
飛鳥Ⅱ 【飛鳥ⅡSHIP DATA】
総トン数：50,142トン
全長：241m
全幅：29.6m
乗客定員：872名
乗組員数：約470名

伊東花火
クルーズ3日間
 2018.8/9［木］～8/11［土・祝］

鳥羽･熊野大花火
クルーズ4日間
 2018.8/16［木］～8/19［日］

按針祭海の花火大会（伊東花火）
伊東温泉最大のお祭りのフィナーレを飾る按針祭海の花火大会。
伊東の街の灯りとともに約１万発（予定）の花火を飛鳥Ⅱ船上より
ご覧ください。

熊野大花火
熊野最大の夏の風物詩で、点火した花火玉を次々に海に投げ入れ
る海上大花火、巨大な ｢三尺玉海上自爆｣ など個性豊かな花火
をお楽しみください。

◆	伊東最大の夏祭り「按針祭」のフィナーレ「海の花火大会」、個性豊かな約１万発が夜空を彩る「熊野大花火」
をご覧ください。

◆	渋滞や人の多さで大混雑する大人気の花火大会を、飛鳥Ⅱの船上からゆったりと観覧できます。お子様
の迷子やトイレの心配も少なく、ゆったり船上から観覧できる毎年人気のクルーズです。

◆	2018年3月31日までにお申込みの場合、お得な早期申込割引の設定がございます。
◆	子供代金設定、ベビーシッターも乗船しますので、ご家族でのご参加もおすすめです。
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※ 写真はすべてイメージです



鳥羽･熊野大花火クルーズ伊東花火クルーズ

月日 発着地 入港 出港
8/16（木）横浜 17:00

8/17（金）熊野（錨泊）花火観覧　
※熊野では上陸できません。

－ －

8/18（土）鳥羽（錨泊）	 OP 7:00 17:00
8/19（日）横浜 9:00

3日間 4日間

■ 旅行日程
月日 発着地 入港 出港

8/9（木） 横浜 17:00

8/10（金）伊東（錨泊）花火観覧	 OP 8:00 21:00

8/11（土・祝）横浜 9:00

※上記スケジュールや花火大会は天候、気象などにより変更・中止になる場合がございます。
※食事：朝食 3 回、昼食 2 回、夕食 3 回　
※ 8/17 熊野では上陸できません。船上より花火をお楽しみください。
※ 8/17 は花火観覧のため、ご夕食は１回制となり営業時間内にてご自由にお召し上がりいただきます。
※ 8/18 鳥羽では、テンダーボートまたは地元ボートでの上陸予定です。天候によっては上陸できないことがご

ざいます。なお、安全確保のため車椅子での上陸用ボートへの乗船はできませんので、予めご了承ください。
※  オプショナルツアー：寄港地での半日または 1日観光ツアーです（別料金）

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。

■ お申込みの際は、必ず弊社旅行約款をご覧ください。
■ 旅行のお申込み
 所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、お申込金をお支払いく

ださい。申込金は旅行代金により変わります。

 

■ 旅行代金に含まれるもの
 旅行日程に明示したクルーズ代、食事代など。

■ 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ません。その一例としてオプショナルツアー代、

飲料代、個人的費用など。
■ 取消料
　お申込み後、お客様のご都合で取消される場合、所定の取消料を申

し受けます。
 旅行開始日の前日よりさかのぼって 21日前までは無料、20 日前～ 8

日前は旅行代金の 20％、7 日前～ 2 日前は旅行代金の 30％、前日
は旅行代金の 40％、旅行開始日当日は旅行代金の 50％、旅行開
始後又は無連絡不参加は旅行代金の 100％。

■個人情報について
 当社は旅行をお申込みの際にご提出いただいたお客様の個人情報（氏

名、住所、電話番号、メールアドレスなど）について、お客様との連
絡・お申込みいただいた旅行における運送・宿泊機関等の提供する
サービス手配のための手続きに必要な範囲内でご利用させていただき
ます。

■その他
ａ． 旅行条件 ･旅行代金は、2018 年 1月10 日を基準にしております。
ｂ． その他の事項については、観光庁認可の当社旅行業約款（募集

型企画旅行）によります。

旅行代金の額 15万円未満 15万円以上～
30万円未満

30万円以上～
50万円未満 50万円以上

申込金 20,000 円 30,000 円 50,000 円 100,000円

■ 旅行代金（2 名1 室利用お一人様）【    】は子供代金（2歳以上 12 歳以下【小学生まで】）

客室タイプ 旅行代金
早期申込割引適用後

K ： ステート
※ 視界不良

139,000円
【111,200円】

126,000円
【100,800円】

F ： ステート 167,000円
【133,600円】

152,000円
【121,600円】

E ： バルコニー 194,000円
【155,200円】

176,000円
【140,800円】

D ： バルコニー 198,000円
【158,400円】

180,000円
【144,000円】

C ： スイート 304,000円
【243,200円】

276,000円
【220,800円】

A ： アスカスイート 389,000円
【311,200円】

354,000円
【283,200円】

S ： ロイヤルスイート 693,000円
【554,400円】

630,000円
【504,000円】

※早期申込割引：2018年3月31日（土）までにお申込みのお客様は、お得な旅行代金にてご参加いただけます。
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室 K、F、E、D は 130％、客室 C、A は 160％、客室 S は

200％の割増代金となります。なお、お一人様でご利用いただける客室には限りがございます。
※ベビーシッターが乗船し、お子様をお預かりします。対象年齢０歳～未就学児。定員制・無料。寄港

地にて保護者の方が外出される際にはお預かりできません。

■ 旅行代金（2 名1 室利用お一人様）【    】は子供代金（2歳以上 12 歳以下【小学生まで】）

客室タイプ 旅行代金
早期申込割引適用後

K ： ステート
※ 視界不良

208,000円
【166,400円】

189,000円
【151,200円】

F ： ステート 251,000円
【200,800円】

228,000円
【182,400円】

E ： バルコニー 290,000円
【232,000円】

264,000円
【211,200円】

D ： バルコニー 297,000円
【237,600円】

270,000円
【216,000円】

C ： スイート 455,000円
【364,000円】

414,000円
【331,200円】

A ： アスカスイート 584,000円
【467,200円】

531,000円
【424,800円】

S ： ロイヤルスイート 1,040,000円
【832,000円】

945,000円
【756,000円】

※早期申込割引：2018年3月31日（土）までにお申込みのお客様は、お得な旅行代金にてご参加いただけます。
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室 K、F、E、D は 130％、客室 C、A は 160％、客室 S は

200％の割増代金となります。なお、お一人様でご利用いただける客室には限りがございます。
※ベビーシッターが乗船し、お子様をお預かりします。対象年齢０歳～未就学児。定員制・無料。寄港

地にて保護者の方が外出される際にはお預かりできません。

■ 旅行日程

 飛鳥Ⅱ
客室のご案内

横浜

伊東

横浜

鳥羽
（熊野）

Fステート （角窓バルコニーなし/18.4㎡）Kステート （角窓バルコニーなし/18.4㎡） D･E バルコニー（バルコニー付/22.9㎡） C スイート（バルコニー付 /33.5㎡）

JR 神田駅　東口前本　社

観光庁長官登録旅行業第1294 号

TEL.（03）5294-6261

〒101-0044
東京都千代田区
鍛冶町 2-5-15
ゆたか倶楽部ビル
総合旅行業務取扱管理者
クルーズマスター
永井ひろみ

大阪駅前第 4ビル大阪営業所

一般社団法人　日本外航客船協会会員

TEL.（06）6455-0931

〒 530-0001
大阪市北区
梅田 1-11-4
大阪駅前第4ビル 2階 
総合旅行業務取扱管理者
クルーズコンサルタント
大久保俊之

横浜港国際客船ターミナル横浜営業所

一般社団法人　日本旅行業協会正会員

TEL.（045）227-8211

〒 231-0002
横浜市中区海岸通１-１
横浜港国際客船
ターミナル 2階 
総合旅行業務取扱管理者
クルーズコンサルタント
富永哲也

※ 上記スケジュールや花火大会は天候、気象などにより変更・中止になる場合がございます。
※ 食事：朝食２回、昼食１回、夕食２回　
※ 8/10 伊東では、テンダーボートまたは地元ボートでの上陸予定です。天候によっては上陸できないこと

がございます。なお、安全確保のため車椅子での上陸用ボートへの乗船はできませんので、予めご了
承ください。飛鳥Ⅱへの最終ボートは 15:00 を予定しております。

※ 8/10 は花火観覧のため、ご夕食は１回制となり営業時間内にてご自由にお召し上がりいただ
けます。

※  オプショナルツアー：寄港地での半日または 1日観光ツアーです（別料金）


