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ニューイヤー
グアム・サイパンクルーズ

横浜
発着

2019年12月26日（木）～2020年1月5日（日）
大人代金  557,000円～2,804,000円
子供代金  445,600円～2,243,200円

11日間



飛鳥Ⅱ船上で過ごす
華やかな年末年始

グアム

南国の洋上で迎える年越しとお正月
寒い冬の日本から、暖かな南国の楽園へ―。

※初日の出は天候によりご覧いただけない場合がございます。※初日の出は天候によりご覧いただけない場合がございます。

※ドレスコードは変更となる場合があります。最終日程表でご確認ください。※ドレスコードは変更となる場合があります。最終日程表でご確認ください。

クルーズライフをより華やかに演出するフォーマルナイト
を予定しています。
クルーズライフをより華やかに演出するフォーマルナイト
を予定しています。

12/30 グアム
12/31 サイパン
12/30 グアム
12/31 サイパン

市内中心部（タモン地区）
市内中心部（ガラパン地区）
市内中心部（タモン地区）
市内中心部（ガラパン地区）

フォーマル
ナイト

船上落語で初笑い
入船亭扇蔵 特別独演会

無料シャトルバス
サービス（予定）

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

旅行代金 557,000
（445,600）

678,000
（542,400）

708,000
（566,400）

727,000
（581,600）

1,234,000
（987,200）

1,575,000
（1,260,000）

2,804,000
（2,243,200）

横浜

グアム

※天候、その他の事情に
より、航路が変更とな
る場合があります。

サイパン

12月平均気温表

マニャガハ島

Saipan

サイパン

鳥島
孀婦岩

硫黄島
北硫黄島

Guam
東京

12℃

4℃

26℃

15℃

29℃

25℃

最高

最低

グアム サイパン

ドラの音とシャンパンの祝杯で出航。
ウエルカムパーティーの会場入口に
船長さんとの記念撮影長蛇の列。餅
搗き大会の子供さんの法被姿の杵つ
きは可愛かった。カウントダウンパー
ティーではプールの水面に四角の浮
きマットに丸い土俵が設けられ、相撲
の余興もあった。海辺の細長いビルに
23：59と、時刻表示が消えるとNEW 
YEARと文字が縦に走った。次に、打上
花火が夜空にあがった。百花撩乱とは
このことだ。
元旦の朝、甲板で日本酒の大樽が鏡
開きされ枡酒で新年を祝った。同じ甲
板の向かい側に机の上にお屠蘇が飛
鳥Ⅱの社員が晴れ着姿で朱色の杯に
サービスしてくれた。船上での貴重な
経験をすることができた。

《愛知県》Y.Nさま（ 80代 男性 ）

ビューポイント

ハッピーファミリークルーズ

ファミリー割引10％

ベビーシッタールーム

キッズルーム

マニャガハ島／
イメージ

OP

・食事条件：朝食10回、昼食9回、夕食10回
・お得な子供代金が設定されたハッピーファミリークルーズです。ベビーシッターも乗船
します。（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）

★1月5日横浜の下船開始は9：00頃以降を予定しています。下船後にターミナル内での
入国・税関審査にはお時間を要しますので、帰路（航空機・鉄道等）の手配をされるお客
様はお時間に十分な余裕をお持ちください。

1999年入船亭扇遊に入門。2015年真打
に昇進し「四代目 扇蔵」を襲名。寄席や全
国各地の落語会への出演のほか、学校公演
を行う。

西太平洋のマリアナ諸島の南端に
ある、ミクロネシア最大の島でアメ
リカの準州（自治属領）。抜群の透
明度を誇る海と、緑豊かなジャング
ルの織り成す風景が美しい島で
す。自然の海はダイバーに人気が
高く、その遠浅の海のビーチはアク
ティビティが充実しており「海の天
国」と言われています。
また、グアムは関税の掛からないフ
リーポートで、大規模なショッピン
グセンターでの一流ブランドショッ
ピングも楽しめます。名所旧跡も少
なからずあり、スペイン統治時代の
面影を残す建物が多く残る首都ハ
ガニアや、ビーチ沿いにリゾートホ
テルが建ち並ぶタモンビーチなど、
観光には事欠きません。

グアムに比べローカル感溢れる島、サイパ
ン。マリンスポーツやゴルフ、フィッシングや
トレッキングなどのアクティビティをゆったり
とした雰囲気の中で楽しむことができます。
サイパン島最北端の岬には、戦時中に追い
つめられた日本軍や民間人が身を投じた場
所として知られるバンザイクリフがあり、現
在は平和記念公園として整備され歴史を語
る重要な史跡となっております。

サイパンの沖、周囲1.5kmほどの美し
い自然あふれる無人島。
抜群の透明度と白砂のビーチに囲まれ
「ベストビーチ」にも選ばれるほどの人
気なマニャガハ島はマリンスポーツの
メッカとしても有名です。

●客室をお1人様でご利用の場合には、K・F・E・D:130%、C・A:160%、S:200%の割増代金となります。（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。）
●客室の3名利用についてはお問い合わせください。　●Kステートは眺望がさまたげられます。

お得な子供代金を設定し、キッズイベントや大人も楽しめる催しを開催。キッズアメニティ
やディナー時のキッズメニューもご用意いたします。

経験豊富なベビーシッターがお子様をお預かりします。ご利用の間、保護者の方は船内でお
くつろぎいただけます。※ベビーシッタールーム対象年齢：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はできません。

世界の遊具販売と環境づくりを行う「ボーネルンド」とコラボレーション。子供の成長に役
立つ「あそび道具」をお好きな時にお遊びいただけます。

2親等以内のご家族6名様以上でご乗船のお客様は、旅行代金が10％割引になる嬉し
いクルーズ。子供代金キャンペーンとの併用も可能で、小さなお子様連れのお客様はよ
りお得にお楽しみいただけます。

※有効期限が2020年7月5日以降の旅券（パスポート）が必要です。
※ESTA（米国電子渡航認証システム）への登録、もしくは査証（ビザ）が必要です。査証
は米国査証免除プログラムの非適格条件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。
※グアム・サイパンにて船会社主催の  　 オプショナルツアー（別料金）をご用意してお
ります。詳細は改めてご案内いたします。

■ご旅行代金 〈2名1室利用大人お一人様〉（　）は子供代金（2歳以上12歳以下（小学生まで））

Profile

（単位：円）客室D・Eバルコニーがお得！

大晦日は年越しそばの振る舞いやカウントダウンパーティー
など、楽しい企画が満載。元旦には船上から初日の出を。
おせち料理や獅子舞の披露や書き初めなど
お正月ならではのイベントがもりだくさん。
船上で日本の伝統的なお正月を満喫できます。

■旅行日程
月日

12/26（木）

12/27（金）

12/28（土）

12/29（日）

12/30（月）

12/31（火）

1/1（水・祝） 終日

終日

終日

終日

横浜 「飛鳥Ⅱ」乗船予定
出港

クルージング

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

クルージング
クルージング

クルージング
クルージング
クルージング

終日 クルージング

入港
　  オプショナルツアーをお楽しみください。
出港

グアム

サイパン

終日

終日

17：00

08：00

22：00

08：00

20：00
16：00頃

1/2（木）

1/3（金）

1/4（土）

1/5（日）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

時間 寄港地 スケジュール

OP

入港
　  オプショナルツアーをお楽しみください。
出港

横浜07：00 入港

OP

カウントダウンパーティー

※イメージ

イメージ

イメージ

イメージイメージ

※イメージイメージ
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※イメージ

※イメージ

※イメージ

※写真はすべてイメージです。写真はオプショナルツアーで訪れる場所も含まれます。※写真はすべてイメージです。写真はオプショナルツアーで訪れる場所も含まれます。



旅行条件（要約）  

 

横浜営業所 横浜港国際客船ターミナル

一般社団法人　日本外航客船協会会員 観光庁長官登録旅行業第1294号  一般社団法人　日本旅行業協会正会員 

〒101-0044
東京都千代田区
鍛冶町2ｰ5ｰ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ｰ11ｰ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ｰ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

TEL.（03）5294-6261 TEL.（06）6455-0931 TEL.（045）227-8211

大阪営業所  大阪駅前第4ビル本　社 JR神田駅　東口前

ホームページはこちら→

公式SNS Follow us!

旅行企画・実施

■募集型企画旅行契約
この旅行はクルーズのゆたか倶楽部株式会社（東京都千代田区鍛冶町
2-5-15 ゆたか倶楽部ビル、ツアー名：ゆたか倶楽部/観光庁長官登録旅行
業第1294号、以下当社という）が企画・募集し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。契約の内容・条件は、募集パンフレット、別途お渡しする確定書面（ご
予約確認書）および当社旅行業約款によります。
■旅行のお申込み
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金をお支払い下さい。
申込金は100,000円を申し受けます。
●当社は電話・郵便・ファックスなどによる募集型企画旅行の予約申込を受け
付けることがあります。この場合、電話などによる予約申込から起算して10
日以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、申込みはなかったものとして取り扱います。
●残金は、旅行開始日の前日から起算して遡り、41日前までにお支払いいた
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代、食事代、船内イベント参加費など。
■旅行代金に含まれないもの
●オプショナルツアー代、渡航手続き関係諸費用（査証代、旅券印紙代、出
入国カード作成料）など。
■旅程保証
●契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお支払
いいたします。ただし､次の場合は変更補償金をお支払いいたしません。天
災地変､戦乱､暴動､官公署の命令､運送・宿泊機関などの旅行サービスの
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
の生命また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時は、変更補償金はお支払いいたしません。
■お客様の責任
●お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様
が当社の規定を守らなかったことにより、当社が損害を被った時は、お客様
に対し損害の賠償を申し受けます。
■取消料等（取消日は旅行出発日の前日から起算します。）
●お申込みの後、お客様のご都合により取消になる場合、および旅行代金
が所定の期日までに入金がなく、当社が参加をお断りした場合、旅行代金
に対し下記の料率で取消料（または違約料）を申し受けます。

●「クルーズ旅行取消費用特約（海外旅行保険）」をご用意しておりますの
で、ツアーお申込みと同時に、保険に加入されることをお勧めいたします。
■お客様に対する責任及び免責事項
●当社は募集型企画旅行約款の履行にあたって、当社の故意又は過失に
よりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責を任じます。なお、
お手荷物の場合にはお1人最高15万円を限度とします。また、お客様が以
下の事由により損害を受けられた場合は、賠償の責を負いません。
（a）天災地変・戦乱・暴動又は、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは、
旅行の中止。（b）運送・宿泊機関の事故もしくは火災又は、これらのために生じ

る旅行日程の変更もしくは旅行の中止。（c）官公署の命令又は伝染病による
隔離。（d）自由行動中の事故。（e）食中毒。（f）盗難。（g）運送機関の遅延、不通
又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは、目的地滞在の短縮。
■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14日前までに交付いたします。
■特別補償
●当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償
規定で定めるところにより、お客様の旅行参加中にその生命、身体又は手
荷物の上に被られた一定の損害補償について、あらかじめ定める額の補償
金及び見舞金をお支払いいたします。ただし、お客様の故意、酒酔い運転ま
たは危険な運動中の事故によるものであるときは、上記の補償金・見舞金
はお支払いいたしません。
■募集型企画旅行契約約款について
●この旅行条件及び以外の条項は全て、観光庁認可の当社旅行業約款に
よります。約款をご希望の方はご請求ください。※車椅子でご参加希望の
方はお問い合わせください。
■最少催行人員
●2名様
■この旅行条件の基準日は2019年6月20日です。
■個人情報の取り扱いについて
●個人データ第三者への提供当社は、お申込みいただいた旅行の手配の
為に、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、年齢、住所、
電話番号、婚姻の有無、旅行中の緊急連絡先、及び生年月日等の個人情報
を予め郵便、電子的方法等で送付することによって提供いたします。

YUTAKACLUB CRUISES

旅行開始日の前日から
起算して遡って

旅行契約の解除日 取消料
41日前まで

40日前～31日前まで

30日前～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％

旅行代金の20％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

アスカプラザはメインデッキの中央部
に位置し、飛鳥Ⅱの玄関でもあります。

ビスタラウンジは船の先端に位置し、
270°の視界を望みながらゆったり過
ごすことができます。

5階 アスカプラザ

D・Eバルコニー プライベートバルコニー付き／22.9㎡ D3ディートリプル 角窓（バルコニーなし）／22.9㎡
※3名様利用が基本となります。

11階 ビスタラウンジ
パームコートはリドデッキにあるオープ
ンスペースとなっており、大きなガラス
窓が開放的なラウンジスペースです。

グランドスパは飛鳥Ⅱの最上階に位置
し、お風呂に浸かりながら大海原を眺
めることができる癒やしの空間です。

11階 パームコート 12階 グランドスパ（展望大浴場）

船内のご案内

客室のご案内

F・Kステート 角窓（バルコニーなし）／18.4㎡

※面積にはバルコニーが含まれます。
※Kステートおよび一部客室では眺望がさまたげられます。

Sロイヤルスイート プライベートバルコニー付き／88.2㎡ Aアスカスイート プライベートバルコニー付／45.8㎡ Cスイート プライベートバルコニー付／33.5㎡

■総トン数：50,142トン
■乗客定員：872名　■乗組員数：約470名
■全長：241メートル　全幅：29.6メートル

飛鳥Ⅱ ship data
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