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横浜市民クルーズ

15％割引
横浜市では、 横浜市民の皆様に横浜港を
身近に感じていただくために通常よりも低廉
な価格を設定した｢横浜市民クルーズ｣を実
施しています。 今回は日本クルーズ客船㈱
とクルーズのゆたか倶楽部㈱から、｢新春 
伊勢 四日市クルーズ」 をご案内します。
この機会にクルーズを体験してみませんか？

ぱしふぃっく びいなすで航く

新春 伊勢
四日市クルーズ

2020 年 1/6( 月 )～ 1/8( 水 ) 3日間

（ステートルームＨ/大人3名1室利用 ) （ステートルームＦ/大人1名1室利用 )

横浜市民クルーズ
割引代金

令和初の初詣

日本人の心のふるさと

伊勢神宮へ

国内最大級のイルミネーション

なばなの里へ
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船内夕食（イメージ）

旅行

代金の

69,360 円 ～ 128,180 円69,360 円 ～ 128,180 円

※写真はすべてイメージです。

　　　　　　　 　船内では鏡開き、 かるた、

　　　　　　　　　 獅子舞などお正月らしい

　　　　イベントが満載。 お食事も迎春の

　　　おもてなし料理をお楽しみください。

横浜
四日市
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■応募方法　　次の宛先に<申込希望者全員の郵便番号・
　　　　　　   住所・氏名（フリガナ）・生年月日・電話番号・
                               客室タイプ・利用人数>を明記し、ハガキ
                               又は電子メールでお送りください。

★ハガキの場合
〒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　
クルーズのゆたか倶楽部㈱
横浜市民クルーズ
（ぱしふぃっく びいなす 新春伊勢 四日市クルーズ）係

★電子メールの場合
上記の内容を記載のうえyokohama@yutakaclub.co.jp
（クルーズのゆたか倶楽部㈱）へ。
件名を「横浜市民クルーズ（ぱしふぃっく びいなす
新春伊勢 四日市クルーズ）応募」と明記してください。 ■応募期限          令和元年12月16日（月）まで。

                                （当日消印有効。先着順ではありません。）

■募集室数：１５室　
（ステートH ３部屋、ステートG ７部屋 、ステートＦ ５部屋
応募多数の場合は抽選となります。
（応募結果は、応募した方全員にご連絡いたします。応募期限後、
10日間経過しても通知が届かない場合はクルーズのゆたか倶楽部
までお問い合わせください。）      

■ お問い合わせ先　 クルーズのゆたか倶楽部㈱　横浜営業所　　
〒231-0002  横浜市中区海岸通1-1 
横浜港大さん橋国際客船ターミナル
℡：０４５－２２７－８２１１　      （観光庁長官登録旅行業第1294号）　
営業日：平日09：30～17：30　　土日祝は休み。

■ 旅行企画・実施　 日本クルーズ客船(株)　　
〒530-0001  大阪市北区梅田2-5-25  ハービスOSAKA15階
 （観光庁長官登録旅行業第1340号）　

■旅行条件については、日本クルーズ客船株式会社の旅行業約款によります。お申込の際はご一読ください。
■横浜市民クルーズ事業について　　横浜市港湾局客船事業推進課　TEL045-671-7272　FAX045-201-8983
                                                                         https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/minato/kyakusen/crooz

お申込み方法

客室タイプ                  利用人数                 旅行代金   　 市民クルーズ代金
（15％割引）
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３名様
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１名様

３名様

２名様

１名様

３名様

２名様

１名様

ステートルームＨ
５・６Ｆ  １５.３㎡   丸窓
シャワー・トイレ付
３室募集

ステートルームＧ
６Ｆ  １５.３㎡   角窓
シャワー・トイレ付
７室募集

ステートルームＦ
８Ｆ  １５.３㎡   角窓
シャワー・トイレ付
５室募集

■旅行代金 （大人お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　単位 ： 日本円

※旅行代金には、乗船料、食事代、船内イベント参加料、サービス両、消費税が含まれております。
※市民クルーズ代金は、船会社発行の割引券など、他の割引との併用はできません。客室番号やお食事回数のご希望も
　承れません。　※市民クルーズの代金支払いにクレジットカードはご利用いただけません。
※子供代金：2 才以上小学生以下は市民クルーズ代金の 75％、中学生以上は大人代金です。2 才未満は無料です。 　

■旅行日程
月日　               都市名　                時間　　                        　　　スケジュール

   1/6     
  （月）

   1/7
  （火）

   1/8
  （水）

  横浜港

  四日市

  

  横浜港

    夕刻

   17:00
   08:00

   23:00

   16:30

    ｢ぱしふぃっく びいなす｣にご乗船

   出港。　　　　　　　　　　　【船中泊】
   入港。
   自由行動またはOPオプショナルツアー。
   出港。                                                 【船中泊】

   入港。下船、解散。

1

2

3 駿河湾周遊 ( 早朝 )

●記載しているスケジュール・寄港地・船内イベント内容は天候や海象などにより変更になる場合があります。
●食事条件：朝食 2 回、昼食 2 回、夕食 2 回　  ●最少催行人員：2 名様（添乗員は同行しませんが船内では
   船内係員がご案内します）　
●OP オプショナルツアー：船会社主催の寄港地での半日または１日観光（別料金）です。   
●横浜港は、新港ふ頭客船ターミナルです。　●ドレスコード：すべてカジュアルです。 　

オプショナルツアー

1/7（火）  四日市

■なばなの里イルミネーション鑑賞
　（夜発）　約3時間   6,000円(食事なし)

■東海道の宿場町 関宿散策
　約4時間   6,000円(食事なし)

■初詣 伊勢神宮｢内宮」とおかげ横丁散策

　約7.5時間 12,500円(昼食つき) 限定70名

(予定/別料金・大人お一人様 税込）

■名古屋名物ひつまぶしの昼食付
　 熱田神宮初詣と国宝犬山城

　約9時間13,000円(ひつまぶし昼食付）限定35名　

※オプショナルツアー代金はすべて船内でのお支払いです。

※ツアー詳細、お申込み方法は、ご出発前にお渡しする日程表にて

　ご案内します。

※昼食付ツアーにご参加の方は時間の都合上、なばなの里イルミ

　ネーション鑑賞ツアーにはご参加いただけません。

※３名様でご利用の場合はソファベッドを使用します。
※レイアウト、デザイン等は若干異なる場合がございます。

船内客室のご案内

ステートルーム(Ｈは丸窓)

新春エンターテイメント

月詠
-TSUKUYOMI-
｢2020 ～跳～」
先人より継承した伝統曲を重んじ、
尺八や和太鼓など和楽器の更なる
可能性を追求します。

●鏡開き　新年のお祝いに船長による鏡開きで乾杯
●お正月遊び　投扇興、福笑い、かるた
●獅子舞　五穀豊穣を願う縁起の良い獅子舞


