
洋上の楽園

2020

2020年1月出発 【横浜発成田着／神戸発成田着／成田発着／成田発横浜着／成田発神戸着】

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。

■個人情報の取り扱いについて
（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、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、それら運
送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、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｡

渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫所「海外で健康に過ご
すために」ホームページ：http://www.forth.go.jp/でご確認ください。

より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故、盗難など
に備えて、お客様ご自身で、海外旅行保険に必ずご加入されることをおす
すめいたします。

海外危険情報について
海外クルーズの場合、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：http://www.anzen.mofa.go.jp/
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●お申し込みの前には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りください。
■募集型企画旅行契約
この旅行は、当社が実施する募集型企画旅行で、お客様は当社と募集型企
画旅行契約（以下旅行契約といいます）を締結することになります。又契約
の内容・条件はこのパンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡
しする確定書面（最終旅行日程表）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。
■お申し込みの方法と契約の成立
（1）申込書に所定の事項を記入し、1名あたり下記のお申込金のお支払い

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
ぞれ一部として取り扱います。なお、申込書にお客様のローマ字氏名を
記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりに
ご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、お客様の
交替の場合に準じて同様の手数料をいただきます。

（2）電話等の通信手段にてご予約の場合、予約の時点では契約は成立していません。
当社が予約の承諾をする旨を通知した日から起算して3日以内に、前項に定める
金額の申込金と申込書を提出していただきます。なお、お客様から当該期間内に
申込金の提出がなされないときには当社は予約がなかったものとして取扱います。

（3）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
■お申し込み条件
（1）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伴を条件とします。

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。

お申込金 旅行代金の20％

（2）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、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、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。

（3）前号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。これに際してお客様の状況および必要とされる措置につい
てお伺いし、又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。

（4）当社は旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師によ
る「お客様の健康情報」（所定書式）の提出、コースの一部について内容を変更す
ること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、又は旅行契約の解除
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負担とします。

（5）未就学児童はご乗船いただけません。
■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、60日目に当たる日以降、31日目に当
たる日より前に（ピーク時の海外クルーズは41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
（1）旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃・料金（この運賃・料金には、運送機関の

課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応する為、一定の期間及び一定の
条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。以下同様）を含みません）。

（2）旅行日程に含まれる送迎バス等の運賃・料金
（3）旅行日程に明示した船内の宿泊・食事・船内イベント参加費用（一部材料費を除く）
（4）手荷物の運搬料金（各交通機関の規定に基づく）
〔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ません。その一部を例示します。
（1）飲料代、クリーニング代、電報・電話料等個人的性質の諸費用およびそれ

に伴う税・サービス料
（2）運送機関の課す付加運賃
（3）疾病、傷害に関する治療費
（4）出発地までおよび解散地からの交通費、宅配便代、その他個人的費用
（5）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
（6）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
（7）任意の海外旅行保険料並びに携帯品保険料
（8）渡航手続諸費用（旅券印紙代、査証代、予防接種料金、渡航手続取扱料金等）
（9）客室タイプ変更による追加代金
■旅行代金の額の変更
運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、
旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更に
なった時は、旅行代金の額を変更することがあります。取り消しによって利用人
数が変更となった場合は、取り消したお客様より所定の取消料をいただきます。
■お客様の交替
お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することがで
きます。この場合当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただ
きます。その際1名様につき10,000円の手数料をいただきます。取消料が10,000
円を下回る場合、取消料をもって交替の費用とさせていただきます。なお、1室ご利用
のお客様全員が交替される場合は取消扱いとなり、所定の取消料をいただきます。
■旅行条件の基準期日
このパンフレットに記載された旅行サービス内容および旅行条件は、2019年
10月1日現在を基準として算定しております。
■取消料等
お申し込み後、お客様のご都合により取消になる場合、及び旅行代金が所
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（又は違約料）を申し受けます。

■当社による旅行契約の解除
参加者数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかった時は、旅行を
中止します。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日
目（ピーク時に旅行を開始するものについては33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いたします。
■確定書面
確定された最終日程表は旅行開始日の前日（旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って7日前に当たる日以降に申し込みされた場合には出発当日）までにお送りします。
■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。

旅行契約の解除日 取消料
ピーク時の旅行である場合、41日前まで

40日前から31日前まで〃
旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

31日前まで
30日前から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％

無  料
旅行代金の 20％
旅行代金の 50％
旅行代金の100％

（注）ピーク時とは、12月20日～1月7日、4月27日～5月6日、7月20日～8月31日の期間をいいます。

ぱしふぃっく びいなすの情報は びいなすクルーズ 検 索

観光庁長官登録旅行業第1340号

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA15階

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7 日比谷U-1ビル22階
東京支店

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル3階
2019年10月15日以降

旅行企画
実　　施

JATA正会員 旅行業公正取引
協 議 会 会 員

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取り引きに関する責任者です。この
旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく右記の取扱管理者にお尋ねください。

●お申し込み・お問い合わせは

全室海側の「洋上の我が家」

お申し込み時の
注意事項と
ご案内

●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。船内では同伴者のご同行をお願いします。なお、安全上、ご乗船いた
だける車椅子の方の人数には限りがございます。また、車椅子はお客様ご自身でご用意ください。

●未就学児童はご乗船いただけません。
●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。所定のアレルギー調査票の

ご提出が必要です。内容によりご希望に添えない場合がございます。

●妊婦の方は、海外クルーズの為ご乗船いただけません。
●日程表上の記号
　時間帯の目安

K 飛行機　Aバス　●入場観光

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04：00 06：00 08：00 12：00 16：00 19：00 23：00 04：00

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、Eメール・インター

ネット閲覧専用ノートパソコン付

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
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。
※客室を含む船内はすべて禁煙です（スモーキングコーナーをご利用ください）。　※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

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

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
ブルで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。

サロン
クラス

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
Eメール・インターネット閲覧サービス

（1001）アルカイック

デラックスルームご利用の方は、
メインダイニングルームのお食事
が2回制の場合、ご希望の回数を
指定いただけます。
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厦門

横浜

神戸

マニラ

基隆

成田へ
コースFA FB FC

厦門

横浜

神戸

マニラ

基隆

成田へ
コースFA FB FC

東洋のハワイ、海南島

美しい風景と歴史ある文化的景観

世界三大夕日 マニラ湾の夕日
天
ランタン

燈上げ体験（イメージ）

マニラ湾の夕日（イメージ）

⃝ランタンが灯る
夜のホイアン散策

⃝エンターテイメントショー
「ホイアンメモリー」

⃝古き良き街並みホイアン
半日観光

⃝パワースポット 五行山と
ダナン半日観光

⃝三亜市内半日観光
⃝南山寺と大小洞天観光
⃝檳榔谷ミャオ族の
　民族文化村と南田温泉体験

⃝千年の歴史・首都ハノイ観光
⃝ハロン湾の街 ホンガイ

半日観光
⃝海の桂林 ハロン湾遊覧と

鍾乳洞上陸
⃝首都ハノイと

焼き物のバッチャン村観光

⃝厦門おてがる半日
⃝海上の楽園コロンス島

半日観光
⃝伝統的住居 

福建土楼を訪ねて
⃝海のシルクロード泉州観光

コロンス島 ■o（厦門）

鳳凰島（三亜）

遺産

世界
文化

夜空を彩る幻想的な光

ダナン 三亜 海南島バイチャイ 厦　門

ゆったりアジアクルーズ2020
Aコース  2020年1月16日（木） ▶ 2月17日（月）【横浜発着 32泊33日】
Bコース  2020年1月17日（金） ▶ 2月16日（日）【神戸発着 30泊31日】
詳しくはお問い合わせください。

1/20 基隆
天燈上げ体験ツアー付

ローカル線「平渓線」が通る古い街並みの
十分で、願い事を書いた天

ランタン
燈を夜空に上げて

いただきます。火が灯った天
ランタン

燈が、一斉に舞
い上がる光景はとても幻想的で、ぱしふぃっ
く びいなすのお客様全員で上げたことは忘れ
られない体験となるでしょう。
※4人にひとつの天

ランタン
燈上げ体験となります。

全区間乗船コースもございます。

2

三亜／海南島

フーコック島

レムチャバン

バンコク

バイチャイ

ダナン

成田より

コース
FC FD FE

三亜／海南島

フーコック島

レムチャバン

バンコク

バイチャイ

ダナン

成田より

コース
FC FD FE

ゆったりアジアクルーズ2020
区間乗船プラン

クルーズのポイント
⃝短い日程でアジアクルーズのハイライトをお楽しみいただけます。
⃝6寄港地では1日停泊、ゆったりと寄港地観光をお楽しみください。
　九份（FA/FBコース）・ホイアンの夜景観賞やナイトショーのツアー（OP）も楽しめます。
⃝基隆では「天燈上げ体験」付（FA/FBコース）、フーコック島では島内半日ツアー付（FA/FB/FC/FD/FEコース）

タイのサグラダファミリアと
いわれる壮大な建築物

翡翠色の水面と
奇岩が並ぶ「海の桂林」

ランタンが灯る
幻想的な夜景

ベトナム最後の秘境リゾート

ホイアンの夜景 ■o（ダナン）

サオビーチ

⃝レトロな街 九份観光
⃝台湾の都 台北市内
　ハイライト観光
⃝奇怪の風景・野柳海岸と

中正公園
⃝国立故宮博物院と

衛兵交代見学

⃝世界最長の
海上ロープウェイと
JWマリオットでの昼食

⃝ベトナム最大の
サファリパークツアー

⃝戦跡の島 
コレヒドール見学ツアー

⃝マニラ歴史地区観光
⃝ラスピニアス教会と

景勝地タガイタイ観光
⃝ペニンシュラホテルでの

アフタヌーンティー

⃝妖艶に彩るニューハーフ・
キャバレーショー

⃝エレファント・トレッキング
体験半日ツアー

⃝ノンヌットガーデンと
水上マーケット観光

⃝バンコク王宮と
エメラルド寺院観光

■o オプショナルツアー （一例・別代金）

ハロン湾 ■o（バイチャイ）遺産

世界
自然

遺産

世界
文化

基　隆 フーコック島マニラ レムチャバン

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
するオプショナルツアーガイドにてご案内いたします。　●区間乗船プランのコースによりご参加いただけないツアーもございます。オプショナルツアーのお申し込み時期により募集定員の関係でご参加
いただけない場合もございます。　●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。

サンクチュアリー・オブ・
トゥルース ■o（レムチャバン）

2/1 フーコック島 フーコック島半日ツアー付

※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 OL 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。

リゾートアイランドとして知られる
フーコック島で一番美しいと言わ
れるサオビーチや島の特産物で
あるコショウ農園、海を望む美しい
フーコック寺院を巡ります。
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FA FB 日程 行　程

1 1 / 16 木 横浜 FAコース ぱしふぃっく びいなす乗船
15：00 出港 【船内泊】

2 1 17 金 神戸
14：00 入港
FBコース  ぱしふぃっく びいなす乗船
17：00 出港 【船内泊】

3 2 18 土
終日クルージング 

4 3 19 日
5 4 20 月

基隆 10：00 入港 o
19：00 出港 【船内泊】6 5 21 火

7 6 22 水
終日クルージング  【船内泊】

8 7 23 木
9 8 24 金

マニラ 08：00 入港 o
18：00 出港 【船内泊】10 9 25 土

11 10 26 日
終日クルージング  【船内泊】12 11 27 月

13 12 28 火
14 13 29 水

レムチャバン  o
15 14 30 木
16 15 31 金 終日クルージング  【船内泊】

17 16 2 / 1 土
フーコック島
h

18 17 2 日
終日クルージング  【船内泊】19 18 3 月

20 19 4 火
21 20 5 水 バイチャイ

h22 21 6 木

23 22 7 金
ダナン

14：30 入港 o
 【船内泊】

24 23 8 土 夕刻

25 24 9 日

※掲載されたスケジュール・寄港地・航路、船内イベントは、政治、港湾事情、気象・海象などの
条件により変更になる場合もございます。

※フーコック島へは通船による上陸予定ですが天候によっては上陸できない場合もございます。
なお、車椅子での上陸は安全上お断りさせていただきます。また、通船のご利用は、オプショ
ナルツアーにお申し込みのお客様を優先させていただきます。

※「十分天燈上げ体験ツアー」及び「フーコック島半日ツアー」へは、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返金等はございません。

※パスポート残存期間：ベトナム出国時（ダナン発日）6カ月以上必要です。日本国籍以外の方
は、自国の領事館、渡航先の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。

■お食事（機内食を除く）／FAコース：朝食23回・昼食23回・夕食24回　
FBコース：朝食22回・昼食22回・夕食23回

■添乗員：2／8ダナン港から2／9成田空港まで同行いたします。船内ではスタッフがご案内
いたします。　

■最少催行人員：10名様
■利用予定航空会社：ベトナム航空（エコノミークラス）

十分 天
ランタン

燈上げ
体験ツアー付

12：00 入港
23：00 出港 【船内泊】

フーコック島
半日ツアー付

07：00 入港
19：00 出港

o

【船内泊】

【船内泊】
08：00 入港
18：00 出港

o

夜　
深夜　ダナン発 K成田へ 【機内泊】
朝　　成田着

客室タイプ 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

FAコース
（横浜発成田着）

1,100,000
（1,380,000）

1,140,000
（1,440,000）

1,230,000
（1,550,000）

1,310,000
（2,010,000）

1,640,000
（2,530,000）

FBコース
（神戸発成田着）

1,060,000
（1,330,000）

1,100,000
（1,380,000）

1,180,000
（1,490,000）

1,260,000
（1,930,000）

1,570,000
（2,420,000）

※旅行代金には、航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設利用料、旅客保安サービス料を含みます。
※旅行代金には、国際観光旅客税（お一人様1,000円）は含まれておりません。別途お支払いが必要です。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円）2名様1室利用（　）内は1名様1室利用

〈横浜・神戸乗船／ダナン下船プラン〉
FAコース  横浜発成田着  2020年1月16日（木） ▶ 2月9日（日） 24泊25日
FBコース  神戸発成田着  2020年1月17日（金） ▶ 2月9日（日） 23泊24日

九份 夜景 ■o（基隆）

サンクチュアリー・オブ・トゥルース ■o（レムチャバン）

タガイタイ ■o（マニラ）

幸せの国 ブータン紀行
4泊5日

1／25 マニラ発
▶ 1／29 レムチャバン着

世界遺産アユタヤ紀行
1泊2日

1／29▶1／30 レムチャバン発着

遺産

世界
文化

OL プナカ・ゾン

OL  ワット・プラ
シーサンペット

陸上で宿泊し、より充実した観光をお楽しみいただけるツアーです。
※お申し込み時点で募集定員に達しておりご参加いただけない場合もございます。
　また11／12で募集終了となります。

OL  オーバーランドツアー（別代金）
ぱしふぃっく びいなす下船Aフットマッサージ
A空港到着

各地から成田空港までの国内航空便の手配についてはお問い合わせください。
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チェンミン
二胡コンサート 〜船上の響き〜

水前寺清子
スペシャルコンサート 〜Go!Go!チータ！〜

錦野旦
スターにしきのスペシャルコンサート

中西勝之
情熱のミュージカルナイト

おぼん・こぼん
ハッピーショー

玉
たまづさ

章　ふるさと民謡お国めぐり

内田貴光
〜Asia Cruise Magical Night〜

南条好輝
語り芝居「海の向こうに夢を見た男たち」

荒田砂代子
ソプラノコンサート

オリジナル曲はもちろん、クラシックや映画音楽、
日本の楽曲から中国古典、そしてジャズをお楽し
みいただけるステージです。チェンミンの上質な
サウンドをお楽しみください。

皆様ご存知、抜群の歌唱力で演歌からポップス
まで歌いこなす国民的歌手。デビュー55周年
イヤーを飾る特別なコンサートをお楽しみくだ
さい。

1970年「もう恋なのか」で日本レコード大賞最
優秀新人賞を受賞。最近では「スター」の称号を
もらい、歌、ダンス、トークで元気を送り続けてい
ます。アジアンクルーズのフィナーレをお楽しみ
ください。

「レ・ミゼラブル」の司教役をはじめ、数多くの舞台
で活躍するミュージカル俳優・中西勝之。ミュージ
カルはもちろん、オペラ、映画音楽の世界をお届
けします。迫力の歌声による熱いステージをお楽
しみください。

テレビでお馴染の「おぼん・こぼん」が、お笑いの
中に、歌あり、楽器演奏あり、タップありと多彩な
エンターテイメントショーを繰り広げます。皆様が
笑顔でいっぱいになるステージをどうぞお楽しみ
ください。

民謡は自由に伝承された日本国有の音楽の原点
です。お馴染みのふるさとの民謡から、端唄、俗曲
まで幅広く日本人の生活に根付いた曲を演奏い
たします。力強い和太鼓と津軽三味線もお楽しみ
いただきます。

世界が認めた「マジック界の貴公子」。輝かしい実
績が物語る卓越したステージングとマジックのテ
クニックは必見もの。衝撃と歓喜の連続、内田貴
光のマジックショーをお贈りいたします。

NHKの朝の連続ドラマにも出演を重ねる俳優・
南条好輝による語り芝居。航路に因んだ、呂

るそん
宋助

左衛門等の物語を本クルーズのために書き下ろ
します。役に命が宿るひとり語りの世界をご堪能
いただきます。

ソプラノ歌手の荒田砂代子によるコンサート。日
本歌曲からオペラ・アリア、オリジナル曲「海と月
〜ソプラノのためのヴォカリーズ〜」などをお聴
きいただきます。アジアクルーズの最終航路にオ
ペラの響きをたっぷりとお楽しみください。

洋上のエンターテイメントショー （一例）

寄港地に纏わるショーの他、様々なテーマやジャンルのショーをお届けいたします。
アジアの国々を巡る旅ならではのひとときをお楽しみください。

乗船区間 ： 日本〜マニラ FA／FBコース

乗船区間 ： マニラ〜ダナン FA/FB/FCコース

乗船区間 ： ダナン〜日本 FD／FEコース

民謡歌手・佐々木理恵 笛・ミカド香奈子

和太鼓・菅原光朗 津軽三味線・三好のぶちか
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※掲載されたスケジュール・寄港地・航路、船内イベントは、政治、港湾事情、気象・海象などの
条件により変更になる場合もございます。

※フーコック島へは通船による上陸予定ですが天候によっては上陸できない場合もございます。
なお、車椅子での上陸は安全上お断りさせていただきます。また、通船のご利用は、オプショ
ナルツアーにお申し込みのお客様を優先させていただきます。
※「フーコック島半日ツアー」へは、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

の振替や返金等はございません。
※パスポート残存期間：中国入国時（三亜入港日）6カ月以上必要です。日本国籍以外の方は、

自国の領事館、渡航先の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
■お食事（機内食を除く）／FDコース：朝食20回・昼食19回・夕食20回

FEコース：朝食19回・昼食18回・夕食19回
■添乗員：1／28成田空港から1／29レムチャバン港まで同行いたします。船内ではスタッフが

ご案内いたします。　
■最少催行人員：10名様　■利用予定航空会社：タイ国際航空（エコノミークラス）
■利用予定ホテル：バンコク・マリオット・マーキース　または　バンヤン・ツリー・バンコク

FD FE 日程 行　程

1 1 1 / 28 火 午前　成田Kバンコク
夕刻　バンコク着Aホテルへ� 【ホテル泊】

2 2 29 水
ホテルAバンコク市内観光
（ワット・パクナム●、ワット・ポー［涅槃寺］●）
Aサンクチュアリー・オブ・トゥルース●Aレムチャバン�
ぱしふぃっく�びいなす乗船� 【船内泊】

3 3 30 木 レムチャバン 23：00�出港 � o
� 【船内泊】

4 4 31 金 終日クルージング�� 【船内泊】

5 5 2 / 1 土
フーコック島
h

07：00�入港
19：00�出港

6 6 2 日
終日クルージング�� 【船内泊】7 7 3 月

8 8 4 火
9 9 5 水 バイチャイ

h

08：00�入港
18：00�出港10 10 6 木

11 11 7 金
ダナン 14：30�入港

19：00�出港
� o

【船内泊】12 12 8 土

13 13 9 日 三亜／海南島 07：00�入港
18：00�出港

� o
【船内泊】

14 14 10 月 終日クルージング�� 【船内泊】
15 15 11 祝

厦門 12：00�入港
19：00�出港

� o
【船内泊】16 16 12 水

17 17 13 木
終日クルージング�� 【船内泊】18 18 14 金

19 19 15 土

20 20 16 日 神戸 09：00�入港
12：00�出港 【船内泊】

21 17 月 横浜 10：30�入港

フーコック島
半日ツアー付

【船内泊】
o

【船内泊】
o

FEコース �下船

FDコース�下船

客室タイプ 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

FDコース
（成田発横浜着）

970,000
（1,230,000）

1,000,000
（1,270,000）

1,070,000
（1,360,000）

1,140,000
（1,740,000）

1,410,000
（2,170,000）

FEコース
（成田発神戸着）

920,000
（1,170,000）

960,000
（1,220,000）

1,030,000
（1,300,000）

1,090,000
（1,660,000）

1,350,000
（2,070,000）

※旅行代金には、航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設利用料、旅客保安サービス料、国際観光旅客税を含みます。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円）2名様1室利用（　）内は1名様1室利用

〈レムチャバン乗船／神戸・横浜下船プラン〉
FDコース  成田発横浜着  2020年1月28日（火） ▶ 2月17日（月） 20泊21日
FEコース  成田発神戸着  2020年1月28日（火） ▶ 2月16日（日） 19泊20日

癒しの国ラオス 世界遺産
ルアンパバーン紀行 3泊4日
2／8 ダナン発 ▶︎ 2／11 厦門着

最前線の島 台湾 
金門島探訪 1泊2日
2／11▶︎2／12 厦門発着

遺産

世界
文化

OL  ルアンパバーン OL  模範街

コロンス島 ■o （厦門）

　南山仏教文化苑 ■o (三亜)

福建土楼 ■o （厦門）遺産

世界
文化

遺産

世界
文化

ハロン湾 ■o（バイチャイ）遺産

世界
自然

陸上で宿泊し、より充実した観光をお楽しみいただけるツアーです。
※お申し込み時点で募集定員に達しておりご参加いただけない場合もございます。
　また11／12で募集終了となります。

OL  オーバーランドツアー（別代金）

各地から成田空港までの国内航空便の手配についてはお問い合わせください。
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FC 日程 行　程

1 1 / 28 火 午前　成田Kバンコク
夕刻　バンコク着Aホテルへ� 【ホテル泊】

2 29 水
ホテルAバンコク市内観光
（ワット・パクナム●、ワット・ポー［涅槃寺］●）
Aサンクチュアリー・オブ・トゥルース●Aレムチャバン�
ぱしふぃっく�びいなす乗船� 【船内泊】

3 30 木 レムチャバン 23：00�出港� o
� 【船内泊】

4 31 金 終日クルージング�� 【船内泊】

5 2 / 1 土
フーコック島
h

07：00�入港
19：00�出港

6 2 日
終日クルージング�� 【船内泊】7 3 月

8 4 火
9 5 水 バイチャイ

h

08：00�入港
18：00�出港10 6 木

11 7 金
ダナン

14：30�入港� o
 【船内泊】

12 8 土 夕刻

13 9 日

フーコック島
半日ツアー付 o

【船内泊】

【船内泊】
o

夜　
ぱしふぃっく�びいなす下船Aフットマッサージ
A空港到着

深夜　ダナン発K成田へ� 【機内泊】
朝　　成田着

※掲載されたスケジュール・寄港地・航路、船内イベントは、政治、港湾事情、気象・海象などの
条件により変更になる場合もございます。

※フーコック島へは通船による上陸予定ですが天候によっては上陸できない場合もございます。
なお、車椅子での上陸は安全上お断りさせていただきます。また、通船のご利用は、オプショ
ナルツアーにお申し込みのお客様を優先させていただきます。
※「フーコック島半日ツアー」へは、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

の振替や返金等はございません。
※パスポート残存期間：ベトナム出国時（ダナン発日）6カ月以上必要です。日本国籍以外の方

は、自国の領事館、渡航先の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
■お食事（機内食を除く）／朝食11回・昼食11回・夕食12回
■添乗員：1／28成田空港から1／29レムチャバン港及び2／8ダナン港から2／9成田空港ま

で同行いたします。船内ではスタッフがご案内いたします。　　
■最少催行人員：10名様
■利用予定航空会社：成田発 タイ国際航空　ダナン発 ベトナム航空　（往復ともエコノミークラス）
■利用予定ホテル：バンコク・マリオット・マーキース　または　バンヤン・ツリー・バンコク

客室タイプ 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

FCコース
（成田空港発着）

750,000
（890,000）

770,000
（920,000）

810,000
（970,000）

840,000
（1,170,000）

990,000
（1,390,000）

※旅行代金には、航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設利用料、旅客保安サービス料、国際観光旅客税を含みます。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円）2名様1室利用（　）内は1名様1室利用

〈レムチャバン乗船／ダナン下船プラン〉
FCコース  成田空港発着  

2020年1月28日（火） ▶ 2月9日（日） 12泊13日

ワット・パクナム（バンコク）

ハノイ タンロン遺跡 ■o （バイチャイ）

世界最長海上ケーブルカー ■o （フーコック島）

遺産

世界
文化

ホイアン夜景 ■o （ダナン）

遺産

世界
文化

世界遺産アンコール
遺跡紀行 2泊3日

2／5 バイチャイ発 ▶︎ 2／7 ダナン着

遺産

世界
文化

OL  アンコール・ワット

幻想的なベトナム 世界遺産
チャンアン紀行 1泊2日

2／5▶︎2／6 バイチャイ発着

OL  チャンアン 遺産

世界
複合

陸上で宿泊し、より充実した観光をお楽しみいただけるツアーです。
※お申し込み時点で募集定員に達しておりご参加いただけない場合もございます。
　また11／12で募集終了となります。

OL  オーバーランドツアー（別代金）

各地から成田空港までの国内航空便の手配についてはお問い合わせください。
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