車両は異なる場合がございます。

ホテル
グランメール
山海荘 客室

JRバス東北 特別車両

写真提供 ： ＪＲ東日本、JR北海道、津軽鉄道、青森県観光連盟、道後温泉、JRバス東北

天満敦子 
哀切のヴァイオリニスト 
天満敦子の調べ
日本音楽コンクール1位、ロン＝ティボー国際
コンクール特別銀賞等を受賞し国際的に活躍
中の天満敦子。大ヒットとなったポルムベスクの

『望郷のバラード』を始め、豊潤な音に心が揺
さぶれられる人生の哀歌をお楽しみください。

北海道新幹線、懐かしい雰囲気の津軽鉄道「ストーブ列車」、
一度は乗りたいローカル線“五能線”を走る人気の「リゾートしら
かみ」の3鉄道に乗車。また、東北でのバスは「JRバス東北 特
別車両」を利用します。函館・青森・秋田のそこでしか観られな
い美しい景色や物をめぐる2日間のクルーズ組込ツアーです。

■ お食事：朝食1回・昼食2回・夕食1回　■ 宿泊：ホテルグランメール山海荘（和室）　
■ 添乗員：同行いたします。
■ 貸切バス会社名：奥津軽いまべつ駅～秋田港間：ジェイアールバス東北、
 函館港～新函館北斗駅間：北海道観光バス、北都交通、エイチ・ビー観光のいずれか
　 新幹線：普通車指定席、リゾートしらかみ：指定席、津軽鉄道（貸切運行） 

※ 各バス・列車の車両・座席はお選びいただけません。

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）
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。

陸上宿泊付プラン 追加旅行代金（おひとり様・単位／円・消費税込） ホテルグランメール山海荘宿泊時　（2名様1室利用）88,000　（1名様1室利用）99,000　（3名様1室利用）86,000

北海道新幹線・津軽鉄道・リゾートしらかみ 
人気の3鉄道乗車と美しい風景をめぐる2日間

陸上宿泊付
プラン

函館港＝北斗桜回廊＝（昼食）＝新函館北斗駅 北海道新
幹線（青函トンネル通過） 奥津軽いまべつ駅＝津軽中里駅

津軽鉄道「ストーブ列車」 津軽五所川原駅＝鶴の舞橋
＝鯵ヶ沢温泉（ホテル泊）
鯵ヶ沢温泉＝十二湖＝十二湖駅 JR五能線「リゾートしら
かみ」（車内にて大館駅の老舗駅弁“スペシャル鶏めし弁当”
を予定） 秋田駅＝秋田県立美術館＝秋田港

5／10

5／11

期間：5／10（木）～5／11（金） 函館港～秋田港間 1泊2日 限定60名

※クルーズご予約時にお申し込みください。

Mr.マリック ミステリアスNight
超魔術・ハンドパワーの流行語をも
生み出し、マジック界を牽引し続ける
Mr.マリック。卓越したテクニックで、
皆様を驚きの世界へ誘います。目
の前で起こる、数々の不思議な現象。

「ぱしふぃっく びいなすスペシャル
バージョン」で一夜限りの超魔術の世
界をお楽しみください。 

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
10％割引となります。 ※びいなす倶楽部については12ページをご参照ください。メンバー 10
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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

釧路湿原と丹頂鶴（釧路）

平泉・中尊寺金色堂（大船渡）

百舌鳥古墳群（堺）

四万十川（宿毛）
五島列島の教会群（五島）

青海島・海上アルプス（長門）

白米千枚田（輪島）

八甲田山（青森）

I ELM

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クルーズ。

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　
●釧路湿原と丹頂鶴公園半日観光
●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
●千利休の足跡を訪ねる半日（Bコースの方対象）

大船渡
釧 路
青 森
輪 島
長 門
五 島
宿 毛
堺

白米千牧田 あぜのきらめき（輪島）

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。
※ 10/21 堺港から大阪、神戸への連絡バスを運行いたします（追加代金不要）。詳しくは

最終日程表にてご案内いたします。

ko
h

メンバー 10
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寄港地でのおもてなし （予定・一例）
各寄港地では、地元の方 に々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。

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） 八甲田山（青森）

釧路湿原（釧路）水ノ浦教会*（五島）

碁石海岸・穴通磯（大船渡） 四万十川（宿毛）

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）

仁徳天皇陵古墳（堺）

春の日本一周クルー
ズと秋の日本一周クル
ーズの全区間に連続し
て乗船された場合、秋
の日本一周クルーズ
で使用いただける船
内利用券5万円を船内
で贈呈します。

日本一周
クルーズ
連続乗船特典

写真提供 ： 大船渡市、輪島市、山口県観光連盟、長崎県観光連盟、宿毛市
（＊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。

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12ページをご参照ください。メンバー 10
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びいなすの●食

船内イベント ｜ VENUS EVENT

蒲郡

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 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。

oオプショナルツアー（一例）
●～国際観光ホテル登録第一号～
　蒲郡クラシックホテルでの昼食と
　豊川稲荷参拝
●春を先取り！渥美半島
　「菜の花まつり」と絶景温泉
●八丁味噌と
　家康公ゆかりの岡崎観光

蒲郡

写真提供 ： 蒲郡市

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

日程 入港 出港 寄港地

3 / 8 木 17:00 横浜
9 金 08:00 19:00 蒲郡 ko

10土 09:00 横浜
■お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回　■ドレスコード／全てカジュアルです。

蒲郡温泉郷
蒲郡温泉 	多くの作家が訪れた
	 竹島を望む温泉地

三谷温泉 	四種類の泉質の	 違う温泉
形原温泉 	三ヶ根山の懐に
	 位置する温泉

西浦温泉
	万葉歌人に愛された

	 風光明媚な温泉地 蒲郡温泉（ホテル竹島）

蒲郡クラシックホテル（蒲郡）

出港時、手筒花火によるお見送り伊良湖の菜の花ガーデン（蒲郡）

横浜発  春の三河 蒲郡クルーズ
2018年3月8日（木） ▶ 3月10日（土） 【横浜発着 2泊3日】

「海のまち」「湯のまち」蒲郡は三河湾国定公園にある自然
豊かで愛知県最大の温泉地として知られています。
岡崎・豊川など三河地方や渥美半島への観光も楽しめます。
※オプショナルツアーで訪れる場所を含みます。

市内に「蒲郡」「三谷」「形原」「西浦」の４つの温泉郷があり日
帰り利用もできます。自由散策で訪れてみてはいかがでしょうか？

◆プリンセス御膳 
〜美味しい蒲郡を召し上がれ〜

今クルーズのために作られた特別メニュー！
プリンセス御膳は『蒲郡産天然の赤座海老』をメイ
ン食材に、蒲郡クラシックホテル・波多野料理長こ
だわりの逸品を加え、〈素材は地産地消〉〈健康と
美容を意識し、季節感を失わない〉〈「A級グルメ」
を目指す〉などの五つの掟に沿ってつくられる蒲郡
特選料理です。三河湾の新鮮
な海の幸と特選素材を取り入
れた、本格的なフランス料理を
ご賞味ください。

蒲郡クラシックホテル料理長
波多野 忠明（イメージ）

青木カレン ジャズライブ
2016年にデビュー10周年を迎えたジャズ・ディー
ヴァ“青木カレン”が、洋楽ヒットからジャズ・スタン
ダードまで、多彩な歌声で魅了します。大人の魅力
溢れるジャズライブをお楽しみください。

假屋崎省吾 
フラワーデモンストレーション＆トークショー
華道家・假屋崎省吾の、春のお花をふんだんに
使ったショーをお楽しみください。
『優雅な船内とお花のコラボレーションをみな
さんぜひご覧になってください。会場でお会い
できることを心よりお待ちしております！』
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船内イベント ｜ VENUS EVENT

びいなすの●食

◆春の会席料理
＊炙り魚三種盛り

霧島サーモン、かんぱち、カツオ
＊薩摩黒豚の陶板焼き
など寄港地にちなんだ食材を使っ
たメニューをお楽しみください。

宇野

屋久島

五島
（福江） 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 135,000 144,000 150,000 165,000 177,000 225,000 319,000 510,000 540,000
■ 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。

写真提供 ： 公益社団法人 鹿児島県観光連盟、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。

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  春の屋久島・五島 瀬戸内海クルーズ
2018年3月16日（金） ▶ 3月19日（月）【岡山宇野発着 3泊4日】

世界遺産の屋久島と世界遺産推薦が決定した長崎の五島を
訪れます。また、波穏やかな瀬戸内海を日中にクルージングする
のも見どころです。

日程 入港 出港 寄港地

3 /16金 11:00 宇野 ふれんどしっぷ・ナイト

17土 08:00 18:00 屋久島 o

18日 07:00 16:00 五島（福江） ko

19月 14:00 宇野
■お食事／朝食3回・昼食4回・夕食3回　■ドレスコード／全てカジュアルです。

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
●大瀬崎・奇跡の泉「ルルド」と美しい高浜海岸
●久賀島・旧五輪教会堂とグラスボート遊覧

屋久島

五　島

瀬戸内海を
クルージング
2つの大橋の通過と
多島美が楽しめる三
原瀬戸と船ならでは
の景観をお楽しみく
ださい。

瀬戸大橋

白谷雲水峡（屋久島） 堂崎天主堂*（五島）

高浜海岸（五島）

連絡バス付（予約制・追加代金不要）3/16、3/19
JR岡山駅・高松駅・倉敷駅・児島駅  ◀▶ 宇野港
※詳しくは、最終日程表にてご案内いたします。

s

長富彩 
～珠玉の名曲
ピアノコンサート～
目の 前で生まれ落
ちたかのような瑞々
しい 音 楽を紡きだ
す≪規格外≫の才能の持ち主、長富彩。今宵、
春の潮風を感じる船上でクラシックの名曲の
数々をお届けします。

Cooley High Harmony 
～今宵はハーモニーに包まれて～
男性4人組のヴォーカルグループCooley 
High Harmony（クーリーハイハーモニー）が
お届けするスペシャルコンサート。耳馴染みの
ある洋楽ダンスナンバー曲から邦楽カバー曲
までを、素敵なハーモニーにのせてお届けし
ます。（イメージ）

連絡バス付 JR岡山駅・高松駅・倉敷駅・児島駅〜宇野港間
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屋久島

和歌山

佐世保

横浜
因島大橋

関門橋
三原瀬戸

oオプショナルツアー（一例）
●日本さくら名所100選紀三井寺と道成寺早咲き桜めぐり
●世界遺産高野山・奥之院と
　金剛峰寺の1日
●菜の花ひろがる展海峰と
　九十九島遊覧
●ハウステンボス
　「光の王国」有料シャトル
バス（入場券付）
●紀元杉と屋久杉自然館

和歌山

佐世保

屋久島

瀬戸内海をクルージング
日中、風光明媚な多島海の三原瀬
戸、両岸に九州と本州を間近に感
じる関門海峡をゆったりクルーズし
ます。因島大橋や関門橋の通過を
はじめ、瀬戸内の多島美をお楽しみ
ください。

世界最大級1300万球が輝く
ハウステンボス　光の王国（佐世保）

ハウステンボス チューリップ祭（佐世保）

白谷雲水峡（屋久島）

関門海峡

光のチューリップ

©ハウステンボス
　／C-6355

全国イルミネーション
ランキング
5年連続1位！

日程 入港 出港 寄港地

3 /26月 11:00 横浜
27火 08:00 19:00 和歌山 bo

28水 瀬戸内海クルージング
29木 08:00 22:00 佐世保 ko

30金 10:00 18:00 屋久島 o

31土 終日クルージング スプリングナイト
4 / 1 日 09:00 横浜
■お食事／朝食６回・昼食６回・夕食６回　■ドレスコード／全てカジュアルです。

春の訪れをつげる花々
※花の開花時期や状況は気象条件等により異なります。

横浜発  春爛漫 屋久島・紀州・佐世保と瀬戸内海クルーズ

春の訪れを告げる花々が咲くシーズンに、花の名所や水と緑の木々が織りなす自然が魅力の屋久島を訪れます。
芸予諸島の島々の間を通過する三原瀬戸から関門海峡などの景観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。

2018年3月26日（月） ▶ 4月1日（日）【横浜発着 6泊7日】

b 3／27 和歌山では和歌山城
までのシャトルバス付

（追加代金不要）

和歌山港  
▲ 
▼ 

和歌山城
※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。）
ユタカ交通、中紀バス、有田交通、
クリスタル観光バス、吉備交通

和歌山城（和歌山）
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船内イベント ｜ VENUS EVENT
びいなすの●食

料理長おすすめの瀬
戸内の山海の恵みや
季節の食材を使った
お料理をお楽しみく
ださい。

展海峰（佐世保）ハウステンボス（佐世保）

三原瀬戸

因島大橋
紀三井寺（さくら名所１００選）（和歌山）

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 246,000 264,000 276,000 300,000 324,000 420,000 600,000 1,020,000 1,080,000
■ 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 ：  公益社団法人和歌山県観光連盟、広島県、山口県観光連盟、
 佐世保観光コンベンション協会、ハウステンボス

花結い師 TAKAYA 
「花衣華」  －花と衣を纏、華に開花する
京都を拠点に、生花で独創的なヘッドドレスを制作。人と
花を結ぶアーティスト花結い師 TAKAYA。作品制作風
景をライブパフォーマンスでご覧いただけます。

ヴァイオリニスト中村太地と
ピアニスト佐藤卓史による
「楽都ウィーンより」 

2017年ブラームス国際コンクールを見事制した若手
ヴァイオリニスト中村太地と、シューベルト国際コンク
ールの覇者であり、世界で活躍する名ピアニスト、佐藤
卓史のデュオ。クラシックの名曲や息の合ったウィーン
の音楽を、楽しいおしゃべりを交えながらお届けします。

（イメージ）

©Takaaki Hirata

◆春の会席料理
◆フルコースディナー
　“春の訪れ”

3/31（土）はスプリングナイトを開催
うららかな春のひと時、カクテル等を片手にフレンドリーで気さく
な乗組員との語らいと専属バンドの歌や音楽・ダンスなどでお寛
ぎください。
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びいなすの●食 ◆瀬戸内 山海の恵み会席
料理長おすすめの瀬戸内の食材や春の味覚をお楽
しみください。

神戸

高松

大崎下島
（御手洗）

因島大橋三原瀬戸

瀬戸大橋

明石海峡大橋

東山魁夷せとうち美術館から眺む瀬戸大橋（高松）

御手洗の街並み（大崎下島）

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 131,000 140,000 146,000 160,000 172,000 220,000 315,000 510,000 540,000
■ 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  瀬戸大橋開通30周年記念花火大会クルーズ
2018年4月7日（土） ▶ 4月10日（火）【神戸発着 3泊4日】

船上から見る約1万5千発（予定）の花火と波穏やかな瀬戸内海
をゆったりクルージング。

写真提供 ： 坂出市、広島県、香川県立東山魁夷せとうち美術館

oオプショナルツアー（一例）
●開通30周年瀬戸大橋観光
●陶板名画「大塚国際美術館」と東山魁夷せとうち美術館
●芸術の直島 ベネッセアートめぐり
●朝鮮通信使の島 下蒲刈島観光
●御手洗 江戸の町並みガイドウォーク

高 松

大崎下島

彦太 『花
はなもゆるせとのいろどり

然瀬戸彩』～春の瀬戸内・華麗に彩る舞と書～
瀬戸大橋開通30周年を記念し
て、歴史深い瀬戸の香りを、日本
舞踊・彦太と書・徳山尭浩のコラ
ボレーションにてお届けいたし
ます。碧に深まる瀬戸内の夜。二
つの異なる伝統文化を独創的な
演出でお楽しみください。

直島女文楽 
江戸時代に天領であった直島の優雅な島文化を伝える伝
統芸能の一つです。香川県無形民俗文化財に指定され、日
本で唯一の女だけの文楽一座の演技をお楽しみください。

日程 入港 出港 寄港地

4 / 7 土 11:30
神戸
瀬戸大橋開通30周年記念花火大会
船上観賞

23:00 高松
8 日 23:00 高松 ko

9 月 09:30 17:00 大崎下島（御手洗） ko

10火 16:00 瀬戸内海クルージング
神戸

■ お食事／朝食3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。
■ 大崎下島（御手洗）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。
※ 4/7のご夕食は花火観賞の関係で早めのご提供となります。
※ 花火大会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。

瀬戸大橋開通30周年記念花火大会
2018年4月に開通30周年を迎える瀬戸大橋の記念イベントと
して坂出港沖で実施される花火大会。夜空を彩る中四国最大級
の約1万5千発（予定）の花火をお楽しみください。

s

講演： 
夢の架け橋 瀬戸大橋～建設と技術～　加島 聰（元本州四国連絡橋公団理事）
瀬戸大橋の設計から建設まで携わった技術者が、当時の現場での経験をお話し
ます。興味深い講演をお楽しみに！
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びいなすの●食

神戸

屋久島

チキン ガーリック ステーキ 
アカペラコンサート～潮風にのせて～
日本のアカペラ界の草分け
的存在の男性5人組アカペラ
グループ・チキン ガーリック 
ステーキ。老若男女問わず楽
しめるアカペラコンサートを
お届けします。洋上の潮風に
のせて広がる彼等の歌声を
お楽しみください。

教室
⃝屋久杉ストラップづくり（有料）

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 屋久島クルーズ
2018年4月15日（日） ▶ 4月17日（火）【神戸発着 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
自然のパワーあふれる島へ。

oオプショナルツアー（一例）
●大自然体感・屋久島森林浴
●屋久島一周と
　白谷雲水峡ハイキング
●世界遺産エリア
　西部林道ウォーキング

屋久島

永田いなか浜（屋久島）

白谷雲水峡（屋久島）

日程 入港 出港 寄港地

4 /15日 11:00 神戸 ふれんどしっぷ・ナイト

16月 08:00 18:00 屋久島 o

17火 16:00 神戸
■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。

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 98,000 104,000 108,000 120,000 128,000 160,000 230,000 340,000 360,000
初乗船20 78,400 83,200 86,400 96,000 102,400 128,000 184,000 272,000 288,000

■ 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。

大川の滝（屋久島）

鹿児島牛や鹿児島近海でとれる
魚介などを使ったお料理をお楽し
みください。

写真提供 ： 武田館

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
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神戸
釡山 因島大橋

三原瀬戸

関門橋 瀬戸大橋
明石海峡大橋

I ELM

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

旅行代金 131,000 140,000 146,000 160,000 172,000 220,000 315,000 510,000 540,000
メンバー10 117,900 126,000 131,400 144,000 154,800 198,000 283,500 459,000 486,000
■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  びいなす音楽会クルーズ ～クラシック編～
2018年4月11日（水） ▶ 4月14日（土）【神戸発着 3泊4日】

oオプショナルツアー（一例）
●釜山新名所 松島海上ロープウェイ観光
●ヒルトン釜山でのティータイムと
　海東龍宮寺・カニ料理の昼食
●ニュー釜山タワー半日観光

釜 山

2018年に創設55周年！関西が世界に誇るバロックの楽団
テレマン室内オーケストラ　
 Telemann Chamber Orchestra

20周年記

水上で聴ける！「水上の音楽」で贅沢なクルーズのひととき。
ヘンデル作曲「水上の音楽」やバロック楽器で聴く名曲、チェンバロのリサイタルなどで
バロック音楽を。そして古典派の弦楽四重奏曲もお楽しみいただけます。

延原武春
ドイツから
お招き

チェンバロ 高田泰治ヴァイオリン U.ブンディース

並河寿美 
船上からの歌声と春風の寿ぎ
春に因んだ日本の歌をはじめ、ミュージカルの名曲、名作オペ
ラに至るまで、盛りだくさんのプログラムで『ぱしふぃっく びい
なす』のお誕生日に歌の花束をお贈りします。海の上での特別
なひととき、ご一緒に素敵な思い出の一つにいたしましょう。

日程 入港 出港 寄港地

4 /11水 16:00 神戸
12木 船長主催カクテルパーティー

13金 07:00 15:30 釜山（韓国） o

14土 16:00 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／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：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、入国管理事務所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。

◆20周年アニバーサリーディナー
　　　　　　　　　　&フリードリンク

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12ページをご参照ください。メンバー 10

メンバー 10
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東京

駿河湾周遊

I ELM

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
メンバー10 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。

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

東京発  びいなす音楽会クルーズ ～ジャズ・ポップス編～
2018年4月25日（水） ▶ 4月27日（金）【東京発着 2泊3日】

Arrow Jazz 
Orchestra

念イベント

ビッグバンドナイト ～スイングジャズ特集～

ボーカルナイト 
～由紀さおりを迎えて～

グレン・ミラー、ベニー・グッドマン、アーティー・ショー 等.有名曲目をたっぷりとご堪能ください。
予定プログラム：「ムーンライト・セレナーデ」「シング シング シング」「ビギン ザ ビギン」他

ビッグバンドにのせた由紀さおりの歌声
と、ヒット曲からスタンダードナンバーまで
幅広いレパートリーをお楽しみください。
予定プログラム：「夜明けのスキャット」「手紙」

「マシュ・ケ・ナダ」他

◆カクテルパーティー

◆シャンパンタワー
日程 入港 出港 寄港地

4 /25水 16:30 東京
26木 駿河湾周遊  （富士山遠望）

船長主催カクテルパーティー

27金 08:30 東京（下船10:00）
■お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2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。

関西ジャズ界の名門老舗バンド！
アロージャズオーケストラ

駿河湾

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12ページをご参照ください。メンバー 10

メンバー 10
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横浜・神戸

GW 東京・名古屋
東京・名古屋
GW 名古屋・神戸

神戸
名古屋 横浜 東京

青森

小樽

青森・小樽

東京発／名古屋発／青森発／横浜発  ワンナイトクルーズ
フルコースディナーにショーやイベントなど移動時間も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方にもお勧めです。

1日目  出港
⃝セイルアウェイセレモニー
⃝フルコースディナー
⃝びいなすカルテット  
　S

セント
t.トロペス＆シャーロット  コンサート

⃝社交ダンスタイム　
⃝ルーレット＆ブラックジャックゲーム　
⃝映画上映　
⃝アコースティックトリオナイトライブ
⃝お夜食

2日目  ⃝アーリーモーニングティー
⃝ご朝食　
⃝ビンゴゲーム
⃝びいなすモーニングライブ
入港　下船後、解散

※上記は一例で、各クルーズの発着時間で異なります。
　最終日程表・船内新聞にてご確認ください。

船内でのスケジュール（一例）

（イメージ）
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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）

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。

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％、（GW 名古屋・神戸は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。

GW 名古屋・神戸ワンナイトクルーズGW 東京・名古屋ワンナイトクルーズ

東京・名古屋ワンナイトクルーズ

2018年5月3日（祝） ▶ 5月4日（祝）【名古屋発神戸着 1泊2日】2018年4月29日（祝） ▶ 4月30日（月）【東京発名古屋着 1泊2日】

2018年6月30日（土） ▶ 7月1日（日）【東京発名古屋着 1泊2日】

横浜・神戸ワンナイトクルーズ
2018年7月16日（祝） ▶ 7月17日（火）【横浜発神戸着 1泊2日】

日程 入港 出港

4 /29祝 16:30 東京
30月 09:00 名古屋

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

日程 入港 出港

5 / 3 祝 19:00 名古屋
4 祝 10:00 神戸

■お食事／フルコースディナー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／すべてカジュアルです。
※本クルーズは「GW 別府・小豆島クルーズ」（37ページ）の区間クルーズです。

日程 入港 出港

6 /30土 16:30 東京
7 / 1 日 09:00 名古屋
■お食事／フルコースディナー1回・朝食1回　
■ドレスコード／すべてカジュアルです。

日程 入港 出港

7 /16祝 11:00 横浜 ふれんどしっぷ・ナイト

17火 09:00 神戸
■お食事／フルコースディナー1回・朝食1回・昼食1回　
■ドレスコード／すべてカジュアルです。

青森・小樽ワンナイトクルーズ
2018年6月18日（月） ▶ 6月19日（火）【青森発小樽着 1泊2日】

日程 入港 出港 寄港地

6 /18月 17:00 青森
19火 09:00 小樽

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

r

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。（GW 名古屋・神戸ワンナイトクルーズを除く）シングル 120

r シングル 120

シングル 120

シングル 120

s シングル 120
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船内イベント ｜ VENUS EVENT

びいなすの●食

鳥羽

東京

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 90,200 96,800 101,200 110,000 118,800 154,000 220,000 374,000 396,000
■ 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

東京発  G
ゴールデンウィーク

W 伊勢志摩クルーズ
2018年4月27日（金） ▶ 4月29日（祝）【東京発着 2泊3日】

伊勢志摩国立公園の海の玄関口・鳥羽へ。

写真提供 ： 伊勢志摩観光コンベンション機構、鳥羽水族館

oオプショナルツアー（一例）
●伊勢神宮・内宮参拝とおかげ横丁散策
●英虞湾遊覧と海女小屋体験
●鳥羽水族館・うら側探検ウォーク

鳥 羽

s

伊勢神宮・宇治橋（鳥羽）

おはらい町（鳥羽） 英虞湾（鳥羽） 鳥羽水族館うら側探検（鳥羽）

日程 入港 出港 寄港地

4 /27金 19:00 東京
28土 08:30 17:00 鳥羽 o

29祝 11:00 東京
■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。
■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。
※ 4/27 乗船受付は16：45頃を予定しています。

キッズ
プログラム

Ciel スペシャルコンサート
バイオリン浅沼杏花、ピアノ石川陽亮による
ユニット。子供向けの音楽から大人向けの音
楽まで幅広いジャンルを独自にアレンジし、そ
こに様々なパフォーマンスをミックスさせた
演奏スタイルで年間約200ステージを行う。
12年以上活動を共にする二人の、息の合った
ステージをお楽しみください。

⃝ドキドキじゃんけん大会
⃝紙芝居タイム
⃝アート＆クラフト
⃝キッズムービー
⃝船長服を着て
　写真を撮ろう！

みんなのお兄さんミッチーと
あそぼう！
⃝バルーンアートパフォーマンス

◆伊勢の春会席
伊勢志摩の山海の恵みを使った日本料理の品々を
お楽しみください。

キッズ
プログラム
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びいなすの●食

名古屋

徳島

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 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。

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  G
ゴールデンウィーク

W 阿波徳島クルーズ
2018年5月1日（火） ▶ 5月3日（祝）【名古屋発着 2泊3日】

世界三大潮流・鳴門のうずしおや世界初の陶板名画美術館、
2億年の時を経て創られた渓谷美などの観光と船内の食事で
徳島の魅力に触れるクルーズ。　
※オプショナルツアーで訪れる場所を含みます。

写真提供 ： 徳島県

oオプショナルツアー（一例）
●世界最大級 鳴門のうずしおクルーズ
●秘境の地・祖谷渓と大歩危遊覧
●花畑「あわじ花さじき」と海上散歩「渦の道」
●陶板名画「大塚国際美術館」と鳴門のうずしおクルーズ
●うだつの町並みと阿波の土柱

徳 島

伊藤君子 Kimiko Sings Hibari
～伊藤君子 美空ひばりを歌う
レコードデビュー35周年を迎える、日本のジャズ
ヴォーカルの至宝・伊藤君子が敬愛する美空ひばり
に捧げるナンバーを、そして、日本の心を、ジャズで
歌い上げます。

大歩危峡（徳島）

地元有名連の蜂須賀連による
阿波踊り披露

日程 入港 出港 寄港地

5 / 1 火 17:00 名古屋
2 水 08:00 19:00 徳島 o

3 祝 14:00 名古屋
■ お食事／朝食2回・昼食2回・夕食2回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。

鳴門渦潮（徳島）

あわじ花さじき（徳島） うだつの街並み（徳島）　

阿波尾鶏や鳴門らっきょうを使った日本
料理の品々をお楽しみください。

（イメージ）
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びいなすの●食
料理長おすすめの瀬戸内
の山海の恵みや初夏の
味覚を使ったフルコース
ディナーをお楽しみくだ
さい。

神戸

別府

小豆島

名古屋

名古屋発
神戸発  G

ゴールデンウィーク
W 別府・小豆島クルーズ

日本屈指の源泉数を誇る温泉街・別府と、日本三大渓谷美のひとつと称される寒霞渓で有名な小豆島へ。

r
Aコース  2018年5月3日（祝） ▶ 5月6日（日）【名古屋発神戸着 3泊4日】
Bコース  2018年5月4日（祝） ▶ 5月6日（日）【神戸発着 2泊3日】

くじゅう花公園（別府） ※花の開花時期や状況は気象条件等により異なります。

二十四の瞳映画村（小豆島）

海地獄（別府）オリーブ公園（小豆島）

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 134,000 142,600 149,000 164,000 178,800 230,000 317,500 519,000 549,000
Bコース 99,000 105,600 110,000 121,000 129,800 165,000 236,500 374,000 396,000

■ 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 ：  大分県観光連盟、くじゅう花公園、
 （公社）香川県観光協会、二十四の瞳映画村

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 5 / 3 祝 19:00 名古屋
2 1 4 祝 10:00 17:00 神戸
3 2 5 祝 08:00 19:00 別府 o

4 3 6 日 08:00 15:00 小豆島 ko
19:00 神戸

■お食事／Aコース：朝食3回・昼食3回・夕食3回・夕軽食1回　
　　　　　Bコース：朝食2回・昼食2回・夕食2回・夕軽食1回
■ドレスコード／すべてカジュアルです。
■小豆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。
※ Bコース　5/4の乗船受付は16：00頃を予定しております。

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

●瀬戸内と渓谷美
　寒霞渓ロープウェイ

別 府 小豆島

キッズ
プログラム

キッズ
プログラム

みんなのお兄さんミッチーと
あそぼう！
⃝バルーンアートパフォーマンス

⃝ドキドキじゃんけん大会
⃝紙芝居タイム
⃝アート＆クラフト
⃝キッズムービー
⃝船長服を着て
　写真を撮ろう！
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びいなすの●食

横浜

大船渡
石巻

I ELSM

横浜発  風薫る東北・三陸クルーズ
2018年5月20日（日） ▶ 5月23日（水）【横浜発着 3泊4日】

新緑の東北へ。リアス式海岸をはじめとする美しい自然景観を
お楽しみください。

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

通常代金 131,000 140,000 146,000 160,000 172,000 220,000 315,000 510,000 540,000
メンバー10 117,900 126,000 131,400 144,000 154,800 198,000 283,500 459,000 486,000

■ 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。

千 昌夫 
スペシャルコンサート
この度、初めて『ぱしふぃっく びいなす』で
ショーをお届けする事となりました。新緑
の東北を楽しむ素敵なクルージングの一
日をご一緒させていただく事を楽しみにし
ております。

童謡100年プロジェクト presents
【親子ユニット 大澤ファミリー 童謡LIVE】 

2018年に100周年を迎えた童謡文化の発展を目
指す、童謡100年プロジェクトが贈るライブです。
出演は25周年を迎えた「すがも児童合唱団」を主
宰・指導してきた童謡歌手の大澤よしこと、娘の和
音の親子ユニット、大澤ファミリーです。四季折々
の懐かしい童謡を、親子のハーモニーでお楽しみ
ください。
童謡歌声広場も行いますので、どうぞお気軽に
ご参加ください。

oオプショナルツアー（一例）
●日本三景・松島の歴史と文化にふれる旅
●石巻・大震災まなびの半日
●世界遺産・平泉中尊寺と猊鼻渓遊覧
●三陸鉄道レトロ列車乗車と恋し浜ぷりぷりホタテ試食

石 巻

大船渡

日程 入港 出港 寄港地

5 /20日 17:00 横浜
21月 13:00 21:00 石巻 ko

22火 08:00 18:00 大船渡 ko

23水 15:30 横浜
■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。

中尊寺金色堂（大船渡）

五大堂（石巻）

猊鼻渓（大船渡）

遺産

世界
文化

写真提供 ： 中尊寺、げいび観光センター

◆三陸初夏の会席
料理長おすすめの三陸地方の山海の恵みや初夏の
味覚をお楽しみください。

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。シングル 120

シングル 120
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12ページをご参照ください。メンバー 10
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船内イベント ｜ VENUS EVENT

びいなすの●食
瀬戸内の山海の恵みや宮崎
地鳥などを使ったお料理を
お楽しみください。

神戸
鞆の浦

日向（細島）

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 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  瀬戸内海・弁天島花火大会と南九州クルーズ
2018年5月25日（金） ▶ 5月28日（月）【神戸発着 3泊4日】

船上で見る花火と南九州へ。

写真提供 ：  広島県、福山市、公益財団法人みやざき観光コンベンション協会、
　　　　　福山観光コンベンション協会

s

oオプショナルツアー（一例）
●伝統漁法を体感する
　鞆の浦・観光鯛網
●鞆の浦 史跡ガイドウォーク

●日本神話の里 高千穂峡散策
●願いが叶うクルスの海と

美々津保存地区

鞆の浦 日 向

Permanent Fish ネオ・アカペラコンサート
“神戸から世界へ”を合言葉に
活動する男性5人組アカペラ
グループPermanent Fishに
よる新しいアカペラコンサート
をお楽しみください。楽器の音
色から奏でる声の表現者による
パフォーマンスは、聴く人すべ
てを魅了します。

福山鞆の浦弁天島花火大会
鞆の浦に浮かぶ弁天島の夜空にスターマインなどの花火約
2000発が打ち上げられ、江戸時代の風情を残す鞆の町並みや
島々を鮮やかに照らし出します。

（※打上場所から約2km離れた船上からご覧いただきます。）

日程 入港 出港 寄港地

5 /25金 17:00 神戸

26土 08:00 17:00
鞆の浦
福山 鞆の浦弁天島花火
大会船上観賞

ko

27日 09:00 17:30 日向（細島） ko

28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。
■ 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。
※ 5/26のご夕食は花火観賞の関係で早めのご提供となります。
※ 花火大会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。

高千穂峡（日向）

常夜灯と雁木（鞆の浦）観光鯛網（鞆の浦）

クルスの海（日向）
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名古屋

大洗

八丈島

大阪

I ELSM

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コース  2018年5月29日（火） ▶ 6月2日（土）【大阪発名古屋着 4泊5日】
Bコース  2018年5月30日（水） ▶ 6月2日（土）【名古屋発着 3泊4日】

大阪発
名古屋発 初夏の八丈島・ひたちクルーズ

常春の楽園・八丈島と歴史を感じる茨城の海の玄関口・大洗へ。

oオプショナルツアー（一例）
●新緑の世界遺産日光の社寺と田母沢御用邸を訪ねる
●水郷のまち佐原散策と関東屈指のパワースポット鹿島神宮
●水戸偕楽園と徳川慶喜ゆかりの弘道館
●自然と文化にふれる八丈島 
●黄八丈めゆ工房と展望台めぐり
●八丈富士トレッキング

大 洗

八丈島

日光東照宮（大洗）

八丈富士トレッキング（八丈島）

水郷 佐原（大洗）

ふるさと村（八丈島）

遺産

世界
文化

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 5 /29火 19:00 大阪
2 1 30水 10:00 13:00 名古屋 ふれんどしっぷ・ナイト

3 2 31木 07:30 18:00 大洗 ko
4 3 6 / 1 金 08:00 18:00 八丈島 ko
5 4 2 土 10:00 名古屋
■ お食事／Ａコース ： 朝食４回・昼食3回・夕食４回　Ｂコース ： 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。
■ 八丈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。
※Ｂコース ５/３０の乗船受付は１１：００頃を予定しております。

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 158,000 169,000 177,000 193,000 211,000 275,000 381,000 655,000 693,000
B 123,000 132,000 138,000 150,000 162,000 210,000 300,000 510,000 540,000 

メンバー10
A 142,200 152,100 159,300 173,700 189,900 247,500 342,900 589,500 623,700 
B 110,700 118,800 124,200 135,000 145,800 189,000 270,000 459,000 486,000 

■ 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。

山本 昌
（元中日ドラゴンズ投手）
講演： 「継続する心」
球界のレジェンド、背番号34山本昌が
クルーズに初登板！
ドラゴンズ一筋32年、50歳まで直球勝
負の投手人生で、築いた記録は数知れ
ず。流行語大賞ともなった「レジェンド」
が贈る、今だから語れるウラ話満載の
講演です。

写真提供 ：  八丈町

シングル 120
メンバー 10

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
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12ページをご参照ください。メンバー 10
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船内イベント ｜ VENUS EVENT

新宮

横浜

大島
利島
新島
式根島
神津島伊豆諸島クルーズ

横浜発  初夏の南紀クルーズ
2018年6月11日（月） ▶ 6月13日（水）【横浜発着2泊3日】

世界遺産の熊野三山を有する南紀と伊豆諸島をめぐるクルーズへ。

oオプショナルツアー（一例）
●世界遺産 熊野三山めぐり
●熊野本宮大社と渓谷美の瀞峡遊覧
●紀の松島めぐりと熊野速玉大社

新 宮

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

通常代金 90,000 96,000 100,000 110,000 118,000 150,000 215,000 340,000 360,000
初乗船20 72,000 76,800 80,000 88,000 94,400 120,000 172,000 272,000 288,000

■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。

那智の滝（新宮）

熊野古道（新宮）

伊豆諸島クルーズ（イメージ）

熊野速玉大社（新宮）

日程 入港 出港 寄港地

6 /11月 17:00 横浜
12火 08:00 17:30 新宮 ko

13水 15:30 伊豆諸島クルーズ
横浜

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

遺産

世界
文化

遺産

世界
文化

遺産

世界
文化

◆紀ノ国会席
南紀勝浦を代表する海の幸・鮪や、熊野地方の山の
幸を使った日本料理をお楽しみください。

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

藤澤ノリマサ 船上ポップオペラ
「ポップス」と「オペラ」を融合した「ポップオペラ」というスタ
イルを提唱するヴォーカリスト。全国各地で100本を越える
ライブでは、ヴォーカリストとしての存在感と圧巻のパフォ
ーマンスで観る者を圧倒します。どうぞご期待ください。
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横浜

青森

東京

小樽

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

旅行代金 61,500 66,000 69,000 75,000 81,000
客室タイプ 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 105,000 150,000 255,000 270,000
■ 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。

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

旅行代金 70,000 74,000 78,000 86,000 98,000
客室タイプ 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 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 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

終日クルージングの日は、船内の至るところで様々なイベントが目白押しです。
●ソムリエによるワイン教室
●プロのダンス講師による社交ダンス教室（初級者向け）
●簡単につくれて実用的なアート＆クラフト教室　　　
また、昼食後やアフタヌーンティータイムでは、本船専属バンドのラウンジ演奏などもお楽しみいただけます。

横浜・青森
ゆったり2Night
クルーズ

小樽・東京
ゆったり2Night
クルーズ

2018年6月13日（水） ▶ 6月15日（金）【横浜発青森着2泊3日】 2018年6月23日（土） ▶ 6月25日（月）【小樽発東京着2泊3日】

2泊3日で気軽にご乗船いただけるクルーズ。ディナーやショー、エステなどを楽しみながら優雅に目的地へ。

青森港（青森） 小樽運河（小樽）

社交ダンスタイム

連絡バス付 青森港～JR新青森駅・JR青森駅間

日程 入港 出港

6 /23土 15:00 小樽
24日 終日クルージング ふれんどしっぷ・ナイト 
25月 11:00 東京

■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。
※本クルーズは「 小樽発  6/20花と緑の利尻島・礼文島

クルーズ」（44ページ）の区間クルーズです。

日程 入港 出港

6 /13水 21:00 横浜
14木 終日クルージング

15金 07:30 青森
■お食事／朝食2回・昼食1回・夕食1回　
■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※ 6/13の夕食・ショーはございませんが、お夜食をご用

意いたします。　
※本クルーズは「 横浜・青森発  6/13花と緑の利尻島・礼文

島クルーズ」（44ページ）の区間クルーズです。

s
ナイト ナイト 

連絡バス付（予約制・追加代金不要）6/15
青森港  ▶ JR新青森・JR青森駅

※詳しくは、最終日程表にてご案内いたします。

●スポーツイベント
●童謡・唱歌や懐メロなどを皆様と一緒に歌う歌声広場
●ビンゴゲーム　　など
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チシマフウロ
【6月～7月】

レブンキンバイソウ
【6月中旬～7月中旬】

レブンハナシノブ
【6月～7月下旬】

レブンソウ
【6月～7月】

レブンウスユキソウ
【6月～8月】

北緯45度以北に位置し、本州では2,000m級
の山でしか見られない高山植物が標高の低い所
でも見られます。
※花の開花時期・状況は気象条件などにより異な
ります。

北の島々で出会う
野の花図鑑

沓形岬

森林公園
利尻山

（利尻富士）

姫沼

オタトマリ沼

仙法志御崎公園
桃岩展望台

高山植物園
澄海岬

スコトン岬

トド島

元地灯台

元地海岸

礼文岳

船旅ならかさばるトレッキング
アイテムも、宅配便（有料）で
船まで送ることができるので
楽に旅が楽しめます。

速乾性素材のシャツ、
長ズボン、トレッキング
シューズや底の厚い
運動靴、つば付き帽
子など

おすすめの
服装

高山植物が
咲く山道を
トレッキング

花のシーズンに訪れる花と緑の利尻島・礼文島
日本百名山に選ばれた利尻山が勇壮にそびえ、山麓には姫沼やオタトマリ沼などの
美しい自然が広がる利尻島と平地に約300種類の高山植物が咲き誇る礼文島を訪れます。

利尻富士（利尻島）

スコトン岬（礼文島）オタトマリ沼（利尻島）

礼文島 利尻島
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◆北海道会席
北海道の毛ガニ・ウ
ニをはじめとする
魚介やアスパラな
どの季節の野菜を
使った日本料理を
お楽しみください。
（両クルーズ共）

横浜

青森

礼文島
利尻島

東京

小樽

礼文島
利尻島

Aコース  2018年6月13日（水） ▶ 6月18日（月）
 【横浜発青森着 5泊6日】
Bコース  2018年6月15日（金） ▶ 6月18日（月）
 【青森発着 3泊4日】

Aコース  2018年6月20日（水） ▶ 6月25日（月）
 【小樽発東京着 5泊6日】
Bコース  2018年6月20日（水） ▶ 6月23日（土）
 【小樽発着 3泊4日】

横浜・青森発 花と緑の利尻島・
礼文島クルーズ

小樽発  花と緑の利尻島・
礼文島クルーズ

写真提供 ： 礼文町

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
Aコース 179,500 193,000 202,000 220,000 238,000
Bコース 123,000 132,000 138,000 150,000 162,000
客室タイプ 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 310,000 445,000 760,000 805,000
Bコース 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。

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
Aコース 188,000 201,000 211,000 231,000 255,000
Bコース 123,000 132,000 138,000 150,000 162,000
客室タイプ 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 335,000 457,000 795,000 841,000
Bコース 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 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）
●新緑の八甲田山とねぶたの家ワラッセ
●利尻島一周バス観光 
●緑の利尻島 ハイキングツアー
●礼文島 自然と岬バス観光
●花の礼文島 ハイキングツアー

青 森
利尻島

礼文島

oオプショナルツアー（一例）
●礼文島 自然と岬バス観光
●花の礼文島 ハイキングツアー
●利尻島一周バス観光
●緑の利尻島 ハイキングツアー
●空中散歩 天狗山ロープウェイと
　小樽散策

礼文島

利尻島

小 樽

講演:西島徹（利尻・島ガイドセンター代表）
「利尻島、礼文島の自然と四季」
利尻島と礼文島の
自然や島人の暮ら
し、四季の移り変
わりなどを現地ネ
イチャーガイドが
写真とともにお話
しします。

太田裕美 
アーリー・サマー 
まごころコンサート♫
「木綿のハンカチーフ」「九月の雨」
「さらばシベリア鉄道」等、数々のヒ
ット曲を歌う女性ヴォーカルの先駆
者、太田裕美が登場。北海道の初夏
の爽やかな風と共にナチュラルで
魅力的な歌声をお楽しみください。

送迎バス運行 o 新千歳空港～小樽港間連絡バス付 JR新青森駅・JR青森駅～青森港間

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 6 /13水 21:00 横浜
2 14木 終日クルージング

3 1 15金 07:30 14:00 青森
ふれんどしっぷ・ナイト ko

4 2 16土 08:30 18:00 利尻島 ko
5 3 17日 07:30 16:30 礼文島 ko
6 4 18月 11:30 青森
■ お食事／Aコース：朝食5回・昼食4回・夕食4回　

Bコース：朝食3回・昼食2回・夕食3回
※Aコースの6/13の夕食・ショーはございませんが、

お夜食をご用意いたします。　
■ドレスコード／すべてカジュアルです。
■ 礼文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。

※ Bコースの6/15青森港での乗船受付は13：00頃を
予定しております。

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 1 6 /20水 17:00 小樽
2 2 21木 08:00 18:00 礼文島 ko
3 3 22金 08:00 18:00 利尻島 ko
4 4 23土 09:00 15:00 小樽 o

5 24日 終日クルージング
ふれんどしっぷ・ナイト

6 25月 11:00 東京
■ お食事／Aコース：朝食5回・昼食4回・夕食5回

Bコース：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。
■ 礼文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。

o6/20、6/23　新千歳空港～小樽港間の送迎バス
を運行いたします。詳しくは、最終日程表にてご案内
いたします。

s

（イメージ）

連絡バス付（予約制・追加代金不要）6/15、6/18
青森港  ◀▶ JR新青森駅・JR青森駅

※詳しくは、最終日程表にてご案内いたします。
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小笠原
（父島）

孀婦岩
鳥島

二見湾（父島）

南洋踊り（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 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

東京発  世界自然遺産 小笠原クルーズ 〜返還50周年記念〜
2018年6月25日（月） ▶ 6月30日（土）【東京発着 5泊6日】

2018年6月は小笠原諸島が米国から返還され50周年。記念
の節目の月に小笠原へ訪れます。豊かな自然や歴史を体感
できるツアーやウミガメ放流なども予定しています。

写真提供 ： 小笠原村観光局

oオプショナルツアー（一例）
●ボニンブルーの海へ！南島海域公園ボート遊覧
●カヤック体験とガジュマルの森散策
●父島歴史ガイド散策
※母島へのツアーも計画中です。

小笠原

カルロス菅野  
スペシャルセッション〜Sings and Plays〜
ラテンジャズの名曲から皆さんご存知のポップチューンまで、様々な
曲を素敵なラテンサウンドをお届けします。カルロスのヴォーカル、鳴
り響くパーカッションサウンドは一足早い夏を感じさせる、熱いステー
ジになることは間違いなしです！

日程 入港 出港 寄港地

6 /25月 19:00 東京
26火 終日クルージング

ふれんどしっぷ・ナイト

27水 08:00 小笠原（父島） o

28木 17:00 小笠原（父島） o

29金 終日クルージング

30土 11:00 東京
■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。
■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。
※ 6/25 乗船受付は16：30頃を予定しています。
※ 6/27 夜間の通船運航はございません。

教室： フラダンス教室　タコノ葉細工教室（小笠原停泊中）

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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博多

壱岐島

b 7/22 壱岐島では筒城浜海水浴場までのシャトルバス付（追加代金不要）
壱岐島（郷ノ浦港） ◀▶ 筒城浜海水浴場

※貸切バス会社名（右記のいずれかのバスにご乗車いただきます。）壱岐交通、玄界交通

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

2名様1室利用 45,000 48,000 50,000 56,000 60,000 76,000 108,000 170,000 180,000
3名様1室利用 36,000 38,400 40,000 44,800

■ 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。

壱岐イルカパーク（壱岐島）一支国博物館（壱岐島）

猿岩（壱岐島）

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、3名様1室利用

博多発  夏休み壱岐島ワンナイトクルーズ
2018年7月21日（土） ▶ 7月22日（日）【博多発着 1泊2日】

九州北方の玄界灘に浮かぶ壱岐へ。美しいビーチで海水浴も楽しめます。

写真提供 ： 長崎県観光連盟

s

oオプショナルツアー（一例）
●神秘の島・壱岐はやめぐり観光壱岐島

日程 入港 出港 寄港地

7 /21土 17:00 博多

22日 07:00 13:00 壱岐島 bko
17:00 博多

■お食事／朝食1回・昼食1回・夕食1回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。

キッズ
プログラム

筒城浜
海水浴場
白くてきめの細かい砂浜が
約600mも続き、遠浅で波
も穏やかな「日本の快水浴
場100選」に選ばれた壱
岐随一のビーチです。海の
家、シャワー、トイレ、更衣
室等も完備。

キッズ
プログラム

みんなのお兄さんミッチーと
あそぼう！
⃝バルーンアートパフォーマンス

⃝ドキドキ
　じゃんけん大会
⃝紙芝居タイム
⃝アート＆クラフト
⃝キッズムービー
⃝船長服を着て
　写真を撮ろう！

ファミリー 50

小学生以下のお子様の旅行代金が大人代金の50％となります。ファミリー 50
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船内イベント ｜ VENUS EVENT

ねぶた祭
囃子に合わせ乱舞する跳

ハネト
人が

歌舞伎の名場面や武者の巨
大なねぶたと「ラッセーラー」
の掛け声と共に賑やかに街を
練り歩く伝統の祭りです。
衣装を着て祭りに参加する
跳人体験（有料）も予定してい
ます。

青森

敦賀
（小浜沖）

秋田

輪島

oオプショナルツアー（一例）
●のと鉄道里山里海号乗車！輪島・七尾はやめぐり
●奥能登周遊ドライブ1日
●男鹿半島と名物石焼料理の1日
●秋田新幹線で行く みちのくの小京都角館
●陸奥湾一望！浅虫温泉と八甲田・青森ハイライト
●立佞武多の町五所川原と田舎館村田んぼアート 

輪 島

秋 田

青 森

邦楽ユニット『手練〜TEDARE〜』 
『粋』〜日本の囃子、今昔（いまむかし）〜
現在最もポピュラーな伝統和楽器、和太鼓と津軽三味線の編成で、日本の『粋』を
表現します。東北、北陸にちなんだ民謡やお囃子から、最新のオリジナル曲まで、
純邦楽の今昔をご堪能ください。

敦賀発  竿燈・ねぶた東北二大祭りクルーズ

日本を代表する熱気と迫力のある東北の夏祭りを専用の観覧席からゆったりご覧いただけます。
小浜湾の夜空を彩る数千発の花火や能登輪島の観光もお楽しみいただけます。

2018年8月1日（水） ▶ 8月6日（月）【敦賀発着 5泊6日】

o 8/1、8/6神戸・大阪・京都・名古屋方面から敦賀港間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。

竿燈・ねぶた
観覧席付

送迎バス運行 o 神戸・大阪・京都・名古屋～敦賀港

日程 入港 出港 寄港地

8 / 1 水
16:30 敦賀

（夜、小浜湾錨泊）
若狭マリンピア花火大会船上観賞

2 木 08:00 17:00 輪島 ko

3 金 08:00 22:30 秋田
竿燈まつり観覧 ko

4 土 09:00 22:30 青森
ねぶた祭観覧 ko

5 日 終日クルージング ふれんどしっぷ・ナイト
6 月 09:00 敦賀

■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（花火観覧日、祭り観覧日は浴衣もお召しいただけます）。
※ 8/1、8/3、8/4のご夕食は花火観賞・お祭り観覧の関係で早めのご提供となります。
※花火大会、竿燈まつり、ねぶた祭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。
※秋田の竿燈まつり会場ではひな段式の長イスの観覧席、青森のねぶた祭会場ではパイプ
イスの観覧席をご用意しています。秋田港から会場付近までは送迎バスで移動し平坦約
900m徒歩で会場へ、青森港から会場間は平坦約800m徒歩での移動となります（歩く距
離は、観覧席の場所によって長くなる場合もございます）。

　秋田：貸切バス会社名（下記のいずれかのバスに乗車いただきます）。
　羽後交通、秋田中央交通、秋田中央トランスポート、能代観光バス、秋田観光バス、第一観光バス

連絡バス付き（予約制・追加代金不要）8/1、8/6
JR敦賀駅  ◀▶ 敦賀港

※詳しくは、最終日程表にてご案内いたします。
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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

旅行代金 220,000 235,000 245,000 265,000 285,000 365,000 515,000 865,000 915,000
■ 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 ：  秋田県、田舎館村むらおこし推進協議会、のと鉄道

奥入瀬渓流（青森）

田舎館村 田んぼアート（青森）
（2017年「ヤマタノオロチとスサノオノミコト」）

白米千枚田（輪島）

寒風山（秋田） のと鉄道 里山里海号（輪島）

若狭マリンピア花火大会
スターマインや海や小浜をイメージした形花火など多彩な花火が夜空に彩る
花火大会です。

その場所ならではの絶景も楽しめます。 o

竿燈まつり
稲穂に見立てた黄金色に染まる竿燈が連なる様はまさに光の川。約50kgの竿燈を額、
肩、腰へと移し替える妙技が見ものです。びいなすクルーズの竿燈も登場予定です。
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船内イベント ｜ VENUS EVENT

みんなのお兄さんミッチーとあそぼう！
⃝バルーンアートパフォーマンス
⃝ドキドキ
　じゃんけん大会
⃝紙芝居タイム
⃝アート&クラフト
⃝キッズムービー
⃝船長服を着て
　写真を撮ろう!

神戸

屋久島

生口島
（瀬戸田）

三原瀬戸

紀元杉（屋久島）

潮流体感クルーズ（生口島）

平山郁夫美術館（生口島）

日程 入港 出港 寄港地

8 / 8 水 17:00 神戸

9 木 08:00 14:00 生口島（瀬戸田）
三原瀬戸クルージング bko

10金 08:00 18:00 屋久島 o

11祝 16:00 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。
■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。

神戸発  夏休み 屋久島・しまなみ海道クルーズ
2018年8月8日（水） ▶ 8月11日（祝）【神戸発着 3泊4日】

豊かな自然が魅力の世界遺産の島・屋久島と中国地方屈指
の海水浴場を有し、多島美が魅力の平山郁夫美術館をはじめ
文化の香り溢れる生口島を訪れます。多島美が魅力の三原
瀬戸の景観もお楽しみください。

oオプショナルツアー（一例）
●国宝の島「大三島」はやめぐり観光
●村上水軍の本拠地「能島」上陸＆潮流体感クルーズ
●紀元杉と屋久杉自然館
●白谷雲水峡と太鼓岩トレッキング

生口島

屋久島

ダイナマイトしゃかりきサ〜カス 
〜ミュージックショー〜
3人組ボーカルエンターテイメントグループ・
ダイナマイトしゃかりきサ〜カス。聴くだけで
元気になれるオリジナル曲を中心に耳馴染み
のあるカバー曲も、しゃかりきテイストでお届
けする音楽のサーカス団です。お客様と一体
となるパフォーマンスをお楽しみください。

縁日・盆踊り大会も開催!

キッズ
プログラム

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、3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

2名様1室利用 139,000 148,000 154,000 170,000 182,000 230,000 330,000 510,000 540,000
3名様1室利用 111,200 118,400 123,200 136,000

■ 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。

b 8／9　瀬戸田ではサンセットビーチまでのシャトルバス付（追加代金不要）  
瀬戸田港  ◀▶ サンセットビーチ

※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。）
トモテツバス、ニコニコ観光

瀬戸田サンセットビーチ
真白い砂浜が800mに及ぶビーチで中
四国随一の海浜スポーツ公園となって
います。
シャワールームや更衣室・トイレ・カフェ
レストラン等も完備。

キッズ
プログラム

写真提供 ： 尾道観光協会、株式会社瀬戸内しまなみリーディング

ファミリー 50

小学生以下のお子様の旅行代金が大人代金の50％となります。ファミリー 50
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みんなのお兄さんミッチーと
あそぼう！

阿波おどり
約400年の歴史を持つ
阿波おどりは、三味線や鉦
（かね）や太鼓の音色に
合わせ、お揃いの衣装に
身を包んだ男女が、連と呼
ばれるグループに分かれ、
多種多様な振り付けで踊る
迫力満点の祭りです。
船内で阿波おどり教室も
予定しています。

横浜名古屋

徳島下関

関門橋

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 190,000 202,000 210,000 231,000 250,000 316,000 436,000 689,000 729,000
Bコース 158,000 168,000 174,000 191,000 204,000 254,000 358,000 547,000 579,000

■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。

名古屋発  阿波おどりと関門海峡花火クルーズ

活気みなぎる阿波おどりを有名連による合同フィナーレまで専用の観覧席より満喫。
関門海峡では夜空を彩る約１万数千発の花火を船上の特等席から人混みを気にせずゆったりご覧いただけます。

阿波おどり
観覧席付

Aコース  2018年8月12日（日） ▶ 8月16日（木）【名古屋発横浜着 4泊5日】
Bコース  2018年8月12日（日） ▶ 8月15日（水）【名古屋発着 3泊4日】

関門海峡花火大会阿波踊り（蜂須賀連）

有名連合同フィナーレ

びいなす連

oオプショナルツアー（一例）
●びいなす連・阿波おどり
　体験ツアー

徳 島

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 1 8 /12日 12:00 名古屋 ふれんどしっぷ・ナイト

2 2 13月 13:30 翌 01:00 下関
関門海峡花火船上観賞 k

3 3 14火 18:00 23:30 徳島
阿波おどり観覧 o

4 4 15水 14:00 19:00 名古屋
5 16木 09:00 横浜
■お食事／Aコース：朝食4回・昼食4回・夕食4回　Bコース：朝食3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。（祭り・花火観覧日は浴衣もお召しいただけます。）
※ 8/13・8/14のご夕食は花火観賞・阿波おどり観覧の関係で早めのご提供となります。
※花火大会・阿波おどりは、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。
※ 8/14の阿波おどり会場ではひな段式の長イスの観覧席をご用意しています。徳島港から
会場付近までは送迎バスで移動し、その後約800m徒歩で会場へ移動します（歩く距離
は、観覧席の場所によって長くなる場合もございます）。

　貸切バス会社名：徳島バス

キッズ
プログラム

キッズ
プログラム

⃝わくわく船内探検
⃝バルーンアートパフォーマンス
⃝ドキドキじゃんけん大会
⃝アート&クラフト
⃝キッズムービー
⃝船長服を着て写真を撮ろう!
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熊野大花火
沖合のイカダに乗せた世界最大級
の水上花火「三尺玉」、海中に花火
玉を投げ入れる「海上自爆」、岩場
に仕掛けて大音響を生む「鬼ヶ城大
仕掛」など約1万発の迫力ある花火
大会です。船上のデッキより人混み
を気にせず席につきながらゆったりと
ご覧いただけます。

船内イベント ｜ VENUS EVENT

みんなのお兄さんミッチーと
あそぼう！
⃝バルーンアートパフォーマンス

⃝わくわく
　船内探検
⃝紙芝居タイム
⃝アート&クラフト
⃝キッズムービー
⃝船長服を着て
　写真を撮ろう!

横浜

新宮

熊野沖

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 141,000 151,000 158,000 172,000 186,000 241,000 345,000 540,000 570,000
■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  熊野大花火と南紀クルーズ
2018年8月16日（木） ▶ 8月19日（日）【横浜発着 3泊4日】

自然や文化が魅力の南紀を訪れ、夜空に上がる花火をゆったりとしたデッキで観賞。
遮るものがない船上から間近にみる海上仕掛け花火は迫力満点です。

手嶌葵コンサート 
洋上での初コンサートは
必聴！
2006年公開のジブリ映画「ゲド
戦記」の挿入歌「テルーの唄」でデ
ビュー。聴き手の心を揺さぶるそ
の類稀なる歌声で、数々の主題歌
やCMソング等、耳馴染みのある
曲を潮風のせてお届けします。

講演： 熊野曼荼羅絵解き　花火の楽しみ方　教室： 花火撮影

キッズ
プログラム

熊野大花火大会 瀞峡（新宮）

熊野本宮大社（新宮）

s

デッキより見る海上自爆

日程 入港 出港 寄港地

8 /16木 17:00 横浜
17金 （夕刻、熊野沖錨泊）

熊野花火大会船上観賞
18土 08:00 17:30 新宮 ko

19日 08:30 横浜 （08：45下船）
■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。（花火観覧日は浴衣もお召しいただけます。）
※熊野大花火大会は、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。
※ 8/17のご夕食は、花火観賞の関係で早めのご提供となります。

遺産

世界
文化

oオプショナルツアー（一例）
●熊野本宮大社と渓谷美の瀞峡遊覧
●世界遺産 熊野三山めぐり
●♨勝浦温泉 大洞窟風呂「忘帰洞」入浴と熊野速玉大社

新 宮

キッズ
プログラム
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鳥羽
横浜

和歌山

熱海沖

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

2名様1室利用 139,000 148,000 154,000 170,000 182,000 230,000 330,000 510,000 540,000
3名様1室利用 111,200 118,400 123,200 136,000

■ 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。

鳥羽水族館（鳥羽）

高野山（和歌山）

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、3名様1室利用 

横浜発  夏休み熱海花火と伊勢・紀州クルーズ
2018年8月19日（日） ▶ 8月22日（水）【横浜発着 3泊4日】

遮るもののない洋上から望む花火大会と夏を満喫できる寄港地へ。

oオプショナルツアー（一例）
●お伊勢参りと鳥羽ハイライト
●英虞湾遊覧と海女小屋体験
●鳥羽水族館・うら側探検ウォーク
●世界遺産高野山・奥の院と金剛峯寺
●アドベンチャーワールド有料送迎バス

鳥 羽

和歌山

キッズ
プログラム

井上あずみ ファミリーコンサート
宮崎駿監督のジブリ映画『天空の城ラピュタ』の挿
入歌「君をのせて」や『となりのトトロ』主題歌をはじ
め、日本の愛唱歌を透明感あふれる歌声と抜群の歌
唱力でお届けするファミリーコンサート。是非、井上
あずみの世界をお楽しみください。

遺産

世界
文化

写真提供 ： 鳥羽市

日程 入港 出港 寄港地

8 /19日 15:00 横浜（夕刻、熱海沖錨泊）
熱海海上花火大会観賞

20月 08:00 17:00 鳥羽 o

21火 08:00 17:00 和歌山 bo

22水 15:30 横浜
■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。
■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。
※ 8/19のご夕食は花火観賞の関係で早めのご提供となります。
※熱海海上花火大会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。

b 8／21　和歌山では片男波海水浴場へのシャトルバス付（追加代金不要）
和歌山港  ▶ 片男波海水浴場
※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。）
ユタカ交通、クリスタル観光バス、大十バス、有田鉄道バス

片男波海水浴場
景勝地である和歌の浦にあり、砂浜
の長さは1,200mと和歌山県随一の
規模です。環境省選定「快水浴場百
選 海の部特選」に選定されています。
※更衣室・ シャワー・ トイレ完備。

片男波海水浴場

熱海海上花火大会
間断なく打ち上げられる大迫力の数千発の
花火や、幅約１ｋｍにわたって打ち上がる「大
空中ナイアガラ」は銀色の花火が夜空を埋
め尽くし、真昼のように明るく輝きます。

⃝バルーンアートパフォーマンス
⃝ドキドキじゃんけん大会　
⃝紙芝居タイム　
⃝アート＆クラフト　
⃝キッズムービー
⃝船長服を着て写真を撮ろう！

キッズ
プログラム

みんなのお兄さんミッチーと
あそぼう！
⃝わくわく船内探検

ファミリー 50

小学生以下のお子様の旅行代金が大人代金の50％となります。ファミリー 50
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名古屋 横浜

（イメージ）

（イメージ）

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F・G・H・Jは2名様1室代金の130％（8/22発 夏の横浜・名古屋はステートルーム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。

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）  8/22発 夏の横浜・名古屋は、

名古屋発／横浜発  夏のワンナイトクルーズ
フルコースディナーにショーやイベントなど移動時間も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方にもお勧めです。

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。

夏の横浜・名古屋ワンナイトクルーズ

夏の名古屋・横浜ワンナイトクルーズA

夏の名古屋・横浜ワンナイトクルーズB
2018年8月22日（水） ▶ 8月23日（木）【横浜発名古屋着 1泊2日】

2018年8月15日（水） ▶ 8月16日（木）【名古屋発横浜着 1泊2日】

2018年8月26日（日） ▶ 8月27日（月）【名古屋発横浜着 1泊2日】

日程 入港 出港

8 /15水 19:00 名古屋
16木 09:00 横浜

■お食事／フルコースディナー1回・朝食1回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※本クルーズは「阿波おどりと関門海峡花火クルーズ」（50ページ）の区間クルーズです。

日程 入港 出港

8 /22水 19:00 横浜
23木 09:00 名古屋

■お食事／フルコースディナー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／すべてカジュアルです。

日程 入港 出港

8 /26日 17:00 名古屋
27月 09:00 横浜

■お食事／フルコースディナー1回・朝食1回　　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※本クルーズは「夏休み世界自然遺産 小笠原クルーズ」（54ページ）の区間クルーズです。

船内イベント ｜ VENUS EVENT

シングル 120

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
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名古屋 横浜

小笠原
（父島）

孀婦岩
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

2名様
1室利用

A 196,000 210,000 220,000 240,000 262,000 342,000 478,000 822,000 870,000
B 164,000 176,000 184,000 200,000 216,000 280,000 400,000 680,000 720,000

3名様
1室利用

A 156,800 168,000 176,000 192,000
B 131,200 140,800 147,200 160,000

■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。

宮之浜（父島）

南島瀬戸（父島）

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・3名様1室利用

名古屋発
横浜発  夏休み世界自然遺産 小笠原クルーズ

oオプショナルツアー（一例）
●小笠原固有植物観察
●人と自然の共生を学ぶツアー
●ウェザーステーション
　展望バス観光と
　二見湾周遊ボート観光

小笠原

Aコース  2018年8月26日（日） ▶ 8月31日（金）【名古屋発横浜着 5泊6日】
Bコース  2018年8月27日（月） ▶ 8月31日（金）【横浜発着 4泊5日】

船でしか行けない世界遺産の父島へ。

紫舟 書のライブパフォーマンス
「国際万博」や世界のVIPが集まるスイス「ダボス
会議」で、日本代表として披露している紫舟の
ライブ。世界の要人を魅了する日本の伝統の
技を駆使した表現をぜひご堪能ください！

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。

鳥島

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。

小笠原 出港時のお見送り

太平洋に突き出た
高さ約100mの奇
岩です。

孀
そうふ

婦岩

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 8 /26日 17:00 名古屋
2 1 27月 09:00 17:00 横浜
3 2 28火 終日クルージング

ふれんどしっぷ・ナイト

4 3 29水 08:00 17:00 小笠原（父島） o
5 4 30木 終日クルージング

6 5 31金 09:00 横浜
■お食事／Aコース：朝食5回・昼食4回・夕食5回　Bコース：朝食4回・昼食3回・夕食4回
■ドレスコード／すべてカジュアルです。
■父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。
※ Bコースの8/27横浜港の乗船受付は16：00頃を予定しています。

小笠原固有植物観察（父島）

講演： 「小笠原に生息する
ウミガメの生態について」

キッズ
プログラム

⃝バルーンアートパフォーマンス
⃝ドキドキじゃんけん大会　
⃝紙芝居タイム　
⃝アート＆クラフト　
⃝キッズムービー
⃝船長服を着て写真を撮ろう！

キッズ
プログラム

みんなのお兄さんミッチーとあそぼう！
⃝わくわく船内探検

ファミリー 50

小学生以下のお子様の旅行代金が大人代金の50％となります。ファミリー 50

©masaaki miyazawa
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びいなすの●食
ザクースカなど、ロシアにちなんだメニューを取り入れたフルコースディナーを
お楽しみください。

アフタヌーンティーでは、ロシアンティーやロシアンクッキーをご用意しています。

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】

ベースキャンプ*

コリャーク山*

アバチャ湾クルーズ*6輪駆動車*

m

oオプショナルツアー（一例）
●ぺトロパブロフスク市内半日観光
●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

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 〜ロシアの秘境を訪ねて〜

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カ月以上が必要です。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。

（イメージ） （イメージ）

遺産

世界
自然

遺産

世界
自然

メンバー 20
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船内イベント	｜	VENUS	EVENT

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

神戸
横浜

ペトロパブロフスク･
カムチャッキー

ロシア正教会からの景色*

自由市場* ロシア家庭訪問* 先住民族村*

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
（＊印）写真は、ペトロパブロフスク・カムチャッキーから

オプショナルツアー等で訪れられる場所です。

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」

高橋ソーシャルスタッフの「Enjoy！エクササイズ」	
●ポールウォーキング入門講座（定員制・有料）
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）
2本のポールを使って歩行運動を補助し、運動効果をより増強するフィットネスエ
クササイズです。年齢を問わず誰もがポールを持って歩くだけで、正しい姿勢を
保持したまま歩幅を広げてバランスの良い健康フィットネスウォークが完成します。

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

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。

初心者でもすぐにできるかんたんなエクササイズです。
音楽に合わせて体を動かし全身をリフレッシュさせましょう。

自分で体を動かしながら行うストレッチです。関節を出来る範囲
で繰り返し動かすことで柔軟性と筋力のアップが期待できます。
バランスを整えてハツラツとした日常生活をサポートします。

●アクティブストレッチ教室
（無料）
●はじめてエアロビクス（無料）

乗組員によるイベント ⃝料理長によるクッキング教室 ⃝パティシエによるデザート教室
⃝ソムリエによるワイン教室 ⃝航海士による星空観測

＊天候などの事情により開催できない場合もあります。

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12ページをご参照ください。メンバー 20
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風光明媚な舞鶴湾
早朝、入港前に航行する舞鶴湾は四方を山に囲まれ、静穏でリアス式海
岸としての美しさを持っています。陸上からとは違った視点で近畿百景第
1位にも選ばれた景観をお楽しみください

神戸

博多

京都舞鶴
隠岐島

関門橋

びいなすの●食
日本海でとれる海の幸や京
野菜などを使ったフルコー
スディナーをお楽しみくだ
さい。

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、海の京都観光推進協議会

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船
●日本三景・天橋立と伊根湾めぐり遊覧船
　【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 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
■ 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）

伊根の舟屋（舞鶴）

大宰府天満宮（博多）

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。

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
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海から望む世界遺産
軍艦島
正式名称は端島といい海底炭鉱
の島として日本の近代化を支え
た島です。岸壁が島全体を囲い、高層鉄筋コ
ンクリートが立ち並ぶその外観が軍艦に似て
いるところから「軍艦島」と呼ばれています。

沖ノ島
古代より島自体が信仰の対象で現在は宗像
大社の境内（沖津宮）となっております。厳格
な忌避の為、一般の人の立ち入りは禁止さ
れています。
※信仰の島でもあり、島への接近はできませんの
で遠望となります。

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。世界遺産登録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 ：  宗像大社、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。

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

「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）

阿蘭陀船（出島町）

﨑津教会（天草）頭ヶ島天主堂*（上五島）
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
●美しき日本の風景 牛深と﨑津教会

長 崎
上五島
天 草

遺産

世界
文化
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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、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）。

8

11

12

13

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

旅行開始日の前日まで
旅行開始日の当日まで
旅行開始後または無連絡不参加

無  料
旅行代金の 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、
2017年12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｡

17

18
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20
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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。

9

10

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。

15

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10％以上
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 NBF日比谷ビル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。




