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秋田 竿燈まつり

2019年8月4日（日）～8月15日（木） 12日間  横浜港発着

2019.3/31ご予約分まで
（内側客室をのぞく）

早期予約割引特典適用！

ダイヤモンド・プリンセスでめぐる日本の夏まつり！

A気ままにフリープラン（クルーズのみ）B4つの祭り観覧席付プラン

青森 ねぶた祭り

徳島 阿波おどり 高知 よさこい祭り

最大
2万円

竿燈・ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く日本の夏！

総トン数：115,875トン
全長：290m 全幅：37.5m

乗客定員：2,706人
就航：2004年（2014年改装）

SHIP DATA
ダイヤモンド・プリンセス

ゆたか倶楽部
添乗員同行！

ます。



真夏の病魔や邪気を払う、ねぶり流し行
事として宝暦年間にはその原型ができ
ていたと言われます。竿燈で最も大きい
ものは高さが約12mもあり、提灯は46個
もついています。印半纏の男衆が頭・肩・
腰などに竿燈を乗せ、妙技を披露しま
す。目の前のいす席で観る個人技の迫
力は圧巻です。

秋田 竿燈まつり

高知 よさこい祭り
昭和29年、当時の不景気風を吹き飛ばし、市民を元気づけようと行われた
のが始まりです。今や日本のみならず、世界にも広がりつつある「よさこい」。
本家高知市では、よさこい祭り本番に約190チーム、2万人の踊り子が参加。
各チームがそれぞれの個性を出した衣装、音楽、振り付けを施し、高知市内
16の競演場・演舞場でエネルギッシュな踊りを披露。街中はよさこい一色
に包まれます。

横浜

青森

秋田

境港

高知

関門海峡 徳島

釜山

韓
国

※写真はすべてイメージです。

東北の夏を彩る2大祭り、秋田竿燈と青森ねぶた、

日本の祭を代表する阿波おどり、高知のよさこい祭を観覧できます。

青森 ねぶた祭

日本の夏！竿燈・ねぶた・よさこい・
阿波おどりに沸く周遊クルーズと韓国

選べる2つのプラン

4つのお祭り全てかあるいはいずれかのお祭りをすでにご覧いただいたことのあるお客様
や体調を考えていらっしゃるお客様におすすめします。

※各寄港地の観光や観覧は、すべて別料金のオプショナルツアーとなります。
A気ままにフリープラン（クルーズのみ）

日本の夏を彩る人気の4つのお祭りを全てご覧いただける大変お得なプランです。
ゆたか倶楽部の添乗員が同行し、安心してご参加いただけるおすすめプランです。

※8/6竿燈まつり、8/7ねぶた祭、8/12よさこい祭り、8/13阿波おどりの
　専用観覧席代と各会場への送迎代が含まれています。

B4つの祭り観覧席付プラン

●食事回数：朝食11回、昼食10回、夕食11回　※ねぶた祭は、最終日の海上運行をご覧いただけます。
※天候・港湾などの事情によりスケジュールは変更になる場合があります。　※最少催行人員は1名様です。
※各寄港地では、オプショナルツアー（有料）を設定します。詳細は後日、ご案内します。

※上記以外のカテゴリーもございます。お問合せください。※早期予約割引は2019年3/31までのお申込に適
用されます。※キャプテンズ・サークル・メンバー（リピーター）割引との併用が可能です（3～4人目は除く）。
●（  ）内の金額は客室をお1人様利用の追加代金です。●租税・手数料および港湾手数料としてお一人様14,300円が別途か
かります。●船内チップが別途かかります。1名1泊あたり、スイートは＄15.5、ジュニアスイート以上は＄14.5、その他客室は、
＄13.5が船内会計に自動的にチャージされます。●租税・手数料および港湾手数料は予告なしに変更される場合がございます。

ねぶた1台に2,000人もつき、約3kmにわたって練り歩きます。
観光客もあわせ、約300万人以上が繰り出す東北最大のまつり
です。1980年には国の重要無形民俗文化財に指定された日本
を代表する夏祭りです。祭りの最終日の7日は、夜の海上運行と
花火大会をご覧いただきます。

日本三大盆踊りであり、江戸開府より約400年の歴史が
ある日本の伝統芸能のひとつです。夏季になると徳島
県内各地の市町村で開催され、なかでも徳島市阿波
おどりは踊り子や観客数において国内最大規模です。
阿波おどりのお囃子が響き、ぞめきのリズムにリズムに
踊り子や見物客の身も心も弾みます。

活気ある夏祭りの雰囲気が大好きな夫婦です。以
前、竿燈祭りにクルーズ船で到着した一行と出会い、
クルーズ船で夏祭りに行くことに憧れていました。
そこで4つの祭りを見ることができるこのクルーズ
に飛びつきました。クルーズは、初めてですので、定
評のあるクルーズ船であること、それになにより竿
燈・ねぶた・よさこい、阿波踊りと日本の夏を代表す
る４つの祭りの観覧席付きプランが設定されている
ことが決め手でした。これまでは、祭り会場近くのホ
テルを予約したり、混雑している交通機関を利用し
ていましたが、今回は、全く違いました。添乗員が付
き、専用車で祭り会場に向かい、当然、観覧席も用意
されていて、安心して、ゆったりと祭りを楽しむこと
ができました。
東京都　H.Y様　ゆたか倶楽部会員　70代男性

お客様の声
2016年、2018年実施の本クルーズには、約300名のお客様にご参加いただき、

大変ご好評をいただきました。
初めてのクルーズと夏祭り、最高でした！

昨年、北海道クルーズに乗船した際、来年は、日本の夏
をとことん満喫しようと考え、8月4日からの４つの祭り
観覧席付プランがあるクルーズとその後に続く、8月
15日からの熊野大花火を見ることができるクルーズの
２つを連続乗船として船上予約しました。
４つの祭りはテレビではよく取り上げられますが、実際
に見たことがなく、間近に見るお祭りはいずれも迫力が
あり、圧倒されました。ダイヤモンド・プリンセスからお
祭り会場まではゆたか倶楽部の添乗員さんが同行で送
迎・観覧席付でどのお祭りも堪能できました。
続いて熊野大花火は、これも写真で見たことあるだけ
でしたが、クルーズ船のデッキから夜空いっぱいに広が
る大花火に興奮しました。毎日が、夏のイベントのよう
なクルーズをこころゆくまで楽しむことができました。
夏のクルーズの連続乗船もお勧めです。
神奈川県　S.A様　ゆたか倶楽部会員　60代女性

一度に4つの夏祭りと熊野大花火クルーズを
連続で楽しみました！
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竿燈まつり

ねぶた祭

よさこい祭り

阿波おどり

徳島 阿波おどり

■旅行代金（2名1室ご利用の大人お一人様）
A気ままにフリープラン（クルーズのみ）

※各寄港地の観光や祭りの観覧は、全てオプショナルツアーとなります。祭りの観覧席は船会
社主催のオプショナルツアーをご利用いただきます（別料金）。

客室タイプ
内側

海側（視界がさえぎられます）
海側

海側バルコニー（中央）
ジュニア・スイート（中央）

257,000（257,000）
268,000（268,000）
323,000（323,000）
401,000（401,000）
570,000（570,000）

早期割引はございません
258,000（258,000）
313,000（313,000）
381,000（381,000）
550,000（550,000）

旅行代金（単位・円） 早期申込割引代金

B4つの祭り観覧席付プラン
※8/6竿燈まつり、8/7ねぶた祭（夜のねぶた海上運行と花火大会）、8/12よさこい祭り、
8/13阿波おどりの観覧席と港から各会場への往復送迎代が含まれています。

ご案内：8/7のねぶた祭は、昼のねぶたは含まれておりません。別途オプショナルツアーでご案内い
たします。観覧席プランは、チケット手配の都合上、2019/3/31で一旦締切とさせていただきます。

客室タイプ
内側

海側（視界がさえぎられます）
海側

海側バルコニー（中央）
ジュニア・スイート（中央）

307,000（257,000）
318,000（268,000）
373,000（323,000）
451,000（401,000）
620,000（570,000）

早期割引はございません
308,000（258,000）
363,000（313,000）
431,000（381,000）
600,000（550,000）

旅行代金（単位・円） 早期申込割引代金

旅のポイント
日本の夏祭りを代表する「青森のねぶた祭」、
「秋田の竿燈まつり」、「高知のよさこい祭り」、
「徳島の阿波おどり」の4つのお祭りを一度に
お楽しみいただける夏のクルーズの決定版です。
B「4つの祭り観覧席付プラン」では、観覧席と
往復の送迎が付き、添乗員も同行のお得な
コースを設定しました。

「青森のねぶた祭」は、最終日の最大のイベントである
「ねぶたの海上運行」と「花火大会」をお楽しみいただき
ます。祭りで大賞を受賞した6台のねぶたが海上を運行
し、約11,000発の大花火が祭りのフィナーレを飾ります。

クルーズ中は、ゆたか倶楽部の添乗員が同
行いたします。船内ではツアーデスクを設け、
毎晩「ゆたか倶楽部からのお知らせ」を
お部屋にお届けします。船内生活を充実、
　 安心してご乗船いただけます。

1

2

3

2019年8月4日（日）～8月15日（木） 12日間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

関門海峡
本州の山口県下関市と九州の福岡県北九州市を
隔てる海峡。名称は両岸の地名である、下関市の
「関」と、北九州市門司区の「門」を取ったもので
す。昼夜を問わず、大小の船舶がひっきりなしに
往来します。壇ノ浦の戦いなど歴史の舞台にも
なった場所です。

ビュー
ポイント！



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。
 

 

横浜営業所 横浜港国際客船ターミナル

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

〒101-0044
東京都千代田区
鍛冶町2ｰ5ｰ15
ゆたか倶楽部ビル

総合旅行業務取扱管理者
クルーズマスター
永井ひろみ

〒530-0001
大阪市北区梅田
1ｰ11ｰ4
大阪駅前第4ビル 2階

総合旅行業務取扱管理者
クルーズコンサルタント
大久保俊之

〒231-0002
横浜市中区海岸通１ｰ１
横浜港国際客船
ターミナル 2階

総合旅行業務取扱管理者
クルーズコンサルタント
富永哲也

TEL.（03）5294-6451 TEL.（06）6455-0931 TEL.（045）227-8211

大阪営業所  大阪駅前第4ビル本　社 JR神田駅　東口前

クルーズのゆたか倶楽部株式会社

旅行企画・実施

■募集型企画旅行契約
この旅行は、クルーズのゆたか倶楽部（株）（以下「当社」といいます）が企
画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画
旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになります。旅行条
件は、募集広告（パンフレット等）の各コースに記載されている条件によるほ
か、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称
する確定書面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。
■お申し込み方法と契約の成立
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金をお支払い下さい。
申込金は旅行代金により異なります。

申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。
●電話・郵便・ファックス等による予約申し込みの場合、申し込みの翌日から起
算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。申込書と申込金
を提出されない場合、当社は申し込みはなかったものとして取り扱います。
●募集型企画旅行契約は、当社が申込金を受領したときに成立するものと
します。
■旅行残金のお支払い
旅行残金は、7泊以上の場合は、旅行出発日の前日から起算してさかの
ぼって75日目にあたる日より前に（お申し込みが間際の場合は当社が指定
する期日までに）お支払いください。
■旅行代金の額の変更
利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改定により、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15日目
にあたる日より前にお知らせします。
■取消料（お客様による旅行契約の解除）
取消料については右記をご覧ください。

◆7泊以上の場合

■旅行代金に含まれるもの
船舶運賃、キャビン使用料、乗船中の全食事代（一部有料）、船内でのエン
ターテインメント、テンダーボート代など。
■旅行代金に含まれないもの
渡航手続き諸費用、自宅から発着港間の交通費、お荷物宅配料金、船内の
アルコール類、レギュラーメニュー以外のドリンク類、ステーキハウスおよ
びサバティーニのテーブル料、寿司バーでの飲食代、一部のカルチャー教
室、インターネット、ランドリー、クリーニング、電話代、マッサージ、美容院
等の個人的な費用、船内でのチップ、各寄港地での観光（オプショナルツ
アー）や食事など。なお、租税・手数料及び港湾費用はご旅行代金とあわせ
別途ご請求します。
※燃油サーチャージは、今後の原油価格の動向によりチャージされる場合
があります。
※租税・手数料及び港湾費用および燃油サーチャージの代金は予告無しに
変更される場合があり、運航会社はクルーズ代金全額収受後でも、その不
足分をお支払いいただく権利を有します。
■添乗員
●添乗員が同行します。各寄港地での旅程管理業務を行います。
■お申し込み条件
●旅行開始時点で20歳未満の方は20歳以上の方の同乗が必要です。
●6ヶ月未満の乳児、および妊娠24週目以降のお客様はご乗船いただけ
ません。

●お体の不自由な方、特別治療を要する方、車椅子をご利用の方は予約時
にお申し出の上、英文の診断書をご用意ください。なお、車椅子対応客室を
ご希望の方は、客室数が限られてますのでお早めにお申し込みください。ま
た車椅子をご利用の方は付き添いの方のご乗船が必要です。
●ご旅行終了日までに有効期間が6ヶ月以上残っている旅券（パスポート）
をご用意ください。
■旅行条件・旅行代金の基準日
2018年9月20日を基準としています。
■その他
旅行代金は2人部屋を２名でご利用いただいた場合のお一人分を表示し
ています。当社はいかなる場合も旅行の再実施をいたしません。
■お客様の解除権
※お客様は、表で定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅
行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」
とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただ
いた時を基準といたします。
※当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場
合も取消料をいただきます。
■個人情報について
当社は旅行をお申し込みの際にご提出いただいたお客様の個人情報（氏
名、住所、電話番号、メールアドレスなど）について、お客様との連絡・お申し
込みいただいた旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配の
ための手続きに必要な範囲内でご利用させていただきます。

※本パンフレットの掲載写真はすべてイメージです。寄港地の写真及び文
章にはオプショナルツアー・自由行動で訪問する場所も含まれています。
※本パンフレットの掲載情報は2018年9月20日現在のもので、変更され
る場合がございます。

YUTAKACLUB CRUISES

旅行代金の金額
申込金

15～30万円未満
30,000円

50万円以上
100,000円

30万円以上～50万円未満
50,000円

出発日の前日から起算して75日前以前
出発日の前日から起算して74～57日前
出発日の前日から起算して56～29日前
出発日の前日から起算して28～15日前
出発日の前日から起算して14日前以降

無料
ご旅行代金の20%
ご旅行代金の50%
ご旅行代金の75%
ご旅行代金の100%

プリンセス・クルーズで船旅ならではの過ごし方をお楽しみください。
食 の 心 配も不 要 で す 。 湯ったりくつろい で …

日本の寿司とお酒をいつでも
海（kai）寿司

ディナーには和食のメニュー、朝食には日替
わりの和定食も毎日ご用意しております。

本格的な寿司や各地の銘酒が好評の寿司
レストランがあります。セットメニューもご
用意しております。※有料です。

洋上最大級の展望浴場
泉の湯
屋内の男女別風呂にはオー
シャンビューの岩風呂と木の
風呂、屋外には男女共用のス
パプール。大海原をながめな
がらの入浴で心からのリフ
レッシュを。
※ご利用の際には事前のご予約
　と入場料が必要となります。

和定食

麺 類

内 側 海側バルコニー ジュニアスイート
内側、 ツインベッド、 シャワー付き／約16～17㎡ 海側、 プライベート・バルコニー付き、 ツインベッド、

ハンドシャワー付き／約22～29㎡
海側、 プライベート・バルコニー付き、 リビングエリア、 ソファーベッド
付き、 ツインベッド、 バスタブ、 ハンドシャワー付き／約33㎡

鳥取県西部に位置し、日本
海の主要港として栄える
境港。漫画家・水木しげる
氏の出身地で水木しげる
ロードなど、水木氏にちな
んだ名所が多くあります。
また人気の足立美術館や
出雲大社などにも足を延
ばすことができます。

境　　港

「鬼ヶ城大仕掛け」など約1万発が打ち上げられる大迫力の熊野大花
火をご覧いただけます。ご希望の方はお問い合わせください。

韓国第二の都市釜山は、
昔から港町として発展して
きました。チャガルチ市場
などは活気に満ちて、地元
の人々の生活を感じるこ
とができます。

釜　　山 夏の花火を楽しむ「熊野大花火と
夏の日本南国めぐり」横浜発着
2019年8月15日（木）～8月23日（金） ９日間／

【早期申込】190,000円（内側）～806,000円（グランド・スイート）

※寄港地のオプショナルツアーの詳細・料金などは、後日発表いたします。

水木しげるロード 釜山
連続乗船も
おすすめ！

横浜～和歌山下津～（熊野）～高知～関門海峡クルージング
～釜山～長崎・（軍艦島沖航行）～油津（宮崎）～横浜
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