
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

竿燈・ねぶた祭
クルーズ7日間
 2018.8/3［金］～8/9［木］

阿波おどり･高松花火
クルーズ6日間
 2018.8/11［土･祝］～8/16［木］

青森ねぶた祭
武者や歌舞伎、神話な
どを題材に作られた山
車灯籠が夏の夜空を焦
がす勇壮華麗な祭りです。「ねぶた」の迫力は、
にらみの利いた「面」で決まり、彫刻と書道と絵、
三位一体の技を駆使して造り上げられます。

秋田竿燈まつり
長さ約 12m の太い竹に 46 個の
提灯をさげて稲穂に見立てた竿燈
が約 260 本あまり夜空に揺らぐ秋
田の夏の一大イベントです。最大
で約 50kg にもなる竿燈を職人が
一人で持ち上げる芸を披露します。

阿波おどり
日本三大盆踊りで、江戸開府よ
り約 400 年の歴史がある日本
の伝統芸能のひとつです。毎年、
140 万人を超える見 物 客が 訪
れ、徳島市の中心街が阿波おど
り一色に染まります。

◆ ｢竿燈まつり｣と「青森ねぶた祭」、「阿波おどり」では船会社が用意した観覧席でゆったりご覧いただきます。
◆ 青森では祭のクライマックス花火大会、高松では四国最大級の花火をお楽しみいただきます。
◆ 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。
◆ 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。

2018.3/31
までのお申込みで

早期申込
割引設定

ベビー
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横浜発着 横浜発着

※	写真はすべてイメージです
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阿波おどり・高松花火クルーズ竿燈・ねぶた祭クルーズ
7日間 6日間

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

 飛鳥Ⅱ
客室のご案内

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㎡）

月日 発着地 入港 出港

8/11（土・祝） 横浜 17:00

8/12（日）
徳島（小松島） 
 阿波おどり観覧 

OP 14:00 22:30

8/13（月）
高松

 花火観覧 OP 11:00 （停泊）

8/14（火） － 10:40
8/15（水） クルージング － －

8/16（木） 横浜 9:00

■ 旅行日程

月日 発着地 入港 出港
8/3（金） 横浜 17:00
8/4（土） クルージング － －

8/5（日）
船川 OP 8:00 13:00
秋田 竿燈まつり観覧 OP 15:00 23:00

8/6（月）
青森 青森ねぶた祭観覧 OP 10:00 （停泊）

8/7（火）  花火観覧 OP － 17:00
8/8（水） クルージング － －
8/9（木） 横浜 9:00
※	上記スケジュールや祭・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 6回、昼食5回、夕食 6回　
※8/5、8/6、8/7は秋田竿燈まつり、青森ねぶた祭および花火観覧のため、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。

※	秋田竿燈まつりは、飛鳥Ⅱから祭り会場付近までバスで移動します。バス停車場から観覧席までは徒
歩となります。また、青森ねぶた祭は港から徒歩圏内に観覧席をご用意しています。車いすをご使用の
お客様は同伴者の同行が必要です。本船スタッフの介助はございません。

※	 	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）

※	上記スケジュールや祭り・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5回、昼食4回、夕食5回　
※8/12、8/13は阿波おどりおよび花火観覧のため、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。

※	阿波おどり観覧は、飛鳥Ⅱから祭り会場付近までバスで移動します。バス停車場から観覧席まで
は徒歩となります。車いすをご使用のお客様は同伴者の同行が必要です。本船スタッフの介助はご
ざいません。

※	 	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）

■ 旅行代金（2 名 1 室利用お一人様）

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 396,000円 360,000円
F ： ステート 482,000円 438,000円
E ： バルコニー 565,000円 514,000円
D ： バルコニー 585,000円 532,000円
C ： スイート 878,000円 798,000円
A ： アスカスイート 1,122,000円 1,020,000円
S ： ロイヤルスイート 1,993,000円 1,812,000円
※	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。

※	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。

■ 旅行代金（2 名 1 室利用お一人様）

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 330,000円 300,000円
F ： ステート 402,000円 365,000円
E ： バルコニー 462,000円 420,000円
D ： バルコニー 479,000円 435,000円
C ： スイート 732,000円 665,000円
A ： アスカスイート 935,000円 850,000円
S ： ロイヤルスイート 1,661,000円 1,510,000円
※	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。

※	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。

■ 旅行日程
横浜

横浜

徳島
（小松島）

高松

青森
船川
秋田

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


