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●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、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。
●6ヵ月未満のお子様はご乗船いただけません。

お申し込み時の
注意事項と
ご案内

●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。

●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。
●客室番号について：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。

このクルーズはびいなす倶楽部
特典の対象となるクルーズです。

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。
客室並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。

洋上の楽園

◆就航：1998年4月 ◆総トン数：26,594トン 
◆乗客数：620名 ◆全長：183.4m ◆幅：25.0m

五大堂

猊鼻渓

I

2018年5月20日（日）～5月23日（水）
【横浜発着 3泊4日】

C

旅行代金の総額
お申込金

15万円未満 15万円以上30万円未満 30万円以上
20,000円以上 30,000円以上 50,000円以上

B

■お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りください。
●お申し込みの方法と契約の成立
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。旅行契約は申込金を受領したときに成立するものとします。電話
等にてご予約の場合、当社が予約を承諾する旨を通知した日から起算して3日以内に手続きをお願い致します。

●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21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
　旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃･料金および宿泊･食事･船内イベント参加費用（一部材料費を除く）
［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致しません。
●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。
飲料代･通信費等個人的諸費用およびそれに伴う税･サービス料、疾病･傷害に関する治療費、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、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、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、任意の旅行保険料並びに携帯品保険料、客室
タイプ変更による追加代金
●参加人数の変更
　1室のご利用人員が変更になった時は、変更後の1室ご利用人数に応じた代金をいただきます。
●取消料等
　お申し込み後、お客様のご都合で取消をされる場合、下記の取消料を申し受けます。
（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）

●旅行条件の基準期日:旅行条件･旅行代金は2017年12月1日現在を基準としております。

●その他
･参加者数が明示した最少催行人員に達しなかった時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13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致します。
･添乗員は同行致しませんが、船内では係員がお世話致します。
･お客様は当社が承諾した場合、1万円の手数料をお支払いいただくことにより、別のお客様に交替することができます。
･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。

●最少催行人員　2名様
●個人情報について
（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で、それら運送・宿泊機関等、
保険会社に対し、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｡

お申し込みのご案内 （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。）

旅行契約の
解除日 21日前まで

取消料 無料

20日前から
8日前まで
20％

7日前から
2日前まで
30％

旅行開始日の
前日
40％

旅行開始日の
当日
50％

旅行開始後または
無連絡不参加
100％

2018.3
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●お問い合わせ・お申し込みは下記へ 日本で最初のクルーズ専門旅行会社 
観光庁長官登録旅行業第1294号　（一社）日本旅行業協会正会員・（一社）日本外航客船協会会員
クルーズのゆたか倶楽部株式会社

旅行企画
実　　施

東京・本社

大阪営業所

横浜営業所

〒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
〒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
〒231‒0002
横浜市中区海岸通1‒1 横浜港国際客船ターミナル
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

☎（03）5294-6261（代）
☎（06）6455-0931（代）
☎（045）227-8211（代）

01_ゆたか倶楽部　（H1・H4　4c） 01_ゆたか倶楽部　（H1・H4　BK）約款：国内BC 海外DF+GorH　ほか：I 約款：国内BC 海外DF+GorH　ほか：I

全室海側の「洋上の我が家」

Facebook

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

記念日を洋上で
素敵な思い出を

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付）

ぱしふぃっく びいなす
公式フェイスブック・インスタグラムぜひご覧ください！

魅力や情報をお届けいたします。
アカウント名：ぱしふぃっく びいなす アカウント名：venus_cruise

（1003）エレガント

ダイニングサロン
〈グラン・シエクル〉

スイートルーム
定員2名

（35㎡ 10階、バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー付

ステートルーム
E・F・G・H・J
定員 E：2名 F〜J：2〜3名

（15.3㎡ シャワー・トイレ付）
※H・Jは丸窓

ロイヤルスイートルーム
スイートルーム 特別なサービスでおもてなし

♦専用ダイニングでは専属シェフによる特別な
メニューときめ細やかなサービスでおもてなし。
二人掛けテーブルにてゆったりとお食事をお楽
しみいただけます。
※ダイニングサロンは未就学児童の方はご利用いただけません。
♦乗船日にはお部屋にウェルカムスイーツを
お届けします。

 E :9階 
 F :8階 

 G :6階 
 H :6・5階 

 J :5階

共通の客室設備
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。

サロン
クラス

デラックス
ルーム
定員2名

（23.5㎡ 9階、
バス・トイレ付）
※ブルーレイ
　プレーヤー付

追加代金無しでご利用いただけます
■お食事時のお飲み物（一部銘柄
は除く） ■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 ■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

ロイヤルスイートルーム 
A（1001 1002）B（1003 1004）
定員2名（65㎡ 10階、展望バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー、インターネット閲覧・Eメール専用ノートパソコン付

サロン
クラス

サロン
クラス

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。風薫る東北を楽し
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。

カジュアルな服装で
過ごせます。

カジュアル
〈男性〉 襟付きのシャツに 

スラックスなど
〈女性〉 ブラウスとスカート、 

スラックスなどの 
快適な服装

※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。

洋上のエンターテイメント
メインショー

船内イベントS
セント

t.トロペス＆シャーロット 
HIT PARADE Ⅱ

洋楽とJ-POPのヒッ
トナンバーをヴォー
カル・シャーロットの
心に響く歌声ととも
にお届けします。誰
もが聴いたことがあ
るヒットフレーズに
心躍らせましょう！

大平悦子 
語り部による
昔がたり
～東北の民話～
東北は、民話の宝庫です。

「ねずみのすもう」「河童」
「豆のはなし」などなつかしい話・怖い話・おもしろい
話がいっぱい！岩手県遠野市の生まれ・育ちの語り部
が、東北地方の風土や民話の背景に触れながら、遠野
言葉で語ります。素朴な素語りですが、どうぞじっくり
耳を傾け、お楽しみください。

気軽にクルーズをお楽しみいた
だけるようドレスコード

（夕方以降の服装規定）は
全てカジュアルに設定
しています。

びいなすの食
ご夕食

◆ 5/20  初夏のフルコースディナー
アオリイカ、雲
丹、ホワイトアス
パラガスなど初
夏の旬の食材
をふんだんに盛
り込んだフラン
ス料理をお楽し
みください。

◆ 5/21  ご当地の食材を使った
こだわり料理

料理長おすすめの三陸地方の山海の恵みや
初夏の味覚をご用意します。

◆ 5/22  アニバーサリーディナー
初夏の食材を就航20周年に相応しく華やか
な一皿に仕上げました。丹精込めたお料理の
数々をお楽しみください。お食事中はフリード
リンク（銘柄指定）となります。

アフタ
ヌーン
ティー
パティシエ
特製のス
イーツを。

サンド
ウィッチ・
バー
軽食を。

お夜食
フルーツ
や雑炊な
どを。

モーニングティー
小菓子を
ご用意し
ています。

アーリー
モーニング
ティー
マフィン等
をご用意し
ています。

（イメージ） （イメージ） （イメージ）

ご昼食
和食・洋食
など多彩な
メニューを
日替わりで
ご用意しま
す。

※写真はすべてイメージです

オープンバーでは
終日、コーヒー・紅茶・

指定のドリンクを無料で
お楽しみいただけます。

ご朝食
その日の気
分で和食・
洋食をお選
びいただけ
ます。
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横浜

大船渡
石巻

I ELSM

自由散策でおすすめの新スポット
海の幸ふるまいセンターさいとう製菓のかもめテラス

シングル利用代金特典

大ビンゴ大会

アニバーサリーディナーと
フリードリンク（銘柄指定）

びいなす倶楽部会員特典

オリジナル
クリアファイルを
プレゼント

シングル代金（通常旅行代金の130％）が120％に割引。
※ステートルームF・G・Hが対象となります。

20周年を記念して素敵な商品を
ご用意しています。

5/22  ご夕食時にアニバーサリーディ
ナーをお楽しみください。お食事中は
フリードリンク（銘柄指定）となります。
※サロンクラスの方は通常のドリンクに加えシャ
ンパンをサービスします。

びいなす倶楽部会員様に限り、クルーズ代金が
10％割引となります。
※びいなす倶楽部の入会方法については裏表紙をご参照ください。

お1人様1枚、デザイン2種類のうちいずれかを差し上げます。
※デザインはお選び
　いただけません。

20周年記念 SM I L E 特典
Single

Lucky

Enjoy

Member

Item

日程 入港 出港 寄港地

5 /20日 17:00 横浜
21月 13:00 21:00 石巻 自由行動・オプショナルツアーなどで

お楽しみください。 ■k

22火 08:00 18:00 大船渡 自由行動・オプショナルツアーなどで
お楽しみください。 ■k

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。　●宿泊はすべて船内泊となります。　
●最少催行人員：2名様　●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。
●記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベント内容は諸事情により変更になる場合もございます。

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
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。
■子供代金：2歳未満の幼児は大人1名様に対し1名無料（食事・ベッドなし）、2歳以上小学生以下のお客様の旅行代金は大人代金の75％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。
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。　
■相部屋の設定はございません。

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
びいなす倶楽部会員の方は旅行代金が10％割引となります。
※びいなす倶楽部の入会方法については裏表紙をご参照ください。メンバー 10

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

シングル 120
メンバー 10

オプショナルツアー
共通のご案内

●旅行企画・実施：日本クルーズ客船（株）
●別代金（消費税込）で代金はすべて船上でのお支払いとなります。
●各コースの詳細・最少催行人員・お申し込み方法につきましては、出発前にお渡しする日程表にてご案内いたします。
●掲載のツアーは、このパンフレットでのお申し込みを受け付けておりません。
●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。

■bびいなすシャトルバス運行付（追加代金不要）

■bびいなすシャトルバス運行付
（追加代金不要）

港 いしのまき元気市場

港 大船渡おさかなセンター

■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。）
南三陸観光バス、
新栄観光バス、
昭和タクシー

■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。）
南三陸観光バス、
新栄観光バス、
昭和タクシー

oオプショナルツアー（予定・別代金）
oオプショナルツアー（予定・別代金）

●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
●女川湾一望！大六天展望台と笹かま手焼き体験

●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
●大船渡・碁石海岸をめぐる1日

5/21（月）

石巻

5/22（火）

大船渡

三陸・石巻地域の「元気」と「おいしい」をまるごと堪能できる市場です。旬の
鮮魚、水産加工品から、農産品、地元の物産品、三陸地域や震災復興応援地
域の特産品などを豊富に取り揃えております。フードコートもあり、石巻の
旬をその場で味わえます。

大船渡魚市場から直送される新鮮な魚介類
をはじめ、水産加工品や地元のお土産品が
並んでいます。

大船渡で水揚げされた新鮮な魚介類を朝か
ら販売。食堂では、農家直送のご飯と一緒に
お食事もできます。美味しい食べ方はスタッ
フにお尋ねください！（港より徒歩約17分）

綾里漁協 
小石浜青年部 部長 佐々木 淳さん

銘菓「かもめの玉子」などの菓子販売のほ
か、オリジナル「かもめの玉子」作り、お菓子
の製造工程を見学できるファクトリーショッ
プです。ここでしかお目にかかれないお菓子
もあります！（港より徒歩約15分）

寄港地でのおもてなし
出港時に花火の打ち上げが行われます！
その他にも地元の方々によるイベントや

物産販売等が予定されています。

寄港地でのおもてなし
地元の方々によるイベントや物産販売、

デコパージュ体験等が予定されています。

日本三景  o 五大堂 国指定重要文化財
松島のシンボル・五大堂は、大同2年（807年）坂上田村麻呂が東征のお
り、毘沙門堂を建立しました。後に、慈覚大師が延福寺（瑞巌寺の前身）
を開いた際、大聖不動明王を中心に、左右降三世、軍荼利、大威徳、金剛
夜叉の五大明王像を安置したことから、五大堂と呼ばれています。

o 円通院
瑞巌寺に隣接する円通院。支倉常長がヨーロッ
パから伝えた西洋文化の影響が強く、厨子の
右扉の内部には日本最古といわれる西洋バラ
が描かれています。

o 国宝 瑞巌寺
松島にある瑞巌寺は、正式名称を「松島青龍山瑞巌円福禅寺」といい、
臨済宗妙心寺派の寺院です。

o 碁石海岸を代表する景観 穴通磯
海水の浸食により三つの穴があいた奇岩。陸上からはある角
度からしか三つの穴がそろって見えません。

o 碁石浜
名前のとおり碁石のような丸い石の浜。波打ち際で聞こえる小石が転がる音は
砂浜の音とは異なる独特な音で癒されます。

o 三陸鉄道
『レトロ列車』の体験乗車ツアー！

世界文化遺産  o 中尊寺金色堂
建物一面に金箔を重ねた、豪華絢爛な金色堂は見所です。

o ぷりっぷり！恋し浜ホタテ
恋し浜ホタテは、築地市場でホタテとしての最高値をつけた
こともあるブランド帆立なんです！

o 日和山公園
石巻市内を一望！　　　　　　
江戸時代千石船の出港の日和を見る場所とし
て重要な山だったと考えられている高台の公園
です。

波打ち際の
「音」もキレイ！

僕たちが
育てています！

ぷりっぷりの貝柱を
試食してください！

o 恋し浜駅 幸せのパワースポット！？
駅舎内には貝殻に願い事を託したホタテ絵馬、

ホームには「しあわせの鐘」があります。

写真提供：�石巻市、大船渡市、三陸鉄道㈱、げいび観光センター、
篠本秀人、Port�Studio、オフィスアイ

※このパンフレットに掲載の写真はすべてイメージで、オプショナルツアーや自由行動で訪問できる場所も含まれております。
　■oのマークがついている写真の観光地は、オプショナルツアーで訪れることができます。

■k地元の方々による歓迎イベント
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横浜

大船渡
石巻

I ELSM

自由散策でおすすめの新スポット
海の幸ふるまいセンターさいとう製菓のかもめテラス

シングル利用代金特典

大ビンゴ大会

アニバーサリーディナーと
フリードリンク（銘柄指定）

びいなす倶楽部会員特典

オリジナル
クリアファイルを
プレゼント

シングル代金（通常旅行代金の130％）が120％に割引。
※ステートルームF・G・Hが対象となります。

20周年を記念して素敵な商品を
ご用意しています。

5/22  ご夕食時にアニバーサリーディ
ナーをお楽しみください。お食事中は
フリードリンク（銘柄指定）となります。
※サロンクラスの方は通常のドリンクに加えシャ
ンパンをサービスします。

びいなす倶楽部会員様に限り、クルーズ代金が
10％割引となります。
※びいなす倶楽部の入会方法については裏表紙をご参照ください。

お1人様1枚、デザイン2種類のうちいずれかを差し上げます。
※デザインはお選び
　いただけません。

20周年記念 SM I L E 特典
Single

Lucky

Enjoy

Member

Item

日程 入港 出港 寄港地

5 /20日 17:00 横浜
21月 13:00 21:00 石巻 自由行動・オプショナルツアーなどで

お楽しみください。 ■k

22火 08:00 18:00 大船渡 自由行動・オプショナルツアーなどで
お楽しみください。 ■k

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。　●宿泊はすべて船内泊となります。　
●最少催行人員：2名様　●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。
●記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベント内容は諸事情により変更になる場合もございます。

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
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。
■子供代金：2歳未満の幼児は大人1名様に対し1名無料（食事・ベッドなし）、2歳以上小学生以下のお客様の旅行代金は大人代金の75％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。
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。　

■相部屋の設定はございません。

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
びいなす倶楽部会員の方は旅行代金が10％割引となります。
※びいなす倶楽部の入会方法については裏表紙をご参照ください。メンバー 10

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

シングル 120
メンバー 10

オプショナルツアー
共通のご案内

●旅行企画・実施：日本クルーズ客船（株）
●別代金（消費税込）で代金はすべて船上でのお支払いとなります。
●各コースの詳細・最少催行人員・お申し込み方法につきましては、出発前にお渡しする日程表にてご案内いたします。
●掲載のツアーは、このパンフレットでのお申し込みを受け付けておりません。
●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。

■bびいなすシャトルバス運行付（追加代金不要）

■bびいなすシャトルバス運行付
（追加代金不要）

港 いしのまき元気市場

港 大船渡おさかなセンター

■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。）
南三陸観光バス、
新栄観光バス、
昭和タクシー

■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。）
南三陸観光バス、
新栄観光バス、
昭和タクシー

oオプショナルツアー（予定・別代金）
oオプショナルツアー（予定・別代金）

●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
●女川湾一望！大六天展望台と笹かま手焼き体験

●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
●大船渡・碁石海岸をめぐる1日

5/21（月）

石巻

5/22（火）

大船渡

三陸・石巻地域の「元気」と「おいしい」をまるごと堪能できる市場です。旬の
鮮魚、水産加工品から、農産品、地元の物産品、三陸地域や震災復興応援地
域の特産品などを豊富に取り揃えております。フードコートもあり、石巻の
旬をその場で味わえます。

大船渡魚市場から直送される新鮮な魚介類
をはじめ、水産加工品や地元のお土産品が
並んでいます。

大船渡で水揚げされた新鮮な魚介類を朝か
ら販売。食堂では、農家直送のご飯と一緒に
お食事もできます。美味しい食べ方はスタッ
フにお尋ねください！（港より徒歩約17分）

綾里漁協 
小石浜青年部 部長 佐々木 淳さん

銘菓「かもめの玉子」などの菓子販売のほ
か、オリジナル「かもめの玉子」作り、お菓子
の製造工程を見学できるファクトリーショッ
プです。ここでしかお目にかかれないお菓子
もあります！（港より徒歩約15分）

寄港地でのおもてなし
出港時に花火の打ち上げが行われます！
その他にも地元の方々によるイベントや

物産販売等が予定されています。

寄港地でのおもてなし
地元の方々によるイベントや物産販売、

デコパージュ体験等が予定されています。

日本三景  o 五大堂 国指定重要文化財
松島のシンボル・五大堂は、大同2年（807年）坂上田村麻呂が東征のお
り、毘沙門堂を建立しました。後に、慈覚大師が延福寺（瑞巌寺の前身）
を開いた際、大聖不動明王を中心に、左右降三世、軍荼利、大威徳、金剛
夜叉の五大明王像を安置したことから、五大堂と呼ばれています。

o 円通院
瑞巌寺に隣接する円通院。支倉常長がヨーロッ
パから伝えた西洋文化の影響が強く、厨子の
右扉の内部には日本最古といわれる西洋バラ
が描かれています。

o 国宝 瑞巌寺
松島にある瑞巌寺は、正式名称を「松島青龍山瑞巌円福禅寺」といい、
臨済宗妙心寺派の寺院です。

o 碁石海岸を代表する景観 穴通磯
海水の浸食により三つの穴があいた奇岩。陸上からはある角
度からしか三つの穴がそろって見えません。

o 碁石浜
名前のとおり碁石のような丸い石の浜。波打ち際で聞こえる小石が転がる音は
砂浜の音とは異なる独特な音で癒されます。

o 三陸鉄道
『レトロ列車』の体験乗車ツアー！

世界文化遺産  o 中尊寺金色堂
建物一面に金箔を重ねた、豪華絢爛な金色堂は見所です。

o ぷりっぷり！恋し浜ホタテ
恋し浜ホタテは、築地市場でホタテとしての最高値をつけた
こともあるブランド帆立なんです！

o 日和山公園
石巻市内を一望！　　　　　　
江戸時代千石船の出港の日和を見る場所とし
て重要な山だったと考えられている高台の公園
です。

波打ち際の
「音」もキレイ！

僕たちが
育てています！

ぷりっぷりの貝柱を
試食してください！

o 恋し浜駅 幸せのパワースポット！？
駅舎内には貝殻に願い事を託したホタテ絵馬、

ホームには「しあわせの鐘」があります。

写真提供：�石巻市、大船渡市、三陸鉄道㈱、げいび観光センター、
篠本秀人、Port�Studio、オフィスアイ

※このパンフレットに掲載の写真はすべてイメージで、オプショナルツアーや自由行動で訪問できる場所も含まれております。
　■oのマークがついている写真の観光地は、オプショナルツアーで訪れることができます。

■k地元の方々による歓迎イベント
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横浜

大船渡
石巻

I ELSM

自由散策でおすすめの新スポット
海の幸ふるまいセンターさいとう製菓のかもめテラス

シングル利用代金特典

大ビンゴ大会

アニバーサリーディナーと
フリードリンク（銘柄指定）

びいなす倶楽部会員特典

オリジナル
クリアファイルを
プレゼント

シングル代金（通常旅行代金の130％）が120％に割引。
※ステートルームF・G・Hが対象となります。

20周年を記念して素敵な商品を
ご用意しています。

5/22  ご夕食時にアニバーサリーディ
ナーをお楽しみください。お食事中は
フリードリンク（銘柄指定）となります。
※サロンクラスの方は通常のドリンクに加えシャ
ンパンをサービスします。

びいなす倶楽部会員様に限り、クルーズ代金が
10％割引となります。
※びいなす倶楽部の入会方法については裏表紙をご参照ください。

お1人様1枚、デザイン2種類のうちいずれかを差し上げます。
※デザインはお選び
　いただけません。

20周年記念 SM I L E 特典
Single

Lucky

Enjoy

Member

Item

日程 入港 出港 寄港地

5 /20日 17:00 横浜
21月 13:00 21:00 石巻 自由行動・オプショナルツアーなどで

お楽しみください。 ■k

22火 08:00 18:00 大船渡 自由行動・オプショナルツアーなどで
お楽しみください。 ■k

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。　●宿泊はすべて船内泊となります。　
●最少催行人員：2名様　●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。
●記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベント内容は諸事情により変更になる場合もございます。

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
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。
■子供代金：2歳未満の幼児は大人1名様に対し1名無料（食事・ベッドなし）、2歳以上小学生以下のお客様の旅行代金は大人代金の75％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。
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。　

■相部屋の設定はございません。

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
びいなす倶楽部会員の方は旅行代金が10％割引となります。
※びいなす倶楽部の入会方法については裏表紙をご参照ください。メンバー 10

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

シングル 120
メンバー 10

オプショナルツアー
共通のご案内

●旅行企画・実施：日本クルーズ客船（株）
●別代金（消費税込）で代金はすべて船上でのお支払いとなります。
●各コースの詳細・最少催行人員・お申し込み方法につきましては、出発前にお渡しする日程表にてご案内いたします。
●掲載のツアーは、このパンフレットでのお申し込みを受け付けておりません。
●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。

■bびいなすシャトルバス運行付（追加代金不要）

■bびいなすシャトルバス運行付
（追加代金不要）

港 いしのまき元気市場

港 大船渡おさかなセンター

■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。）
南三陸観光バス、
新栄観光バス、
昭和タクシー

■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。）
南三陸観光バス、
新栄観光バス、
昭和タクシー

oオプショナルツアー（予定・別代金）
oオプショナルツアー（予定・別代金）

●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
●女川湾一望！大六天展望台と笹かま手焼き体験

●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
●大船渡・碁石海岸をめぐる1日

5/21（月）

石巻

5/22（火）

大船渡

三陸・石巻地域の「元気」と「おいしい」をまるごと堪能できる市場です。旬の
鮮魚、水産加工品から、農産品、地元の物産品、三陸地域や震災復興応援地
域の特産品などを豊富に取り揃えております。フードコートもあり、石巻の
旬をその場で味わえます。

大船渡魚市場から直送される新鮮な魚介類
をはじめ、水産加工品や地元のお土産品が
並んでいます。

大船渡で水揚げされた新鮮な魚介類を朝か
ら販売。食堂では、農家直送のご飯と一緒に
お食事もできます。美味しい食べ方はスタッ
フにお尋ねください！（港より徒歩約17分）

綾里漁協 
小石浜青年部 部長 佐々木 淳さん

銘菓「かもめの玉子」などの菓子販売のほ
か、オリジナル「かもめの玉子」作り、お菓子
の製造工程を見学できるファクトリーショッ
プです。ここでしかお目にかかれないお菓子
もあります！（港より徒歩約15分）

寄港地でのおもてなし
出港時に花火の打ち上げが行われます！
その他にも地元の方々によるイベントや

物産販売等が予定されています。

寄港地でのおもてなし
地元の方々によるイベントや物産販売、

デコパージュ体験等が予定されています。

日本三景  o 五大堂 国指定重要文化財
松島のシンボル・五大堂は、大同2年（807年）坂上田村麻呂が東征のお
り、毘沙門堂を建立しました。後に、慈覚大師が延福寺（瑞巌寺の前身）
を開いた際、大聖不動明王を中心に、左右降三世、軍荼利、大威徳、金剛
夜叉の五大明王像を安置したことから、五大堂と呼ばれています。

o 円通院
瑞巌寺に隣接する円通院。支倉常長がヨーロッ
パから伝えた西洋文化の影響が強く、厨子の
右扉の内部には日本最古といわれる西洋バラ
が描かれています。

o 国宝 瑞巌寺
松島にある瑞巌寺は、正式名称を「松島青龍山瑞巌円福禅寺」といい、
臨済宗妙心寺派の寺院です。

o 碁石海岸を代表する景観 穴通磯
海水の浸食により三つの穴があいた奇岩。陸上からはある角
度からしか三つの穴がそろって見えません。

o 碁石浜
名前のとおり碁石のような丸い石の浜。波打ち際で聞こえる小石が転がる音は
砂浜の音とは異なる独特な音で癒されます。

o 三陸鉄道
『レトロ列車』の体験乗車ツアー！

世界文化遺産  o 中尊寺金色堂
建物一面に金箔を重ねた、豪華絢爛な金色堂は見所です。

o ぷりっぷり！恋し浜ホタテ
恋し浜ホタテは、築地市場でホタテとしての最高値をつけた
こともあるブランド帆立なんです！

o 日和山公園
石巻市内を一望！　　　　　　
江戸時代千石船の出港の日和を見る場所とし
て重要な山だったと考えられている高台の公園
です。

波打ち際の
「音」もキレイ！

僕たちが
育てています！

ぷりっぷりの貝柱を
試食してください！

o 恋し浜駅 幸せのパワースポット！？
駅舎内には貝殻に願い事を託したホタテ絵馬、

ホームには「しあわせの鐘」があります。

写真提供：�石巻市、大船渡市、三陸鉄道㈱、げいび観光センター、
篠本秀人、Port�Studio、オフィスアイ

※このパンフレットに掲載の写真はすべてイメージで、オプショナルツアーや自由行動で訪問できる場所も含まれております。
　■oのマークがついている写真の観光地は、オプショナルツアーで訪れることができます。

■k地元の方々による歓迎イベント

107589_PV_tohoku_u.indd   2-4 2018/02/19   16:35
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●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、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。
●6ヵ月未満のお子様はご乗船いただけません。

お申し込み時の
注意事項と
ご案内

●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。
●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。
●客室番号について：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。

このクルーズはびいなす倶楽部
特典の対象となるクルーズです。

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。
客室並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。

洋上の楽園

◆就航：1998年4月 ◆総トン数：26,594トン 
◆乗客数：620名 ◆全長：183.4m ◆幅：25.0m

五大堂

猊鼻渓

I

2018年5月20日（日）～5月23日（水）
【横浜発着 3泊4日】

C

旅行代金の総額
お申込金

15万円未満 15万円以上30万円未満 30万円以上
20,000円以上 30,000円以上 50,000円以上

B

■お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りください。
●お申し込みの方法と契約の成立
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。旅行契約は申込金を受領したときに成立するものとします。電話
等にてご予約の場合、当社が予約を承諾する旨を通知した日から起算して3日以内に手続きをお願い致します。

●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21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
　旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃･料金および宿泊･食事･船内イベント参加費用（一部材料費を除く）
［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致しません。
●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。
飲料代･通信費等個人的諸費用およびそれに伴う税･サービス料、疾病･傷害に関する治療費、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、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、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、任意の旅行保険料並びに携帯品保険料、客室
タイプ変更による追加代金
●参加人数の変更
　1室のご利用人員が変更になった時は、変更後の1室ご利用人数に応じた代金をいただきます。
●取消料等
　お申し込み後、お客様のご都合で取消をされる場合、下記の取消料を申し受けます。
（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）

●旅行条件の基準期日:旅行条件･旅行代金は2017年12月1日現在を基準としております。

●その他
･参加者数が明示した最少催行人員に達しなかった時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13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致します。
･添乗員は同行致しませんが、船内では係員がお世話致します。
･お客様は当社が承諾した場合、1万円の手数料をお支払いいただくことにより、別のお客様に交替することができます。
･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。
●最少催行人員　2名様
●個人情報について
（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で、それら運送・宿泊機関等、
保険会社に対し、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｡

お申し込みのご案内 （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。）

旅行契約の
解除日 21日前まで

取消料 無料

20日前から
8日前まで
20％

7日前から
2日前まで
30％

旅行開始日の
前日
40％

旅行開始日の
当日
50％

旅行開始後または
無連絡不参加
100％

2018.3
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●お問い合わせ・お申し込みは下記へ 日本で最初のクルーズ専門旅行会社 
観光庁長官登録旅行業第1294号　（一社）日本旅行業協会正会員・（一社）日本外航客船協会会員
クルーズのゆたか倶楽部株式会社

旅行企画
実　　施

東京・本社

大阪営業所

横浜営業所

〒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
〒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
〒231‒0002
横浜市中区海岸通1‒1 横浜港国際客船ターミナル
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

☎（03）5294-6261（代）
☎（06）6455-0931（代）
☎（045）227-8211（代）

01_ゆたか倶楽部　（H1・H4　4c） 01_ゆたか倶楽部　（H1・H4　BK）約款：国内BC 海外DF+GorH　ほか：I 約款：国内BC 海外DF+GorH　ほか：I

全室海側の「洋上の我が家」

Facebook

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

記念日を洋上で
素敵な思い出を

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付）

ぱしふぃっく びいなす
公式フェイスブック・インスタグラムぜひご覧ください！

魅力や情報をお届けいたします。
アカウント名：ぱしふぃっく びいなす アカウント名：venus_cruise

（1003）エレガント

ダイニングサロン
〈グラン・シエクル〉

スイートルーム
定員2名

（35㎡ 10階、バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー付

ステートルーム
E・F・G・H・J
定員 E：2名 F〜J：2〜3名

（15.3㎡ シャワー・トイレ付）
※H・Jは丸窓

ロイヤルスイートルーム
スイートルーム 特別なサービスでおもてなし

♦専用ダイニングでは専属シェフによる特別な
メニューときめ細やかなサービスでおもてなし。
二人掛けテーブルにてゆったりとお食事をお楽
しみいただけます。
※ダイニングサロンは未就学児童の方はご利用いただけません。
♦乗船日にはお部屋にウェルカムスイーツを
お届けします。

 E :9階 
 F :8階 

 G :6階 
 H :6・5階 

 J :5階

共通の客室設備
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。

サロン
クラス

デラックス
ルーム
定員2名

（23.5㎡ 9階、
バス・トイレ付）
※ブルーレイ
　プレーヤー付

追加代金無しでご利用いただけます
■お食事時のお飲み物（一部銘柄
は除く） ■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 ■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

ロイヤルスイートルーム 
A（1001 1002）B（1003 1004）
定員2名（65㎡ 10階、展望バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー、インターネット閲覧・Eメール専用ノートパソコン付

サロン
クラス

サロン
クラス

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。風薫る東北を楽し
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。

カジュアルな服装で
過ごせます。

カジュアル
〈男性〉 襟付きのシャツに 

スラックスなど
〈女性〉 ブラウスとスカート、 

スラックスなどの 
快適な服装

※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。

洋上のエンターテイメント
メインショー

船内イベントS
セント

t.トロペス＆シャーロット 
HIT PARADE Ⅱ

洋楽とJ-POPのヒッ
トナンバーをヴォー
カル・シャーロットの
心に響く歌声ととも
にお届けします。誰
もが聴いたことがあ
るヒットフレーズに
心躍らせましょう！

大平悦子 
語り部による
昔がたり
～東北の民話～
東北は、民話の宝庫です。

「ねずみのすもう」「河童」
「豆のはなし」などなつかしい話・怖い話・おもしろい
話がいっぱい！岩手県遠野市の生まれ・育ちの語り部
が、東北地方の風土や民話の背景に触れながら、遠野
言葉で語ります。素朴な素語りですが、どうぞじっくり
耳を傾け、お楽しみください。

気軽にクルーズをお楽しみいた
だけるようドレスコード

（夕方以降の服装規定）は
全てカジュアルに設定
しています。

びいなすの食
ご夕食

◆ 5/20  初夏のフルコースディナー
アオリイカ、雲
丹、ホワイトアス
パラガスなど初
夏の旬の食材
をふんだんに盛
り込んだフラン
ス料理をお楽し
みください。

◆ 5/21  ご当地の食材を使った
こだわり料理

料理長おすすめの三陸地方の山海の恵みや
初夏の味覚をご用意します。

◆ 5/22  アニバーサリーディナー
初夏の食材を就航20周年に相応しく華やか
な一皿に仕上げました。丹精込めたお料理の
数々をお楽しみください。お食事中はフリード
リンク（銘柄指定）となります。

アフタ
ヌーン
ティー
パティシエ
特製のス
イーツを。

サンド
ウィッチ・
バー
軽食を。

お夜食
フルーツ
や雑炊な
どを。

モーニングティー
小菓子を
ご用意し
ています。

アーリー
モーニング
ティー
マフィン等
をご用意し
ています。

（イメージ） （イメージ） （イメージ）

ご昼食
和食・洋食
など多彩な
メニューを
日替わりで
ご用意しま
す。

※写真はすべてイメージです

オープンバーでは
終日、コーヒー・紅茶・

指定のドリンクを無料で
お楽しみいただけます。

ご朝食
その日の気
分で和食・
洋食をお選
びいただけ
ます。
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●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、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。
●6ヵ月未満のお子様はご乗船いただけません。

お申し込み時の
注意事項と
ご案内

●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。

●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。
●客室番号について：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。

このクルーズはびいなす倶楽部
特典の対象となるクルーズです。

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。
客室並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。

洋上の楽園

◆就航：1998年4月 ◆総トン数：26,594トン 
◆乗客数：620名 ◆全長：183.4m ◆幅：25.0m

五大堂

猊鼻渓

I

2018年5月20日（日）～5月23日（水）
【横浜発着 3泊4日】

C

旅行代金の総額
お申込金

15万円未満 15万円以上30万円未満 30万円以上
20,000円以上 30,000円以上 50,000円以上

B

■お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りください。
●お申し込みの方法と契約の成立
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。旅行契約は申込金を受領したときに成立するものとします。電話
等にてご予約の場合、当社が予約を承諾する旨を通知した日から起算して3日以内に手続きをお願い致します。

●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21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
　旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃･料金および宿泊･食事･船内イベント参加費用（一部材料費を除く）
［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致しません。
●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。
飲料代･通信費等個人的諸費用およびそれに伴う税･サービス料、疾病･傷害に関する治療費、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、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、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、任意の旅行保険料並びに携帯品保険料、客室
タイプ変更による追加代金
●参加人数の変更
　1室のご利用人員が変更になった時は、変更後の1室ご利用人数に応じた代金をいただきます。
●取消料等
　お申し込み後、お客様のご都合で取消をされる場合、下記の取消料を申し受けます。
（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）

●旅行条件の基準期日:旅行条件･旅行代金は2017年12月1日現在を基準としております。

●その他
･参加者数が明示した最少催行人員に達しなかった時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13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致します。
･添乗員は同行致しませんが、船内では係員がお世話致します。
･お客様は当社が承諾した場合、1万円の手数料をお支払いいただくことにより、別のお客様に交替することができます。
･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。
●最少催行人員　2名様
●個人情報について
（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で、それら運送・宿泊機関等、
保険会社に対し、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｡

お申し込みのご案内 （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。）

旅行契約の
解除日 21日前まで

取消料 無料

20日前から
8日前まで
20％

7日前から
2日前まで
30％

旅行開始日の
前日
40％

旅行開始日の
当日
50％

旅行開始後または
無連絡不参加
100％

2018.3

01_ゆたか（海外申込金注意）　2018●東北三陸　●アジアロング　●GW伊勢志摩

●お問い合わせ・お申し込みは下記へ 日本で最初のクルーズ専門旅行会社 
観光庁長官登録旅行業第1294号　（一社）日本旅行業協会正会員・（一社）日本外航客船協会会員
クルーズのゆたか倶楽部株式会社

旅行企画
実　　施

東京・本社

大阪営業所

横浜営業所

〒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
〒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
〒231‒0002
横浜市中区海岸通1‒1 横浜港国際客船ターミナル
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

☎（03）5294-6261（代）
☎（06）6455-0931（代）
☎（045）227-8211（代）

01_ゆたか倶楽部　（H1・H4　4c） 01_ゆたか倶楽部　（H1・H4　BK）約款：国内BC 海外DF+GorH　ほか：I 約款：国内BC 海外DF+GorH　ほか：I

全室海側の「洋上の我が家」

Facebook

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

記念日を洋上で
素敵な思い出を

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付）

ぱしふぃっく びいなす
公式フェイスブック・インスタグラムぜひご覧ください！

魅力や情報をお届けいたします。
アカウント名：ぱしふぃっく びいなす アカウント名：venus_cruise

（1003）エレガント

ダイニングサロン
〈グラン・シエクル〉

スイートルーム
定員2名

（35㎡ 10階、バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー付

ステートルーム
E・F・G・H・J
定員 E：2名 F〜J：2〜3名

（15.3㎡ シャワー・トイレ付）
※H・Jは丸窓

ロイヤルスイートルーム
スイートルーム 特別なサービスでおもてなし

♦専用ダイニングでは専属シェフによる特別な
メニューときめ細やかなサービスでおもてなし。
二人掛けテーブルにてゆったりとお食事をお楽
しみいただけます。
※ダイニングサロンは未就学児童の方はご利用いただけません。
♦乗船日にはお部屋にウェルカムスイーツを
お届けします。

 E :9階 
 F :8階 

 G :6階 
 H :6・5階 

 J :5階

共通の客室設備
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。

サロン
クラス

デラックス
ルーム
定員2名

（23.5㎡ 9階、
バス・トイレ付）
※ブルーレイ
　プレーヤー付

追加代金無しでご利用いただけます
■お食事時のお飲み物（一部銘柄
は除く） ■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 ■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

ロイヤルスイートルーム 
A（1001 1002）B（1003 1004）
定員2名（65㎡ 10階、展望バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー、インターネット閲覧・Eメール専用ノートパソコン付

サロン
クラス

サロン
クラス

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。風薫る東北を楽し
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。

カジュアルな服装で
過ごせます。

カジュアル
〈男性〉 襟付きのシャツに 

スラックスなど
〈女性〉 ブラウスとスカート、 

スラックスなどの 
快適な服装

※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。

洋上のエンターテイメント
メインショー

船内イベントS
セント

t.トロペス＆シャーロット 
HIT PARADE Ⅱ

洋楽とJ-POPのヒッ
トナンバーをヴォー
カル・シャーロットの
心に響く歌声ととも
にお届けします。誰
もが聴いたことがあ
るヒットフレーズに
心躍らせましょう！

大平悦子 
語り部による
昔がたり
～東北の民話～
東北は、民話の宝庫です。

「ねずみのすもう」「河童」
「豆のはなし」などなつかしい話・怖い話・おもしろい
話がいっぱい！岩手県遠野市の生まれ・育ちの語り部
が、東北地方の風土や民話の背景に触れながら、遠野
言葉で語ります。素朴な素語りですが、どうぞじっくり
耳を傾け、お楽しみください。

気軽にクルーズをお楽しみいた
だけるようドレスコード

（夕方以降の服装規定）は
全てカジュアルに設定
しています。

びいなすの食
ご夕食

◆ 5/20  初夏のフルコースディナー
アオリイカ、雲
丹、ホワイトアス
パラガスなど初
夏の旬の食材
をふんだんに盛
り込んだフラン
ス料理をお楽し
みください。

◆ 5/21  ご当地の食材を使った
こだわり料理

料理長おすすめの三陸地方の山海の恵みや
初夏の味覚をご用意します。

◆ 5/22  アニバーサリーディナー
初夏の食材を就航20周年に相応しく華やか
な一皿に仕上げました。丹精込めたお料理の
数々をお楽しみください。お食事中はフリード
リンク（銘柄指定）となります。
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