
上期総合パンフレット



S H I P  D A T A

就     航 ／ 1998年4月
総トン数 ／ 26,594トン
乗 客 数  ／ 620名
客 室 数  ／ 230室
全      長 ／ 183.4m
幅         ／ 25.0m
喫      水 ／ 6.5m

FRIENDLY &  EXCITI NG 

1 ※掲載の写真はすべてイメージです。



船長

仲田 敬一
船長

松井 克哉

びいなすWay宣言
私たちは「ぱしふぃっく びいなす」ならではの
楽しさ溢れる空間やきめ細やかなサービスを
お客様に提供する中で「びいなすWay」
という文化を作り上げます。
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※掲載の写真はすべてイメージです。

びいなすクルーズのホームページやQRコードよりお楽しみいただけます。

F 船内施設のご案内

（右舷側）（左舷側）
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SHIP INFORMATION
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PACIFIC VENUS のお食事は

「地産地消」をテーマにしています。

その旅に、その目的地に合わせた、

新鮮な食材や美味しい料理を楽しんでいただきたい。

びいなすクルーズでは食のプロフェッショナルが、

お客様に満足していただける味を求めて

日本中を飛び回っています。

G 味わう
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料理長

お客様の旅の思い出
に華を添えることが
できる、特別な料理
づくりをモットーに
しています。

料理長

味はもちろん、見
た目も細部にわた
りこだわったお料
理で、おもてなし
いたします。

GOURMET INFORMATION
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メインショー

奏でる

高橋克典 音無美紀子・村井國夫 coba 松崎しげる幸田浩子

ばんばひろふみ綾戸智恵中村泰士 千 昌夫 園 まり

様々なジャンルのエンターテイナーが皆様の心を温かく包みます。

びいなすハウスバンドがクルーズ
の夜を彩ります。

スペシャル
ゲスト

ライブ

（一例）

St.トロペス＆シャーロット
セント

クルーズディレクター

私たちエンターテイメント
スタッフが様々なイベントを
盛り上げます。

メインホールメインラウンジ

※掲載の写真はすべてイメージです。7



楽しむ

カジュアルで気取らず、初めて乗船される方も楽しめる船内
イベントです。乗組員との語らいやバンド演奏などでお楽
しみください。カクテルやソフトドリンク等もご用意してい
ます。

ゴールデンウィークと
夏休みのクルーズでは
キッズイベントを開催。

クルーズディレクター

お客様に安心して
おくつろぎいただける
よう、笑顔と真心で
おもてなし
いたします。

社交ダンスタイム

ホテルマネージャー

親しみやすいスタッフが皆様の旅を
サポートしますので、心行くまで
海の休日をお楽しみください。

船内では多彩な船内プログラムをご自由にお楽しみください。

洋上デッキ
ウォーキング アフタヌーンティー

大人の
社交ゲーム

朝は洋上デッキでウォーキング。コーヒーを味わ
いながら、今日の過ごし方を考えるティータイム
のひと時。朝食後は、船内イベントに参加してお過
ごしください。

昼食後は、ゲームや映画鑑賞などでお楽しみくだ
さい。アフタヌーンティーでは、オリジナルスイー
ツをご用意します。銀色に輝く海を眺めながら展
望浴室で寛いでみては。

ディナーの後は、エンターテイナーによるメイン
ショーへ。他にもルーレットやブラックジャックな
どのゲームや社交ダンス、アコースティックライブ
など、思い思いの素敵な夜をお過ごしください。
お夜食もご用意しています。

スポーツゲームやクラフト教室、塗り絵コーナー
やキッズ映画上映に楽しいパフォーマンスも！お
子様用の船長服を着て記念撮影もしていただけ
ます。お子様の笑顔と歓声があふれるイベント
で、ハッピーな思い出をたくさん作りましょう！

キッズ
プログラム

※　　　　　　　　マーク掲載のクルーズで開催
　します。

キッズ
プログラム

8※イベント内容はクルーズによって異なります。　※掲載の写真はすべてイメージです。



結婚記念日、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）、ブルースターサファイア婚式（65周
年）、プラチナ婚式（75周年）の結婚記念の年にご夫婦でご乗
船のお客様には、記念写真（船長の署名入りカード・フォトフ
レーム付）をお贈りいたします。ご夕食時には専属バンドの生演
奏でお祝いいたします。

※クルーズお申し込み時に旅行会社へお申し出ください。

※クルーズお申し込み時に旅行会社へお申し出ください。

パティシエ特製バースデーケーキ

お部屋にシャンパン（ハーフボトル）をお届けいたします。また、
ご夕食時にケーキと専属バンドの生演奏で特別な日に華を添
えます。記念写真（船長の署名入りカード・フォトフレーム付）も
お贈りいたします。

お二人の洋上での時間を
特別なものにするための、
おもてなしをいたします。

ご乗船中に誕生日をお迎えの
お客様には、バースデーケーキと
記念写真をお贈りいたします。

お誕生日・結婚記
念日のお

客様へ

ハネムーンの
お客様

へ

M 記念日クルーズ
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※ドレスコードの詳細は各クルーズの最終日程表にてご案内いたします。

夕方以降
その日ごとに設定されたドレスコードにあわせて
お洒落をお楽しみください。

日中～夕方まで
自由な服装でお過ごしいただけます（ただし、パジャマ
や浴衣（寝間着）などはご遠慮ください）。

襟付のシャツにスラックスなど［ 男性 ］

ブラウスとスカート、スラックスなどの快適な服装［ 女性 ］
※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。

お洒落にきめて洋上
ライフを愉しく過ごす。

クルーズ旅を楽しむために、便利・安心・安全をサポートします。

I 船内での服装について

I 医師と看護師が乗船しているので安心
診察をご希望の場合、診療室へ診察時間
内にお越しください（有料：自費診療）。緊急
の場合はフロントにご連絡ください。

I 船内新聞
船内新聞を毎日発行し、翌日分を毎夜お
部屋にお届けします。船内新聞にはクルー
ズスケジュール、お食事、船内イベント、
寄港地のご案内などクルーズを楽しむた
めの情報が満載です。スケジュールづくり
やお寛ぎの時間にお役立てください。

華やかな雰囲気の中、普段できないお洒落ができる
のもクルーズならではの楽しみです。お客様お一人
お一人がお洒落を楽しんでいただくことはもちろ
ん、皆様がそろって快適にお過ごしいただくための
マナーとして、インフォーマル、カジュアルなどのド
レスコード（服装規定）を設定しております。夕方以
降は常にドレスコードをお守りください。

クルーズの魅力は、目覚めれば次の寄港
地という身体にやさしい旅行です。乗下
船時に宅配便（有料）をご利用いただく
と大きな荷物を持たずに乗船でき、旅行
中の荷物の移動もほとんどなく、身軽に
観光できます。

I 船内で必要な費用について I 大きな荷物の移動もラクラクで身軽な旅を
アルコール飲料などのお飲み物代、
ショップでのお買い物代、オプショナル
ツアー代、クリーニング代、通信費、一部
のカルチャー教室の教材費などの個人
的諸費用は別途お支払いが必要ですが、
下船前に船内にて一括して現金またはク
レジットカードでご精算いただけます。

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！

＠pacificvenus.jcl ＠venus_cruise

魅力的な情報をお届けいたします。

「びいなす倶楽部」のご案内
（入会金・年会費　無料）

会員の方には素敵な特典をご用意

■ 乗船クルーズに応じた優待券の進呈。■ 乗船クルーズに応じた優待券の進呈。

～びいなす倶楽部に入会するには～
ぱしふぃっく びいなすのクルーズにご乗船いただき、船上にて入会手続きをすることで会員資格が得られます。
会員割引を適用するには、割引対象のクルーズの前に会員になる必要がございます。

～びいなす倶楽部に入会するには～
ぱしふぃっく びいなすのクルーズにご乗船いただき、船上にて入会手続きをすることで会員資格が得られます。
会員割引を適用するには、割引対象のクルーズの前に会員になる必要がございます。

■ 会員誌「ふれんどしっぷ」（年3回）と最新クルーズ情報をお届けします。■ 会員誌「ふれんどしっぷ」（年3回）と最新クルーズ情報をお届けします。

このパンフレットに記載のクルーズは、すべてびいなす倶楽部特典の対象となります。

スーツ、ジャケットにネクタイ着用［ 男性 ］
ワンピースやブラウスとスカートの
組み合わせなど

［ 女性 ］

ご 案 内

クルーズコーディネーター

船内生活のご相談は 7階クルーズデスクへ。
皆様の旅をお手伝いいたします。

●  ダイナース
●  JCB

●  VISA
●  DC

●  NICOS
●  UC

●  MASTER
●  AMEX

●  MUFG

※デビットカード、プリペイドカード、海外専用カードはご利用になれません。

ドレスコード適用時間帯の目安

※宅配便は原則2泊3日以上のクルーズでご利用いただ
けます（有料）。
※オリンピック・パラリンピック期間およびその前後の期間
は宅配便サービスがご利用いただけない場合がござい
ます。詳細は日程表でご案内いたします。

※診療室での受診は、社会保険や国民健康保険の適用
にはなりません。
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 トップラウンジ（ゲームコーナー）

サンデッキ

プール

プールサイドデッキ

展望浴室（女性）スチームサウナ

スチームサウナ

展望浴室（男性）

ジャグジー

オブザベーション
ラウンジ

びいなすサロン

プール
サイドバー

ジムナジウム

メインホール ランドリー ステートF

ボートデッキ ランドリーメインダイニング
ルーム オープンバーショップ

プロムナード

メインラウンジピアノサロン

車椅子をご使用の
方のためのトイレ

ダイニングサロン

ランドリー

ステートHステートG
シアター

パソコンルーム
ライティングルーム

レセプション
ルーム

コンファレンスルーム（B）

スモーキング
コーナー

ツアーデスク

ランドリー
フロント

TELステートJ ステートH
美容室診療室

スポーツ
デッキバー スイートA

ロイヤルスイートAランドリースモーキングコーナー
（10階客室専用）

ロイヤル
スイートB

ランドリースイートB
カードルーム カラオケ

ルーム
コンファレンス
ルーム（A）

茶室
デラックスステートE

ランドリー

ランドリー

※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。
※プールは、クルーズの内容や地域・天候・気温によってご利用いただけない場合もございます。

区間乗船クルーズを除いた4泊5日以上のクルーズに
おいて、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。

客室番号について ロイヤルスイートルームA

ロイヤルスイートルームB

スイートルームA

スイートルームB

デラックスルーム

ステートルームJ

車椅子をご利用の方
のための客室
（デラックスルーム）

エレベーターEV

ステートルームG

ステートルームHステートルームE

ステートルームF

デッキプラン

11F 12F

8F

6F

4F

10F

9F

7F

5F
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※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。

車椅子対応ルーム

機能的にまとめられたお部屋。
各階により E・F・G・H・J と分
かれています。F・G・H・J は、
ソファーベッドの使用により
3名様までご利用いただける客
室もございます。

（3名1室利用時 一例）

■定員：E 2名、F～J 2～3名
　　　（15.3m2、シャワー・トイレ付）

□E／9階12室、F／8階34室、
　G／6階82室、H／5・6階48室（丸窓）、
　J／5階14室（丸窓）

クローゼット

ベッド

バスルーム◆メインダイニングルームのお食事時間
が2回制の場合、ご希望の回数を指
定いただけます。

ベッド

クローゼット

シャワー
ルーム

ステートルーム
（ E ・ F ・ G ・ H ・ J ）

ゆったりと開放感のある設計で、
室内のカラーコーディネイトが
美しく調和しています。

デラックスルーム

■定員：2名
□9階・20室（23.5m2、バス・トイレ付）

※車椅子対応ルームも2室ご用意しております。

※ブルーレイプレーヤー付

G 客室のご案内

ベッド

クローゼット

シャワー
ルーム

（2名利用時）

（3名利用時）

12※掲載の写真はすべてイメージです。客室イラスト：青山大介



展望バス 洗面室 ウォークインクローゼット

クローゼット

バルコニー

クローゼット

ベッド

ベッド

バスルーム

バスルーム

バルコニー

バルコニー

クローゼット

ベッド

バスルーム

「アルカイック」「モダン」「エレガント」「ノーブル」と
部屋ごとにインテリア・コンセプトを設定し、ゆとりと
寛ぎを堪能することができます。

※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（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。

G 客室のご案内

ゆったりと開放感のある設計で、
室内のカラーコーディネイトが
美しく調和しています。

スイートルーム
（ A ・ B ）

■定員：2名
□10階・A／14室、B／2室
　（35m2、バス・トイレ・バルコニー付）

ロイヤルスイートルーム
（ A ・ B ）

■定員：2名　□10階・各2室（65m2、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専用ノートパソコン付

（Room1002）モダン（Room1001）アルカイック

（Room1003）エレガント （Room1004）ノーブル

※ブルーレイプレーヤー付

※スイートBは、救命ボートによりベランダの
眺望が妨げられます。
※カテゴリー変更は、4／27（月）出発のクル
ーズより実施します。（一部クルーズを除く）

13 ※掲載の写真はすべてイメージです。 客室イラスト：青山大介



専属のシェフによる特別メニューをお楽しみください。
お食事中のお飲み物はフリードリンクサービスとなります。
（一部銘柄を除く）

※グラン・シエクルは未就学児童の方はご利用いただけません。
※メインダイニングルームのお食事時間が2回制の場合でも、
　グラン・シエクルは交代のない1回制となります。

パリ発の自然派
スキンケアブランド

サロンクラス専用ダイニング

グラン・シエクル

ロイヤルスイートルームのお客様には、下記のサービスがご利用いただけます。

サロンクラスの特別なおもてなし

アメニティは「オムニサンス」

びいなすサロンと
美容室の
優先予約

※クルーズ出発前に
お受けします

ご乗船時の
ウェルカム
ドリンク

クリーニング
サービス

※ワンナイトクルーズ
は除く

客室での
インターネット
閲覧サービス

２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。

オプショナルツアーの
優先予約

シャンプー、コンディショナー、シャワージェル、
ボディローション、グリーンソープをご用意。

フランス・ブルターニュ地方の海洋深層水を
はじめ厳選された自然の原材料を使用。お肌
にやさしく五感に訴える癒しの香りで、スパの
「心地よさ」を味わえるアイテムです。

女性にはコスメセットをご用意

さらに

ロイヤルスイートルーム、スイートルームのお客様限定

ツアーのお申し込み締切日までお受けします。

客室に
ウェルカムスイーツご用意 専用バスローブをご用意

客室で映画鑑賞

客室のブルーレイプレーヤーで映画をご覧いた
だけます。

ルームサービス　

サンドウィッチやおにぎり等の軽食・ソフトドリンク
をお届けします。

ミニバーセット

ウイスキーや各リキュールをご用意しています。
冷蔵庫内にはお飲み物もご用意しています。

● クレンジングミルク（メイク落とし）
● クレンジングジェル（洗顔料）
● スキンローション　● フェイスクリーム

フルコースイメージ

ご乗船時

14※掲載の写真はすべてイメージです。



沖縄本島

小笠原諸島

屋久島 種子島

奄美大島

八重山諸島

※掲載の写真はすべてイメージです。15

上陸編

※通船のご利用は、オプショナル
ツアーにお申込のお客様を優先
させていただきます。

竿燈まつり
若狭マリンピア花火

世羅高原

ねぶた祭

熱海花火

熊野花火

ひたち海浜公園

阿波おどり

生駒高原

利尻島／礼文島

ツアーディレクター

熊野大花火大会

多島海 瀬戸内海

生駒高原のコスモス畑（宮崎）

写真提供：大船渡市

写真提供：宮古市

世羅高原 花の森“ローズフェスタ”
（尾道糸崎）　写真提供：世羅高原農場

白谷雲水峡（屋久島）

国営ひたち海浜公園 
みはらしの丘 ネモフィラの花畑（大洗）

大きな港がない小さな島
などでは通船（テンダー
ボートまたは現地小型船）
で桟橋へ上陸します。洋
上に浮かぶ船を眺めたり、
桟橋までのミニクルーズ
は通船ならではです。

隠岐島

壱岐島

五島列島

小豆島
周防大島

関門海峡花火

巡る
中型サイズの客船だからこそ

行くことのできる、
秘境や離島への旅をご提案

いたします。



※掲載の写真はすべてイメージです。

●オプショナルツアーの予約、変更、取消などのご相談を承ります。
●クルーズによっては船内にて写真や地図を使って寄港地説明会を開催します。
●ツアーデスクは寄港日の営業はございません。
●自由行動されるお客様向けに国内の寄港地によっては、寄港日当日に地元の方による観光案内
デスクを設置します。

「ふれんどしっぷ」ならではの日本人スタッフ
が皆様の旅をお手伝いいたします。

下記はクルーズや寄港地によっては実施されない場合もございます。

16

●ツアーの詳細は、クルーズ出発前にお渡しするクルーズの最終日程表にてご案内いたします。
●クルーズにお申し込みのお客様には、ご乗船日の約1ヵ月前に、オプショナルツアー申込書を送付
いたします。
ご希望のコース及び必要事項を申込書にご記入の上、日本クルーズ客船（株）に申し込み期日まで
にご返送ください（申込金は不要です）。
●各コースには、定員があり原則として先着順で承ります。
●代金は船内でお支払いいただきます。
●海外クルーズで外貨建ての代金も船内にて日本円でのお支払いとなります。
●オーバーランドツアー（宿泊付ツアー）は事前のお支払い又は、船内でのお支払いとなります。
詳細は別途ご案内いたします。

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。

日本クルーズ客船（株）の旅行条件に
よります。

※詳細はクルーズ出発前にお渡しするクルーズ最終日程表にてご案内いたします。

OP

※詳細はクルーズ出発前にお渡しするクルー
ズの最終日程表にてご案内いたします。
※現地事情により実施しない寄港地もございます。

自由行動編

ツアー 編

希望にあわせて
観光プランを選べます。

ご自分のペースでゆったりと観光した
いという方や、長時間歩くのが難しい
という方におすすめのタクシーを利用
した観光プランです。
※観光タクシープランは、お客様とタクシー会社と
の直接契約となります。

 （別代金・国内のみ）

寄港地の魅力を手軽に楽しみたい方にお
すすめです。バスで主な観光名所をめぐっ
たり、ご当地グルメや温泉入浴など様々な
プランをご用意しています。

クルーズ代金に含まれる祭り観覧ツアー、特別ツアーなど、その時その場所で
しか見ることのできない特別な思い出を演出いたします。

寄港地でのシャトルバスサービス

観光タクシープラン



Cruise Schedule
海外クルーズ

神戸発着
春の済州島・釜山クルーズ 
～音楽の宝箱～ 
4月13日（月）〜4月17日（金）�

23–24

金沢発着 ロシア ウラジオストククルーズ 
9月13日（日）〜9月18日（金）�

55–56

横浜発着
神戸発着

秋の中国クルーズ
～新旧の魅力溢れる街を楽しむ～ 
10月19日（月）〜10月31日（土）�

61–62

国内クルーズ

徳島発着 世界自然遺産 屋久島クルーズ 
3月15日（日）〜3月17日（火）�

19

横浜発着
春の伊勢 四日市クルーズ
～春を感じる花 を々訪ねて～ 
4月6日（月）〜4月8日（水）�

20

岡山宇野
発着

世界自然遺産 屋久島クルーズ 
4月10日（金）〜4月12日（日）

� ■s
21

神戸発着 春の沖縄・奄美 島めぐりクルーズ 
4月17日（金）〜4月26日（日）�

25–26

神戸発着
世界遺産屋久島・奄美大島・種子島
クルーズ 
4月27日（月）〜5月1日（金）�

22

横浜発着 GW 東北 三陸クルーズ 
5月2日（土）〜5月6日（水）�

27–28

横浜発着 春の日本一周探訪クルーズ 
5月6日（水）〜5月16日（土）�

29–30

神戸発着 春の日本一周クルーズ 
5月17日（日）〜5月27日（水）�

31–32

神戸発
名古屋着

湯けむり別府・土佐 高知・名古屋
クルーズ 
5月27日（水）〜5月30日（土）�

33

名古屋発
横浜着

名古屋・横浜ワンナイトクルーズ 
6月7日（日）〜6月8日（月）�

34

横浜発
青森着

横浜・青森ゆったり2Nightクルーズ 
6月8日（月）〜6月10日（水）

37

横浜発
青森着
青森発着

花と緑の利尻島・礼文島クルーズ□Ⅰ
6月8日（月）〜6月13日（土）

35–36

■m

■r

■m

■m

青森発
小樽着

青森・小樽ワンナイトクルーズ
6月13日（土）〜6月14日（日）

34

青森発
横浜着
青森発
小樽着
小樽発着

花と緑の利尻島・礼文島クルーズ□Ⅱ
6月13日（土）〜6月20日（土）

35–36

小樽発
横浜着

港町 小樽・函館クルーズ
6月17日（水）〜6月20日（土）

37

横浜発着
九州 宮崎・瀬戸内・紀州 和歌山
クルーズ
6月20日（土）〜6月25日（木）

39–40

横浜発着 三陸 大船渡クルーズ 
6月26日（金）〜6月28日（日）�

38

横浜発
清水着
清水発着

瀬戸内 小豆島クルーズ 
6月28日（日）〜7月1日（水）�

41

清水発
名古屋着

清水・名古屋ワンナイトクルーズ 
7月1日（水）〜7月2日（木）�

34

神戸発
門司着

神戸・門司ワンナイトクルーズ 
7月17日（金）〜7月18日（土）�

34

神戸発
門司着
門司発着

世界自然遺産 屋久島クルーズ 
7月17日（金）〜7月20日（月）�

42

松山発着
世界自然遺産 屋久島・五島クルーズ 
7月21日（火）〜7月24日（祝）
�

43

博多発
敦賀着

夏休み隠岐島・敦賀クルーズ 
7月30日（木）〜8月1日（土）�

44

敦賀発着 竿燈・ねぶた東北二大祭りクルーズ 
8月1日（土）〜8月6日（木）�

45–46

神戸発着 夏休み屋久島・周防大島クルーズ 
8月8日（土）〜8月11日（火）�

47

名古屋発
横浜着
名古屋
発着

阿波おどりと関門海峡花火クルーズ 
8月12日（水）〜8月16日（日）�

48

名古屋発
横浜着

夏休み名古屋・横浜ワンナイトクルーズ 
8月15日（土）〜8月16日（日）�

34

横浜発着 熊野大花火と南紀・徳島クルーズ 
8月16日（日）〜8月20日（木）�

49

■s

■s

■s

■r

2020年3月～10月スケジュール

■s
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旅行日程表のマーク説明 k 地元の方々による歓迎イベント　　o オプショナルツアー　　b シャトルバス付

m�　早めのお申し込みでご旅行代金が通常よりお得になるクルーズです。

お申し込みの前に下記の「各クルーズ共通のご案内」及び裏表紙の「旅行条件」をご確認ください。

※このパンフレットに掲載の写真は全てイメージで実際に訪れる時期の写真とは限りません。また、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。
※パンフレット掲載の観光地写真には、その場所にオプショナルツアー等で訪れられる寄港地名を併記しています。
※写真撮影 ： 篠本秀人、武田賢士郎、Port Studio、office KAJI、オフィスアイ

びいなす倶楽部会員の方はご旅行代金が20％割引となります。�※びいなす倶楽部については、10ぺージをご覧ください。

クルーズ乗船時に満60歳以上の方は、旅行代金が通常よりお得になるクルーズです。
※お申し込み時に旅行会社にて年齢を確認させていただきます。

ステートルームF・G・H・Jを大人2名様と子供（2歳以上小学生以下）1名様で1室ご利用の場合、子供代金はファミリー2+1が適用となります。

●記載されているクルーズは、特記のない限り最少催行人員2名様です。
●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。
●国内クルーズの旅行代金には消費税が含まれております。
●1室ご利用人数の変更があった場合には、変更後の1室ご利用人数に応じた旅行代金を
いただきます。取消料発生日以降に減員があった場合、規定の取消料を併せていただきます。
●取消料発生日以降にお客様のお申し出により旅行契約の内容（客室タイプ、コース、割引
種別等）を変更される場合、旅行契約を一旦解除した上、新たに旅行契約を締結していた
だきます。その際、新契約の旅行代金が旧契約の代金よりも低額の場合、その差額に対し
て所定の取消料をいただきます。
●シングル利用: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。相部屋の設定は
ございません。
●子供代金:2歳以上小学生以下は大人代金の75%となります（ファミリー2+1適用時は
除く）。2歳未満の幼児は、大人1名様につき1名無料（食事・ベッドなし）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。また、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。
●6ヵ月未満のお子様はご乗船いただけません。
●記載されているスケジュール・寄港地・出入港時刻・航路・船内イベント内容は諸事情により
変更になる場合がございます。
●宿泊は特記のない限りすべて船中泊となります。
●乗船開始時間は各乗船港の出港時刻の約1時間前（国内クルーズ）〜約1時間半前（海外
クルーズ）、下船開始時間は各最終港の入港時刻の15〜30分後（国内クルーズ）〜通関後
（海外クルーズ）が目安となります。詳細は最終日程表にてご案内いたします。
●海外の寄港地につきましては、査証・出入国税などが別途必要となる場合がございます。
また、その旨につきましては、パンフレット内に記載しておりますが、詳しくは、お申し込みの
お客様へ別途ご案内いたします。
●一部の寄港地につきましては通船での上陸となり、気象・海象などの条件により、上陸でき
ない場合がございます。海象条件によりましては通船に乗り移る際、足元が不安定になり危
険が伴う場合がございますので、車椅子での上陸はお断りさせていただきます。また、お体
の不自由な方も寄港地への上陸をお断りさせていただく場合がございます。なお、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的にさせていただきます。

●クルーズ行程中の組込ツアー及びシャトルバス・連絡バスについては、車椅子をご利用に
なられるお客様及び歩行が困難なお客様は、旅行の安全かつ円滑な実施のため、ご参加・
ご利用いただけない場合がございます。詳しくはお申し込みの旅行会社を通じ、日本クルー
ズ客船（株）までお問い合わせください。
●オプショナルツアー・オーバーランドツアーにご参加中の船内での諸サービス（食事・宿泊・
イベント参加費用など）について、旅行代金の払い戻しはございません。
●詳しい旅行条件などは、裏表紙をご参照ください。

事前にお申し出が必要な事項
●車椅子をご使用されるお客様は、お申し込み時に必ずお申し出ください。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。
●妊婦の方は、お申し込み時に必ずお申し出ください。所定の承諾書、診断書の提出が必
要です。但し、海外クルーズ、通船での上陸があるクルーズ、終日寄港しない日があるク
ルーズにはご乗船いただけません。
●アレルギー対応の食事（昼食及び夕食）を希望される方はクルーズ出発日の2週間前ま
で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。

●ご希望のお客様には
お子様メニューもご用意

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、ご予約時に
お申し出ください。

お子様用メニューイメージ

ぱしふぃっく びいなすのクルーズに初めてご乗船のお客様はご旅行代金が10％割引となります。
ぱしふぃっく びいなすのクルーズに初めてご乗船のお客様はご旅行代金が通常よりお得になるクルーズです。

洋上の楽園にようこそ… ……………………………………1 – 2
船内施設のご案内………………………………………………3 – 4
【味わう】………………………………………………………5 – 6
【奏でる】…【楽しむ】…………………………………………7 – 8
記念日クルーズ…………………………………………………9
船内生活のご案内………………………………………………10

デッキプラン…………………………………………………11
客室のご案内…………………………………………………12 – 13
サロンクラスの特別なおもてなし… …………………………14 
【巡る】…旅先での楽しみ……………………………………15 – 16
目　次…………………………………………………………17 – 18

…各クルーズ共通のご案内…

横浜発着 熱海花火 駿河クルーズ 
8月26日（水）〜8月28日（金）�

50

横浜発
仙台着
仙台発着

北海道 室蘭・三陸 宮古クルーズ 
8月28日（金）〜9月1日（火）�

51

新潟発着 秋の北海道 函館クルーズ 
9月7日（月）〜9月9日（水）�

52

富山新港
発着

秋の山陰 境港クルーズ 
9月10日（木）〜9月12日（土）�

53

■s

金沢発
神戸着
舞鶴発
神戸着

秋の隠岐島・壱岐島と瀬戸内海
クルーズ 
9月18日（金）〜9月22日（祝）�

57–58

神戸発
横浜着

神戸・横浜ワンナイトクルーズ 
9月23日（水）〜�9月24日（木）�

34

横浜発
広島着

秋の別府・広島クルーズ 
9月27日（日）〜9月30日（水）�

54

神戸発着
横浜発着

秋の日本一周クルーズ 
10月9日（金）〜10月19日（月）�

59–60

■r

■m
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徳島

屋久島

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）　※2019年9月より発売しています。

世界自然遺産 屋久島クルーズ 

2020年3月15日（日） ▶ 3月17日（火）【徳島発着 2泊3日】

日本初の世界自然遺産、太古の風が吹き抜ける屋久島へ。

3月
徳島発

oオプショナルツアー（一例）
●紀元杉と屋久杉自然館屋久島

日程 入港 出港 寄港地

3 /15日 11:00 徳島
16月 08:00 18:00 屋久島 ■o
17火 15:00 徳島

■ お食事／朝食2回・昼食3回・夕食2回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

Mr.Kei マジック＆イリュージョン
笑いと不思議が融合するステージで驚愕マジック
をお楽しみください。

【講演】
大野睦 

「世界自然遺産登録地
屋久島の価値と魅力」

連絡バス付
（予約制・追加代金不要）
3／15・3／17
JR徳島駅前  ◀▶ 徳島港
※詳しくは、最終日程表にてご案内いたします。

屋久島

紀元杉（屋久島） ■o

西部林道（屋久島） ■o

●世界遺産エリア西部林道
　ウォーキング

西部林道は車で通行できる世界自然遺産
区域です。ヤクシカやヤクシマザルに出会
えるかもしれません。

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
2名様１室利用 106,000 110,000 116,000 126,000 134,000 170,000 248,000 370,000 390,000
1名様１室利用 137,800 143,000 150,800 163,800 214,400 272,000 396,800 592,000 624,000
3名様1室利用 84,800 88,000 92,800 100,800

初乗船10
2名様１室利用 95,400 99,000 104,400 113,400 120,600 153,000 223,200 333,000 351,000
1名様１室利用 124,020 128,700 135,720 147,420 192,960 244,800 357,120 532,800 561,600
3名様1室利用 76,320 79,200 83,520 90,720

ぱしふぃっく びいなすのクルーズに初めてご乗船のお客様は
ご旅行代金が10％割引となります。

連絡バス付
JR徳島駅前〜徳島港間

※ 徳島港では無料の駐車場（事前予約
制）をご用意。下船時まで駐車いただ
けます。詳しくは最終日程表にてご案
内いたします。
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四日市
横浜

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
2名様１室利用 90,000 94,000 100,000 106,000 114,000 150,000 218,000 370,000 390,000
1名様１室利用 117,000 122,200 130,000 137,800 182,400 240,000 348,800 592,000 624,000
3名様1室利用 72,000 75,200 80,000 84,800

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）　※2019年5月より発売しています。

春の伊勢 四日市クルーズ ～春を感じる花々を訪ねて～ 

2020年4月6日（月） ▶ 4月8日（水）【横浜発着 2泊3日】

花 を々楽しめる観光地や船内イベントで春を感じてみませんか。

4月
横浜発

oオプショナルツアー（一例）
●桜とチューリップの”美の競演” 
　国内最大級の花園 なばなの里訪問
●伊勢神宮「内宮」・おかげ横丁散策
●彩りあざやかな花のランチ付！桑名&津で森の緑と花を愉しむ1日

四日市

伊勢神宮 宇治橋（四日市） ■o

※花の開花時期・状況は気象条件等により異なります。

日程 入港 出港 寄港地

4 / 6 月 16:00 横浜
7 火 08:00 18:00 四日市 ko

8 水 09:00 横浜
■ お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

�IKENOBOYS いけばなパフォーマンス～春爛漫～
華道家元池坊に誕生した花をいける”イケメン”（花をいけるメンズ）グループ

「IKENOBOYS」。今クルーズでは、メンバーの中から柿沢正一、田中伸明が伝統
文化である華道の素晴らし
さや奥深さを春の花で華や
かに彩ります。是非、五感で
洋上でのいけばなをご堪能
ください。

�河口恭吾 
Spring Concert
2003年にリリースした「桜」が大ヒット。心に
残る曲をテーマにシンガーソングライターと
して数多くの名曲を世に贈り届けています。
春の心地いい潮風を感じながら河口恭吾の
歌声をお楽しみください。

なばなの里 チューリップまつり（四日市） ■o
日本最大級の花園「花ひろば」に、赤・白・黄色・ピンクと色とりどりのチューリップが咲き誇ります。3月下旬頃から桜と一緒に花の競演も楽しめます。

写真提供 ： 伊勢志摩観光コンベンション機構、なばなの里
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宇野

屋久島

瀬戸大橋

来島海峡大橋

世界自然遺産 屋久島クルーズ 

2020年4月10日（金） ▶ 4月12日（日）【岡山宇野発着 2泊3日】

感動と心に残る景観が楽しめる自然の魅力あふれる屋久島へ。

4月
岡山宇野発

oオプショナルツアー（一例）
●大自然体感 屋久島森林浴　
●屋久島一周と
　白谷雲水峡ハイキング

屋久島

日程 入港 出港 寄港地

4 /10金 10:00 宇野
瀬戸内海クルージング  

11土 07:30 17:00 屋久島 ■o
12日 15:00

瀬戸内海クルージング
宇野

■ お食事／朝食2回・昼食3回・夕食2回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

L
リープリック

eapRick  緑の島の調べ
岡山を拠点に活動するアイリッシュ・ユニ
ット。アイルランド民謡からお馴染みの
ポピュラー音楽まで、心躍るリズムと日本
人にもどこか懐かしく響く演奏をお楽し
みください。

白谷雲水峡（屋久島） ■o

紀元杉（屋久島） ■o

瀬戸大橋

送迎バス運行 o
JR岡山駅・倉敷駅〜宇野港間

s

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）　※2019年11月より発売しています。

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
2名様１室利用 108,000 112,000 118,000 129,000 137,000 173,000 252,000 375,000 395,000 
1名様１室利用 140,400 145,600 153,400 167,700 219,200 276,800 403,200 600,000 632,000
3名様1室利用 86,400 89,600 94,400 103,200

初乗船10
2名様１室利用 97,200 100,800 106,200 116,100 123,300 155,700 226,800 337,500 355,500 
1名様１室利用 126,360 131,040 138,060 150,930 197,280 249,120 362,880 540,000 568,800
3名様1室利用 77,760 80,640 84,960 92,880

ぱしふぃっく びいなすのクルーズに初めてご乗船のお客様は
ご旅行代金が10％割引となります。

o4／10・4／12　JR岡山駅・倉敷駅～宇野
港間の送迎バスを運行いたします。詳しく
は、最終日程表にてご案内いたします。
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神戸

屋久島
種子島

奄美大島

世界遺産屋久島・奄美大島・種子島クルーズ 

2020年4月27日（月） ▶ 5月1日（金）【神戸発着 4泊5日】

豊かな自然が魅力の屋久島・奄美大島と歴史と科学の種子島へ。

4月
神戸発

oオプショナルツアー（一例）
●屋久島一周と
　白谷雲水峡ハイキング
●世界遺産エリア
　西部林道ウォーキング
●大島海峡を望む 

奄美大島南部めぐり
●マングローブの森 カヌー体験
●種子島宇宙センター半日観光
●鉄砲伝来から宇宙まで
　まるごと種子島

屋久島

奄美大島

種子島

あやまる岬（奄美大島） ■o

日程 入港 出港 寄港地

4 /27月 10:00 神戸
28火 08:00 18:00 屋久島 ■o
29祝 08:00 18:00 奄美大島（名瀬） ■k■o
30木 08:00 17:00 種子島（西之表） ■k■o

5 / 1 金 14:00 神戸
■ お食事／朝食4回・昼食5回・夕食4回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

中村泰士  大人でnight
「喝采」「北酒場」を始めとする数多くのヒット
曲を手がけ、作詞作曲家であり歌手の中村
泰士。軽妙なトークで楽しいショーをお届け
します。

「中村泰士です。クルーズには初めての参加
です！波の上と言うワクワクなスペースで、
皆さんの青春歌、歌謡曲を聴いて歌って盛り
上がりましょう」

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 184,000 192,000 204,000 218,000 234,000 306,000 424,000 444,000 740,000 780,000
1名様１室利用 250,000 250,000 266,000 284,000 375,000 490,000 679,000 711,000 1,184,000 1,248,000
3名様1室利用 148,000 154,000 164,000 175,000

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

写真提供 ： 公益社団法人 鹿児島県観光連盟

宇宙科学技術館（種子島） ■o大川の滝（屋久島） ■o
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黒沢 年雄

洋上のエンターテイメント
昭和歌謡

保科 有里 ZERO

「あなたの心をワクワク」
夢コンサート

神戸
釜山

済州島 瀬戸大橋関門橋

明石海峡大橋

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
2名様１室利用 190,000 198,000 210,000 225,000 241,000 313,000 455,000 740,000 780,000
1名様１室利用 247,000 257,400 273,000 292,500 385,600 500,800 728,000 1,184,000 1,248,000
3名様1室利用 152,000 158,400 168,000 180,000

■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。旅行代金とあわせて別途お支払いください。
海外旅行保険ご加入について
万一のご病気・お怪我や事故、お荷物の紛失に備え、海外旅行保険へご加入をおすすめいたします。
寄港地で入院が必要な場合は、治療費、搬送費、帰国費用等、高額な費用がかかる場合がございますので十分な補償を得る為にもご検討ください。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円）　※2019年5月より発売しています。

春の済州島・釜山クルーズ ～音楽の宝箱～ 
2020年4月13日（月） ▶ 4月17日（金）【神戸発着 4泊5日】
春の花に彩られる世界遺産の島と新旧が交わるマリンシティへ。船内では様々なジャンルの音楽をお楽しみください。

日程 入港 出港 寄港地

4 /13月 11:00 神戸 瀬戸内海クルージング
14火 12:30 19:00 釜山 ■b■o
15水 07:00 19:00 済州島 ■b■o
16木 終日クルージング

17金 09:00 神戸
■お食事／朝食4回・昼食4回・夕食4回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※パスポート残存有効期間：韓国入国時3ヵ月以上有効なものが必要です。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。

びいなす倶楽部会員の方はご旅行代金が20％割引となります。
※びいなす倶楽部については、10ぺージをご覧ください。

4月
神戸発

写真提供 ： 山口県観光連盟、済州観光公社
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明石海峡大橋 瀬戸大橋関門橋

瀬戸内海クルージング
風光明媚な多島海・瀬戸内海を日中にクルージング。
明石海峡大橋、瀬戸大橋をはじめ、備讃・塩飽諸島の島々など
洋上ならではの景観をお楽しみいただけます。

釜山・済州島の見どころ

港 ⇔ ロッテ免税店済州店港 ⇔ 南浦駅

釜山火4/14 済州島水4/15

甘川文化村（釜山）

※花の開花時期・状況は気象条件等により異なります。

海東龍宮寺（釜山）

松島海上ロープウェイ（釜山）

世界最長の溶岩洞窟　万丈窟（済州島） 城山日出峰と菜の花（済州島）

ペギャギオルム（済州島）

チキンガーリックステーキ

日本初の男性5人組アカペラグループ。人の声のみで織りなすアカ
ペラコンサートをごゆっくりお楽しみください。洋上でのひと時、彼
らの豊かなハーモニーに包まれてみませんか？ 

1966カルテット

クラシックのテクニックをベースに、ビートルズを中心とした洋楽
アーティストのカバーをする女性カルテット。クイーンの名曲、そし
てビートルズやローリング・ストーンズなどＵＫロックの名曲をお
楽しみください。

声だけでつくりあげる音楽「アカペラ」。声の表現者・
チキンガーリックステーキのメンバーと一緒にハモってみませんか？
皆さまが耳馴染みのある楽曲をご用意してお待ちしております！

アカペラ体験教室

お昼間のコンサートもお楽しみに！

ラウンジ演奏

音と歌声に包まれるひと時

オプショナルツアー
（一例）

オプショナルツアー
（一例）

聖なる地!三姓穴と済州市内観光
世界遺産＆絶景＆森林浴ハイキング
ペギャギオルムとサリョニ林道
済州市内観光と焼肉カルビの昼食

●
●

●

釜山を一望釜山タワーと市場散策
海の寺院!海東龍宮寺と
マリンシティ高層ビル群
松島海上ロープウェイと
アートな名所・甘川文化村　

●
●

●

釜山 シャトルバス付（追加代金不要） 済州島 シャトルバス付（追加代金不要）

南浦洞
エリアの散策や
ショッピングを
お楽しみ
ください。

免税店での
ショッピングを
お楽しみ
ください。

遺産

世界
自然

遺産

世界
自然
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神戸

屋久島

奄美大島

鳩間島
中城

石垣島
宮古島

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

早期申込
割引

2名様１室利用 374,000 390,000 414,000 441,000 474,000 620,000 900,000 1,499,000 1,580,000
1名様１室利用 486,200 507,000 538,200 573,300 758,400 992,000 1,440,000 2,398,400 2,528,000
3名様1室利用 299,200 312,000 331,200 352,800

通常代金
2名様１室利用 415,000 433,000 460,000 490,000 526,000 688,000 1,000,000 1,665,000 1,755,000
1名様１室利用 539,500 562,900 598,000 637,000 841,600 1,100,800 1,600,000 2,664,000 2,808,000
3名様1室利用 332,000 346,400 368,000 392,000

春の沖縄・奄美 島めぐりクルーズ m
2020年4月17日（金） ▶ 4月26日（日）【神戸発着 9泊10日】　
亜熱帯の美しい海や太古の自然を感じる植物など個性豊かな島 を々お楽しみください。

4月
神戸発

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）　※2019年5月より発売しています。

写真提供 ： 宮古島市観光協会

サバ崎

仲間川
西表島バイミ崎

ぱしふぃっく びいなす
西表島西岸クルーズ

（予定）

鳩間島徒歩散策
ガイドツアー

【瑠璃色の島・鳩間島徒歩散策ガイドツアー】（追加代金不要）
行程 ： 桟橋〜インヌカー（西の井戸）〜鳩間中森（灯台）〜

アンヌカー（東ぬ井戸）〜集落〜桟橋

鳩間島

m 2020年1月17日（金）までにお申し込みの場合、早期申込割引代金が適用となります。

日程 入港 出港 寄港地

4 /17金 17:00 神戸
18土 終日クルージング

19日 08:00 19:00 奄美大島（名瀬） ■k■o
20月 08:00 17:00 中城 ■k■o
21火 08:00 17:00 宮古島 ■k■o
22水 08:00 17:00 鳩間島 鳩間島徒歩散策ガイドツアー付

西表島西岸クルーズ
23木 07:00 17:00 石垣島 ■o
24金 終日クルージング

25土 08:00 18:00 屋久島 ■o
26日 16:00 神戸

■ お食事／朝食9回・昼食9回・夕食9回
■ドレスコード／インフォーマル1回　その他はカジュアルです。
■ 鳩間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。
■ 鳩間島徒歩散策ガイドツアーへは、不参加もしくは不催行の場合でも返金はございません。

【西表島西岸クルーズ】
西表島内で道路がつながっていない
西表島西岸沖を「ぱしふぃっく びい
なす」にて周遊いたします。
※ 当日の気象・海象等の条件によりまして

はスケジュール・航路が変更となる場合が
ございます。

■A 本船〜【鳩間島徒歩散策ガイドツアー】（午前）〜本船（昼食）〜【西表島西岸クルーズ】（午後）
■B 【西表島西岸クルーズ】（午前）〜本船（昼食）〜【鳩間島徒歩散策ガイドツアー】（午後）〜本船
※■A・■Bはご指定いただけません。
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川平湾（石垣島） ■o

oオプショナルツアー（一例）
●マングローブの森 カヌー体験
●世界最大級の水槽 美ら海水族館へ
●宮古諸島めぐり満喫ハイライト
●自然を感じる西表島・由布島めぐり
●大自然体感 屋久島森林浴

奄美大島
中 城
宮古島
石垣島
屋久島

無料で渡ることができる日本最長の橋 伊良部大橋（宮古島） ■o

中城城跡（中城） ■o

東平安名崎（宮古島） ■o
竹富島の水牛観光

（石垣島） ■o

遺産

世界
文化

©Naruyasu Nabeshima

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

里アンナ  奄美島唄コンサート
一昨年の大河ドラマ「西郷どん」ではメインテーマを歌わ
せて頂き、ドラマにも出演いたしまして、多くの皆様に奄
美の歴史や島唄を知って頂く機会となりました。
今回、3歳より祖父から受け継いだ島唄を通して奄美の
自然、文化を感じ、さらに何度も訪れたいと思って頂ける
ようなコンサートをお送りいたします。

松田理奈  ヴァイオリンコンサート
確かなテクニックと感情豊かな”心に触れる”音楽を奏でる
ヴァイオリニスト。
島をめぐる船旅のゆったりしたひと時にクラシックの名曲の
数々をぜひお楽しみください。

Lisa Oki・大城謙 
ゆんたくトロピカルツアー
沖縄出身のLisa Okiと、与那国島出身の大城謙が、島の
すばらしさや伝統を伝えるため、沖縄民謡だけではなくオ
リジナルソングなど心を癒す音楽をお届けします。

 斎場御嶽（中城） ■o

カヌー体験（奄美大島） ■o 遺産

世界
文化
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横浜

石巻

宮古

大洗

G
ゴールデンウィーク

W 東北 三陸クルーズ r
2020年5月2日（土） ▶ 5月6日（水）【横浜発着 4泊5日】　
連休を利用して春のみちのく・三陸へ。海岸線を初めとする美しい自然景観やGWならではのイベントも楽しめます。
※オプショナルツアーで訪れる場所を含みます。

5月
横浜発

日程 入港 出港 寄港地

5 / 2 土 17:00 横浜
3 祝 12:30 21:00 石巻 ■k■o
4 祝 07:00 17:00 宮古 ■k■o
5 祝 08:10 17:30 大洗 ■k■o
6 水 09:00 横浜

■ お食事／朝食4回・昼食3回・夕食4回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。　

写真提供 ： 石巻市、宮古市

国営ひたち海浜公園 みはらしの丘 ネモフィラの花畑（大洗） ■o
※花の開花時期・状況は気象条件等により異なります。

（船内イメージ）

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

トラベル・ブラス・クインテット 
〜まじかる・ぶらす・こんさーと〜
東京藝術大学の同期生で結成されたグループ。近年は趣向を凝らした親子向け
コンサートが評判を呼び、全国各地のチケットが完売。既に数万人を動員していま
す。今回は作曲家・ピアニストの青山政憲を迎えた特別プログラムをお届けします。

キッズ
プログラム

東川暁洋（トロンボーン）

大西敏幸（トランペット）

四條由紀子（チューバ）

只友佑季（トランペット）

青山政憲（作曲・ピアノ）

岸上穣（ホルン）

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

2名様1室利用 216,000 224,000 236,000 260,000 276,000 352,000 492,000 512,000 812,000 856,000
（162,000） （168,000） （177,000） （195,000） （207,000） （264,000） （369,000） （384,000） （609,000） （642,000）

1名様１室利用 292,000 292,000 307,000 338,000 442,000 564,000 788,000 820,000 1,300,000 1,370,000
3名様1室利用 173,000 180,000 189,000 208,000

（129,750） （135,000） （141,750） （156,000）

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 　（　）は子供代金（2歳以上小学生以下）
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oオプショナルツアー（一例）
●芭蕉が夢見た美しい絶景！
　日本三景松島遊覧
●石巻 大震災まなびの旅
●碧き地底湖 龍泉洞と浄土ヶ浜遊覧
●ネモフィラの絶景！国営ひたち海浜公園へ
●日本三大庭園「偕楽園」と
　徳川ゆかりの弘道館

石 巻

宮 古
大 洗

日本三景 松島（石巻） ■o

竜神峡鯉のぼりまつり（大洗） ■o

佐原（大洗） ■o龍泉洞（宮古） ■o

浄土ヶ浜（宮古） ■o

ご家族で楽しめる寄港地イベント
5／3 石巻  
春のマンガッタン祭り
石ノ森章太郎の仮面ライダーやサイボーグ
009などの作品の世界を展示した石ノ森萬画
館周辺で開催されるヒーローショーや青空の
下で行うワークショップ、屋台の出店も楽しめる
イベントです。

5／4 宮古  
浄土ヶ浜まつり
景勝地の浄土ヶ浜を舞台に、シーカヤックの体験
試乗会やステージイベント、毛ガニ汁のお振る
舞いなど大人から子どもまで楽しめるイベント
が開催されます。

o びいなす観光シャトルバス
（有料）

石巻港  ◀▶ いしのまき元気いちば

o びいなす観光シャトルバス
（有料）

宮古港  ◀▶ 浄土ヶ浜レストハウス

石ノ森萬画館館内 仮面ライダーの世界（石森プロ・東映）

海鮮バーベキュー（有料）

春のマンガッタン祭り

シーカヤック体験

※上記寄港地イベントは、天候その他の事情により実施されない場合がございます。
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横浜

秋田

函館

宮津
萩

唐津
呉

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）　※2019年5月より発売しています。
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

早期申込
割引

2名様１室利用
A 423,000 441,000 468,000 495,000 531,000 693,000 999,000 1,683,000 1,773,000
B 405,000 423,000 450,000 477,000 513,000 675,000 981,000 1,665,000 1,755,000

1名様１室利用
A 549,900 573,300 608,400 643,500 849,600 1,108,800 1,598,400 2,692,800 2,836,800
B 526,500 549,900 585,000 620,100 820,800 1,080,000 1,569,600 2,664,000 2,808,000

3名様1室利用
A 338,400 352,800 374,400 396,000
B 324,000 338,400 360,000 381,600

通常代金

2名様１室利用
A 470,000 490,000 520,000 550,000 590,000 770,000 1,110,000 1,870,000 1,970,000
B 450,000 470,000 500,000 530,000 570,000 750,000 1,090,000 1,850,000 1,950,000

1名様１室利用
A 611,000 637,000 676,000 715,000 944,000 1,232,000 1,776,000 2,992,000 3,152,000
B 585,000 611,000 650,000 689,000 912,000 1,200,000 1,744,000 2,960,000 3,120,000

3名様1室利用
A 376,000 392,000 416,000 440,000
B 360,000 376,000 400,000 424,000

〈日本三景〉天橋立（宮津）

写真提供 ： 函館市、大仙市、呉市役所

日程 入港 出港 寄港地

5 / 6 水 16:00 横浜
7 木 終日クルージング

8 金 07:00 21:30 函館 ko

9 土 08:00 24:00
秋田
A 大曲の花火－春の章－観賞プラン
B 自由行動プラン

10日 終日クルージング

11月 08:00 17:00 宮津 ko

12火 10:00 18:00 萩 ko

13水 07:30 17:00 唐津 ko

14木 08:00 17:00 呉 ko

15金 終日クルージング

16土 09:00 横浜
■ お食事／朝食10回・昼食9回・夕食10回　　　
■ドレスコード／インフォーマル1回　その他はカジュアルです。
■ 宮津・萩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。

ko

春の日本一周探訪クルーズ� m
Aコース  大曲の花火－春の章－観賞プラン付 2020年5月6日（水） ▶ 5月16日（土）【横浜発着 10泊11日】
Bコース  5/9 自由行動プラン 2020年5月6日（水） ▶ 5月16日（土）【横浜発着 10泊11日】
春の夜空を彩る花火やその土地の文化財を通して地域の魅力や文化に触れる旅。 ※オプショナルツアーで訪れる場所を含みます。

募集定員
180名

m 2020年2月6日（木）までにお申し込みの場合、早期申込割引代金が適用となります。

5月
横浜発

oオプショナルツアー（一例）
●新スポット！「函館七飯ゴンドラ」から望む絶景と大沼公園
●みちのく小京都角館散策　　
●300年の伝統織物“丹後ちりめん”工場見学と京丹後名所めぐり
●カルストの大自然 秋芳洞&秋吉台と松陰神社
●百花繚乱のやきもの産地 有田・伊万里をめぐる旅　　
●東洋一の軍港として栄えた町の造船所見学と艦船めぐり

函 館
秋 田
宮 津
萩

唐 津
呉

日本再発見の旅
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〈日本三大夜景〉函館夜景（函館） ■o

〈日本三大松原〉虹の松原（唐津） ■o

※大曲の花火は天候その他の事情により実施されない場合も
ございます。その場合でも、他のオプショナルツアーへの振
り替えや返金はございません。
※大曲の花火会場では観覧席をご用意しています。秋田港か
ら会場付近まで送迎バスで移動（片道約2時間）し、その後
会場近くのホテルで早めの夕食後、徒歩で会場まで移動し
ます。
夕食会場から観覧会場まで平坦約850mを徒歩で移動後、
河原堤防の階段（約20段）の上り下りが必要です。（交通
規制の為、タクシーなどの車両は進入できません。歩く距離
は、観覧席の場所によって長くなる場合もございます。）
貸切バス会社名（下記のいずれかにご乗車いただきます）
羽後交通、秋田中央交通、秋田トランスポート、
能代観光バス、第一観光バス
※お申込状況や現地手配状況により、募集定員を増加する場
合がございます。

千昌夫 
コンサート in ぱしふぃっく びいなす
千昌夫で御座います。この度、ぱしふいっく びいなす
でお会いできる事になりました。皆様と日本の心象
風景、「北国の春」を感じられるクルーズでご一緒で
きることを楽しみにしております。

fuga 
日本一周記念スペシャルプログラム
日本の伝統楽器、津軽三味線と尺八で古典や日本古謡、
民謡にオリジナル楽曲を交え一夜限りのステージをお届け
します。

園まり　ふれあいコンサート 
～皆さまに、逢いたくて逢いたくて～
私の好きな日本の茶道の言葉「一期一会」を胸
に、想い出深いひと時となりますよう、心を込
めて歌わせていただきます。「春の日本一周探
訪クルーズ」を存分にお楽しみくださいませ。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

松前 さくらまつり（函館） ■o
※花の開花時期・状況は気象

条件等により異なります。

萩城下町（萩） ■o遺産

世界
文化

海外から花火業者を迎え、日本トップクラスの
花火師との豪華競演や、日本の花火技術が
凝縮された大玉割物花火など見所満載の
プログラムをお楽しみいただけます。

■A コース 大曲の花火－春の章－

呉湾艦船クルーズ（呉） ■o

～日本の心をお届けします～

募集定員180名
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神戸

上五島

酒田

大湊

田子の浦

雲仙小浜

室蘭

春の日本一周クルーズ� m
2020年5月17日（日） ▶ 5月27日（水）【神戸発着 10泊11日】　
春の大地を彩る花々や自然の織り成す美しい景観などその土地ならではの魅力に触れる旅。
※オプショナルツアーで訪れる場所を含みます。

5月
神戸発

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）　※2019年5月より発売しています。

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

早期申込
割引

2名様１室利用 405,000 423,000 450,000 477,000 513,000 675,000 981,000 1,665,000 1,755,000
1名様１室利用 526,500 549,900 585,000 620,100 820,800 1,080,000 1,569,600 2,664,000 2,808,000
3名様1室利用 324,000 338,400 360,000 381,600

通常代金
2名様１室利用 450,000 470,000 500,000 530,000 570,000 750,000 1,090,000 1,850,000 1,950,000
1名様１室利用 585,000 611,000 650,000 689,000 912,000 1,200,000 1,744,000 2,960,000 3,120,000
3名様1室利用 360,000 376,000 400,000 424,000

m 2020年2月17日（月）までにお申し込みの場合、早期申込割引代金が適用となります。

写真提供 ： 富士市、秋田県にかほ市、長崎県観光連盟
（＊印）写真掲載については長崎大司教区の許可をいただいています。

日程 入港 出港 寄港地

5 /17日 14:00 神戸
18月 08:30 19:00 田子の浦 ko

19火 終日クルージング

20水 08:00 21:00 室蘭 ko

21木 07:00 17:00 大湊 ko

22金 07:00 16:00 酒田 ko

23土 終日クルージング

24日 09:00 19:00 上五島（青方） ko

25月 08:00 18:00 雲仙小浜 ko

26火 終日クルージング

27水 09:00 神戸
■ お食事／朝食10回・昼食9回・夕食10回　
■ドレスコード／インフォーマル1回　その他はカジュアルです。
■ 雲仙小浜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。

日本再発見の旅
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綾戸智恵 
DO JAZZ LIVE Cruising
ジャズ、ソウル、ポップスなどジャンルを超えた幅広い
レパートリーと、決して飽きない絶妙なトーク。皆様が
笑顔になるクルージングライブをお楽しみに！

ばんばひろふみ 
船上アコースティックコンサート
名曲「『いちご白書』をもう一度」はもちろん、会場の皆様
が歌えるフォークソングを織り交ぜてご披露いたします。
あの頃に戻って、ぜひ笑顔でご一緒に歌っていただけれ
ばうれしいです。

セ三味ストリート 
津軽三味線パフォーマンスショー
「見せる津軽三味線」「笑える津軽三味線」を目
指し、前例の無い「肉体派津軽三味線パフォー
マンスユニット」として活動。笑えて楽しめるパ
フォーマンスに本格的な演奏を加えた独特のス
テージングは必見です。

大淵笹場 富士山と茶畑
（田子の浦） ■o

oオプショナルツアー（一例）
●富士山が望める鉄道「岳南電車」と
　絶景地めぐり 
●絶景パノラマの地球岬と
　有珠山ロープウェイ
●名勝 仏ヶ浦遊覧と本州最北端・大間崎

●山岳修験の霊場！羽黒山と
　本間家ゆかりの地めぐり
●潜伏キリシタンの地！上五島教会めぐり
●壮麗な姿の島原城と鯉の泳ぐ町「島原」

田子の浦

室 蘭

大 湊

酒 田

上五島
雲仙小浜

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

天然記念物 象
きさかた

潟（九十九島）（酒田） ■o

仁田峠のミヤマキリシマ（雲仙小浜） ■o
※花の開花時期・状況は気象条件等により異なります。

室蘭工場夜景（室蘭） 船上からご覧いただけます

横浜町 菜の花畑（大湊） ■o
※花の開花時期・状況は気象条件等により異なります。

頭ヶ島天主堂*（上五島） ■o イルカウォッチング（雲仙小浜） ■o

遺産

世界
文化

～あなたに笑顔と健康を～
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名古屋
神戸

別府 高知

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 111,000 117,000 126,000 132,000 144,000 186,000 255,000 270,000 459,000 486,000
1名様１室利用 153,000 153,000 164,000 172,000 231,000 298,000 408,000 432,000 735,000 778,000
3名様1室利用 89,000 94,000 101,000 106,000

湯けむり別府・土佐 高知・名古屋クルーズ 

2020年5月27日（水） ▶ 5月30日（土）【神戸発名古屋着 3泊4日】

日本一の湯量を誇る別府と歴史・文化が残る城下町高知へ。

5月
神戸発

oオプショナルツアー（一例）
●別府ロープウェイと
　湯布院・由布岳を望む
　絶景露天風呂
●高知満喫ハイライト観光

別 府

高 知

高知城（高知） ■o

日程 入港 出港 寄港地

5 /27水 17:00 神戸
28木 08:00 19:00 別府 ■k■o
29金 07:00 17:00 高知 ■k■o
30土 10:00 名古屋

■お食事／朝食3回・昼食2回・夕食3回　
■ドレスコード／すべてカジュアルです。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

横山亜美
ヴァイオリンコンサート
2013年クレモナ国立クラウディオ・モンテ
ヴェルディ音楽院を満点で卒業。同年、フィ
レンツェ・クレッシェンド国際ヴァイオリンコ
ンクールソロの部で第一位を受賞の横山
亜美によるコンサート。初夏に相応しい
ヴァイオリンの響きをお贈りします。

タージン 
タージンのスタンダップコメディ！！ 
噺の魔術師タージンが初乗船。
面白トーク炸裂、ご期待ください。

写真提供 ： 大分県

鶴見岳 ミヤマキリシマ（別府） ■o
※花の開花時期・状況は気象条件等により

異なります。 杵築城下町（別府） ■o
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神戸
門司

名古屋 清水 横浜

7/17発 神戸・門司6/7発 名古屋・横浜
8/15発 夏休み名古屋・横浜　 9/23発 神戸・横浜　
7/1発 清水・名古屋

青森

小樽

6/13 青森・小樽

日程 入港 出港 寄港地

8 /15土 19:00 名古屋
16日 10:30 横浜

■お食事／フルコースディナー1回・朝食1回　■ドレスコード／カジュアル
※本クルーズは「阿波おどりと関門海峡花火クルーズ」（48ページ）の区間クルーズです。

日程 入港 出港 寄港地

6 /13土 19:00 青森
14日 09:30 小樽

■お食事／フルコースディナー1回・朝食1回　■ドレスコード／カジュアル
※ご夕食は、交代のない1回制となります。
※本クルーズは「花と緑の利尻島・礼文島クルーズ□Ⅱ」（36ページ）の区間クルーズです。

日程 入港 出港 寄港地

6 / 7 日 17:00 名古屋
8 月 09:00 横浜

■お食事／フルコースディナー1回・朝食1回　■ドレスコード／カジュアル

日程 入港 出港 寄港地

7 / 1 水 19:00 清水
2 木 09:00 名古屋

■お食事／フルコースディナー1回・朝食1回　■ドレスコード／カジュアル
※ご夕食は、交代のない1回制となります。

日程 入港 出港 寄港地

7 /17金 16:00 神戸
18土 09:00 門司

■お食事／フルコースディナー1回・朝食1回　■ドレスコード／カジュアル
※本クルーズは「世界自然遺産 屋久島クルーズ」（42ページ）の区間クルーズです。

夏休み名古屋・横浜ワンナイトクルーズ 
2020年8月15日（土） ▶ 8月16日（日）【名古屋発横浜着 1泊2日】

s

青森・小樽ワンナイトクルーズ 
2020年6月13日（土） ▶ 6月14日（日）【青森発小樽着 1泊2日】

s

神戸・門司ワンナイトクルーズ
2020年7月17日（金） ▶ 7月18日（土）【神戸発門司着 1泊2日】

神戸・横浜ワンナイトクルーズ
2020年9月23日（水） ▶ 9月24日（木）【神戸発横浜着 1泊2日】

名古屋・横浜ワンナイトクルーズ
2020年6月7日（日） ▶ 6月8日（月）【名古屋発横浜着 1泊2日】

清水・名古屋ワンナイトクルーズ
2020年7月1日（水） ▶ 7月2日（木）【清水発名古屋着 1泊2日】

名古屋・青森・清水・神戸発 ワンナイトクルーズ 
フルコースディナーにショーやイベントなど移動時間も楽しみながら目的地へ。
ドレスコードはカジュアルですので初めての方にもお勧めです。

6〜9月

フルコースディナー（イメージ）

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

S
セント

t.トロペス＆シャーロット
コンサート
お馴染みの日本の歌や、映画音楽、ミュージカ
ルなどのナンバーを、ヴォーカル・シャーロット
の透き通るような歌声とともにお届けします。

日程 入港 出港 寄港地

9 /23水 12:00 神戸
24木 10:30 横浜

■お食事／フルコースディナー1回・朝食1回・昼食1回　■ドレスコード／カジュアル

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 37,000 39,000 42,000 44,000 48,000 62,000 85,000 90,000 153,000 162,000
1名様１室利用 51,000 51,000 55,000 58,000 77,000 100,000 136,000 144,000 245,000 260,000
3名様1室利用 30,000 32,000 34,000 36,000

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）
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チシマフウロ
【6月～7月】

レブンキンバイソウ
【6月～7月】

レブンハナシノブ
【6月～7月】

レブンソウ
【6月～7月】

レブンウスユキソウ
【6月～8月】

北緯45度以北に位置し、本州では2,000m級
の山でしか見られない高山植物が標高の低い所
でも見られます。
※花の開花時期・状況は気象条件などにより異な
ります。

北の島々で出会う
野の花図鑑

沓形岬

森林公園
利尻山

（利尻富士）

姫沼

オタトマリ沼

仙法志御崎公園
桃岩展望台

高山植物園
澄海岬

スコトン岬

トド島

元地灯台

元地海岸

礼文岳

船旅ならかさばるトレッキング
アイテムも、宅配便（有料）で
船まで送ることができるので
楽に旅が楽しめます。

速乾性素材のシャツ、
長ズボン、トレッキング
シューズや底の厚い
運動靴、つば付き帽
子など

おすすめの
服装

高山植物が
咲く山道を
トレッキング

オタトマリ沼（利尻島） ■o 澄海岬（礼文島） ■o

礼文島 利尻島

利尻富士（利尻島）

花のシーズンに訪れる花と緑の利尻島・礼文島�
日本百名山に選ばれた利尻山が勇壮にそびえ、山麓には姫沼やオタトマリ沼などの美しい自然が広がる利尻島と
平地に約300種類の高山植物が咲き誇る礼文島を訪れます。

6月
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横浜

青森

礼文島
利尻島

横浜

小樽
函館

青森

礼文島
利尻島

写真提供 ： 礼文町

花と緑の利尻島・
礼文島クルーズ□Ⅰ�
Aコース  2020年6月 8 日（月） ▶ 6月13日（土）【横浜発青森着 5泊6日】
Bコース  2020年6月10日（水） ▶ 6月13日（土）【青森発着 3泊4日】

花と緑の利尻島・
礼文島クルーズ□Ⅱ�
Aコース  2020年6月13日（土） ▶ 6月20日（土）【青森発横浜着 7泊8日】
Bコース  2020年6月13日（土） ▶ 6月17日（水）【青森発小樽着 4泊5日】
Cコース 2020年6月14日（日） ▶ 6月17日（水）【小樽発着 3泊4日】

講演:西島徹（利尻・島ガイドセンター代表） 「利尻島、礼文島の自然と四季」
利尻島と礼文島の自然や島人の暮らし、四季の移り変わりなどを現地ネイチャーガイドが写真とともにお話しします。

船内イベント（両クルーズ共通） ｜ VENUS EVENT

横浜・青森発 青森・小樽発

連絡バス付 JR新青森駅・JR青森駅～青森港間

送迎バス運行 o
新千歳空港～小樽港間

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 6 / 8 月 17:00 横浜
2 9 火 終日クルージング

3 1 10水 08:00 14:00 青森 ■k
4 2 11木 08:30 19:00 利尻島 ■k■o
5 3 12金 08:00 18:00 礼文島 ■k■o
6 4 13土 14:00 青森
■ お食事／Aコース：朝食5回・昼食5回・夕食5回　Bコース：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。
■ 礼文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。

※ Bコース　6／10 青森港での乗船受付は13：00頃を
予定しております。

A B C 日程 入港 出港 寄港地
1 1 6 /13土 19:00 青森
2 2 1 14日 09:30 17:00 小樽
3 3 2 15月 08:00 18:00 礼文島 ■k■o
4 4 3 16火 08:00 19:00 利尻島 ■k■o
5 5 4 17水 09:00 16:00 小樽
6 18木 08:00 23:00 函館 ■k■o
7 19金 終日クルージング

8 20土 09:00 横浜
■ お食事／Aコース：朝食7回・昼食6回・夕食7回　Bコース：朝食4回・昼食3回・夕食4回

Cコース：朝食3回・昼食2回・夕食3回　
■ドレスコード／すべてカジュアルです。
■ 礼文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。
※ Cコース　6／14 小樽港での乗船受付は16：00頃を予定しております。

連絡バス付（予約制・追加代金不要）
6／10・6／13
JR新青森駅・JR青森駅  ◀▶ 青森港

※詳しくは、最終日程表にてご案内いたします。

oオプショナルツアー（一例）
●利尻島一周バス観光
●利尻島 湿原と森のハイキング
●礼文島 自然と岬めぐり
●礼文島 江戸屋山道ハイキング

利尻島

礼文島

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例） 船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

大鶴華子  フルートコンサート
フルート・大鶴華子とピアノ・吉田絵奈によるコンサート。
爽やかな初夏の風をフルートの響きに乗せてお届けし
ます。

日向大祐 トーク＆マジックライブ！
目の前で繰り広げられる不思議
と、軽妙なトークによる楽しいひと
とき。本格的なステージマジック
を、日本人初の欧州チャンピオン
マジシャン・日向大祐によるパフォ
ーマンスでご堪能ください。

oオプショナルツアー（一例）
●礼文島 自然と岬めぐり
●礼文島 江戸屋山道ハイキング　
●利尻島一周バス観光
●利尻島 湿原と森のハイキング
●新日本三景の大沼国定公園と函館観光
　（Aコース対象）

礼文島

利尻島

函 館

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

2名様１室利用
A 283,000 297,000 318,000 335,000 363,000 473,000 652,000 687,000 1,167,000 1,233,000
B 172,000 180,000 192,000 203,000 219,000 287,000 397,000 417,000 708,000 747,000
C 135,000 141,000 150,000 159,000 171,000 225,000 312,000 327,000 555,000 585,000

1名様１室利用
A 387,000 387,000 414,000 436,000 581,000 757,000 1,044,000 1,100,000 1,868,000 1,973,000
B 234,000 234,000 250,000 264,000 351,000 460,000 636,000 668,000 1,133,000 1,196,000
C 184,000 184,000 195,000 207,000 274,000 360,000 500,000 524,000 888,000 936,000

3名様1室利用
A 227,000 238,000 255,000 268,000
B 138,000 144,000 154,000 163,000
C 108,000 113,000 120,000 128,000

横浜・青森発 花と緑の利尻島・礼文島クルーズ□Ⅰ　ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

青森・小樽発 花と緑の利尻島・礼文島クルーズ□Ⅱ　ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

2名様１室利用
A 217,000 227,000 242,000 257,000 277,000 359,000 497,000 522,000 861,000 909,000
B 143,000 149,000 158,000 169,000 181,000 235,000 327,000 342,000 555,000 585,000

1名様１室利用
A 296,000 296,000 315,000 335,000 444,000 575,000 796,000 836,000 1,378,000 1,455,000
B 194,000 194,000 206,000 220,000 290,000 376,000 524,000 548,000 888,000 936,000

3名様1室利用
A 174,000 182,000 194,000 206,000
B 115,000 120,000 127,000 136,000

o6／14・6／17 新千歳空港～小樽港間の送迎バスを運行
いたします。詳しくは、最終日程表にてご案内いたします。
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6月
小樽発

横浜

青森

横浜

函館

小樽

横浜・青森ゆったり
2Nightクルーズ�

2020年6月8日（月） ▶ 6月10日（水）
【横浜発青森着 2泊3日】

ナイト 
港町�小樽・函館
クルーズ�

2020年6月17日（水） ▶ 6月20日（土）
【小樽発横浜着 3泊4日】

連絡バス付
青森港～

JR新青森駅・JR青森駅

日程 入港 出港 寄港地

6 /17水 16:00 小樽
18木 08:00 23:00 函館 ■k■o
19金 終日クルージング

20土 09:00 横浜
■ お食事／朝食3回・昼食2回・夕食3回　
■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※本クルーズは「花と緑の利尻島・礼文島クルーズ□Ⅱ 」
　（36ページ）の区間クルーズです。

6月
横浜発

連絡バス付（予約制・追加代金不要）
6／10

青森港  ▶ JR新青森駅・JR青森駅
※詳しくは、最終日程表にてご案内いたします。

日程 入港 出港 寄港地

6 / 8 月 17:00 横浜
9 火 終日クルージング

10水 08:00 青森
■ お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回　
■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※本クルーズは「花と緑の利尻島・礼文島クルーズ□Ⅰ 」
　（36ページ）の区間クルーズです。

青森港 五稜郭（函館） ■o

oオプショナルツアー（一例）
●日本三大夜景 函館山夜景観賞
●はやめぐり函館半日観光

函 館

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

山口ひろし 
津軽三味線ライブ 
～北国の調べとともに～
津軽三味線の古典曲を中心に、三味線本来
の音色を力強く、繊細に伝える楽曲の数々
をぜひお楽しみください。

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 111,000 117,000 126,000 132,000 144,000 186,000 255,000 270,000 459,000 486,000
1名様１室利用 153,000 153,000 164,000 172,000 231,000 298,000 408,000 432,000 735,000 778,000
3名様1室利用 89,000 94,000 101,000 106,000

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 74,000 78,000 84,000 88,000 96,000 124,000 170,000 180,000 306,000 324,000
1名様１室利用 102,000 102,000 110,000 115,000 154,000 199,000 272,000 288,000 490,000 519,000
3名様1室利用 60,000 63,000 68,000 71,000

港町 小樽・函館クルーズ　ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

横浜・青森ゆったり2Nightクルーズ　ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

函館朝市
港から徒歩圏内にあ
り、約250店舗が軒を
連ねています。蟹や鮭
をはじめ海産物や野
菜、果物、乾物、菓子
など北海道の味覚が
集まり、新鮮な海鮮丼
など旬な味も楽しめ
ます。

写真提供 ： 函館市・湯の川温泉旅館協同組合・（一社）函館国際観光コンベンション協会
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横浜

大船渡

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 100,000 104,000 110,000 119,000 127,000 163,000 227,000 237,000 370,000 390,000 
1名様１室利用 136,000 136,000 143,000 155,000 204,000 261,000 364,000 380,000 592,000 624,000 
3名様1室利用 80,000 84,000 88,000 96,000 

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

三陸 大船渡クルーズ s
2020年6月26日（金） ▶ 6月28日（日）【横浜発着 2泊3日】

リアス式海岸の美しい自然景観が魅力の大船渡へ。心あたたまる歓迎イベントも魅力です。

6月
横浜発

oオプショナルツアー（一例）
●世界遺産 平泉 中尊寺と
　げいび渓舟下り
●自然の造形美を感じる
　碁石海岸さんぽ

大船渡

日程 入港 出港 寄港地

6 /26金 11:00 横浜
27土 08:00 17:30 大船渡 ■k■o
28日 15:30 横浜

■ お食事／朝食2回・昼食3回・夕食2回　
■ドレスコード／すべてカジュアルです。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

高橋克典 
～Special Cruising LIVE～
BS-TBSにて放送の「極上のクルーズ紀行」
のナビゲーターを務める他、俳優/歌手など
幅広い活躍で多くの人々を魅了する高橋克
典がお届けするスペシャルクルージングラ
イヴ。ミュージシャン・高橋克典の魅力を体
感できると共に、船上ならではのトークなど
特別な時間をお楽しみいただけます。

穴通磯（大船渡） ■o

中尊寺 金色堂（大船渡） ■o げいび渓（大船渡） ■o遺産

世界
文化

写真提供 ： 岩手県観光協会
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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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金
2名様１室利用 233,000 243,000 258,000 275,000 295,000 385,000 535,000 560,000 925,000 975,000 
1名様１室利用 316,000 316,000 336,000 358,000 472,000 616,000 856,000 896,000 1,480,000 1,560,000 
3名様1室利用 187,000 195,000 207,000 220,000 

アクティブ
シニア割引

2名様１室利用 210,000 219,000 233,000 248,000 266,000 347,000 482,000 504,000 833,000 878,000 
1名様１室利用 285,000 285,000 303,000 323,000 426,000 556,000 772,000 807,000 1,333,000 1,405,000 
3名様1室利用 168,000 176,000 187,000 199,000 

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

九州�宮崎・瀬戸内・紀州�和歌山クルーズ�

2020年6月20日（土） ▶ 6月25日（木）【横浜発着 5泊6日】　
風情ある瀬戸内海の町並みや島々、自然の絶景、歴史有る城下町や天空の聖地など日本の美しさを再発見。
※オプショナルツアーで訪れる場所を含みます。

6月
横浜発

日程 入港 出港 寄港地

6 /20土 17:00 横浜
21日 終日クルージング

22月 08:00 17:00 日向（細島） ■k■o
23火 08:00 17:30 尾道糸崎 ■k■o
24水 07:00 17:30 和歌山 ■k■o
25木 15:30 横浜

■ お食事／朝食5回・昼食5回・夕食5回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。

oオプショナルツアー（一例）
●日本神話の里 高千穂峡散策
●願いが叶うクルスの海と美々津保存地区
●瀬戸内しまなみ海道 生口島・大三島2島めぐり
●世羅高原 花の森“ローズフェスタ”と三景園“花まつり 紫陽花”鑑賞
●世界遺産 高野山奥之院と金剛峯寺の1日
●絶景！白浜温泉入浴とおもしろ絵解き説法の道成寺
●真田幸村ゆかりの地 高野山のふもと“九度山”探訪

日 向

尾道糸崎

和歌山

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

髙木凜々子 
華麗なるヴァイオリンの名曲
圧倒的なテクニックと華麗なる音色で
観客を魅了する、今最も注目されてい
る若き実力派。美しい音色と鮮やかな
テクニックをお楽しみください。

尾道糸崎 和歌山
横浜

日向（細島）

写真提供 ： 公益財団法人みやざき観光コンベンション協会、平山郁夫美術館、世羅高原農場

クルーズ乗船時に満60歳以上の方は、旅行代金が通常より
お得になるクルーズです。

39 PACIFIC VENUS



高千穂峡（日向） ■o

和歌山城（和歌山） ■o

馬ヶ背（日向） ■o

世羅高原 花の森“ローズフェスタ”（尾道糸崎） ■o
※花の開花時期・状況は気象条件等により異なります。

竹原（重要伝統的建造物群保存地区）（尾道糸崎） ■o

生口島 平山郁夫美術館（尾道糸崎） ■o大三島 大山祇神社（尾道糸崎） ■o

尾道（尾道糸崎） ■o

鞆の浦（重要伝統的建造物群保存地区）（尾道糸崎） ■o

瀬戸内に面する風情ある町並みやしまなみ海道の島々を訪れます。

高野山 奥之院（和歌山） ■o 遺産

世界
文化
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横浜
小豆島 清水

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

奥村愛  船上のヴァイオリン
楽壇の注目を集めた2002年のCDデビュー以来、その
世代を代表するヴァイオリニストとして第一線で活躍を
続ける奥村愛がお届けする名曲の旅路。「愛の挨拶」の
他、国境や世代を越えて愛されるクラシックを瑞々しい
演奏と和やかなトークでお楽しみいただきます。

オリーブ公園（小豆島） ■o二十四の瞳映画村（小豆島） ■o

瀬戸内�小豆島クルーズ�

Aコース  2020年6月28日（日） ▶ 7月1日（水）【横浜発清水着 3泊4日】　
Bコース  2020年6月29日（月） ▶ 7月1日（水）【清水発着 2泊3日】　
日本のオリーブ栽培の発祥の地で有名で、日本三大渓谷寒霞渓をはじめ自然豊かな島。フォトジェニックな島として人気です。

6月
横浜・清水発

oオプショナルツアー
（一例）

●小豆島の景勝地 寒霞渓と
　エンジェルロード
●オリーブ園と瀬戸内海を
　望む天空露天風呂

小豆島

寒霞渓（小豆島） ■o

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 6 /28日 21:00 横浜
2 1 29月 07:00 11:00 清水
3 2 30火 08:00 17:30 小豆島 ■k■o
4 3 7 / 1 水 14:00 清水
■ お食事／Aコース：朝食3回・昼食3回・夕食2回　Bコース：朝食2回・昼食3回・夕食2回
■ドレスコード／すべてカジュアルです。
■ 小豆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。
※ Aコース　6／28 横浜港での乗船受付は20：00頃を予定しております。夕食・ショーは

ございませんがお夜食をご用意いたします。
※ Bコース　6／29 清水港での乗船受付は10：00頃を予定しております。

o6／29・7／1　JR静岡駅～清水港間の送迎バスを運行いたします。詳しくは、最終日
程表にてご案内いたします。

送迎バス運行 o JR静岡駅～清水港間

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金

2名様１室利用
A 119,000 124,000 131,000 141,000 151,000 194,000 270,000 282,000 447,000 471,000 
B 100,000 104,000 110,000 119,000 127,000 163,000 227,000 237,000 370,000 390,000 

1名様１室利用
A 162,000 162,000 171,000 184,000 242,000 311,000 432,000 452,000 716,000 754,000 
B 136,000 136,000 143,000 155,000 204,000 261,000 364,000 380,000 592,000 624,000 

3名様1室利用
A 96,000 100,000 105,000 113,000 
B 80,000 84,000 88,000 96,000 

アクティブ
シニア割引

2名様１室利用
A 108,000 112,000 118,000 127,000 136,000 175,000 243,000 254,000 403,000 424,000 
B 90,000 94,000 99,000 108,000 115,000 147,000 205,000 214,000 333,000 351,000 

1名様１室利用
A 146,000 146,000 154,000 166,000 218,000 280,000 389,000 407,000 645,000 679,000 
B 123,000 123,000 129,000 141,000 184,000 236,000 328,000 343,000 533,000 562,000 

3名様1室利用
A 87,000 90,000 95,000 102,000 
B 72,000 76,000 80,000 87,000 写真提供 ： 二十四の瞳映画村

クルーズ乗船時に満60歳以上の方は、旅行代金が通常より
お得になるクルーズです。
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神戸
門司

屋久島

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 7 /17金 16:00 神戸
2 1 18土 09:00 16:30 門司 ■o
3 2 19日 09:30 19:00 屋久島 ■o
4 3 20月 18:00 門司

世界自然遺産�屋久島クルーズ� s
Aコース  2020年7月17日（金） ▶ 7月20日（月）【神戸発門司着 3泊4日】　
Bコース  2020年7月18日（土） ▶ 7月20日（月）【門司発着 2泊3日】　
山・森・水の荘厳な自然が息づく、神秘的な島 屋久島へ。

7月
神戸・門司発

oオプショナルツアー（一例）
●北長門海岸国定公園 
　青い海が輝く！角島ドライブ
　（Aコース対象）
●紀元杉と屋久杉自然館
●大自然体感 屋久島森林浴

門 司

屋久島

日本の滝百選 大川の滝（屋久島） ■o

送迎バス運行 o JR博多駅・小倉駅～門司港間

角島（門司） ■o

■ お食事／Aコース：朝食3回・昼食3回・夕食3回
Bコース：朝食2回・昼食2回・夕食2回

■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※ Bコース　7／18 門司港での乗船受付は

15：30頃を予定しております。

o7／18・7／20　JR博多駅・小倉駅～門司
港間の送迎バスを運行いたします。詳しくは、
最終日程表にてご案内いたします。

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

2名様１室利用
A 135,000 141,000 150,000 160,000 172,000 222,000 308,000 323,000 523,000 552,000
B 98,000 102,000 108,000 116,000 124,000 160,000 223,000 233,000 370,000 390,000

1名様１室利用
A 184,000 184,000 195,000 208,000 276,000 356,000 493,000 517,000 837,000 884,000 
B 133,000 133,000 141,000 151,000 199,000 256,000 357,000 373,000 592,000 624,000 

3名様1室利用
A 108,000 113,000 120,000 128,000 
B 79,000 82,000 87,000 93,000 

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

白谷雲水峡（屋久島） ■o
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屋久島

五島

松山

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金
2名様１室利用 143,000 149,000 158,000 169,000 181,000 235,000 327,000 342,000 555,000 585,000
1名様１室利用 194,000 194,000 206,000 220,000 290,000 376,000 524,000 548,000 888,000 936,000 
3名様1室利用 115,000 120,000 127,000 136,000 

初乗船
割引

2名様１室利用 129,000 135,000 143,000 153,000 163,000 212,000 295,000 308,000 500,000 527,000
1名様１室利用 176,000 176,000 186,000 199,000 261,000 340,000 472,000 493,000 800,000 844,000 
3名様1室利用 104,000 108,000 115,000 123,000 

世界自然遺産 屋久島・五島クルーズ r
2020年7月21日（火） ▶ 7月24日（祝）【松山発着 3泊4日】

日本初の世界自然遺産の島・屋久島、豊かな自然景観と信仰の心が息づく島・福江島へ。

7月
松山発

oオプショナルツアー（一例）
●大自然体感 
　屋久島森林浴
●屋久島一周と
　白谷雲水峡ハイキング
●堂崎天主堂と
　五島のシンボル鬼岳
●大瀬崎・奇跡の泉
　「ルルド」と
　美しい高浜海岸

屋久島

五 島

写真提供 ： 長崎県観光連盟
（＊印）写真掲載については長崎大司教区の許可をいただいています。

堂崎天主堂*（五島） ■o 紀元杉（屋久島） ■o

連絡バス付
JR松山駅・伊予鉄松山市駅～松山港間

日程 入港 出港 寄港地

7 /21火 16:00 松山
22水 08:00 18:00 屋久島 ■o
23祝 08:00 17:00 五島（福江） ■k■o
24祝 14:00 松山

■ 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。

連絡バス付
（予約制・追加代金不要）
7／21・7／24
JR松山駅・伊予鉄松山市駅  

▲
▼

松山港
※詳しくは、最終日程表にてご案内いたし
ます。

高浜海岸（五島） ■o

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

ジミー菊地 
ハイパーイリュージョン
魅惑と幻想に満ち溢れた迫力のステー
ジはまさに船上のラスベガス！真夏の
夜にふさわしい不思議の数々をご堪能
ください。

ぱしふぃっく びいなすのクルーズに初めてご乗船のお客様は
ご旅行代金が通常よりお得になるクルーズです。
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博多

敦賀
隠岐島

夏休み隠岐島・敦賀クルーズ 

2020年7月30日（木） ▶ 8月1日（土）【博多発敦賀着 2泊3日】

国賀海岸や通天橋など自然が作り上げた雄大で美しい景観が魅力の島へ。

7月
博多発

oオプショナルツアー（一例）
●摩天崖バス観光と国賀めぐり遊覧船
●西ノ島・中ノ島2島めぐり

隠岐島

日程 入港 出港 寄港地

7 /30木 16:00 博多
31金 08:00 18:00 隠岐島（浦郷） ■k■o

8 / 1 土 09:00 敦賀
■ お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
■ 隠岐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。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

カラリズムリサ 
アートパフォーマンス
大きなキャンバスに短時間
で絵を仕上げるパフォーマ
ンス。世界で3人しかいない
プロのハンドフルート奏者・
なかしま拓の演奏にのせて
描き上げます。どのような絵
が出来上がるのか想像しな
がらご覧ください。

国賀海岸（隠岐） ■o

送迎バス運行 o 敦賀港～JR京都駅

隠岐神社（隠岐） ■o

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 74,000 78,000 84,000 88,000 96,000 124,000 170,000 180,000 306,000 324,000
1名様１室利用 102,000 102,000 110,000 115,000 154,000 199,000 272,000 288,000 490,000 519,000 
3名様1室利用 60,000 63,000 68,000 71,000 

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

写真提供 ： （公社）島根県観光連盟

o8／1　敦賀港〜JR京都駅への送迎バスを運行いたします。詳しくは、最終日程表にて
ご案内いたします。
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青森

敦賀

秋田

輪島

小浜沖

日程 入港 出港 寄港地

8 / 1 土
16:00 敦賀

（夜、小浜湾錨泊）
若狭マリンピア花火大会船上観賞

2 日 08:00 17:00 輪島 ko

3 月 08:00 22:30 秋田
竿燈まつり観覧 ko

4 火 09:00 22:30 青森
ねぶた祭観覧 ko

5 水 終日クルージング

6 木 09:00 敦賀
■ お食事／朝食5回・昼食4回・夕食5回
■ドレスコード／すべてカジュアルです（花火・祭り観覧日は浴衣もお召しいただけます）。
※ 8／1・8／3・8／4のご夕食は花火観賞・お祭り観覧の関係で早めのご提供となります。
※ 花火大会、竿燈まつり、ねぶた祭は天候その他の事情により実施されない場合もございます。
※ 秋田の竿燈まつり会場ではひな段式の長イスの観覧席をご用意しています。秋田港から

会場付近までは送迎バスで移動し平坦約700m徒歩で会場へ移動となります。
　 秋田：貸切バス会社名（下記のいずれかのバスに乗車いただきます）。

羽後交通、秋田中央交通、秋田中央トランスポート、能代観光バス、秋田観光バス、
第一観光バス

※ 青森のねぶた祭会場ではパイプイスの観覧席をご用意しています。青森港から会場間は
平坦約800m徒歩での移動となります。
歩く距離は、観覧席の場所によって長くなる場合もございます。

ねぶた祭 囃子に合わせ乱舞する跳
ハネト
人が歌舞伎の名場面や武者の巨大なねぶたと「ラッセーラー」の掛け声と共に賑やかに街を練り歩く伝統の祭りです。

連絡バス付
（予約制・追加代金不要）
8／1・8／6
JR敦賀駅  ◀▶ 敦賀港 　

※詳しくは、最終日程表にてご案内いたします。

木島ユタカ 「和のこころ」
民謡をルーツに持ち、その歌唱力で第50
回日本有線大賞「有線奨励賞」を受賞した
三味線シンガー。津軽三味線のダイナミ
ックな音色と洋楽器とのコラボレーション
で民謡から、童謡唱歌、J-POPから洋楽
までのフルコース！お祭り気分な夜をお過
ごしください。

竿燈・ねぶた東北二大祭りクルーズ 

2020年8月1日（土） ▶ 8月6日（木）【敦賀発着 5泊6日】　
日本を代表する熱気と迫力のある東北の夏祭りを専用の観覧席からゆったりご覧いただけます。
小浜湾の夜空を彩る数千発の花火や能登の観光もお楽しみいただけます。

8月
敦賀発

竿燈・ねぶた
観覧席付

送迎バス運行 o 神戸・大阪・京都・名古屋～敦賀港間

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）
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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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 250,000 260,000 275,000 290,000 310,000 400,000 545,000 570,000 950,000 1,000,000
1名様１室利用 334,000 334,000 353,000 373,000 487,000 631,000 863,000 903,000 1,511,000 1,591,000 
3名様1室利用 203,000 211,000 223,000 235,000 

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

奥入瀬渓流（青森） ■o

白米千枚田（輪島） ■o

oオプショナルツアー（一例）
●のと鉄道「里山里海号」乗車！
　輪島・七尾はやめぐり

輪 島
●男鹿半島と名物石焼料理の1日秋 田 ●十和田湖と奥入瀬渓流ミニウォーク青 森

●奥能登周遊ドライブ1日 ●秋田市内はやめぐり観光 ●陸奥湾一望！浅虫温泉と八甲田山・青森ハイライト

若狭マリンピア花火大会
海をイメージした形花火やスターマインなど多彩な花火が夜空を彩る花火大会
です。

竿燈まつり
稲穂に見立てた黄金色に染まる竿燈が連なる様はまさに光の川。約50kgの竿燈
を額、肩、腰へと移し替える妙技が見ものです。

写真提供 ： のと鉄道

o 8/1・8/6 神戸・大阪・京都・名古屋方面から敦賀港間の送迎バスを運行いたします。詳細は、最終日程表にてご案内いたします。

千秋公園 久保田城表門（秋田） ■o

のと鉄道・里山里海号（輪島） ■o 石焼料理イメージ（秋田） ■o

浅虫温泉 海扇閣 大浴場（青森） ■o
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神戸
周防大島

屋久島

夏休み屋久島・周防大島クルーズ�

2020年8月8日（土） ▶ 8月11日（火）【神戸発着 3泊4日】

世界自然遺産の島・屋久島と瀬戸内のハワイとも呼ばれる周防大島を訪れます。

8月
神戸発

oオプショナルツアー（一例）
●金魚ちょうちんの町 
　柳井散策
●屋久島一周と
　白谷雲水峡ハイキング

周防大島

屋久島

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

サクソフォンカルテット・コパン  
コンサート 〜Smile（スマイル）〜
4種類のサックスで色彩豊かな音楽を
お届けします。お子様から大人の方まで
楽しく盛り上がる音楽でBig‘Smile’に
なりましょう♪

片添ヶ浜海水浴場
周防大島を代表する海水浴場で、環境省選出の快水浴場百選にも認定されています。周辺の椰子の並木が美しくホテルや海の家などの施設もあります。（上陸場所より徒歩数分程）

日程 入港 出港 寄港地

8 / 8 土 17:00 神戸
9 日 08:00 16:00 周防大島 ■k■o
10祝 08:00 18:00 屋久島 ■o
11火 16:00 神戸

■ 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。　
■ 周防大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。

キッズ
プログラム

キッズプログラム
みんなのお兄さんミッチーと
遊ぼう！
船内のあち
こちでイベ
ントを開催
します。

プールOPEN!
船上でプールもお楽しみいただけます。
プールサイドバーもオープンしますので潮風を
感じながら夏を
ご満喫ください。

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

2名様1室利用 151,000 157,000 166,000 179,000 191,000 245,000 342,000 357,000 555,000 585,000
（113,250） （117,750） （124,500） （134,250） （143,250） （183,750） （256,500） （267,750） （416,250） （438,750）

1名様１室利用 205,000 205,000 216,000 233,000 306,000 392,000 548,000 572,000 888,000 936,000 
3名様1室利用 120,800 125,600 132,800 143,200

（90,600） （94,200） （99,600） （107,400）
 子供代金 （60,400） （62,800） （66,400） （71,600） 大人2名様子供1名様で3名様1室利用時のみ適用

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 　（　）は子供代金（2歳以上小学生以下）
ステートルームF・G・H・Jを大人2名様と子供1名様で1室ご利用の場合、
子供代金はファミリー2+1の代金となります。
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横浜名古屋

徳島下関
関門橋

瀬戸大橋 明石海峡大橋

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

2名様1室利用
A 216,000 224,000 237,000 253,000 271,000 344,000 474,000 495,000 781,000 824,000

（162,000）（168,000）（177,750）（189,750）（203,250）（258,000）（355,500）（371,250） （585,750） （618,000）
B 179,000 185,000 195,000 209,000 223,000 282,000 389,000 405,000 628,000 662,000

（134,250）（138,750）（146,250）（156,750）（167,250）（211,500）（291,750）（303,750） （471,000） （496,500）
1名様１室利用

A 288,000 288,000 305,000 326,000 426,000 544,000 750,000 785,000 1,243,000 1,312,000 
B 237,000 237,000 250,000 268,000 349,000 444,000 614,000 641,000 998,000 1,052,000 

3名様1室利用
A 176,000 183,000 193,000 206,000 

（132,000）（137,250）（144,750）（154,500）
B 146,000 151,000 159,000 170,000 

（109,500）（113,250）（119,250）（127,500）

阿波おどりと関門海峡花火クルーズ�

Aコース  2020年8月12日（水） ▶ 8月16日（日）【名古屋発横浜着 4泊5日】
Bコース  2020年8月12日（水） ▶ 8月15日（土）【名古屋発着 3泊4日】

活気みなぎる阿波おどりを専用の観覧席より満喫。関門海峡では夜空を彩る約1万数千発の花火を船上の特等席
から人混みを気にせずゆったりご覧いただけます。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

関門海峡花火大会

（蜂須賀連）

西田あい 
船上Special Live 

〜昭和歌謡を歌い継ぐ〜
2010年に日本クラウンからデビューしま
した西田あいです！懐かしく色褪せない
昭和歌謡の名曲を中心に歌わせていた
だきます。私にとって、はじめての船上ラ
イブとなります。皆様、楽しく素敵なひと
ときを一緒に過ごしましょう♪

阿波おどり
観覧席付

キッズ
プログラム

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 1 8 /12水 12:00 名古屋
2 2 13木 15:00 22:00 下関

関門海峡花火船上観賞 k

3 3 14金 16:30 23:30 徳島 
阿波おどり観覧 o

4 4 15土 14:00 19:00 名古屋
5 16日 10:30 横浜
■ お食事／Aコース：朝食4回・昼食4回・夕食4回　Bコース：朝食3回・昼食4回・夕食3回　
■ドレスコード／すべてカジュアルです（祭り・花火観覧日は浴衣もお召しいただけます）。
※ 8／13・8／14のご夕食は花火観賞・阿波おどり観覧の関係で早めのご提供となります。
※ 花火大会・阿波おどりは、天候その他の事情により実施されない場合もございます。
※ 8／14の阿波おどり会場ではひな段式の長イスの観覧席をご用意しています。徳島港から

会場付近までは送迎バスで移動し、その後約800m徒歩で会場へ移動します（歩く距離は、
観覧席の場所によって長くなる場合もございます）。

　 貸切バス会社名（下記のいずれかのバスに乗車いただきます）。
　 徳島バス、徳島バス南部、マリーナ観光、阿波交通、阿波観光バス、御所たらい観光

oオプショナルツアー
（一例）

●びいなす連 
　阿波おどり体験ツアー

徳 島

びいなす連

8月
名古屋発

阿波おどり
約400年の歴史を持つ阿波おどりは、三味線や鉦（かね）や太鼓の音色に合わせ、お揃いの衣装に身を包んだ男女が、
連と呼ばれるグループに分かれ、多種多様な振り付けで踊る迫力満点の祭りです。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 　（　）は子供代金（2歳以上小学生以下）
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横浜

新宮徳島

熊野沖

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

2名様1室利用 207,000 216,000 229,000 245,000 262,000 341,000 475,000 497,000 814,000 858,000 
（155,250） （162,000） （171,750） （183,750） （196,500） （255,750） （356,250） （372,750） （610,500） （643,500）

1名様１室利用 281,000 281,000 298,000 319,000 420,000 546,000 760,000 796,000 1,303,000 1,373,000 
3名様1室利用 166,000 173,000 184,000 196,000 

（124,500） （129,750） （138,000） （147,000）

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 　（　）は子供代金（2歳以上小学生以下）

熊野大花火と南紀・徳島クルーズ�

2020年8月16日（日） ▶ 8月20日（木）【横浜発着 4泊5日】　
自然や文化が魅力の南紀を訪れ、夜空に上がる花火をゆったりとしたデッキで観賞。
遮るものがない船上から間近にみる海上仕掛け花火は迫力満点です。

8月
横浜発

キッズ
プログラム

熊野大花火大会 沖合のイカダに乗せた世界最大級の水上花火「三尺玉」、海中に花火玉を投げ入れる「海上自爆」、岩場に仕掛けて大音響を生む「鬼ヶ城大仕掛」など
約1万発の迫力ある花火大会です。船上のデッキより人混みを気にせず席につきながらゆったりとご覧いただけます。

oオプショナルツアー（一例）
●世界遺産 熊野三山めぐり
●渓谷美の瀞峡遊覧と
　熊野本宮大社
●いいとこどり！
　鳴門・徳島満喫ハイライト

新 宮

徳 島

日程 入港 出港 寄港地

8 /16日 22:00 横浜
17月 （夕刻、熊野沖錨泊）

熊野大花火大会船上観賞
18火 08:00 17:00 新宮 ■k■o
19水 08:00 17:30 徳島 ■k■o
20木 15:30 横浜

■ お食事／朝食4回・昼食4回・夕食4回
■ドレスコード／すべてカジュアルです（花火観賞日は浴衣もお召しいただけます）。
※8／16の乗船受付は16：00頃を予定しております。
※8／17のご夕食は、花火観賞の関係で早めのご提供となります。
※熊野大花火大会は、天候その他の事情により実施されない場合もございます。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

葛城ユキ パワフル＆ハートフル コンサート
「ボヘミアン」が大ヒット。声量豊
かなハスキーボイスでパワフル
なステージをお届けします。
「海と夏が大好きなので、乗船し
出演できます事をとても楽しみ
にしています。皆様が元気にな
って頂けるコンサートをお届け
しますので、ぜひお誘い合わせ
のうえお越しください。」

ポカスカジャン 
爆笑！音楽ライブ
「ガリガリ君」のCMソング等
でおなじみの「ポカスカジャ
ン」。日本演芸場花形演芸大
賞金賞受賞4度の実力で、ク
ルーズならではの冗談音楽
のショーをお届けします。お
楽しみに！

写真提供 ： 大塚国際美術館

スクロヴェーニ礼拝堂（徳島） ■o
写真は大塚国際美術館の展示作品を撮影したものです
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横浜

清水
熱海沖

熱海海上花火大会 熱海の夜景をバックにスターマイン・大空中ナイアガラをはじめ、数千発の花火が夜空を彩る花火大会です。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

相原里美 村松恒矢 
オペラ、映画音楽、
ミュージカルの世界
日本オペラ界でも注目の二人のオペラ
歌手が、オペラ『ドン・ジョヴァンニ』や、
映画『オズの魔法使い』より「虹の彼方
へ」、ミュージカル曲など、幅広いジャン
ルから素敵な歌をお届けします。

三保の松原（清水） ■o 久能山東照宮（清水） ■o

熱海花火�駿河クルーズ�

2020年8月26日（水） ▶ 8月28日（金）【横浜発着 2泊3日】

夏の熱海の夜を彩る花火を船上から観賞。世界文化遺産の富士山・三保の松原の景観も洋上からお楽しみいただけます。

8月
横浜発

oオプショナルツアー（一例）
●世界遺産 三保の松原と東海道広重美術館
●富士山本宮浅間大社と富士山世界遺産センター

清 水

日程 入港 出港 寄港地

8 /26水 17:00 横浜
27木 07:00 14:00 清水（夕刻、熱海沖錨泊）

熱海海上花火大会観賞 ■k■o
28金 09:00 横浜

■ お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※ 8／27のご夕食は、花火観賞の関係で早めのご提供となります。
※ 熱海海上花火大会は、天候その他の事情により実施されない場合もございます。

遺産

世界
文化

相原里美 村松恒矢

キッズ
プログラム

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

2名様1室利用 90,000 94,000 100,000 106,000 114,000 150,000 208,000 218,000 370,000 390,000
（67,500） （70,500） （75,000） （79,500） （85,500） （112,500） （156,000） （163,500） （277,500） （292,500）

1名様１室利用 123,000 123,000 130,000 138,000 183,000 240,000 333,000 349,000 592,000 624,000 
3名様1室利用 72,000 75,200 80,000 84,800

（54,000） （56,400） （60,000） （63,600）
 子供代金 （36,000） （37,600） （40,000） （42,400） 大人2名様子供1名様で3名様1室利用時のみ適用

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 　（　）は子供代金（2歳以上小学生以下）
ステートルームF・G・H・Jを大人2名様と子供1名様で1室ご利用の場合、
子供代金はファミリー2+1の代金となります。

50PACIFIC VENUS



横浜

室蘭

宮古
仙台

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 8 /28金 16:00 横浜
2 1 29土 11:30 17:00 仙台 ■o
3 2 30日 07:00 19:00 宮古 ■k■o
4 3 31月 07:30 17:00 室蘭 ■k■o
5 4 9 / 1 火 14:00 仙台
■ お食事／Aコース：朝食4回・昼食4回・夕食4回  Bコース：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。
※ Bコース　8／29 仙台港での乗船受付は16：00頃を予定しています。

o8／29・9／1　JR仙台駅～仙台港間の
送迎バスを運行いたします。詳しくは、最
終日程表にてご案内いたします。

北海道 室蘭・三陸 宮古クルーズ s
Aコース  2020年8月28日（金） ▶ 9月1日（火）【横浜発仙台着 4泊5日】　
Bコース  2020年8月29日（土） ▶ 9月1日（火）【仙台発着 3泊4日】　
自然が織り成す絶景が楽しめる、北海道・三陸を訪ねて。

8月
横浜・仙台発

oオプショナルツアー（一例）
●日本三景 松島 
　歴史と文化探訪  
　（Aコース対象）
●さながら極楽浄土のごとし 
　浄土ヶ浜遊覧
●絶景パノラマの地球岬と

有珠山ロープウェイ

仙 台

宮 古

室 蘭

地球岬（室蘭） ■o

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

村井國夫 
クルージングLIVE
昭和歌謡からミュー
ジカルソングまで、
多ジャンルの楽曲で
繋ぐLIVE。俳優・村
井國夫自身が選び
抜いたナンバーで、
素敵な時間をお届
けします。

音無美紀子 歌声広場 
～懐かしの歌謡曲、世界の歌、童謡
唱歌をご一緒に～
女優音無美紀子、村井
國夫と一緒に、皆様の
思い出の歌、懐かしの
歌を歌いましょう。とも
に舞台、ドラマで活躍中
の二人のエピソードを
楽しいお喋りも交えな
がら船上でのひと時を
お過ごしください。

日野真奈美 
真夏の海の風笛
ひんやり涼しい音楽から、情熱
の音楽まで。クラシックから映画
やジャズ、タン
ゴなど、真夏の
海に吹き抜け
る風のような、
爽やかなフル
ートサウンドを
お楽しみくだ
さい。

送迎バス運行 o JR仙台駅～仙台港間

浄土ヶ浜（宮古） ■o

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

2名様１室利用
A 180,000 188,000 200,000 213,000 229,000 297,000 412,000 432,000 708,000 747,000
B 143,000 149,000 158,000 169,000 181,000 235,000 327,000 342,000 555,000 585,000

1名様１室利用
A 245,000 245,000 260,000 277,000 367,000 476,000 660,000 692,000 1,133,000 1,196,000 
B 194,000 194,000 206,000 220,000 290,000 376,000 524,000 548,000 888,000 936,000 

3名様1室利用
A 144,000 151,000 160,000 171,000 
B 115,000 120,000 127,000 136,000 

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）
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函館

新潟

秋の北海道 函館クルーズ 

2020年9月7日（月） ▶ 9月9日（水）【新潟発着 2泊3日】

異国情緒あふれるレトロな街並み、歴史を感じる建造物、新鮮な海産物が並ぶ函館朝市など魅力溢れる港町へ。

9月
新潟発

oオプショナルツアー（一例）
●函館満喫ハイライト観光
●新日本三景の
　大沼国定公園と函館の1日

函 館

日程 入港 出港 寄港地

9 / 7 月 16:00 新潟
8 火 08:00 22:00 函館 ■k■o
9 水 15:00 新潟

■ お食事／朝食2回・昼食2回・夕食2回　　■ドレスコード／すべてカジュアルです。

※ 新潟港では無料の駐車場（事前予約制）を
ご用意。下船時まで駐車いただけます。
詳しくは最終日程表にてご案内いたします。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

ハルモニア バスクラリネット＆ピアノ コンサート
自由奔放なバスクラリネットと変幻
自在のピアノによるデュオユニット。
ジャズのスタンダードやポピュラー
など皆様お馴染みの楽曲、さらに2
人のオリジナル曲を演奏します。甘く
て渋いバスクラリネットと、星のよう
にきらめくピアノの放つ音にご注目
ください。

〈日本三大夜景〉函館夜景（函館） ■o

大沼公園（函館） ■oトラピスチヌ修道院（函館） ■o

連絡バス付 JR新潟駅～新潟港間

連絡バス付
（予約制・追加代金不要）
9／7・9／9
JR新潟駅  ◀▶ 新潟港

※詳しくは、最終日程表にてご案内いたします。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金
2名様１室利用 98,000 102,000 108,000 116,000 124,000 160,000 223,000 233,000 370,000 390,000
1名様１室利用 133,000 133,000 141,000 151,000 199,000 256,000 357,000 373,000 592,000 624,000 
3名様1室利用 79,000 82,000 87,000 93,000 

初乗船
割引

2名様１室利用 89,000 92,000 98,000 105,000 112,000 144,000 201,000 210,000 333,000 351,000
1名様１室利用 120,000 120,000 128,000 137,000 180,000 231,000 322,000 336,000 533,000 562,000 
3名様1室利用 72,000 74,000 79,000 84,000 

ぱしふぃっく びいなすのクルーズに初めてご乗船のお客様は
ご旅行代金が通常よりお得になるクルーズです。
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富山新港　

境港

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金
2名様１室利用 106,000 110,000 116,000 126,000 134,000 170,000 238,000 248,000 370,000 390,000
1名様１室利用 143,000 143,000 151,000 164,000 215,000 272,000 381,000 397,000 592,000 624,000 
3名様1室利用 85,000 88,000 93,000 101,000 

初乗船
割引

2名様１室利用 96,000 99,000 105,000 114,000 121,000 153,000 215,000 224,000 333,000 351,000
1名様１室利用 129,000 129,000 137,000 149,000 194,000 245,000 344,000 359,000 533,000 562,000 
3名様1室利用 77,000 80,000 84,000 92,000 

秋の山陰 境港クルーズ 

2020年9月10日（木） ▶ 9月12日（土）【富山新港発着 2泊3日】

山陰の松江・出雲などへの海の玄関口で日本有数の漁港・鬼太郎の町で有名な境港へ。

9月
富山発

oオプショナルツアー（一例）
●開館50周年記念 足立美術館
●日本一の庭園 足立美術館と出雲大社参拝
●水の都松江 堀川遊覧と日本庭園「由志園」

境 港

日程 入港 出港 寄港地

9 /10木 12:00 富山新港
11金 07:00 19:00 境港 ■k■o
12土 14:00 富山新港

■ お食事／朝食2回・昼食3回・夕食2回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。

※ 富山新港では無料の駐車場をご用意。下船時まで駐車いただけます。詳しくは最終日程表
にてご案内いたします。

※ 9／10・9／12　射水市提供によるJR富山駅⇔富山新港間の無料シャトルバスが
運行されます。詳細は最終日程表にてご案内いたします。

写真提供 ： （公社）島根県観光連盟、足立美術館

出雲大社（境港） ■o

松江 堀川遊覧船と塩見縄手（境港） ■o えびす様の総本宮 美保神社（境港） ■o
足立美術館 枯山水庭（境港） ■o

無料シャトルバス運行
（射水市提供）

JR富山駅～富山新港間

開館50周年 足立美術館
米国の日本庭園専門誌のランキングで連続日本一に選ばれる庭
園と「日本一の横山大観コレクション」と評される足立美術館は、
2020年に開館50周年を迎えます。それを記念し所蔵する北大路
魯山人の作品だけを展示する

「魯山人館」を新設。また、9月
11日より所蔵品から100点を
厳選・展示する「横山大観の全
貌」―名画100点にみる至高
の芸術―が開催されます。
新たな魅力が加わる美術館を
訪れてみませんか。

ぱしふぃっく びいなすのクルーズに初めてご乗船のお客様は
ご旅行代金が通常よりお得になるクルーズです。
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広島
横浜

別府

明石海峡大橋

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 111,000 117,000 126,000 132,000 144,000 186,000 255,000 270,000 459,000 486,000
1名様１室利用 153,000 153,000 164,000 172,000 231,000 298,000 408,000 432,000 735,000 778,000 
3名様1室利用 89,000 94,000 101,000 106,000 

秋の別府・広島クルーズ 

2020年9月27日（日） ▶ 9月30日（水）【横浜発広島着 3泊4日】

九州屈指の温泉地で湧出量日本一を誇る別府へ。湯布院や国東半島など近郊の観光も楽しめます。
※オプショナルツアーで訪れる場所を含みます。

9月
横浜発

oオプショナルツアー（一例）
●神仏の郷 国東 宇佐と昭和の町 豊後高田めぐり
●九重“夢”大吊橋と湯布院・由布岳を望む絶景露天風呂　

別 府

海地獄（別府） ■o

日程 入港 出港 寄港地

9 /27日 17:00 横浜
28月 終日クルージング

29火 08:00 19:00 別府 ■k■o
30水 09:00 広島

■ お食事／朝食3回・昼食2回・夕食3回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
o9／30　広島港～JR広島駅への送迎バスを運行いたします。詳しくは、最終日程表にて
ご案内いたします。

写真提供 ： 大分県

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

V
ヴァイオリズム

IOLIZM 
～ネオクラシカル

コンサート～
ソリスト4人によって結成され
たネオクラシカルユニット。

「ラ・カンパネラ」「私のお気に
入り」「白鳥の湖」等クラシック
を基軸にJAZZ、タンゴ、ポッ
プス、映画音楽など様々なジ
ャンルで心躍るひとときをお
届けします。

由布岳と湯坪通（別府） ■o

送迎バス運行 o 広島港～JR広島駅

九重“夢”大吊橋（別府） ■o
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金沢

ウラジオストク

ルースキー島
連絡橋

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円）

ロシア ウラジオストククルーズ 

2020年9月13日（日） ▶ 9月18日（金）【金沢発着 5泊6日】　
日本から一番近いヨーロッパ・ウラジオストクへ。
帝政ロシア時代の面影を色濃く残す建物と坂の多い街並みから「東洋のサンフランシスコ」とも呼ばれています。

9月
金沢発

日程 入港 出港 寄港地

9 /13日 17:00 金沢
14月 終日クルージング

15火 07:00
ウラジオストク ■o16水 19:00

17木 終日クルージング

18金 09:00 金沢
■お食事／朝食5回・昼食4回・夕食5回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※パスポート残存有効期間：ロシア出国時6ヵ月以上有効なものが必要です。また、査証が必要
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。

連絡バス付 JR金沢駅～金沢港間

連絡バス付（予約制・追加代金不要）9／13・9／18
JR金沢駅  ◀▶ 金沢港 　
※詳しくは、最終日程表にてご案内いたします。

世界最長の斜張橋 ルースキー島連絡橋

ウラジオストク港

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金
2名様１室利用 225,000 235,000 250,000 265,000 285,000 375,000 520,000 545,000 925,000 975,000
1名様１室利用 306,000 306,000 325,000 345,000 456,000 600,000 832,000 872,000 1,480,000 1,560,000 
3名様1室利用 180,000 188,000 200,000 212,000 

アクティブ
シニア割引

2名様１室利用 180,000 188,000 200,000 212,000 228,000 300,000 416,000 436,000 740,000 780,000
1名様１室利用 245,000 245,000 260,000 276,000 365,000 480,000 666,000 698,000 1,184,000 1,248,000 
3名様1室利用 144,000 151,000 160,000 170,000 

■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。旅行代金とあわせて別途お支払いが必要となります。
海外旅行保険ご加入について
万一のご病気・お怪我や事故、お荷物の紛失に備え、海外旅行保険へご加入をおすすめいたします。
寄港地で入院が必要な場合は、治療費、搬送費、帰国費用等、高額な費用がかかる場合がございますので十分な補償を得る為にもご検討ください。

クルーズ乗船時に満60歳以上の方は、旅行代金が通常より
お得になるクルーズです。
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アルセーニエフ
博物館

ウラジオストク中央駅
客船ターミナル

アムール湾

金角湾

ニコライ2世凱旋門

鷲の巣展望台
黄金橋

グム百貨店C-56潜水艦

ア
ド
ミ
ラ
ー
ラ・

フ
ォ
ー
キ
ナ
ー
通
り

ス
ヴ
ェ
ト
ラ
ン
ス
カ
ヤ
通
り

中
央
広
場

マリインスキー劇場沿海州ステージ

ロシア中央広場

日本から一番近いヨーロッパを散策

ウラジオストクに1泊停泊します。
旅情に満ちた港町の趣きをお楽しみください。

1904年全線開通、ウラジオストク～
モスクワをつなぐ大陸横断鉄道で
す。与謝野晶子をはじめ多くの人が
欧州へと旅立ちました。
帝政時代のロシア様式のウラジオス
トク中央駅の駅舎の待合室の天井
にはウラジオストクとモスクワの観光
地が美しく対に描かれています。
シベリア鉄道に乗車するオプショナ
ルツアーも予定しております。

シベリア鉄道

oオプショナルツアー
（一例）

ウラジオストク
●シベリア鉄道体験乗車
●ウラジオストク1日観光

アドミラーラ・フォーキナー通り ■o

ニコライ2世凱旋門 ■o

ウラジオストク中央駅
黄金橋

ホームと往時の蒸気機関車

シベリア鉄道（列車例イメージ） ■o

ロシア正教会 ■oC－56潜水艦博物館 ■o

鷲の巣展望台からの景観 ■o

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

coba  ファンタスティック・アコーディオン
数々の国際コンクールで優勝し、
世界中で公演を重ねるアコーディ
オニスト coba。アコーディオンの
イメージを革新したその音楽は
“coba”というひとつのジャンルに
なったとも言われています。情熱
的でピュアなそのサウンドに酔い
しれる一夜をお楽しみください。
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壱岐島

金沢

京都舞鶴
神戸

隠岐島

瀬戸大橋 明石海峡大橋

来島海峡大橋

秋の隠岐島・壱岐島と瀬戸内海クルーズ r
Aコース  2020年9月18日（金） ▶ 9月22日（祝）【金沢発神戸着 4泊5日】　
Bコース  2020年9月19日（土） ▶ 9月22日（祝）【京都舞鶴発神戸着 3泊4日】　

連休を利用し、自然豊かな日本海の島々へ。多島海 瀬戸内海の景観もお楽しみいただけます。

9月
金沢・

京都舞鶴発

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 9 /18金 17:00 金沢
2 1 19土 08:00 17:00 京都舞鶴 ■k■o
3 2 20日 08:00 17:30 隠岐島（浦郷） ■k■o
4 3 21祝 08:30 16:00 壱岐島 ■k■o
5 4 22祝 16:30

瀬戸内海クルージング
神戸

■ お食事／Aコース：朝食4回・昼食4回・夕食4回　Bコース：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。
■ 隠岐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。
※ Bコース　9／19 京都舞鶴での乗船受付は16：00頃を予定しております。

写真提供 ： （公社）島根県観光連盟、長崎県観光連盟

oオプショナルツアー（一例）
●日本三景 天橋立と古社名刹  （Aコース対象）
●摩天崖バス観光と国賀めぐり遊覧船
●壱岐の絶景！ 辰ノ島遊覧

京都舞鶴
隠岐島
壱岐島

送迎バス運行 o 神戸・大阪・京都～京都舞鶴港

連絡バス付 JR金沢駅～金沢港

連絡バス付（予約制・追加代金不要）9／18
JR金沢駅  ▶ 金沢港 　※詳しくは、最終日程表にてご案内いたします。

瀬戸内海クルージング

明石海峡大橋

来島海峡大橋

瀬戸大橋o9／19（Bコース）　神戸・大阪・京都～京都舞鶴港への送迎バスを運行いたします。
詳しくは、最終日程表にてご案内いたします。

波穏やかな瀬戸内海をゆったり
クルージング。点在する風光明
媚な島々、迫力ある大橋の真下
を通過など船ならではの景観を
お楽しみください。

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

2名様１室利用
A 180,000 188,000 200,000 213,000 229,000 297,000 412,000 432,000 708,000 747,000
B 143,000 149,000 158,000 169,000 181,000 235,000 327,000 342,000 555,000 585,000

1名様１室利用
A 245,000 245,000 260,000 277,000 367,000 476,000 660,000 692,000 1,133,000 1,196,000 
B 194,000 194,000 206,000 220,000 290,000 376,000 524,000 548,000 888,000 936,000 

3名様1室利用
A 144,000 151,000 160,000 171,000 
B 115,000 120,000 127,000 136,000 

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）
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国賀海岸（隠岐島） ■o

通天橋（隠岐島） ■o 摩天崖（隠岐島） ■o

原の辻一支国王都復元公園（壱岐島） ■o 猿岩（壱岐島） ■o

辰ノ島遊覧（壱岐島） ■o

隠岐神社（隠岐島） ■o

日本三景 天橋立（京都舞鶴） ■o元伊勢籠神社（京都舞鶴） ■o 五老スカイタワーより望む舞鶴湾（京都舞鶴） ■o

一支国博物館（壱岐島） ■o

世界ジオパークとして選ばれた西ノ島は、国賀海岸や
通天橋などに代表される雄大で美しい自然景観を誇
っています。
また、古くから「隠岐の国」と呼ばれており、パワースポ
ットも点在しています。

古事記にも記載があり、大陸との交流の
歴史や古代日本を感じられる島。豊かな
自然にも恵まれ景勝地も多くあります。

隠岐島

壱岐島

リアス式の美しい地形に恵まれ、旧海軍ゆかりの赤レンガ
の建造物を各所で目にすることができます。
近郊には日本三景の天橋立や「伊勢神宮のふるさと」と
言われる元伊勢籠神社などの観光も楽しめます。

京都舞鶴
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秋の日本一周クルーズ� m
Aコース  2020年10月 9 日（金） ▶ 10月18日（日）【神戸発着 9泊10日】　
Bコース  2020年10月10日（土） ▶ 10月19日（月）【横浜発着 9泊10日】　
季節やその土地ならではの自然や文化、歴史的景観などにふれる日本再発見の旅。
※オプショナルツアーで訪れる場所を含みます。

10月
神戸・横浜発

oオプショナルツアー（一例）
●紅葉の季節を迎える十和田湖と奥入瀬渓流
●アイヌの文化を感じる国立アイヌ民族博物館
●輪島市天領黒島角海家を訪ねる半日
●絶景の照葉大吊橋と綾観光

八 戸
白 老
輪 島
宮 崎

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 10/ 9 金 16:00 神戸
2 1 10土 14:30 17:00 横浜
3 2 11日 終日クルージング

4 3 12月 08:00 19:00 八戸 ■k■o
5 4 13火 08:00 17:00 白老 ■k■o
6 5 14水 17:00

輪島 ■k■o7 6 15木 17:00
8 7 16金 終日クルージング

9 8 17土 07:00 17:00 宮崎 ■k■o
10 9 18日 10:00 12:00 神戸

10 19月 10:30 横浜
■お食事／Aコース：朝食9回・昼食8回・夕食9回　Bコース：朝食9回・昼食8回・夕食9回　
■ドレスコード／インフォーマル1回　その他はカジュアルです。

横浜
輪島

白老
八戸

神戸

宮崎

生駒高原のコスモス畑（宮崎） ■o
※花の開花時期・状況は気象条件等により異なります。

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

早期申込
割引

2名様１室利用 385,000 402,000 428,000 454,000 488,000 642,000 890,000 932,000 1,582,000 1,668,000
1名様１室利用 523,000 523,000 557,000 591,000 781,000 1,028,000 1,424,000 1,492,000 2,532,000 2,669,000 
3名様1室利用 308,000 322,000 343,000 364,000 

通常代金
2名様１室利用 405,000 423,000 450,000 477,000 513,000 675,000 936,000 981,000 1,665,000 1,755,000
1名様１室利用 550,000 550,000 585,000 621,000 821,000 1,080,000 1,498,000 1,570,000 2,664,000 2,808,000 
3名様1室利用 324,000 339,000 360,000 382,000 

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） （A・Bコース同額） m 2020年6月30日（火）までにお申し込みの場合、早期申込割引代金が適用となります。

写真提供 ： フローランテ宮崎
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ウポポイは、アイヌ文化復興・創造の拠点となるナショナルセンターです。

画像はイメージです。

天領黒島（重要伝統的建造物群保存地区）（輪島） ■o

白米千枚田（輪島） ■o

フローランテ宮崎 秋のフローラル祭（宮崎） ■o
※花の開花時期・状況は気象条件等により異なります。登別 地獄谷（白老） ■o

施設外観
文化庁提供

ムックリ演奏体験
文化庁提供

輪踊りの様子
（公財）アイヌ民族文化財団提供

種差海岸（八戸） ■o

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

松崎しげる 
スペシャルコンサート
～ぱしふぃっく びいなす

一夜限りのメモリー～
1977年「愛のメモリー」が大ヒット。
国内外、数々の音楽祭で受賞の実績
を持つ実力派であり、年間数多くのス
テージをこなし「ディナーショーキン
グ」の異名を持つ松崎しげるが最高
の時間をお届けいたします。

幸田浩子 
ソプラノコンサート　

～美しい日本の秋～
日本を代表するオペラ界のミューズによ
る名曲の数々を、是非ご堪能ください。

「大好きな海。海は全てを生み出し、育
み、いつも優しいエネルギーを与えて
くれます。優雅な、ぱしふぃっく びいな
す船上にて、愛おしい海と、美しい日本
の秋を、音楽で皆様をお待ちいたして
おります。」

ウポポイ（民族共生象徴空間）　2020年4月 白老にオープン

【ウポポイの主要施設】
・国立アイヌ民族博物館

先住民族アイヌを主題とした日本初の国立博物館。アイヌ民族の視点で語る多彩な展示で歴史や文化
を紹介します。
・国立民族共生公園

体験型フィールドミュージア
ムとして、古式舞踊の公演や
多様な体験プログラムを通
じて、アイヌ文化を体感でき
ます。
・慰霊施設

アイヌの方々による尊厳ある
慰霊を実現するための施設と
して、ポロト湖東側の高台に
整備されます。

※白老からの oで訪問予定
です。
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上海

神戸
横浜

大連

秋の中国クルーズ ～新旧の魅力溢れる街を楽しむ～ 

Aコース  2020年10月19日（月） ▶ 10月31日（土）【横浜発着 12泊13日】　
Bコース  2020年10月20日（火） ▶ 10月30日（金）【神戸発着 10泊11日】　
急速な発展を遂げた姿と古くて懐かしい風景、中国の今と昔を感じる旅へ。　※オプショナルツアーで訪れる場所を含みます。

10月
横浜・神戸発

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 10/19月 17:00 横浜
2 1 20火 15:00 19:00 神戸
3 2 21水

終日クルージング
4 3 22木
5 4 23金 07:00

大連 ■o6 5 24土 21:00
7 6 25日 終日クルージング

6 7 26月 12:30
上海 ■o9 6 27火 23:59

10 9 28水
終日クルージング

1110 29木
1211 30金 09:00 12:00 神戸
13 31土 10:30 横浜

■ お食事／Aコース:朝食12回・昼食11回・夕食12回　Bコース:朝食10回・昼食9回・夕食10回
■ドレスコード／インフォーマル1回　その他はカジュアルです。
※ パスポート残存有効期間：中国入国時6ヵ月以上有効なものが必要です。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。
※ Bコース　10／20 神戸港での乗船受付は16：30頃を予定しております。

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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

2名様１室利用
A 524,000 548,000 584,000 618,000 666,000 874,000 1,210,000 1,270,000 2,156,000 2,274,000
B 450,000 470,000 500,000 530,000 570,000 750,000 1,040,000 1,090,000 1,850,000 1,950,000

1名様１室利用
A 713,000 713,000 760,000 804,000 1,066,000 1,399,000 1,936,000 2,032,000 3,450,000 3,639,000 
B 611,000 611,000 650,000 689,000 912,000 1,200,000 1,664,000 1,744,000 2,960,000 3,120,000 

3名様1室利用
A 420,000 439,000 468,000 495,000 
B 360,000 376,000 400,000 424,000 

■ 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。旅行代金とあわせて別途お支払いが必要となります。
海外旅行保険ご加入について
万一のご病気・お怪我や事故、お荷物の紛失に備え、海外旅行保険へご加入をおすすめいたします。
寄港地で入院が必要な場合は、治療費、搬送費、帰国費用等、高額な費用がかかる場合がございますので十分な補償を得る為にもご検討ください。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円）
びいなす倶楽部会員の方はご旅行代金が20％割引となります。
※びいなす倶楽部については、10ぺージをご覧ください。

〜びいなすクルーズ30周年記念〜
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上海

oオプショナルツアー
（一例）

●旅順1日観光
●「東洋のベニス」
　水の都 蘇州1日観光

大 連
上 海

瀋陽（旧奉天） 故宮大政殿（大連） ■o

京劇

変面

中国高速鉄道（大連） ■o（列車一例・イメージ）丹東 鴨緑江断橋（大連） ■o

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

中国伝統芸術公演 
次々に面が変わる技は国家機密とされる人気の川劇「変
面」、楊貴妃の美しさ・気品と心の機微を繊細に描く「京劇・
貴妃酔酒」、「アクロバット漫談」など間近で見る伝統芸術を
お楽しみください。

中山広場（大連） ■o

ロシア人街（大連） ■o

旅順「爾霊山」忠魂碑（大連） ■o

外灘（上海） ■o

遺産

世界
文化

遺産

世界
文化

周荘（上海 ■o

中国の高速鉄道を利用し大連近郊の旧満州の都市や北朝鮮との国境の街への観光もお楽しみいただけます。 ■o

蘇州・留園（上海） ■o

OL  オーバーランドツアー

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も

予定しています。
大連から上海間にて、

始皇帝の軍隊「兵馬俑」等への
ツアーを計画中です。

※詳細は後日、発表いたします。
兵馬俑 OL

遺産

世界
文化
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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。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。

（4）募集型企画旅行の参加に際し特別な配慮を必要とするお客様は、契約の
申し込み時に申し出てください。この時当社は可能な範囲でこれに応じます。
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
の同行を条件とします。

（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、妊娠
中の方、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。

（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）長期クルーズ（クルーズ期間31日間以上）および当社が指定するクルーズでは、
すべてのお客様に健康アンケートの提出をお願いいたします。その内容によって
は医師による「お客様の健康情報」（所定書式）の提出をお願いいたします。

（6）６ヵ月未満のお子様はご乗船できません。
（7）他の旅行者に迷惑を及ぼしまたは団体旅行の円滑な実施を妨げる恐

れがあると認められるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
（8）お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたときは、

お申し込みをお断りする場合があります。
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国内クルーズ
の場合は21日目に当たる日より前に、海外クルーズは、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、運送機関に課す付加運賃・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宿泊・食事・船内イベント参加費用（一部を除く）
（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の中に含まれません。その一部を例示します。

（1）船内での有料サービス、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）疾病、傷害に関する治療費およびそれに伴う諸費用
（3）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
（4）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
（5）渡航手続き諸費用（旅券印紙代、査証代、予防接種料金、渡航手続

取扱料金等）
（6）任意の旅行保険料並びに携帯品保険料
（7）客室タイプ変更による追加代金
（8）国際観光旅客税・日本国外の出入国税等及びこれに類する諸税
（9）運送機関の課す付加運賃・料金

旅券・査証について（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）
お客様がお申し込みになられた旅行において、旅券（パスポート）の有
効残存期間や査証（ビザ）を必要とする場合があります。具体的な必要
国は本パンフレットに記載されていますので、ご確認ください｡
＊現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査
証取得はお客様の責任で行ってください。これらの手続等の代行に
ついては、取扱店（当社）が渡航手続代行料金をいただいてお受けし
ます｡

旅行契約内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中
止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供等の当
社が関与しえない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。

（2）当社の責任とならない各種ローンの取り扱いおよびその他渡航手続き
上の事由に基づき、お取り消しになる場合も上記の取消料をお支払い
いただきます。
当社による旅行契約の解除
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国内旅
行にあっては13日目に当たる日より前に、海外旅行にあっては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。
旅程管理
添乗員は同行いたしませんが、船内では係員が、現地では現地係員が
お世話いたします。
当社の責任
当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠
償いたします（お荷物に関する賠償限度額はお1人様15万円、当社に
故意又は重大な過失がある場合を除きます）。

8

11

12

13

14

16

2

3

4

5

6

7

旅行契約の解除日 取消料
〈国内クルーズ〉

21日前まで
20日前から8日前まで旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって
7日前から2日前まで

旅行開始日の前日
旅行開始日の当日（下記除く）
旅行開始後または無連絡不参加

無  料
旅行代金の 20％
旅行代金の 30％
旅行代金の 40％
旅行代金の 50％
旅行代金の100％

旅行契約の解除日 取消料
〈海外クルーズ（長期クルーズを除く）〉

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（下記除く）
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。

旅行契約の解除日
〈海外長期クルーズ（クルーズ期間31日間以上）〉

121日前まで
120日前から91日前まで旅行開始日の

前日から起算して
さかのぼって

90日前から61日前まで
60日前から31日前まで
30日前から21日前まで
20日前から3日前まで

無  料
取消料

旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の

旅行開始日の前々日から当日まで（下記除く） 旅行代金の
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の

  5％
 10％
 20％
 30％
 40％
 50％
100％

変更補償金の支払いが必要となる変更

契約書面に記載した旅行開始日または旅行
終了日の変更
契約の書面に記載した入場する観光地また
は観光施設（レストランを含みます）、その他
旅行目的地の変更
契約書面に記載した運送機関の等級または
設備のより低い料金のものへの変更（変更
後の等級および設備の料金の合計額が契
約書面に記載した等級および設備のそれを
下回った場合に限ります）
契約書面に記載した運送機関の種類または
会社名の変更
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地た
る空港または旅行終了地たる空港の異なる
便への変更
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間
における直行便の乗継便または経由便への
変更
契約書面に記載した宿泊機関の種類または
名称の変更
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、
設備または景観その他客室の条件変更
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツア
ータイトル中に記載があった事項の変更

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.5

3.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

5.0

一件あたりの率（％）
旅行開始前 旅行開始後

注1）「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までに旅行
者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更について旅
行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2）第4号または第7号、第8号に掲げる変更が1乗車船または1泊の中
で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1変更として取
り扱います。

注3）第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までを適用せず第
9号によります。

2019.12

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。

取消料（お客様による旅行契約の解除）
（1）お客様はいつでも次に定める取消料を払って旅行契約を解除すること

ができます。ただし、契約解除のお申し出は、営業時間内にお受けします。

旅程保証
当社は右表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、右表に記載
する変更補償金を支払います。ただし、次の場合は変更補償金は支払いま
せん。天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行
サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービス提供、旅行
参加者の生命又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旅行契約につき旅行代金の15％を限度とします。
また、変更補償金が千円未満であるときは、変更補償金は支払いません。

お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被った時は、そのお客様
に損害の賠償を申し入れます。
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12月1日現在を基準として算定しております。
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。なお期日前であってもお問い合せいただけ
れば手配状況についてご説明いたします。
その他

（1）当社はいかなる場合も旅行の再実施は行いません。
（2）お客様が個人的な案内・買物等を係員、現地係員等に依頼された場合の

それに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様
の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要し
た諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。

（3）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。
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｡
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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/

募集型企画旅行契約
この旅行は、当社が企画、募集し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・条件はこの書面による他、パンフレット、
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。旅行業約款に定めのない
事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

1

旅行代金の額の変更
（1）当社は利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改訂により、旅行代

金の額を変更することがあります。増額の場合は、旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼって、15日目に当たる日より前にお知らせします。

（2）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、
旅行契約の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時は、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。

9

10

特別補償
当社は責任の有無にかかわらず、お客様が、当旅行参加中に、急激か
つ偶然な外来の事故により生命、身体、または手荷物に被った一定の
損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海
外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数
により海外旅行4万円～40万円、国内旅行2万円～20万円、通院見
舞金として通院日数により海外旅行2万円～10万円、国内旅行1万円～
5万円、携行品にかかる損害補償金（15万円を限度、ただし一個又は
一対についての補償限度は10万円）を支払います。

15

旅行代金の総額 15万円未満 30万円以上15万円以上30万円未満
20,000円以上 50,000円以上30,000円以上

海外クルーズは旅行代金の20％
申込金

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　一般社団法人 日本旅行業協会正会員
一般社団法人 日本外航客船協会会員

旅行企画・実施

運航会社：日本クルーズ客船株式会社

変更補償金の支払いが必要となる変更

契約書面に記載した旅行開始日または旅行
終了日の変更
契約の書面に記載した入場する観光地また
は観光施設（レストランを含みます）、その他
旅行目的地の変更
契約書面に記載した運送機関の等級または
設備のより低い料金のものへの変更（変更
後の等級および設備の料金の合計額が契
約書面に記載した等級および設備のそれを
下回った場合に限ります）
契約書面に記載した運送機関の種類または
会社名の変更
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地た
る空港または旅行終了地たる空港の異なる
便への変更
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間
における直行便の乗継便または経由便への
変更
契約書面に記載した宿泊機関の種類または
名称の変更
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、
設備または景観その他客室の条件変更
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツア
ータイトル中に記載があった事項の変更

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.5

3.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

5.0

一件あたりの率（％）
旅行開始前 旅行開始後

注1）「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までに旅行
者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更について旅
行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2）第4号または第7号、第8号に掲げる変更が1乗車船または1泊の中で複数
生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1変更として取り扱います。

注3）第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までを適用せず第9号によります。
お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被った時は、そのお客様
に損害の賠償を申し入れます。
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12月1日現在を基準として算定しております。
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。
なお期日前であってもお問い合せいただければ手配状況についてご説明いたします。
その他

（1）当社はいかなる場合も旅行の再実施は行いません。
（2）お客様が個人的な案内・買物等を係員、現地係員等に依頼された場合の

それに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様
の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要し
た諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。

（3）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。
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｡
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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/

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。

クルーズのゆたか倶楽部は日本で最初のクルーズの
専門旅行会社です。クルーズの専門知識を持つ

スペシャリストとして認定されたクルーズコンサルタント
及びクルーズマスターが在籍しており、

お気軽にお問合せ、ご来店をお待ちしております。

クルーズコンサルタント クルーズマスター

海外クルーズは旅行代金の10％

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-5-15 ゆたか倶楽部ビル

東京・本社 JR神田駅　東口前

総合旅行業務取扱管理者 クルーズコンサルタント 阿部賢一
03-5294-6261（代）

〒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

横浜営業所 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
045-227-8211（代）

〒530-0001
大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル 2階

大阪営業所 大阪駅前第4ビル

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
06-6455-0931（代）




