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Aコース  横浜発着 2020年4月2日木 ▶ 7月13日月  103日間
Bコース  神戸発着 2020年4月3日金 ▶ 7月14日火  103日間

ASUK AII WORLD CRUISE 2020
ASIA / MIDDLE EAST / MEDITERRANEAN / EUROPE / ARCTIC / AMERICAS / HAWAII

フォトエッセイ＆
インスタグラム掲載中！

過去に実施した世界一周クルーズの旅をつづった、フォトエッセイとインスタグラムをご覧いただけます。
フォトエッセイ ：郵船クルーズホームページ	 www.asukacruise.co.jp/photo-essay/
インスタグラム ：飛鳥クルーズ公式	 ＠asukacruise_

1 出発	約6カ月前
船会社による船内生活説明会やオプショナル
ツアー説明会を開催し、ご質問にお答えします。
※オプショナルツアーのお申し込みも開始されます。

3 出発	約1カ月前
乗船券や、船内で行われる
イベントのご案内・エンター
テイメントガイドなどをお届けします。

出発までのご案内

2 出発	約2カ月前
クルーズの日程表（ドレスコードや
出発当日のご案内など）や宅配便
のご案内などをお届けします。

世界一周
クルーズへ
出発!!
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16か国25寄港地

103日間
想像を
超える

飛鳥Ⅱから望む壮観
大自然と文明に触れる旅

より深く旅する地中海
人気の国は複数寄港

静謐の大自然ノルウェーのフィヨルドをクルージング。
そして、スエズ＆パナマのふたつの運河通航は、船旅
だからこそアプローチできるビューポイント。迫力あ
ふれる船上からの眺めをご堪能ください。

ギリシャ、イタリア、スペインでは、同じ国でも趣きの
異なる街に寄港。地中海の国々をはじめ、ヨーロッパ
の様々な歴史や文化をご覧いただける、こだわりの
美都探訪です。
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C R U I S E  H I G H L I G H T  ── 飛 鳥 ク ル ーズ の 世 界 一 周 の 歴 史 か ら 生 ま れ た " 世 界 を 旅 す る " 航 路

北極圏北極圏

横浜横浜神戸神戸

ゴアゴア

ミコノスミコノス

ナポリナポリ

ゼーブルージュ
（ブルージュ）
ゼーブルージュ
（ブルージュ）

コズメルコズメル

カルタヘナカルタヘナ

ホニングスボーグホニングスボーグ

レイキャビクレイキャビク

ニューヨークニューヨーク

サンフランシスコサンフランシスコ

ホノルルホノルル

リボルノリボルノ

パルマ
（マヨルカ島）
パルマ
（マヨルカ島）

カディスカディス

リスボンリスボン

ビーゴビーゴ

ケープカナベラルケープカナベラル

マサトランマサトラン

ティルベリー（ロンドン）ティルベリー（ロンドン）

トロンハイムトロンハイム

プンタレナスプンタレナス

サラーラサラーラ

モンテカルロモンテカルロ

ピレウスピレウス

シンガポールシンガポール

スエズ運河通航

パナマ運河通航

ジブラルタル海峡

ソグネフィヨルド／
ガイランゲルフィヨルド通航
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世界の芸術文化に迫る
飛鳥Ⅱならではの特別体験！

リボルノではフィレンツェの「ウフィッツィ美術館※1」、
ニューヨークでは「メトロポリタン美術館※2」を、
特別見学するオプショナルツアーを計画中です。
※1  美術館定休日に特別開館し、見学ルートを指定してご案内します。
※2   美術館一般開館前に、見学ルートを指定してご案内します。貸し切りではあ

りません。
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5／16 ティルベリー（ロンドン）

ケネディ宇宙センター
半日観光

本物のスペースシャ
トルの展示や、宇宙
開発技術に触れら
れるアトラクション
のある観光施設エリ
アにご案内します。

6／9 ケープカナベラル

ご乗船の皆様をご案内

ロンドン ナショナル・ギャラリー
イーストギャラリー 貸切観覧＆ディナー

ゴッホやターナーなど
西洋美術の傑作を数多
く所蔵する美術館の東
館を貸し切り、ご観覧
と優雅なディナーをご
堪能いただきます。 

※美術館一般見学終了後、見学ルートを指定してご案内します。 

客室S・A・Cのお客様をご案内

特典 クルーズ特典：ご乗船特典として寄港地での観光へご案内いたします。
※不参加もしくは不催行の場合でも他オプショナルツアーへの振替や相当額の補償はありません。

食事 A・Bコース共通  朝食、昼食、夕食 各101回
オプショナルツアー：寄港地での観光ツアー（別料金／定員制）です。 OP

通船 4月29日ミコノス、5月5日モンテカルロでは上陸用ボートで上陸予定です。天候によって
は上陸できない場合がございます。なお、安全確保のため車いすでの上陸用ボートへの乗船はで
きませんのであらかじめご了承ください。
●出入国管理上、横浜乗船のお客様は4月3日神戸では上陸できません。神戸下船のお客様
は7月13日横浜では上陸できません。
●現地および航路上の状況によっては、スケジュールの変更もしくは中止となる場合がございます。

オーバーナイトステイ：1泊停泊します。N 飛鳥Ⅱ初寄港地です。初寄港

［Aコース 横浜発着］ 2020年4月2日（木）▶ 7月13日（月）103日間
［Bコース 神戸発着］ 2020年4月3日（金）▶ 7月14日（火）103日間

飛鳥II
2020年世界一周クルーズ

月日（曜日） 寄港地 国・地域名

	4／		2 木 横浜 日本 午後出港

	4／		3 金 神戸 日本 午後出港

	4／10 金 シンガポール シンガポール OP

	4／16 木 初寄港 	ゴア インド OP

	4／19 日 サラーラ オマーン OP

	4／25 土 スエズ運河通航
	4／28 火 ピレウス ギリシャ OP

	4／29 水 ミコノス 通船 ギリシャ

5／		2 土 ナポリ イタリア OP

5／		3 日
リボルノ イタリア N OP

5／		4 月
5／		5 火 モンテカルロ 通船 モナコ OP

5／		7 木 パルマ（マヨルカ島） スペイン OP

5／		9 土 カディス スペイン OP

5／10 日
リスボン ポルトガル N OP

5／11 月
5／12 火 ビーゴ スペイン OP

5／15 金 初寄港 	ゼーブルージュ（ブルージュ） ベルギー OP

5／16 土
ティルベリー（ロンドン） イギリス       N 特典 OP

5／17 日
5／19 火 ソグネフィヨルド通航 ノルウェー

5／20 水 ガイランゲルフィヨルド通航 ノルウェー

5／21 木 初寄港 	トロンハイム ノルウェー OP

5／24 日 ホニングスボーグ ノルウェー OP

5／28 木 レイキャビク アイスランド OP

6／		5 金
ニューヨーク アメリカ N OP

6／		6 土
6／		9 火 初寄港 	ケープカナベラル アメリカ 特典 OP

6／12 金 コズメル メキシコ OP

6／15 月 カルタヘナ コロンビア OP

6／16 火 パナマ運河通航
6／18 木 プンタレナス コスタリカ OP

6／23 火 初寄港 	マサトラン メキシコ OP

6／27 土 サンフランシスコ アメリカ OP

7／		3 金
ホノルル アメリカ N OP

7／		4 土
7／13 月 横浜 日本 午前入港

7／14 火 神戸 日本 午後入港

クルーズ
特典
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4 /29 ミコノス│ギリシャ

エーゲ海に浮かぶ白と青の別世界
鮮烈な青色の海を背景に、純白の家が肩を寄せ合うよう
に建ち並びます。カト・ミリの風車やリトルベニスは絶好
の写真スポット。石畳までもが白いミコノス島には、300
以上の教会が点在します。カフェや雑貨屋も可憐で、時
間を忘れて歩いてしまいます。

5 /3・4 リボルノ│イタリア

ピサの斜塔へは好アクセス
花の都・フィレンツェも
建設途中の13世紀頃より傾いたま
まの状態で建つ斜塔で有名なピサ
は、リボルノの隣町。中世、イタリアの
４大海洋都市のひとつとして栄え、
豪壮なロマネスク建築が今なお輝き
を放ちます。ルネッサンス文化が花
開いたフィレンツェもお見逃しなく。
OP ピサ観光、フィレンツェ1日観光 など
世界遺産 �フィレンツェ歴史地区／ピサのドゥオモ広場／サンジミ

ニャーノ歴史地区　ほか

4 /28 ピレウス│ギリシャ

2020年にこそ訪れたい
オリンピック発祥の地
1896年、第1回近代オリンピックを開催した地・アテネ
へ。岩山にそびえる白亜のパルテノン神殿、ギリシャ全土
から集めた貴重な文化財を所蔵する国立考古学博物館
をはじめ、古代神話に思いを馳せながら訪れたいスポッ
トが集まります。
OP アクロポリスの丘とアテネ１日観光�など
世界遺産 アテネのアクロポリス

5 /5 モンテカルロ│モナコ

麗しきモナコ公国
セレブが集う高級リゾート
停泊する瀟洒なクルーザーや、颯爽と街を走る高級車な
ど、華やかさに満ちたモナコの首都です。歴代大公やグ
レース・ケリー妃が眠る大聖堂や、紳士淑女の集うカジ
ノ・ド・モンテカルロは必見。Ｆ１モナコグランプリの際
には、公道がコースとして使われます。
OP ニースと南仏の村めぐり など

5 /7 パルマ（マヨルカ島）│スペイン

スペイン王室が夏を過ごす
趣き深いマヨルカ島
マヨルカ島は、ショパンが恋人とともに療養生活を送っ
た地として知られています。沖縄本島の３倍に匹敵する
大きな島は見どころ多彩。観光の定番は、アントニオ・ガ
ウディが改修に携わった大聖堂や、珍しい円形の城・ベ
ルベール城です。
OP バルデモサ修道院半日観光 など

パルテノン神殿

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ（シンガポール）

5 /2 ナポリ│イタリア

「サンタルチア」の音色とともに
重厚な歴史を見つめる
南イタリア屈指の都市。
ナポリ・サンタルチア港
の奥にヴェスヴィオ火山
を望む風光は、その美し
さをたたえたことわざや
ナポリ民謡があるほどで
す。青の洞窟で知られるカプリ島や、古代都市ポンペイ遺
跡へもアクセス可能。ピッツァの本場としても有名です。
OP ポンペイ遺跡観光、カプリ島1日観光 など
世界遺産 �ナポリ歴史地区／ポンペイ、ヘルクラネウム及びトッレ・

アンヌンツィアータの遺跡地域／アマルフィ海岸��ほか

ピサの斜塔

モナコフィレンツェの街並み（リボルノ）

カト・ミリ（ミコノス）

アジアの多彩な文化にふれる

アジア・スエズ

劇的な歴史をひも解き、時空の旅へ

地中海・
西ヨーロッパ

4 /19 サラーラ│オマーン

アラビア海に面し
乳香の産地として発展
季節風の影響で降雨があることから、石油産出国ながら
緑豊かな大都市。古代より「神聖な香り」とされた乳香の
一大産地です。壮麗なスルタン・カブー
ス・モスクや、スーク（市場）はエキゾチ
ックな雰囲気に包まれています。
OP 世界遺産アルバリード遺跡 半日観光 など
世界遺産 乳香の土地（アルバリード遺跡）

4 /16 ゴア│インド

インドのイメージが変わる
落ち着いたリゾート都市
インド西海岸のリゾートで、のんびり
くつろげる美しいビーチが点在しま
す。かつてポルトガル統治下にあっ
た歴史から、教会群や修道院など西
洋的文化遺産も見どころ。フランシ
スコ・ザビエル終焉の地で、欧州か
らの観光客も多く見られます。
OP スパイス農園と世界遺産オールドゴア など
世界遺産 ゴアの教会群と修道院群

4 /10 シンガポール│シンガポール

都市景観を創造していく
アジア交易の中心地
マレー系、インド系、中国系など様々
な文化が融合する経済大国。斬新な
建築物が集中するベイサイドエリア
や、趣向を凝らした植物園＆サファ
リ、テーマパークなど、何度訪れても
楽しいフォトジェニックな観光スポットばかりです。
OP マリーナ・ベイ・サンズとリバークルーズ など
世界遺産 シンガポール植物園

ボム・ジェズ教会

アルフスン宮殿

スエズ運河通航
エジプト領内に属し、アジアとヨーロッパの最短ルー
トとして活用されているスエズ運河。その長さは運河
南端のスエズから北端のポートサイドまで全長約
160kmにおよびます。大陸間を結ぶスエズ運河橋
はエジプト-日本友好橋とも呼ばれています。

4 /25 船 旅 美 景 船上からのビューポイント

乳香

初寄港

ナポリの街並み
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5 /9 カディス│スペイン

ジブラルタル海峡を臨む、
大航海浪漫の港町
コロンブスの大航海を筆頭に、何世紀にもわたり新
大陸へ向かう船団を送り出してきたスペインの主要
港。フラメンコやシェリー酒の本場として知られるア
ンダルシア地方にあり、アルカサル宮殿や闘牛で
有名なセビリアへの玄関口でもあります。
OP セビリア1日観光 など
世界遺産 セビリアの大聖堂

5 /10・11 リスボン│ポルトガル

ユーラシア大陸最西端
ポルトガルの首都へ
ジェロニモス修道院やベレンの塔、発見のモニュメントなど、
巨万の富に沸いた大航海時代がよみがえるリスボン。「７つ
の丘の町」の異名をとるほど起伏が多く、路面電車が行き交
います。美しい風景が迫る入出港時は見逃せません。
OP ポルトガルの田舎町めぐり ～オビドス・ナザレ～  など
世界遺産 �リスボンのジェロニモス修道院とベレンの塔／シントラ

の文化的景観

5 /12 ビーゴ│スペイン

リアス式海岸の風光に恵まれた
スペイン最大の漁港
岬と入江が織りなす変化に富んだ
景観が魅力の港町。シエス諸島やプ
ラヤ・デル・バオなど、海の美しさが
称されるスポットも点在しています。
カストロ要塞からはビーゴ湾を一望のもとに。足を延ばせ
ば、巡礼の地サンチャゴ・デ・コンポステーラへも。
OP サンチャゴ・デ・コンポステーラ1日観光 など  
世界遺産 サンチャゴ・デ・コンポステーラ（旧市街）�ほか

5 /21 トロンハイム│ノルウェー

フィヨルドに抱かれた
ノルウェー王国最初の首都
バイキングの王が10世紀に都を築いて以来、政治経済
のみならず学術の中心として重要な地位を占めてきまし
た。見どころは、彫刻やステンドグラスに圧倒されるニー
ダロス大聖堂や、18世紀に対スウェーデンで勝利した
地・クリスチャン要塞です。
OP トロンハイム半日観光 など

トロンハイムの街並み

ブルージュの街並み

ベギン会修道院（ゼーブルージュ）

グトルフォスの滝（レイキャビク）大聖堂と飛鳥Ⅱ（パルマ）

船上から眺める街並み（リスボン）

サンチャゴ・デ・コンポステーラ

ガイランゲルフィヨルドの飛鳥Ⅱ

ジブラルタル海峡
ヨーロッパとアフリカ、
ふたつの大陸がわずか
14kmほどの距離で迫
ります。地中海からこの
海峡を抜ければ大西洋へ。ヨーロッパ側には「ヘラ
クレスの柱」ともよばれる岩山がそびえます。

5 /8 船 旅 美 景 船上からのビューポイント

5 /28 レイキャビク│アイスランド

自然エネルギーに満ちた
氷河＆火山の国
国土の10％が氷河に覆われた
島国で、地球の鼓動を感じられ
る火山の観光スポットも点在す
るアイスランド。首都レイキャビ
クからは、名瀑グトルフォスの
滝や30mの高さまで噴き上げる間欠泉、世界最大の天
然温泉・ブルーラグーンにアクセス可能です。
OP ブルーラグーン体験、ゴールデンサークル1日観光 など
世界遺産 シンクヴェトリル国立公園�

ブルーラグーン

5 /24 ホニングスボーグ│ノルウェー

ノールカップ岬へ
沈まぬ太陽「白夜」も体験
北緯71度、ヨーロッパ最北の都市。
地球をモチーフとしたモニュメントが
崖の上に建つ最北端の地・ノールカ
ップ岬を目指す人 で々にぎわいます。
OP ノールカップ半日観光 など ノールカップ岬

白夜体験
夏季には夜も水平線ギリ
ギリに太陽が輝く白夜が
続きます。緯度の高い北極
圏周辺ならではの自然現
象をお楽しみください。

5 /16・17 ティルベリー（ロンドン）│イギリス

テムズ川を眺めながら
ロンドン、グリニッジ観光へ
イギリス屈指のコンテナ基地で、
テムズ川を遡ればロンドンへ。

「クラウン・ジュエル」など秘宝を
展示するロンドン塔、荘厳なウ
ェストミンスター寺院、大英帝
国時代からの河港都市グリニッ
ジ、王立植物園など、周辺には多くの世界遺産があります。
OP グリニッジ半日観光、ロンドン1日観光 など
世界遺産 �ウェストミンスター宮殿、ウェストミンスター寺院、聖マー

ガレット教会／ロンドン塔／マリタイム・グリニッジ  など

ウェストミンスター寺院

ソグネフィヨルド＆
ガイランゲルフィヨルド通航
ソグネフィヨルドはノルウェー最長（204km）で、
最深部の水深が1,308mの峡谷。フィヨルド沿い
には小規模集落が点在し、のどかな風景を垣間見
ることができます。一方「フィヨルドの真珠」と称さ
れるガイランゲルフィヨルドは、左右に標高1,500
ｍの山々が連な
り、その絶壁に
は幾筋もの滝。
手つかずの力強
い自然景観が迫
ります。

5 /19・20 船 旅 美 景 船上からのビューポイント

輝き続ける伝統、そして神秘の大自然

北ヨーロッパ・
北極圏

5 /15 ゼーブルージュ（ブルージュ）│ベルギー

「天井のない美術館」と称えられる
３つの世界遺産を擁す古都
運河が縦横無尽に走り、石畳
と赤レンガが中世の面影を伝
えます。美しい音色を響かせ
るマルクト広場の鐘楼は街の
シンボル。運河めぐりやベギ
ン会修道院のほか、チョコレ
ートやビールに親しみながらの街歩きを。
OP ブルージュとゲント１日観光 など
世界遺産 �ブルッヘ歴史地区／フランドル地方のベギン会修道院

群／ベルギーとフランスの鐘楼群

初寄港
初寄港
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シンガポール

プーケット

マーレ

サンディエゴサンディエゴ

ホノルル

ケープカナベラルケープカナベラル

カルタヘナカルタヘナ

コズメルコズメル

ニューヨークニューヨーク

ビルバオ

ハンブルク

ロサイス

ダブリン

リスボン

アムステルダム

ダイヤモンドヘッドと飛鳥Ⅱ（ホノルル）

トップ・オブ・ザ・ロック展望台（ニューヨーク）

カルタヘナ旧市街（カルタヘナ）

特別体験プラン 特選プレミアツアー飛鳥Ⅱならでは

三ツ星レストラン
「ル・ルイキャーンズ」
昼食会とプレミア体験

フレンチの巨匠アラン・デュカス
の原点「ル・ルイキャーンズ」を
貸し切り、飛鳥Ⅱのお客様だけ
で昼食会を開催。世界最大級
の非公開ワインセラー見学な
どデュカス・パリの協力のもと、
モナコでの特別体験も計画中。
※ミシュランガイド2018を参考として
います。

モンテカルロ

19世紀に建てられたリス
ボンにある宮殿でポルトガ
ル民謡ファドの音楽と共に
夕食をお召し上がりいただ
きます。世界遺産ジェロニ
モス修道院閉館後の特別
見学へもご案内します。

「アジュダ宮殿」ファドの夕べと
ジェロニモス修道院特別見学リスボン

フィレンツェ・
ウフィッツィ美術館特別見学リボルノ

モナコ公国の大公宮殿を
一般入場前の時間に訪れ
飛鳥Ⅱのお客様だけで特別
にご見学いただけます。
※一般公開されているエリアをご案
内します。
※モナコ公国大公宮殿の公式行事
の開催が急遽決まった場合はご覧
いただけない場合がございます。

モナコ大公宮殿
特別入場モンテカルロ

世界三大美術館のひとつメトロポリ
タン美術館の一般開館前に特別に入
場し、ゆったりとご見学いただけます。
※見学ルートを指定してご案内します。
※貸し切りではございません。

メトロポリタン美術館・
開館前特別入場

ニューヨーク

6 /12 コズメル│メキシコ

カリブに浮かぶ楽園
マヤ文明の遺跡めぐりも
海の透明度の高さが印象的なメキシコのリゾートアイラ
ンド。メキシコ本土へ足を延ばせば世界屈指のビーチリ
ゾート・カンクンやチチェンイツァなどのマヤ遺跡の興味
深い観光地へも。
OP チチェンイツァ遺跡観光 など
世界遺産 古代都市チチェンイツァ�

6 /15 カルタヘナ│コロンビア

スペイン統治の面影を残す
コロンビアの美港
16世紀、スペインによる新
大陸開拓のために築かれた
街で、南米中の財宝が集ま
りました。城壁に囲まれたコ
ロニアル様式の旧市街は、
ゆっくり散策したい世界遺
産。人気のスポットです。
OP 馬車でめぐるカルタヘナ旧市街 など
世界遺産 カルタヘナの港、要塞、歴史的建造物群�

6 /5・6 ニューヨーク│アメリカ

自由の女神に迎えられ
経済・文化の世界拠点へ
世界経済を力強くリ
ードし、芸術的感性
が 集結 する 巨大都
市。美の殿堂メトロポ
リタン美術館やタイム
ズスクエア、ブロード
ウェイ、エンパイア・
ステートビル、セントラルパークなど、何度訪れてもどこ
でどう過ごすか迷うほど刺激的な街です。
世界遺産 自由の女神像�

タイムズスクエア

馬車ツアーイメージ

6 /9 ケープカナベラル│アメリカ

アポロ11号の発射地で、
今なお宇宙開発の拠点
フロリダ半島東岸の砂洲にある岬。見どころはアメリカ
航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の「ケネディ宇宙センター」。学び
ながら宇宙の魅力を探る大規模施設「ビジター・コンプ
レックス」は必見。
特典 ケネディ宇宙センター半日観光

ケネディ宇宙センター

初寄港

多彩なオプショナルツアー （別料金／予定）

芸術の都フィレン
ツェのウフィッツィ
美術館を定休日に
特別開館し、飛鳥
Ⅱのお客様だけで
ゆったりとご見学
いただけます。 
※見学ルートを指定して
ご案内します。

大西洋を抜け、古今の栄光をたどる
アメリカ大陸・カリブ海

ニューヨークで本場のミュージカルを楽しみませんか。
チケットの個人手配を承ります。

Neil StoddartⒸ Rational Intellectual Holdings Ltd

ⒸPierre Monetta
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6 /18 プンタレナス│コスタリカ

エコツーリズムが盛んな
動植物の宝庫
中米コスタリカの砂の半島に位置する
港町。熱帯の動植物を観察するエコツ
アーが、国をあげて観光産業として発
展、プログラムも多彩です。高原都市
サン・ホセへも足を延ばせます。コスタ
リカ産コーヒーは、品質の高さで世界的に有名です。
OP 首都サンホセと民族舞踊 1日観光 など

6 /23 マサトラン│メキシコ

リゾート気分を満喫できる
メキシコ有数の観光都市
「太平洋の真珠」と称される
ビーチリゾートで、旧市街に
はスペイン統治時代のコロニ
アル建築が今なお残ります。
鮮やかな黄色の外観が目を引
くカテドラルやマサトラン南端
の灯台山がシンボルです。
OP カラフルな村 エルケリテを訪ねて など

パナマ運河通航
パナマ地峡を横断してカリブ海（大西洋）と太平洋を
結ぶ運河。1914年に開通した世界最大の海洋運河
で、全長は約80kmにおよびます。

シンガポール

プーケット

マーレ

プンタレナスプンタレナス

サンフランシスコサンフランシスコ

マサトランマサトラン
ホノルルホノルル

横浜神戸

ビルバオ

ハンブルク

ロサイス

ダブリン

リスボン

アムステルダム

パナマ運河通航パナマ運河通航

初寄港

※�オプショナルツアー（特別体験プラン、特選プレミアツアー、ランドツアーを含む）は定員制・別料金となります。ツアー名、内容、出発地は予定であり、今後
のスケジュールによっては変更となる場合があります。詳細は後日お送りするオプショナルツアーガイドをご確認ください。
※ 世界遺産 およびパンフレットで使用している写真はその寄港地で自由行動中またはオプショナルツアーなどでご覧いただけます。
※車いすご利用のお客様および通常歩行が困難なお客様は、ご参加いただけないコースがございます。

●カディス発
スイス２大名峰と氷河特急
マッターホルンなど爽快な絶景が連続

マッターホルン

●ゴア発
アブダビとドバイ
アブダビのルーブル美術館とドバイ観光

ルーブル・アブダビ

●ニューヨーク発
ナイアガラの滝
迫力あふれる名瀑を間近に見学

ナイアガラの滝

様々な旅のカタチ。
陸路や空路で、行きたかったあの場所へ。

ランドツアー

●サンフランシスコ発
アメリカ西部国立公園
グランドキャニオンなど大自然紀行

グランドキャニオン

世界
遺産

●ケープカナベラル発
マチュピチュ遺跡とナスカの地上絵
天空の要塞都市と謎多き巨大アートへ

マチュピチュ

世界
遺産

●ケープカナベラル発
キューバ世界遺産の街々を訪ねて
ハバナをはじめ趣深い街を歴訪

ハバナ旧市街

世界
遺産

●シンガポール発
インド・世界遺産タージマハル
総大理石の美しい白亜の廟へご案内

タージマハル

世界
遺産

●レイキャビク発
グリーンランド世界遺産の氷河を訪ねて
北半球で最も多くの氷山が生まれる地へ

イルリサット・アイスフィヨルド

世界
遺産

7/3・4 ホノルル│アメリカ

グルメ＆ショッピングが充実
じっくりお土産探しを
世界一周を締めくくる寄港地は、魅力が尽きないスーパー
リゾート。ダイヤモンドヘッドやハナウマ湾、カイルアビー
チで自然美を堪能した
り、ハワイ文化に親しん
だり、お土産探しにショ
ッピングも。
OP ダイヤモンドヘッド登頂体験 など

ワイキキビーチとダイヤモンドヘッド

ゴールデンゲートブリッジ（サンフランシスコ）

コンゴウインコ

マサトランの街並み

英国豪華列車
ブリティッシュ・プルマン
で行くロンドン

飛鳥Ⅱのお客様だけで貸し切りにした
「ブリティッシュ・プルマン」に乗車し
ロンドンへ。英国の伝統が感じられる
ツアーです。

ティルベリー

6 /16 船 旅 美 景 船上からのビューポイント

リゾートの風に吹かれ、旅は最終章に
パナマ・太平洋

6 /27 サンフランシスコ│アメリカ

知名度抜群の橋が迎える
カリフォルニアの人気寄港地
三方を海に囲まれた風光明媚な街。知名度
抜群の赤い橋・ゴールデンゲートブリッジが
ランドマークです。フィッシャーマンズ・ワーフ
やロンバード・ストリート、アルカトラズ島な
ど観光名所のほか、足を延ばせばカリフォ
ルニアワインの産地ナパバレーへも。
OP ナパバレー ワイナリーを訪ねて など

フィッシャーマンズ・ワーフ

チチェンイツァ（コズメル）
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▶▶▶  自由なクルーズライフ

「
日
本
船
な
ら
で
は
」の
楽
し
み

優
雅
に
、
贅
沢
に

非
日
常
を

体
感

※掲載写真は全てイメージです。イベント内容は変更となる場合があります。

旬の味、世界の味を盛り込んだメニュー
長い旅を支えるのはなんと言ってもお食事。夕食は和食、フレンチ、
イタリアンに中華など、毎日楽しみな時間になるようバリエーション
豊かにメニューをご用意しています。食でも世界一周を感じていただ
けるよう寄港地での厳選した食材の仕入れにも力を入れています。
ゲストシェフによるスペシャルディナーにもどうぞご期待ください。

日本のお客様に向けた食べなれたお料理
飛鳥Ⅱでは世界中どこをクルーズしていても、日本の味をお楽しみ
いただけるよう、朝食・昼食には毎日和食を中心としたメニューも
ご用意しています。また、江戸前寿司をはじめ、お刺身やコース料理

など新鮮な海の幸が味わ
える「海彦（有料）」も飛鳥Ⅱ
の人気スポットです。

▶▶▶  快適なクルーズライフ

ゆったりと、まどろみの特等席
海水を利用したプールで世界の海を泳いでい
る気分を楽しんだり、デッキチェアに寝そべっ
てアイスクリームやビールでのんびりと。白夜で
はついつい時間を忘れてしまうことも。

空と海を見晴らすティータイム
ラウンジの大きな窓から眺める空や
海の色、島影や街並み。同じ紅茶を
頼んでも世界一周クルーズ中、毎日
毎時違う景色が味わえます。

ロングクルーズにはかかせないサロン＆スパ
アスカ アヴェダ・サロン＆
スパ（有料）は、フォーマ
ルヘアアレンジの心強い
味方です。世界一周クルー
ズではカットやカラーリン
グのご要望も多数。寄港
地観光などアクティブに過
ごした後は、スパで全身を
ほぐしリフレッシュ。

ヘアサロンでドレスに合わせたスタイリングに

「海彦」

開放感たっぷりの大浴
場は、日本人の心を包
み、長旅こそありがたさ
が倍増するスポットで
す。全客室バスタブ付き
ですが、毎日大浴場に
通うお客様も多数。訪
れる度に景色が変わり、
眺望も抜群です。

良き航海を
祈念する鏡開き
横浜、神戸でお客様
が乗船されたら、い
よいよ世界に向け出
航です。世界一周ク
ルーズの円満成就を
お客様とスタッフ全
員で祈ります。

103日間のロングクルーズの中で、
船上での生活は、かけがえのない時間となっていきます。
より快適に、より安心して──
飛鳥Ⅱは日本のお客様にあったクルーズライフをご提案いたします。

飛鳥Ⅱが選ばれ続ける理由

「世界の味」と、「日本の味」を─ 手足をのばして“湯ったり”としたひととき

情熱の飛鳥祭
プールサイドでは、よさ
こい、阿波、ねぶたと、
熱気あふれる祭りパ
フォーマンスが繰り広
げられます。盆踊りタ
イムは参加者全員が
ひとつの輪に。遠く離
れた洋上で日本を感
じる催しです。

“和”のイベントも多数ございます

世界一周の船旅に
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心づくしのクルーショー
日本への帰国が迫ってくると、クルー
たちが感謝の気持ちを込めたショー
で一夜を盛り上げます。スタッフの知
られざる秘技にご期待ください。

キャプテンズ・ウェルカム・
パーティー
旅の序盤に行われるご乗船歓迎パー
ティーでは、船長をはじめ、飛鳥Ⅱのオ
フィサーたちがごあいさついたします。

クルーも一緒に盛り上げます

毎
日
が
イ
ベ
ン
ト
。
心
に
残
る
日
々
を

航海中の海域に合わせたお料理や
お飲み物をプールサイドで。世界
各地の寄港地で仕入れた新鮮な果
実が味わえるフルーツビュッフェは
ロングクルーズならではです。潮風
を感じながら、開放的なデッキ
でのお食事をどうぞ。

大空の下で楽しむデッキディナーは格別

新しい趣味を発見しましょう
たっぷり自由な時間のある
世界一周クルーズは、新し
いことにチャレンジするの
に最適。各種講座や参加
型イベント、アクティビティーが充実しています。

カルチャー    ■ 写真教室  ■ マジック教室  ■ 手芸教室
  ■ ウクレレ教室 など

ゲーム   ■ 囲碁教室  ■ カジノ教室  
  ■コントラクトブリッジ教室 など

ダンス・	 		 ■ 社交ダンス教室  ■フラダンス教室  
エクササイズ ■ ストレッチ教室  ■ ヨガ教室  ■ ゴルフ教室 など

※各イベントや教室の内容は変更となる場合がございます。

多彩なゲストエンターテイナー
弦楽器演奏、落語、様々なジャンル
の歌手など、日本をはじめ世界各国
の実力派エンターテイナーによるス
ペシャルステージが開催されます。

ローカルショー
寄港地によっては、伝統の民族文化を
現代に脈々と伝える方々が乗船し、
じっくりとその世界観を披露。世界一
周クルーズならではのひとときです。

プロダクションショー
飛鳥Ⅱのショーはラスベガスのプロダ
クション仕込み。ダンサーやシンガー
が見ごたえあるオリジナルショーを繰
り広げます。

▶▶▶  華やかなクルーズライフ

船内には診療室がございます（有料）
日本人医師と看護師が乗船していますので体調が優れない場合に
はご相談ください。
※健康保険などの医療保険は適用外となります。
※診療室の設備および医療行為には限りがあり、病状によっては陸上病院を受診し
ていただくことがございます。

海外旅行保険にご加入ください
海外で病気・怪我をした場合、多額の治療費や搬送費等がかかる
ことがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠
償金の回収が大変困難な場合があります。これらを担保するため、
お客様ご自身で十分な費用補償とサポート体制を備えた海外旅
行保険に加入することをお勧めします。
※海外旅行保険は、旅行開始後には加入できません。必ずご乗船前にご契約ください。

フォーマル  5回程度
男性： タキシードやダークスーツなど
女性： カクテルドレス、着物なら訪問着など

インフォーマル  10回程度
男性： スーツ、ジャケットなどの上着、ネクタ

イ着用をおすすめします
女性： ワンピースやツーピースなど

カジュアル
男性： 襟付きシャツとスラックスなど
女性：ブラウスやスカートなど

旅をお洒落に
世界一周クルーズの
ドレスコード

日中や寄港地ではカジュアルな服装でお過ごしいただけ
ます。夕刻（17：00以降）は下記の3つのドレスコードを設
けています。ドレスアップして、船上の華やかなひとときを。

フォーマルインフォーマルカジュアル

世界を魅了する気高き美声
〈ソプラノ〉

サイ・イエングアン
1984年、国連地球環境キャンペー
ンソング“愛する小鳥よ”で中国音楽
協会 『緑葉賞』 受賞。1989年、日中
合作オペラ「魔笛」に夜の女王役で
出演。圧倒的な存在感と歌唱力は国
際的に高い評価を得ている。アジア
が誇る世界のディーバとして活躍中。
乗船区間 │ 横浜〜シンガポール

Photo By Hideki Shiozawa

甘く力強い歌声
〈テノール〉

錦織	健
国立音楽大学卒業。文化庁オペラ研
修所第5期終了。1986年のデビュー
後、数多くのオペラ、コンサートやテレ
ビ、ラジオに出演するほか、2002年
よりオペラ・プロデュースも行うなど
幅広く活躍。
乗船区間 │ ホノルル〜横浜

※乗船区間は変更となる場合がございます。 Photo By 大八木宏武(都恋堂）

※インフォーマル・フォーマルの回数は予定です。

本格的なエンターテイメントを堪能 スペシャルゲストによるステージ
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ゆったりとわが家で過ごすように、世界を旅する客室のご案内

海
を
望
む
バ
ス
ル
ー
ム
も
。

最
上
級
の
く
つ
ろ
ぎ
を
お
約
束

■ 快適な船旅をサポート
●  ご出発前はお客様サポートデスクが旅

の準備をお手伝いします。
●  ご乗船中は担当スタッフが快適なクルー

ズライフをサポートします。
●  フルクルーズ（全区間）乗船の際の寄港

地オプショナルツアーの優先予約（注1）。
●  無料宅配便サービス（日本国内に限る

／海外乗下船は除く）。
●  乗下船時ハイヤー送迎サービス。 ※送迎範囲は100km圏内。全区間乗船の場合のみ。
●  「アスカ アヴェダ・サロン＆スパ」「海彦」事前予約サービス。

ロイヤルスイート	 バルコニー付／88.2m2
 S

■ 快適な船旅をサポート
●  フルクルーズ（全区間）乗船の際の寄港地オプショナルツアーの優先予約（注1）。

アスカスイート	 バルコニー付／45.8m2
 Aゆ

と
り
あ
る
リ
ビ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
で

上
質
の
住
空
間
を
楽
し
む

スイート	 バルコニー付／33.5m2
 C過

ご
し
や
す
さ
を
重
視
し
た
、

く
つ
ろ
ぎ
の
ス
イ
ー
ト

★「海彦」メニューを含む、ルームサービスおよび客室内のソフト
ドリンク、アルコールすべて無料。

★クリーニングサービス。　
★ 客室内専用パソコンサービス（日本経済新聞電子版閲覧可能）。
★ 無料Wi-Fiサービス（一部ご利用いただけない海域がございます）。 など

特典

プレミアダイニング プレゴ
プライベートな空間でゆったりと眺望とお食事をお楽しみいただ
けるディナー専用のプレミアダイニングです。2020年世界一周
クルーズのプレゴでのご夕食は営業時間内のお好きな時間にお
越しいただける「オープンシーティング」でのご提供を予定してい
ます。より自由なクルーズライフをお過ごしいただけます。

※プレゴでは、ソフトドリンクの他、ビールを無料
にてお召し上がりいただけます。 
※フォーシーズン・ダイニングルームでもディ
ナーをお楽しみいただけます。 

客室S・Aご利用のお客様限定 客室S・A・Cご利用のお客様限定

インルームダイニング
サービス
客室S・A・Cをご利用のお客様には、
朝・昼・夕食を客室へお届けするサー
ビスがございます。（無料・予約制）
※ご注文はご乗船後に承ります。

（注1）客室S・Aのお客様のご予約でオプショナルツアーの定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。

開放感あるプライベート空間
潮風と陽光あふれるバルコニー

バルコニーED バルコニー付
22.9m2 

３人利用専用の
船尾に位置する限定客室

ディートリプルD3 角窓（バルコニーなし）
22.9m2 

機能的なステートルームも
全室バスタブ完備

ステートKF 角窓（バルコニーなし）
18.4m2 

※Kステートは、
眺望が妨げられ
ます（例）

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

● ルームサービス ● テレビ：日本の沿岸では衛星放送、海外クルーズではNHKワールド、ワールドプレミアム（NHK海外向け番組）をご覧
いただけます ● 冷蔵庫：冷蔵庫内のお飲物は、1日1回補充します。ご自由にお飲みください ● 電気製品：国内で使用できるものを客室内
のコンセントでご使用いただけます（客室でのアイロン、電気コンロなど熱源機器のご使用はご遠慮ください）。
※サービスの内容により有料のものがございます。

全室共通の
サービス

受動喫煙対策により、飛鳥Ⅱ船内の喫煙スペースが
変更になる場合がございます。また、サービス内容
および船内施設・客室は2019年1月1日現在のも
ので、今後、変更・廃止される場合がございます。
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ゆったりとわが家で過ごすように、世界を旅する 早めのご予約に、お得な割引をご用意しました

船上で快適に過ごすために

旅行代金プラン

ワンポイントアドバイス

お得な割引のご案内

2019年6月30日（日）までに
全額お支払いのお客様は20％割引の

旅行代金にてご利用いただけます。

ワールド特別割引

客室番号のご希望はお受けできません。

2019年8月31日（土）までに
全額お支払いのお客様は15％割引の

旅行代金にてご利用いただけます。

早期全額支払割引

客室番号のご希望をお預かりいたします。★

2019年11月30日（土）までに
お申し込みのお客様は、早期申込割引の

旅行代金にてご利用いただけます。

早期申込割引

客室番号のご希望をお預かりいたします。★

★： 客室番号の最終決定は乗船券発券時に確定します。ご希望にそえない場合もございますのであらかじめご了承
ください。客室番号のご希望について詳しくは裏表紙「お申し込み時の注意事項とご案内」をご覧ください。

●燃油サーチャージは2019年1月1日現在不要ですが、今後の原油価格の動向により、旅行代金とは別にお客様にご負担いただく場合があります。●旅行代金は各港の港湾諸税および日本の国際
観光旅客税を含んでいます。今後税額が増減または廃止された場合でも旅行代金に変更はありません。●客室をお1人様でご利用の場合、客室K・Cは160％、客室F・Eは135％、客室Dは140％、
客室Aは180％、客室Sは200％の割増代金となります。ただし、お1人様でご利用いただける客室には限りがございますのであらかじめご了承ください。相部屋は承っていません。●2020年4月2日
横浜～7月13日横浜、2020年4月3日神戸～7月14日神戸、2020年4月2日横浜～7月14日神戸、2020年4月3日神戸～7月13日横浜は同一旅行代金です。●各割引期限以降の客室タイプ
の変更および、お客様が交替された場合は割引代金が適用となりません。

万が一のご病気や怪我に備え、海外旅行保険への加入をおすすめします。
緊急下船となった場合の搬送や治療費は特に高額になる場合が多く、病院
や通訳の手配など保険会社が代行してくれるサービスもあり安心です。

海外旅行保険
ご加入のすすめ

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

ワールド特別割引
適用後の旅行代金 3,900,000 4,600,000 5,800,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 23,000,000

早期全額支払割引
適用後の旅行代金 4,143,750 4,887,500 6,162,500 6,375,000 9,562,500 12,750,000 24,437,500

早期申込割引
適用後の旅行代金 4,338,750 5,117,500 6,452,500 6,675,000 10,012,500 13,350,000 25,587,500

旅行代金 4,875,000 5,750,000 7,250,000 7,500,000 11,250,000 15,000,000 28,750,000

2020年 世界一周クルーズ 旅行代金〈A・Bコース共通〉 

Aコース 横浜発着 2020年4月2日（木）▶ 7月13日（月）103日間 ／ Bコース 神戸発着 2020年4月3日（金）▶ 7月14日（火）103日間

（2名1室利用時お一人様　単位：円） シングル利用は客室F・Eがお得

世界一周クルーズのお客様のうち、約
30％がクルーズ初参加。数多く開催さ
れる船内イベントで、お客様同士趣味を
ともに深めたり、共通の話題を見つけた
り、旅が進むにつれ交流の輪が広がり
ます。

初めてでも、お一人様でも

旅行代金には食事代、移動費、宿泊費、
船内で上演するショーやイベント参加
費などが含まれています。チップの心配
もいりません。
※船内での飲み物（アルコール、炭酸飲料（除く
プレゴ））や一部の有料イベント参加費用、お買
い物、アスカ アヴェダ・サロン＆スパ利用、ドラ
イクリーニングサービス、寄港地でのオプショナ
ルツアーなどは別途料金がかかります。

船内でかかる費用は？

旅行代金お支払い
この旅行商品で利用する飛鳥Ⅱを手配するにあたり、事前にその運賃の全額支払い
が必要となります。このため、この旅行商品の旅行代金は、お申し込み時にお支払い
いただく申込金のほか、2019年11月30日（土）までに残額をお支払いいただきま
す。あらかじめご了承のうえお申込みください。
※ワールド特別割引および早期全額支払割引をご利用の場合は、船会社が定める各期日までに全
額お支払いください。

夕食回数のご希望について
ご夕食は2回制です。1回目（17：15頃〜）、2回目（19：30頃〜）のご希望がある場
合にはお申し出ください。
※ご希望多数の場合は、客室S、A、C、D、アルバトロスソサエティプラチナメンバー（飛鳥クルーズ
累計1000泊以上の方）の順でご希望を優先して承ります。
※夕食時間の回数は乗船券発券時に最終確定します。座席指定はございません。
※座席数の都合上、ご希望にそえない場合もございます。

渡航手続き
●旅券（パスポート）
クルーズの下船日に有効期限が6ヵ月以上残っている旅券が必要です。
●査証（ビザ）
・インドでは査証が必要です。
・アメリカではＥＳＴＡ（電子渡航認証システム）への登録、もしくは査証が必要です。
※査証は米国査証免除プログラムの非適格条項に該当する場合と機械読取式旅券でない場合に必要です。

●その他
・訪問国によっては18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合（単独や片方の

親のみ、または親以外の大人の方と旅行する場合）、入国に際して親の「渡航同意書」
（英文）の提示を求められる場合があります。

・日本国籍以外のお客様は自国の領事館、渡航先の領事館、入国管理局にお問い合わ
せください。

各寄港地の見どころを楽しめるオプショ
ナルツアーやランドツアーでは、日本語
ガイドがご一緒いたします。また、ツアー
によってはイヤホンガイドを使用します。 
※一部の寄港地ツアーでは、英語ガイドがご案
内します。
※詳しい日程･ツアー代金はクルーズをお申し込
みのお客様に後日ご案内します。

海外でのツアーも
日本語ガイド付き

洗濯機、乾燥機、洗剤や柔軟剤、漂白
剤、アイロン、アイロン台を備えたセルフ
サービスランドリーを無料でご利用いた
だけます。有料でドライクリーニングや
プレスを承ることも可能です。

103日間の洗濯物は？ 
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フォトエッセイ＆
インスタグラム掲載中！

過去に実施した世界一周クルーズの旅をつづった、フォトエッセイとインスタグラムをご覧いただけます。
フォトエッセイ ：郵船クルーズホームページ	 www.asukacruise.co.jp/photo-essay/
インスタグラム ：飛鳥クルーズ公式	 ＠asukacruise_

1 出発	約6カ月前
船会社による船内生活説明会やオプショナル
ツアー説明会を開催し、ご質問にお答えします。
※オプショナルツアーのお申し込みも開始されます。

3 出発	約1カ月前
乗船券や、船内で行われる
イベントのご案内・エンター
テイメントガイドなどをお届けします。

出発までのご案内

2 出発	約2カ月前
クルーズの日程表（ドレスコードや
出発当日のご案内など）や宅配便
のご案内などをお届けします。

世界一周
クルーズへ
出発!!

4

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

●旅行日程表に明示された利用交通機関の運賃・料金、バス料金。
　〔注〕上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
　（前項の他は旅行代金に含まれていません。その一部を例示します）
●アルコール等飲料の代金、クリーニング、電報・電話料、その他追加飲食等
　個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
●傷害、疾病に関する治療費、渡航手続費用（旅券用印紙代、査証料、予防接種料金、
傷害・疾病保険料及び渡航手続取扱料金）。

●ご自宅と発着港間の交通費、宿泊費。
●お客様のご希望によりお１人部屋を利用される場合の割増料金。
●希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金。
■お申し込み条件
●20歳未満の方は保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者の同行（同室）を
条件とします。

●健康を害している方、車いすなどの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、
認知症の方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性の
ある方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、そのほか特別の
配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨を
お申し出ください。旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出くださ
い。改めて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的
にお申し出ください。
●前項のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。こ
の際、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、または書面でそれらをお申
し出いただくことがあります。
●当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、医師の診断書の
提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。
　また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお
申し込みをお断りし、または旅行契約の解除をさせていただくことがあります。
　なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要す
る費用は原則としてお客様のご負担とします。
●海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上）では、すべてのお客様に健康アンケートをご提
出いただきます。健康アンケートの内容によっては、健康診断書の提出をお願いいたします。
■旅行代金の額の変更
●利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改訂により、旅行代金の額を変更することがあ
ります。増額の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、15日目にあたる日
より前にお知らせします。
■お客様の責任
●当社はお客様の故意または過失、法令もしくは、公序良俗に反する行為により当社が損
害を被ったときは、お客様から損害の賠償を申し受けます。

●お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画
旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

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

■旅程保証
●当社は別途お渡しする契約書面に重要な変更が生じた場合は、規定の変更補償金を
支払います。ただし、次の場合は変更補償金は支払いません。
　天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全
確保のため必要な措置。なお、変更補償金は旅行者１名に対し、１募集型企画旅行に
つき旅行代金の15％を限度とします。また、変更補償金が千円未満であるときは、変更
補償金は支払いません。
■旅行契約内容の変更
●当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署
の命令、当初の運行計画によらない運送サービス提供等の当社が関与しえない事由が
生じた場合、契約内容を変更することがあります。
■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金として旅行代金の20％を添えてお
申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として繰
り入れます。
●この旅行商品で利用する飛鳥Ⅱを手配するにあたり、その運賃の全額支払いが必要と
なります。このため、この旅行商品の旅行代金は、お申し込み時にお支払いいただく申
込金のほか、残金を2019年11月30日（土）までにお支払いいただきます。ワールド特別
割引適用のお客様は2019年6月30日（日）までに、早期全額支払割引適用のお客様
は2019年8月31日（土）までに全額をお支払いいただきます。

●当社は、電話･郵便･FAX･インターネット等による募集型企画旅行契約の予約申し込み
を受けつけることがあります。この場合、電話等による予約申し込みの翌日から起算して
当社が定める期間内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と
申込金を提出されない場合、当社は申し込みはなかったものとして取り扱います。
●詳しい旅行条件を説明した説明書面を用意していますので、事前に確認の上お申し込
みください。
■旅行契約の成立時期
●募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立す
るものとします。　
■取消料（お客様による旅行契約の解除）
●海外長期クルーズ（クルーズ期間91日以上）

取　　消　　日 取　消　料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

151日前まで 無　料
150日前から121日前まで 旅行代金の3％
120日前から91日前まで 旅行代金の5％
90日前から61日前まで 旅行代金の10％
60日前から31日前まで 旅行代金の20％
30日前から21日前まで 旅行代金の30％
20日前から3日前まで 旅行代金の40％

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

■添乗員　●添乗員は同行いたしません。船内では船内係員がお世話いたします。
■最少催行人員　●350名様
　最少催行人員に満たない場合は、ご出発の151日前（151日前が土・日・祝日の場合は、
その前の平日）の時点で催行を中止します。

■旅行条件・旅行代金の基準　2019年1月1日を基準としています。

■特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集
型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激
かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害につい
て、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。

海外クルーズ
死 亡 補 償 金 2,500万円
入 院 見 舞 金 4万円～40万円

通 院 見 舞 金 2万円～10万円
通院3日以上

携帯品損害補償金 お客様1名様につき３千円～15万円　※1※2
※1 補償対象品1個あたり10万円を限度とします。
※2 損害額がお客様1名様について1回の事故につき3千円を超えない場合は、当社は損害

補償金を支払いません。
■個人情報の取扱いについて
当社及び受託旅行業者（以下「販売店」といいます）は、旅行申し込みの際に提出された
申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほ
か、渡航手続業務の遂行、お客様がお申し込みいただいた旅行において旅行サービスの
手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上
の責任、事故時の費用などを担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の
土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で利用し、また、それらの運
送・宿泊機関等、手配代行者、保険会社、土産品店等に対し電子的方法等で送付するこ
とにより提供します。
このほか、当社および販売店の個人情報の取り扱いに関する方針については、店舗、旅
行条件書、ホームページ等でご確認ください。お申し込みいただく際には、これらの個人デー
タの提供についてお客様に同意いただくものとします。
■旅券・査証について
日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理局にお問い合せくだ
さい。
●旅券（パスポート）：当パンフレットで掲載している旅行にはクルーズの下船港での下船
日に、有効期限が6ヵ月以上残っている旅券が必要です。
●査証（ビザ）：当パンフレットで掲載している旅行の内、インドでは査証が必要です。アメリ
カではESTA（電子渡航認証システム）への登録、もしくは査証が必要です。査証は米国
査証免除プログラムの非適格条項に該当する場合と、機械読取式旅券でない場合に
必要です。

●訪問国によっては妊娠中の方に対して査証が必要になる場合がございます。妊娠中の
方はお申し込み時にお申し出ください。

●18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合（単独や片方の親のみ、または親以
外の大人の方と旅行する場合）、入国に際して親の「渡航同意書」（英文）の提示を求め
られる場合があります。詳しくはお申し込み時にお問い合わせください。
●現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の
責任で行ってください。これら手続きの代行については、販売店が渡航手続料金をいた
だいてお受けいたします。
■海外危険情報及び渡航先の衛生状況について
渡航先（国または地域）によっては「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情
報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店にご確認ください。海外渡航
関連情報は、外務省海外安全相談センターなどでもご確認いただけます。
　外務省海外安全ホームページ　https://www.anzen.mofa.go.jp/
渡航先の衛生状況については、下記ホームページにてご確認ください。
　厚生労働省検疫感染情報ホームページ　https://www.forth.go.jp/

※ダイジェスト版につき旅行条件等の詳細につきましては、旅行条件書をご覧ください。

お申し込み時の注意事項とご案内
●旅行代金は、客室をお2人様でご利用の場合の、お1人様の代金です。
●旅行代金は各港の港湾諸税および日本の国際観光旅客税を含んでいます。今後税額が増減
または廃止された場合でも旅行代金に変更はありません。
●燃油サーチャージは2019年1月1日現在不要ですが、今後原油価格の動向により、旅行代
金とは別にお客様にご負担いただく場合があります。
●客室をお1人様でご利用の場合（お1人でご利用いただける客室には限りがございます）には、
Ｓ200％、Ａ180％、Ｃ・Ｋ160％、Ｄ140％、Ｅ・Ｆ135％の割増代金となります。相部屋は承っ
ていません。
●スイートルーム及びDトリプルルームの3人利用
•客室Sはエキストラベッドを、客室A、C、D3は備え付けのソファベッドを使用することで3人
利用が可能です（但し、1058、1059、1060、1061、1062、1063号室を除く）。
•3人目の旅行代金は、客室タイプ（S、A、C、D3）にかかわらず当該クルーズのKステート
相当の代金となります。※Dトリプルは3人利用が基本です。

●客室番号のご希望について：フルクルーズ（全区間）にご予約の場合にのみ、客室番号のご
希望をお預かりいたします（＊1）。お申し込みの旅行会社および販売店へお申し出ください。た
だし、客室番号の最終決定は乗船券発券時に確定いたします。ご希望にそえない場合もござい
ますのであらかじめご了承ください。なお、Kステートのキャビンに関しましては、右舷・左舷・7デッ
キ・8デッキ・エレベーター付近（前方・中央・後方）の組み合わせでのお預かりとなります。キャ
ビン番号指定や眺望に関するご希望（ボートとボートの間など）はお受けできませんのでご了承く
ださい。
＊1：ワールド特別割引にお申し込みの方の客室番号のご希望はお預かりできません。
●乗船者の途中交替はできません。区間乗船をご希望の場合は、区間料金でお預かりさせてい
ただきます（詳細はお問い合わせください）。
●ご予約変更による変更後の適用代金
取消料発生後に客室のご利用人数が減少した場合、取消されたお客様には規定の取消料を、
客室をお１人様でご利用になられるお客様には規定の割増代金を申し受けます。

又、取消料発生後にお申し込みコースを短縮される場合（乗船区間をフル乗船から区間乗船へ
変更される場合など）や、客室タイプを変更され旅行代金が減額となった場合は、差額代金に対
し規定の取消料を申し受けます。
●海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上、区間乗船も含む）には未就学児（6歳以下）はご乗
船いただけません。
●15歳未満の方は、保護者の同行（同室）が条件となります。
●15歳以上20歳未満の方は単独でもご乗船いただけますが、保護者の同意書が必要です。
●妊娠中の方は事前にお申し出ください。乗船前に船会社指定の診断書および承諾書を提出い
ただきます。
●車いすをご使用されるお客様は事前にお申し出ください。原則としてお客様1名様に対して1名の
介助いただけるご同伴者様（同室）の乗船をお願いいたします。又、ご同伴者様は車いすご使用
のお客様と共に行動していただきます。単独行動はご遠慮ください。
●電動車いすをご使用の場合、前項のほか使用上の制限事項についての承諾書が必要となりま
す。なお、電動カートはご使用になれません。
●体質上（アレルギー）の理由で、食べ物に制限をお持ちのお客様は乗船前に船会社指定の申
請書に必要事項をご記入の上、提出をお願いいたします。
●医療器具をお持ち込みされる場合はお申し込み旅行会社へあらかじめお申し出ください。
●ご乗船に際して必要なデータの正確を期すため、過去の乗船時のデータと異なる申告について
取扱旅行会社へ照会させていただく場合があります。
●記載されたスケジュールは、天候・その他の事情により変更される場合もございます。
●イベント内容、ゲストエンターテイナーは諸事情により変更になる場合がございます。
●写真は全てイメージです。掲載の寄港地案内、写真は一部オプショナルツアーでお楽しみいた
だけるものです。
●テレビ・雑誌等の取材関係者が予告なく乗船する場合がございます。
●受動喫煙対策により、飛鳥Ⅱ船内の喫煙スペースが変更になる場合がございます。
●サービス内容および船内施設・客室は、変更・廃止される場合がございます。

■オプショナルツアーについて
・オプショナルツアーは郵船クルーズ㈱が企画・
実施します。
・詳しい日程および申込書は別途送付いたし
ます。
・お申し込み多数の場合は抽選となります。
・最少催行人員に達しなかった場合は催行中止
となります。
・代金は、すべて船上でお支払いください。
・オプショナルツアーにご参加中の船上での諸
サービス（食事・宿泊等）について、クルーズ
代金の払い戻しはございませんのでご了承くだ
さい。
・乗下船港でのオプショナルツアーにはご参加い
ただけません。
・車いすをご利用のお客様および歩行が困難な
お客様は、旅行の安全かつ円滑な実施のため
ツアーへのご参加をお断りすることもございます
ので、あらかじめお申し込みの旅行会社を通じ、
郵船クルーズ㈱までお問い合わせください。

■シャトルバスサービス
港が市内中心地から離れている寄港地では、港
から市内中心地などへシャトルバスを運行します。
※不催行の場合でも相当額の補償や他運送機
関への振替はありません。

総合旅行業務取扱管理者：稲葉英雄

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

ホームページアドレス
Eメール

池田栄一

（0570）666-154
一部のIP電話、国際電話の方は045（640）5301をご利用ください。


