
国内クルーズ
海外クルーズ



※掲載の写真はすべてイメージです。

洋上の楽園にようこそ！
クルーズは人と人の繋がりが自然と深まる旅です。
初めての船旅でも気軽に過ごせる船内では同じ時間をともにする仲間をはじめ、
旅の中での出会いや交流が生まれ、自然と隣り合わせだからこそ出会える魅力が数多くあります。
その様々な出会いと感動が旅をより豊かなものにしてくれます。
心地よく流れる、ゆったりとした豊かな時間。
ようこそ、ふれんどしっぷ「ぱしふぃっく びいなす」へ。

フレンドリー ＆
エキサイティング
Friendly & Excit ing

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

SH I P  DATA
■ 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
■ 巡航速力 ／ 18ノット

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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※アルコール飲料などのお飲み物は有料となります。　※掲載の写真はすべてイメージです。3

夕食

料理長 シニアソムリエ

料理長
フード＆ビバレッジ
マネージャー

味わう
すべてはお客様の「美味し
い」のために、心を込めて
作るお食事。本格的な和食
は日本船ならでは。



ティータイム びいなす
オリジナルドリンク
（有料）

洋食

※掲載の写真はすべてイメージです。 4

和食

スイーツ

朝食

吉野 建　
（「レストラン 
タテルヨシノ」
パートナーシェフ）

ヘッドウェイター

パティシエ



※掲載の写真はすべてイメージです。

クルーズ
ディレクター

スペシャルゲスト

宝田明 藤原道山×SINSKE 平松愛理

（一例）

ライブ

東儀秀樹 牛田智大

©AYAKO YAMAMOTO

©Ariga Terasawa　
衣装企画：　株）オンワード樫山　
縫製：　グッドヒル（株）

奏でる
毎夜変わるエンターテイメ
ント。ゲストによるショーを
お楽しみください。
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キッズ
プログラム

ふれんどしっぷナイト

※掲載の写真はすべてイメージです。

ホテルマネージャー

ソーシャルスタッフ

アクティビティ（一例）

クルーズディレクター

6

楽しむ
笑顔あふれるフレンドリー
なおもてなし

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 ！

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。



船内施設のご案内

※掲載の写真はすべてイメージです。

充 実 の 施 設 が 素 敵 な 時 間 を 紡 ぎ ま す 。
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※掲載の写真はすべてイメージです。 8



上 質 な 旅 の 時 間 を  

■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・Eメール専用ノートパソコン付

（Room1001）アルカイック展望バス

（Room1004）ノーブル

（Room1003）エレガント

（Room1002）モダン

（Room1003）エレガント

（Room1002）モダン

※ブルーレイプレーヤー付

■定員：2名
□10階・16室
　（35m2、バス・トイレ・バルコニー付）

※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

ロイヤルスイートルーム A・B

スイートルーム

客室のご案内

（Room1004）ノーブル

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

クローゼット

ベッド

バスルーム

バルコニー
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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。

 演 出 する 洋 上 の 我 が 家

2人掛けテーブルにてゆったりと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）。
お食事時間は交代制ではございません。

※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。

エレガントなひとときをお楽しみください。

特別なおもてなし

※掲載の写真はすべてイメージです。

クラシックな雰囲気を基調にした格調高く落ち着き
のある空間です。洗練された静かな雰囲気の中、専属
スタッフがきめ細やかなサービスでおもてなしいたし
ます。

お部屋にて
追加代金なしでご利用

いただけます

ロイヤルスイートルーム、
スイートルームの専用ダイニング
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※掲載の写真はすべてイメージです。

※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（Room 907,908）

デラックスルーム

ステートルーム

F～Jタイプはソ
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。クローゼットに
加え、ベッド下に衣
装ケースをご用意
しています。

（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）

びいなすクルーズのホームページでお楽しみいただけます。

 E ・ F ・ G ・ H ・ J

客室のご案内

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。

■定員：2名
□9階・20室（23.5m2、バス・トイレ付）
※ブルーレイプレーヤー付

ベッド

クローゼット

シャワー
ルーム

ベッド

クローゼット

シャワー
ルーム

11 客室イラスト：青山大介



 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

美容室医務室

理容室

スポーツ
デッキバー スイート

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

※掲載の写真はすべてイメージです。

※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。
※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。

ワンナイト・区間乗船クルーズを除いたクルーズにお
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
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
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デッキプラン
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● ダイナース
● JCB

● VISA
● DC

● NICOS
● UC

● MASTER
● AMEX

● MUFG
■ご利用いただけるクレジットカード

※デビットカードはご利用になれません。

ドレスコード〈船内での服装について〉 ～船上ライフを楽しむために、お洒落も忘れずに～
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 ］

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 ］

ドレスコード
適用時間帯の目安

※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。

◆日中～夕食開始まで
◆夕食開始以降

※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。

カジュアルインフォーマル

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。

※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）

クルーズコーディネーター

ご案内

※掲載の写真はすべてイメージです。13

※クルーズお申し込み時に旅行会社にお申し出ください。

クルーズ中に誕生日をお迎えのお客様には、パティシエ
特製バースデーケーキと記念写真を、ハネムーンや結婚
記念日にご夫婦でご乗船のお客様、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）、
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・特製
フォトフレーム付）をプレゼント。ご夕食時に専属バンドの生
演奏で特別な日に華を添えます。パティシエ特製

バースデーケーキ
記念写真

（特製フォトフレーム付）

記 念日は洋 上 で

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

魅力や情報をお届けいたします。

「びいなす倶楽部」のご案内

会員の方には素敵な特典をご用意
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。
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。

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。



小樽発

神戸発

名古屋発

関西・名古屋から敦賀へ
送迎バスでらくらく移動！

博多発

礼文島
利尻島

沖縄

小笠原
諸島

横浜発

屋久島

奄美大島

阿波踊り
（徳島県）

ねぶた祭り
（青森県）

敦賀発

竿燈まつり
（秋田県）

青森発

長崎くんち
（長崎県）

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。

釧路

久慈

宮古

大洗伊東大三島

国内のとっておきのクルーズをご用意。

ツアーディレクター

寄港地では私たち船内ツアーチームの
スタッフがオプショナルツアーに
同行いたしますので
ご安心ください！

※掲載の写真はすべてイメージです。 14

利尻島

初夏の花咲く北海道

瀬戸大橋

瀬戸内海 世界自然遺産の島々

関門海峡花火

船上から眺める美しい花火

阿波おどり

お祭り

小笠原二見湾 白谷雲水峡／屋久島



旅先での楽しみが
さらに広がります。

※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。

各島、寄港地の上陸は… 寄港地での自由行動は…

希望にあわせて
観光プランを選べます。

充実のサービスで寄港地での楽しみをサポートします。

連絡バスサービスについて

※掲載の写真はすべてイメージです。15



※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、取消や寄港地の情報提供など観光に関するご相談を
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。

（イメージ）
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●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、参加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。
●ご乗船後は、参加人数に余裕がある場合のみ船内ツアーデスクにて追加お申し込みを
承ります。
●代金は船内でお支払いいただきます。出発前に旅行会社へお支払いにならないよう、
お願いいたします。
●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

見所を効率よく便利に観光

港周辺をのんびり気ままに
ご自分のペースで観光

旅行企画・実施／日本クルーズ客船（株）

寄港地から広がる旅の楽しみ上陸編

観光編

自由行動編



海外クルーズ
横浜発
神戸着
神戸発着

びいなすシネマクルーズ 
4月7日（日）〜4月11日（木）�

25–26

国内クルーズ

横浜発着 春の沖縄・奄美 島めぐりクルーズ
2月20日（水）〜2月28日（木）�

19–20

神戸発着 春の奄美大島・南国宮崎・土佐クルーズ
3月11日（月）〜3月15日（金）

21

仙台発着 春爛漫 南国土佐と紀州・伊勢・駿河クルーズ
3月26日（火）〜3月31日（日）

22

仙台発
横浜着

仙台・横浜ワンナイトクルーズ
4月1日（月）〜4月2日（火）

40

横浜発着 世界自然遺産 小笠原クルーズ
4月2日（火）〜4月7日（日）

23

神戸発着 春の九州クルーズ
4月12日（金）〜4月15日（月）

24

神戸発
横浜着
神戸発着

春の南西諸島・島めぐりクルーズ
4月16日（火）〜4月23日（火）

27–28

横浜発着 びいなすテーマクルーズ ～雅楽 天地の調べ～
4月24日（水）〜4月26日（金）

29

横浜発着 GW 世界遺産 屋久島・土佐高知クルーズ
4月26日（金）〜4月30日（火）

30

横浜発
神戸着
神戸発着

GW 世界遺産 屋久島・奄美大島・種子島クルーズ
5月1日（祝）〜5月6日（月）

31

神戸発着
横浜発着

春の日本一周クルーズ
5月7日（火）〜5月17日（金）

32

横浜発着 風薫る 瀬戸内海クルーズ
5月17日（金）〜5月22日（水）

33

横浜発
神戸着

初夏の南紀・神戸クルーズ
5月23日（木）〜5月25日（土）

34

神戸発着 伊豆・駿河湾クルーズ
5月26日（日）〜5月29日（水）

35

■s

■r

■r

名古屋
発着

初夏の瀬戸内 小豆島クルーズ
5月30日（木）〜6月1日（土）

36

名古屋発
清水着

名古屋・清水ワンナイトクルーズ
6月9日（日）〜6月10日（月）

40

横浜発
青森着

横浜・青森ゆったり2Nightクルーズ
6月14日（金）〜6月16日（日）

39

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14日（金）〜6月19日（水）

37–38

青森発
小樽着

青森・小樽ワンナイトクルーズ
6月19日（水）〜6月20日（木）

40

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19日（水）〜6月25日（火）

37–38

小樽発
横浜着

小樽・横浜ゆったり2Nightクルーズ
6月23日（日）〜6月25日（火）

39

横浜発
神戸着
神戸発着

南九州 日向クルーズ
6月25日（火）〜6月28日（金）

41

神戸発横浜着
横浜発着
大洗発横浜着

北海道 釧路・三陸クルーズ
6月29日（土）〜7月5日（金）

42

横浜発
名古屋着

夏の南紀・名古屋クルーズ
7月5日（金）〜7月7日（日）

43

名古屋発
神戸着

名古屋・神戸ワンナイトクルーズ
7月11日（木）〜7月12日（金）

40

松山発着 夏の奄美大島クルーズ
7月17日（水）〜7月19日（金）

44

博多発
敦賀着

夏休み隠岐島・敦賀クルーズ
7月30日（火）〜8月1日（木）

45

敦賀発着 竿燈・ねぶた東北二大祭りクルーズ
8月1日（木）〜8月6日（火）

47–48

神戸発着 夏休み 屋久島・徳山下松クルーズ
8月8日（木）〜8月11日（日）

46

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（月）〜8月16日（金）

49

■s

■s

■s

■■s

2019年2月～10月スケジュール Cruise
Schedule
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名古屋発
横浜着

名古屋・横浜ワンナイトクルーズ
8月15日（木）〜8月16日（金）

40

横浜発着 熊野大花火と南紀クルーズ
8月16日（金）〜8月19日（月）

50

横浜発着 夏休み紀州・御前崎クルーズ
8月19日（月）〜8月22日（木）

51

横浜発
仙台着
仙台発着

北海道 釧路・十勝クルーズ
8月28日（水）〜9月1日（日）

52

秋田発着 秋の北海道 釧路クルーズ
9月3日（火）〜9月5日（木）

53

■s

■s

新潟発着 秋の山陰 境港クルーズ
9月6日（金）〜9月8日（日）

54

富山新港
発着

秋の北海道 函館クルーズ
9月9日（月）〜9月11日（水）

55

横浜発着
神戸発着

秋の日本一周クルーズ
9月24日（火）〜10月4日（金）

57–58

神戸発着 長崎くんち・鹿児島・高知クルーズ
10月5日（土）〜10月10日（木）

56

s

■m

洋上の楽園にようこそ… ……………………………………1 – 2
【味わう】………………………………………………………3 – 4
【奏でる】…【楽しむ】……………………………………………5 – 6
船内施設のご案内………………………………………………7 – 8
客室のご案内……………………………………………………9 – 11

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

びいなす倶楽部会員の方はご旅行代金が10％割引となります。

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。
●シングル利用:大人1名様でご参加の場合、1部屋を独占使用にてご利用いただけます。
ステートルームF・G・H・Jなら2名様1室代金の130%、その他の客室は160%となります。
なお、相部屋の設定はございません。
●3名様1室利用:ステ一トルームF・G・H・Jを3名様で1室ご利用の場合、大人お1人様代金
は2名様1室代金の80%となります。
●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。

●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。

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。

お子様用メニューイメージ

デッキプラン…………………………………………………12
船内生活のご案内……………………………………………13
巡る･旅先での楽しみ…………………………………………14 – 16
目　次…………………………………………………………17 – 18

…各クルーズ共通のご案内…
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春の沖縄・奄美 島めぐりクルーズ 
2019年2月20日（水） ▶ 2月28日（木）【横浜発着 8泊9日】
美しい自然の景観が広がる温暖な亜熱帯の島 を々めぐります。

伊良部大橋（無料で渡ることができる日本最長の橋） （宮古島） ■o

ホエールウォッチング（那覇） ■o
※野生動物の為、ご覧いただけない

場合もございます。

あやまる岬（奄美大島） ■o

川平湾（石垣島） ■o

2月
横浜発
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横浜

奄美大島

石垣島 宮古島
那覇

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用　※2018年5月より発売しています。

oオプショナルツアー（一例）
●伊良部大橋・絶景ドライブと下地島観光
●自然を感じる西表島・由布島めぐり
●美ら海水族館と古宇利大橋絶景ドライブ
●絶景のあやまる岬と奄美の文化にふれる旅

宮古島
石垣島
那 覇
奄美大島

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

通常代金 336,000 360,000 376,000 410,000 442,000 570,000 815,000 1,360,000 1,440,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。 写真提供 ： 宮古島市観光協会

日程 入港 出港 寄港地

2 /20水 17:00 横浜
21木 終日クルージング

船長主催カクテルパーティー

22金 終日クルージング

23土 08:00 17:00 宮古島 ■o
24日 08:00 17:00 石垣島 ■o
25月 08:00 19:00 那覇 ■b■o
26火 08:00 17:00 奄美大島（名瀬） ■k■o
27水 終日クルージング

ふれんどしっぷ・ナイト

28木 14:30 横浜
■ お食事／朝食8回・昼食8回・夕食8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。 各寄港地の平均気温（2月）

宮 古 島 18.3度
石 垣 島 19.1度
那　　覇 17.1度
奄美大島  15.2度
横　　浜 6.2度

■o 個性豊かな八重山諸島の観光をお楽しみいただけます。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

竹富島 ■o 由布島 ■o 小浜島 こはぐら荘 ■o

上間綾乃  唄三線コンサート ～唄に生き、島に生き～
沖縄が育んだ実力派唄者。沖縄民謡で培った声をベース
に、聴く者の心を揺さぶってやまない深い表現力の圧倒
的なステージを繰り広げます。島めぐりクルーズに相応し
い沖縄の風を感じてください。

三志郎 
マジックライブ
沖縄出身のマジシャ
ン、三志郎が洋上の
マジックショーをお届
けいたします。お客
様参加型のマジック
など、今クルーズの
思い出に驚きと笑い
のステージをお楽し
みください。

講演・歌声広場  
竹富町観光大使、三線アーティスト　
かじくあつし
沖縄民謡の歌声広場と講演で沖縄の魅力をお伝えします。

鍵盤男子  ～煌めく音と船上の熱い思い出～
ぱしふぃっく びいなす初
登場！ピアニスト、大井健と
作曲家、中村匡宏のふたり
が結成した新感覚ピアノ
デュオ。クラシックをベー
スに、超絶技巧を駆使した
高速連弾や観客と一体と
なるパフォーマンスと美し
い旋律のバラードは多く
の観客を虜にすること間
違いなしです。

びいなす倶楽部会員の方は
ご旅行代金が10％割引となります。
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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 ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 172,000 184,000 192,000 210,000 226,000 290,000 415,000 680,000 720,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

春の奄美大島・南国宮崎・土佐クルーズ�
2019年3月11日（月） ▶ 3月15日（金）【神戸発着 4泊5日】
世界自然遺産候補の奄美大島と南国�宮崎・高知の美しい自然と花 に々触れる旅へ。

3月
神戸発

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用　※2018年5月より発売しています。

あやまる岬（奄美大島） ■o

青島神社（宮崎） ■o
入田ヤナギ林の菜の花（宿毛） ■o

※花の開花時期や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

3 /11月 14:00 神戸 ふれんどしっぷ・ナイト

12火 07:00 15:00 宮崎 b■o
13水 07:30 16:30 奄美大島（名瀬） ■k■o
14木 13:00 18:00 宿毛 ■k■o
15金 16:00

瀬戸内海クルージング
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。

oオプショナルツアー（一例）
●青島神社と日南海岸

ドライブ
●原生林の森・
　金作原ハイキング
●菜の花畑散策と
　宿毛歴史館

宮 崎

奄美大島

宿 毛

RIKKI　奄美島唄 
結いの旅 コンサート
15歳で民謡日本一に輝いた奄美大島
生まれの女性シンガー。ジャンルを超
え、奄美の島唄やポップスなど幅広く
歌いこなす歌唱力をぜひお聴きくだ
さい。

神戸

宮崎

宿毛

奄美大島

瀬戸大橋

明石海峡大橋

来島海峡大橋

写真提供 ： フローランテ宮崎

■b 3／12 宮崎ではフローランテ宮崎までの
シャトルバス付（追加代金不要・事前予約制）
「春のフローラル祭」開催  

宮崎港  
▼ 

フローランテ
宮崎（入園券付）

※貸切バス会社名
（下記のいずれかのバスにご乗車いただきます。）
宮崎交通、大清観光バス、高山観光バス
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鳥羽
清水

仙台

和歌山

高知

日程 入港 出港 寄港地

3 /26火 11:00 仙台 ふれんどしっぷ・ナイト

27水 08:30 13:00 清水 ■k■o
28木 08:00 19:00 高知 ■b■k■o
29金 07:00 18:00 和歌山 ■b■k■o
30土 09:00 17:00 鳥羽 ■o
31日 17:00 仙台

■ お食事／朝食5回・昼食6回・夕食5回　■ドレスコード／全てカジュアルです。
■ 鳥羽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。

連絡バス付
（予約制・追加代金不要）
3／26、3／31
JR仙台駅  ◀▶ 仙台港

※�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 ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 216,000 231,000 241,000 263,000 283,000 363,000 518,000 850,000 900,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用　※2018年5月より発売しています。

春爛漫�南国土佐と紀州・伊勢・駿河クルーズ�
2019年3月26日（火） ▶ 3月31日（日）【仙台発着 5泊6日】
春の訪れを告げる花々の咲くシーズンに、桜の名所をはじめ世界遺産高野山、伊勢神宮などのツアーを楽しめる
地を訪れます。　※オプショナルツアーで訪れる地を含みます。

3月
仙台発

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

oオプショナルツアー（一例）
●世界遺産 三保の松原と清水港ミニクルーズ
●早咲き桜の高知城と五台山はやめぐり観光
●世界遺産 高野山・奥之院の1日
●伊勢神宮内宮参拝とおかげ横丁

清 水
高 知
和歌山
鳥 羽

高知城（高知） ■o

伊勢神宮 内宮（鳥羽） ■o

Yucca クリスタルボイスコンサート
クラシック、J-pop、ロック、オペラまで幅広いジャンルを歌うク
ラシカル・クロスオーバーの歌姫。TOYOTAアルファードCM曲、

「宇宙戦艦ヤマト」のスキャットを始め、数々のテーマ曲を担当。
Yuccaのクリスタルボイスをお楽しみください。

連絡バス付 JR仙台駅～仙台港間

※ 花の開花時期や状況は 
気象条件等により異なります。

いちむじん クラシックギターの魅力
いちむじんとは土佐弁で一生懸命の意味。幅広いジャンルの演
奏が魅力で、龍馬伝エンディング紀行の音楽で一躍人気ユニット
となりました。今回はトリオの編成でお届けいたします。

園田涼 ～Voyage～春の夜の夢
東大から音楽家という異色のピアニスト園田涼がぱしふぃっく 
びいなすに初登場。バイオリン・島田光理、チェロ・大浦萌の3人
がお届けするスペシャルコンサートをお楽しみください。

遺産

世界
文化

三保の松原（清水） ■o

写真提供 ： 静岡県観光協会、伊勢志摩観光コンベンション機構

22PACIFIC VENUS



横浜

孀婦岩沖周遊
そうふ 鳥島沖周遊

小笠原（父島）

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

旅行代金 215,000 225,000 240,000 255,000 275,000 360,000 525,000 900,000 950,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

世界自然遺産 小笠原クルーズ 
2019年4月2日（火） ▶ 4月7日（日）【横浜発着 5泊6日】
ボニンブルーと呼ばれる青い海、動植物との出会いが楽しめる自然の楽園へ。

4月
横浜発

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

oオプショナルツアー（一例）
●クジラの息吹を体感！小笠原ホエールウォッチング
●小笠原の自然を知る！小笠原固有植物観察

小笠原
（父島）

小笠原海洋センター（父島）

日程 入港 出港 寄港地

4 / 2 火 17:00 横浜

3 水 終日クルージング
鳥島・孀婦岩沖周遊

4 木 08:00
小笠原（父島） o5 金 17:00

6 土 終日クルージング

7 日 09:00 横浜
■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。
■小笠原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。 ダイナマイトしゃかりきサ〜カス 
しゃかりきミュージックショウ
3人組ボーカルエンターテイメントグループ、ダイナマイトしゃか
りきサ〜カス。聞くだけで元気になれるオリジナル曲に加え、耳馴
染みのあるカバー曲も極上のハーモニーでお届けします。お客様
と一体になれるパフォーマンスをお楽しみください。

写真提供 ： 小笠原村観光局

2月～4月の小笠原近海ではザトウクジラの活動的な姿を楽しむことができます。　
※野生動物の為、ご覧いただけない場合もございます。ホエールウォッチング ■o

お客様と私達乗組員で大好きな「海」を足がかりに、
クルーズを通して大洋の彼方にある「そこ」へ訪れ、
そこでしか見ることのできない「大自然の偉大さ」や

「動植物の生きる尊さ」を一緒に見学しましょう！ 
講演：「小笠原に生息するウミガメの生態について」

「はじめての小笠原と鯨探し」
小笠原海洋センターとの連携 
・アオウミガメについての夜話・パネル展示 
・ウミガメ放流見学

びいなすネイチャープロジェクト

ウミガメ放流

その他イベント例   輪投げ、歌声広場
教室：折り紙、アート＆クラフト、カクテル、初級社交ダンス、タコノ葉細工 他

小笠原固有植物観察（父島） ■o
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スーパーキッズ・オーケストラが乗船

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

旅行代金 123,000 132,000 138,000 150,000 162,000 210,000 300,000 510,000 540,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

春の九州クルーズ s
2019年4月12日（金） ▶ 4月15日（月）【神戸発着 3泊4日】
日本屈指の源泉数を誇る別府と南国リゾートの宮崎へ。

4月
神戸発

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

神戸

宮崎

別府

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用　※2018年5月より発売しています。

oオプショナルツアー
（一例）
●チューリップが見ごろ！
くじゅう花公園と
　九重“夢”大吊橋
●森の緑が美しい
　絶景の照葉大吊橋と
　綾観光

別 府

宮 崎

ボランティア出演
世界的に活躍する指揮者である佐渡裕が芸術監督を務める小学校から高校生までの子
供達で編成されるスーパーキッズ・オーケストラ。地震から3年になる熊本県の訪問の為
神戸から別府の区間に乗
船し、4月12日の夜に船内
でスペシャルコンサートを
行っていただく予定です。 
※ 都合により中止になる場

合もございます。　

※花の開花時期や状況は
　気象条件等により異なります。

くじゅう花公園：チューリップフェスタ（別府） ■o

照葉大吊橋（宮崎） ■oフローランテ宮崎 春のフローラル祭（宮崎）

日程 入港 出港 寄港地

4 /12金 19:00 神戸
13土 10:00 19:00 別府 ■o
14日 07:00 15:00 宮崎 ■b■o
15月 09:00 神戸

■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。
※ 4／12 乗船受付は16:30頃を予定しております。

※写真は2016年4月乗船時のものです。

Magic GO&Kazumi ワンダフル マジックNight
スピード感に溢れたマジックと豪華絢爛なイリュージョンの数々は不思議
なだけでなく観る者を幸せにすると評判です。ダンサーとしても活躍す
る二人のパフォーマンスの美しさと、驚きのマジックを是非ご体験くだ
さい。

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
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※掲載の写真はすべてイメージです。

びいなすシネマクルーズ
黄金色に輝くあの頃へ さあ、タイムトリップに出かけましょう！ Aコース 2019年4月7日（日） ▶ 4月11日（木）【横浜発神戸着 4泊5日】
Bコース 2019年4月8日（月） ▶ 4月11日（木）【神戸発着 3泊4日】

4月
横浜・神戸発

釜山映画体験博物館（釜山）

BIFF広場の映画監督・スターの手形（釜山）
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※掲載の写真はすべてイメージです。

厳選されたエンターテイナーによる
「映画黄金時代」をテーマにしたエン
ターテイメントショーは、皆様を銀幕の
世界に誘います。

A B 日程 入港 出港 寄港地

1 4 / 7 日 16：00 横浜
2 1 8 月 14：00 17：00 神戸
3 2 9 火 終日クルージング

4 3 10 水 07：00 17：00 釜山
5 4 11 木 17：00 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／インフォーマル1回、その他はカジュアルです。
※パスポート残存期間：韓国入国時3カ月以上が必要です。日本国籍以外の方は自国の
　領事館、渡航先の領事館、入国管理局にお問い合わせください。
※釜山では現地入出国審査事情により寄港中の外出回数に制限がある場合がございます。

OP

神戸
釜山

瀬戸大橋関門橋

明石海峡大橋
来島海峡大橋

横浜

オプショナルツアー（一例）
●世界遺産！ 古都・慶州観光
●新旧名所を巡る！ 釜山1日観光

釜 山
OP

写真提供 ： 韓国観光公社、釜山観光公社

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円） 2名様1室利用
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

旅行代金
A 173,000 181,000 192,000 206,000 222,000 288,000 419,000 693,000 732,000
B 137,000 143,000 152,000 163,000 175,000 226,000 330,000 540,000 570,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。
■ 旅行代金には、2019年1月7日より導入予定の国際観光旅客税は含まれておりません。

びいなす倶楽部会員の方はご旅行代金が10％割引となります。
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春の南西諸島・島めぐりクルーズ 
Aコース  2019年4月16日（火） ▶ 4月23日（火）【神戸発横浜着 7泊8日】
Bコース  2019年4月16日（火） ▶ 4月22日（月）【神戸発着 6泊7日】

世界遺産や世界遺産登録候補の島々の個性豊かな自然をお楽しみください。

あやまる岬（奄美大島） ■o

宇宙科学技術館（種子島） ■o

ヤクスギランド（屋久島） ■o

辺戸岬（国頭村） ■o

4月
神戸発
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神戸

屋久島

横浜

種子島

奄美大島
徳之島　

国頭村

A B 日程 入港 出港 寄港地

1 1 4 /16火 12:00 神戸
ふれんどしっぷ・ナイト

2 2 17水 08:30 17:00 種子島（西之表） ■k■o
3 3 18木 08:00 17:00 徳之島

闘牛観覧付 ■k■o
4 4 19金 08:00 17:00 国頭村 ■o
5 5 20土 08:00 18:00 奄美大島（名瀬） ■k■o
6 6 21日 08:00 18:00 屋久島 ■o
7 7 22月 16:00 18:00 神戸
8 23火 16:30 横浜
■ お食事／Aコース：朝食7回・昼食8回・夕食7回　Bコース：朝食6回・昼食7回・夕食6回　
■ドレスコード／全てカジュアルです。
■ 国頭村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。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用　※2018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

Aコース 303,000 323,000 337,000 365,000 395,000 507,000 703,000 1,187,000 1,255,000
Bコース 257,000 275,000 287,000 311,000 335,000 431,000 611,000 1,031,000 1,091,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

oオプショナルツアー（一例）
●種子島宇宙センター半日観光
●徳之島半日観光
●辺戸岬とやんばるの森ハイキング
●原生林の森 金作原ハイキング
●屋久島一周と白谷雲水峡ハイキング

種子島
徳之島
国頭村
奄美大島
屋久島

藤原道山×SINSKE コンサート
「尺八とマリンバだけで、オーケストラのような多彩な響きを生み出す。」
二人のそんな想いからスタート
したコンサートが今、国内外にも
広がりをみせています。様々な
テーマでクラシックをはじめ、日
本唱歌やポップスなどジャンル
を超えた名曲の数々にオリジナ
ル楽曲を交え1夜限りのステー
ジをお届けします。

ムシロ瀬（徳之島） マングローブ林（奄美大島） o

闘牛（徳之島）

やんばるの森（国頭村） o

写真提供 ： 公益社団法人 鹿児島県観光連盟、天城町役場

4／18（木） 
徳之島 
闘牛観覧付
牛同士がぶつかり合う迫
力と激しい技の攻防、各牛
について檄を飛ばす勢子
と観客が一体となり、興奮
と熱気に包まれる真剣勝
負をお楽しみください。
※闘牛会場までのシャトル

バスを運行いたします。

世界自然遺産登録候補
「奄美・琉球」

●奄美大島・徳之島
2島の属する奄美群島は、国内
最大規模の亜熱帯照葉樹林が
広がり、多種多様な希少動植物
が生息。また、マングローブや世
界北限のサンゴ礁など、多様な
自然環境を有する地域です。

●やんばる地域
世界的に数少ない亜熱帯照葉
樹林の森で、多くの希少な動植
物が生息・生育しており「奇跡の
森」と呼ばれています。

奄美大島と徳之島、沖縄本島北部のやんばる地域は、ヤンバルクイナ、アマミノクロウサギ
など島ごとの独自の生物進化がみられ、独特の生態系と生物多様性より世界自然遺産
登録候補になっている動植物の宝庫です。

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

東儀秀樹 
第一夜「悠久の音色〜海と空と雅楽が出会う夜」
第二夜「雅楽で奏でる自由な音楽の旅」
日本の伝統音楽、雅楽の魅力を和と洋のバージョンでお贈りいたし
ます。異なる雰囲気の公演になるので旅の思い出に楽しんでいただ
けたらと思います。
雅楽の楽器に関する
お話しもいたします。

びいなす特別ディナー「卯月」
～和食とフレンチの融合～

伝統的な京野菜などを中心に季節の味覚を取り入れ、
京都風の繊細な味に仕上げた『京風フレンチ』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 ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 86,000 90,000 96,000 102,000 110,000 144,000 210,000 360,000 380,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

びいなすテーマクルーズ 〜雅楽 天地の調べ〜 
2019年4月24日（水） ▶ 4月26日（金）【横浜発着 2泊3日】
1400年ほど前から伝わる世界最古の音楽芸術、雅楽。元号が新たになる奉祝の春に悠久の調べをお届けします。

4月
横浜発

日程 入港 出港 寄港地

4 /24水 14:00 横浜

25木 終日クルージング
駿河湾周遊

26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。

びいなす倶楽部会員の方はご旅行代金が10％割引となります。

駿河湾周遊

横浜

（イメージ）

©AYAKO YAMAMOTO
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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 ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 189,000 197,000 210,000 225,000 242,000 313,000 457,000 756,000 798,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

G
ゴールデンウィーク

W 世界遺産 屋久島・土佐高知クルーズ 
2019年4月26日（金） ▶ 4月30日（火）【横浜発着 4泊5日】
連休を利用し、世界自然遺産の島と歴史・文化豊かな城下町・高知へ。

4月
横浜発

紀元杉（屋久島） ■o

絵金蔵（高知） ■o
香美市立やなせたかし記念館（高知） ■o

アンパンマンミュージアム＆詩とメルヘン絵本館高知城（高知） ■o

日程 入港 出港 寄港地

4 /26金 17:00 横浜
27土 終日クルージング

28日 07:00 17:00 屋久島 o

29祝 08:30 17:30 高知 bko

30火 16:30 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。

写真提供 ： （公財）高知県観光コンベンション協会

 r

■b 4／29 高知では、桂浜までのシャトルバス付（追加代金不要）
高知港  ◀▶ 桂浜

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）
とさでん交通、宮地観光バス、明神観光バス、空港観光バス、
土佐市観光バス、高知東部交通、芸西観光バス、
黒岩観光バス、香北観光バス、嶺北観光自動車、四万十交通

oオプショナルツアー（一例）
●紀元杉と屋久杉自然館
●大自然体感・屋久島森林浴
●恐ろしくて美しい絵金蔵と

高知城
●植物が好きになる
　牧野植物園と竹林寺

屋久島

高 知

横浜

屋久島

高知

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

サクソフォンカルテット・ジャスミン 
元気に楽しく！サックスライブ
クラシック出身3人にジャズ奏者が加わった女性サックス4人
組です。ポップス、クラシック、映画音楽、演歌、アニソンなど
躍動感あふれるサックスの魅力をお届けします。

キッズ
プログラム

⃝バルーンアートパフォーマンス、紙芝居タイム、
　ドキドキじゃんけん大会、船長服を着て写真を撮ろう！
　キッズシアター、アート＆クラフト、塗り絵コーナー

その他イベント例   輪投げ、歌声広場
教室：折り紙、ふろしき、アート＆クラフト、初級社交ダンス 他

キッズ
プログラム
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神戸

屋久島

横浜

種子島

奄美大島

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 5 / 1 祝 10:00 横浜
2 1 2 木 08:00 10:00 神戸
3 2 3 祝 08:00 18:00 屋久島 o
4 3 4 祝 08:00 19:00 奄美大島（名瀬） ko
5 4 5 祝 08:00 17:00 種子島（西之表） ko
6 5 6 月 16:00 神戸
■ お食事／Aコース：朝食5回・昼食6回・夕食5回　Bコース：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）

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
●原生林の森・金作原ハイキング
●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

大川の滝（屋久島） ■o宇宙科学技術館（種子島） ■o

花＊花 ファミリーコンサート～初夏の想い出
1998年結成の女性デュオ・花＊花が初夏の想い出をつくる
ファミリーコンサートへ誘います。代表曲「あ〜よかった」や

「さよなら大好きな人」をはじめ、小さいお子様からお楽し
みいただける楽曲をお届けします。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用
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

Aコース 243,000 254,000 269,000 289,000 311,000 401,000 584,000 945,000 998,000
Bコース 207,000 216,000 229,000 246,000 264,000 339,000 495,000 792,000 836,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。 写真提供 ： 公益社団法人 鹿児島県観光連盟

G
ゴールデンウィーク

W 世界遺産 屋久島・奄美大島・種子島クルーズ 
Aコース  2019年5月1日（祝） ▶ 5月6日（月）【横浜発神戸着 5泊6日】
Bコース  2019年5月2日（木） ▶ 5月6日（月）【神戸発着 4泊5日】

連休を利用し、豊かな自然が魅力の2島と歴史と科学の島へ。

5月
横浜・神戸発  r

キッズ
プログラム

⃝バルーンアートパフォーマ
ンス、紙芝居タイム、ドキド
キじゃんけん大会、船長服
を着て写真を撮ろう！、キッ
ズシアター、アート＆クラ
フト、塗り絵コーナー

キッズ
プログラム

その他イベント例   輪投げ、歌声広場　教室：折り紙、アート＆クラフト 他

マングローブ林（奄美大島） ■o

4／30（火）の夜からご乗船・ご宿泊いただけます。
○お一人様（夜食・朝食付き）　
　ロイヤルスイート・スイート	20,000円　
　その他のクラス	 10,000円
○乗船予定時間	21：00頃

※当日は夕食・ショーはござい
ません。お申込方法など詳
細は最終日程表にてご案内
いたします。

横浜港前泊
プラン
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神戸

佐世保

横浜

酒田
佐渡島

浦河

別府

瀬戸大橋

明石海峡大橋

来島海峡大橋

宿根木（佐渡島） ■o

鶴岡 松ヶ岡開墾場（酒田） ■o

九十九島（佐世保） ■o

春の日本一周クルーズ 
Aコース  2019年5月7日（火） ▶ 5月16日（木）【神戸発着 9泊10日】
Bコース  2019年5月8日（水） ▶ 5月17日（金）【横浜発着 9泊10日】

春の季節を彩る花々や豊かな自然、その土地ならではの文化に触れる日本再発見の旅。

5月
神戸・横浜発

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用（A・Bコース同額）　※2018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

通常代金 377,000 404,000 422,000 460,000 496,000 640,000 915,000 1,530,000 1,620,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。 写真提供 ： 山形県、佐渡観光PHOTO、長崎県観光連盟

oオプショナルツアー（一例）
●JRA日高育成牧場特別見学ツアー
●鶴岡サムライゆかりのシルクと世界一のクラゲ展示「加茂水族館」
●太鼓芸能集団「鼓童」の原点を感じる 佐渡 太鼓体験ツアー
●海軍さんの港町 佐世保軍港クルーズ
●別府ならではの入浴法 美肌に効く“機能温泉浴”体験

浦 河
酒 田
佐渡島
佐世保
別 府

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 5 / 7 火 17:00 神戸
2 1 8 水 15:30 19:00 横浜
3 2 9 木 終日クルージング

船長主催カクテルパーティー

4 3 10金 08:00 15:00 浦河 ■h■b■o
5 4 11土 09:00 19:00 酒田 ■b■k■o
6 5 12日 08:00 17:00 佐渡島（小木） ■k■o
7 6 13月 終日クルージング

8 7 14火 08:00 18:00 佐世保 ■k■o
9 8 15水 09:00 21:30 別府 ■o
10 9 16木 16:00 18:00

瀬戸内海クルージング
神戸

10 17金 16:30 横浜
■ お食事／A・Bコース共：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。
■ 佐渡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。

優駿さくらロード（浦河）

日本一
探訪

日本遺産
をたずねて

びいなす倶楽部会員の方は
ご旅行代金が10％割引となります。

日本一
探訪

日本遺産
をたずねて
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大三島 横浜

高松

小豆島風薫る 瀬戸内海クルーズ 
2019年5月17日（金） ▶ 5月22日（水）【横浜発着 5泊6日】
Aコース　終日自由行動プラン
Bコース　帆船「みらいへ」体験航海付プラン
風光明媚な瀬戸内海の2つ島と文化の薫る高松へ。しまなみ海道の島々へのツアーや自由散策で瀬戸内芸術祭の作品も楽しめます。

限定80名

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用
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
■Aコース 188,000 196,000 208,000 224,000 240,000 308,000 450,000 720,000 760,000
■Bコース 207,000 215,000 227,000 243,000 259,000 327,000 469,000 739,000 779,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

日本最古の原始林社叢の
クスノキ群・大山祇神社（大三島） ■o

5月
横浜発

写真提供 ： 大塚国際美術館、香川県観光協会、
（一社）グローバル人材育成推進機構

oオプショナルツアー（一例）
●うずしおクルーズ＆大塚国際美術館観賞
●こんぴらさん参拝と日本最古の芝居小屋見学
●「しまなみ海道五十三次」スケッチポイントめぐり
●しまなみ海道と今治をめぐる1日
●渓谷美の寒霞渓ロープウェイ
●オリーブ園と瀬戸内海を望む天空露天風呂

高 松

大三島

小豆島

日程 入港 出港 寄港地

5 /17金 23:00 横浜
18土 終日クルージング

19日 07:00 19:00 高松 ko

20月 08:00 18:30
大三島
A 終日自由行動プラン
B 帆船「みらいへ」体験航海付プラン

21火 08:00 17:00 小豆島 ko

22水 17:30 横浜
■ お食事／朝食5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。
■ 大三島・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。
※ 5／17 乗船受付は、21：30頃を予定しています。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。

ho

■Bコース　帆船「みらいへ」 体験航海付プラン 限定80名
大三島にて帆船「みらいへ」へ乗船。特別な装備は必要なく、帆船航海を体験いた
だけます。航海中、ご希望の方は、力を合わせてロープを引いて帆を張る「セイル
ハンドリング」など帆船ならではのプログラムもお楽しみいただけます。

二十四の瞳映画村（小豆島）

大塚国際美術館（高松） ■o

旧金毘羅大芝居（金丸座）（高松） ■o

※ご予約時にAコース・Bコースをご指定ください。

5／20 大三島　午前発・午後発　限定各40名　
行程  港～帆船「みらいへ」体験航海～港　所要時間：約3時間
※午前・午後発はご指定いただけません。また、大三島発のオプショナルツアーはご参加いただけません。
※当日の天候や海象条件によって、「みらいへ」船上のプログラムは中止・変更になる場合がござ
います。また、帆は全て張るのではなく数枚程となります。

帆船「みらいへ」
　総トン数230トン 「セイルハンドリング」 「バウスプリット渡り」

映画「二十四の瞳」
映画公開65周年帆船「みらいへ」体験航海付プラン

33 PACIFIC VENUS



横浜

神戸

新宮

駿河湾周遊

初夏の南紀・神戸クルーズ 
2019年5月23日（木） ▶ 5月25日（土）【横浜発神戸着 2泊3日】
世界遺産熊野三山を有する南紀の玄関口・新宮を経由し港町神戸へ。

5月
横浜発

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
●紀の松島・クジラの博物館・潮岬めぐり

新 宮

熊野速玉大社（新宮） ■o

瀞峡（新宮） ■o熊野古道（新宮） ■o

日程 入港 出港 寄港地

5 /23木 11:00 横浜
駿河湾周遊（夕刻富士山遠望） 

24金 08:00 17:30 新宮 ko

25土 09:00 神戸
■ 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。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用
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 74,000 78,000 82,000 88,000 96,000 126,000 181,000 309,000 327,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

遺産

世界
文化

遺産

世界
文化

【講演】 「熊野新宮参詣曼陀羅について」「徐福伝説」
教室：折り紙、ルーレット＆ブラックジャック 他

駿河湾周遊（イメージ）

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）
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伊東温泉
別府、湯布院と並んで日本三大温泉とい
われており、静岡県でも一番の総湯量を誇
る温泉地です。伊東七福神にちなんだ昔
ながらの温泉共同浴場が点在し温泉情緒
も楽しめます。昭和初期の温泉情緒をいま
に残す木造三階建温泉旅館「東海館」は
市の文化財で当時の客間など風情ある
館内を見学することができます。

神戸
伊東

駿河湾周遊

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

旅行代金 102,000 106,000 112,000 122,000 130,000 164,000 240,000 360,000 380,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

伊豆・駿河湾クルーズ�
2019年5月26日（日） ▶ 5月29日（水）【神戸発着 3泊4日】
国内有数の温泉地で自然の景勝地や史跡を有する伊豆半島へ。世界遺産富士山の眺望や茶摘体験を楽しめる
オプショナルツアーも予定しています。

5月
神戸発

oオプショナルツアー（一例）
●伊東の絶景めぐり・城ヶ崎海岸と大室山
●伊豆の魅力を凝縮！修善寺・浄蓮の滝と富士山眺望

伊 東

韮山反射炉と富士山（伊東） ■o

日程 入港 出港 寄港地

5 /26日 22:00 神戸
27月 駿河湾周遊（夕刻富士山遠望）
28火 08:00 18:30 伊東 ■ho

29水 14:00 神戸
■お食事／朝食3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。
■伊東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。
※ 5／26 乗船受付は、21：00頃を予定しています。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。

駿河湾周遊

東海館
教室：ふろしき、初級社交ダンス、アート＆クラフト、ルーレット＆ブラックジャック 他

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

遺産

世界
文化

下田 了仙寺境内アメリカジャスミン（伊東） ■o

浄蓮の滝（伊東） ■o城ヶ崎海岸（伊東） ■o
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二十四の瞳
映画村（有料）
上陸予定場所の二十四の瞳映画村
前桟橋から徒歩直ぐの所にあり、映画
「二十四の瞳（1987年製作）」のオープ
ンセットを利用した施設です。中に入ると
昭和初期にタイムスリップしたような気分
になります。建ち並ぶ民家は、駄菓子屋
やお土産品店の店舗になっています。

名古屋
小豆島

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

通常代金 94,000 98,000 104,000 112,000 120,000 154,000 225,000 360,000 380,000
初乗船10 84,600 88,200 93,600 100,800 108,000 138,600 202,500 324,000 342,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

初夏の瀬戸内�小豆島クルーズ�
2019年5月30日（木） ▶ 6月1日（土）【名古屋発着 2泊3日】
日本のオリーブ栽培の発祥地として有名で、日本三大渓谷寒霞渓をはじめ自然豊かな島。近年フォトジェニックな島として人気です。

5月
名古屋発

oオプショナルツアー（一例）
●渓谷美の寒霞渓ロープウェイ
●オリーブ園と
	 瀬戸内海を望む天空露天風呂

小豆島

シネマアートウォール映画村教室から見える海

日程 入港 出港 寄港地

5 /30木 11:00 名古屋
31金 08:00 16:00 小豆島 ko

6 / 1 土 10:00 名古屋
■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。
■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。

写真提供 ： 二十四の瞳映画村

映画「二十四の瞳」
映画公開65周年

オリーブ園（小豆島） ■o

寒霞渓（小豆島） ■o

オリーブ公園（小豆島）

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。
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チシマフウロ
【6月～7月】

レブンキンバイソウ
【6月中旬～7月中旬】

レブンハナシノブ
【6月～7月下旬】

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

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へ。

利尻富士（利尻島）

澄海岬（礼文島） ■o姫沼（利尻島） ■o

6月

礼文島 利尻島
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横浜

青森

礼文島
利尻島

横浜

小樽

青森

礼文島
利尻島

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 6 /14金 24:00 横浜
2 15土 終日クルージング

3 1 16日 10:00 14:00 青森 k
4 2 17月 08:30 19:00 利尻島 ko
5 3 18火 08:00 18:00 礼文島 ko
6 4 19水 14:00 青森
■ お食事／Aコース：朝食5回・昼食5回・夕食4回　Bコース：朝食3回・昼食3回・夕食3回

※Aコース 6／14の夕食・ショーはございませんが、お夜食をご用意いたします。　
■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。
※ Aコース　6／14 横浜港での乗船受付は21：30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　6／16 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 /19水 19:00 青森
2 2 1 20木 09:00 17:00 小樽
3 3 2 21金 08:00 18:00 礼文島 ko
4 4 3 22土 08:00 19:00 利尻島 ko
5 5 4 23日 09:00 15:00 小樽
6 24月 終日クルージング

7 25火 10:30 横浜
■ お食事／Aコース：朝食6回・昼食5回・夕食6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。

o6／20、6／23 新千歳空港～小樽港間の送迎バスを
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。

写真提供 ： 礼文町

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

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
Aコース 191,000 200,000 212,000 228,000 246,000
Bコース 137,000 143,000 152,000 163,000 175,000
客室タイプ 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
Aコース 319,000 464,000 728,000 770,000
Bコース 226,000 330,000 540,000 570,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、
その他の客室は160％となります。

■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様
1室代金の80％となります。

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
Aコース 237,000 249,000 264,000 282,000 306,000
Bコース 165,000 173,000 184,000 196,000 212,000
Cコース 129,000 135,000 144,000 153,000 165,000
客室タイプ 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
Aコース 402,000 582,000 999,000 1,056,000
Bコース 278,000 404,000 693,000 732,000
Cコース 216,000 315,000 540,000 570,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、
その他の客室は160％となります。

■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様
1室代金の80％となります。

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

横浜・青森発�花と緑の利尻島・
礼文島クルーズ□Ⅰ�
Aコース  2019年6月14日（金） ▶ 6月19日（水）

【横浜発青森着 5泊6日】
Bコース  2019年6月16日（日） ▶ 6月19日（水）

【青森発着 3泊4日】

青森・小樽発�花と緑の利尻島・
礼文島クルーズ□Ⅱ�
Aコース  2019年6月19日（水） ▶ 6月25日（火）

【青森発横浜着 6泊7日】
Bコース  2019年6月19日（水） ▶ 6月23日（日）

【青森発小樽着 4泊5日】
Cコース 2019年6月20日（木） ▶ 6月23日（日）

【小樽発着 3泊4日】
連絡バス付 JR新青森駅・JR青森駅～青森港間

連絡バス付（予約制・追加代金不要）
6／16、6／19
JR新青森駅・JR青森駅  ◀▶ 青森港間

※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）

伊藤ケイスケ、山中信人
（津軽三味線） 荒波の響

津軽三味線奏者として各々数々の受賞
歴を持ち、国内外で幅広く活躍する伊藤
ケイスケと山中信人による演奏。北の荒
波を思わせる太棹三味線の迫力ある響
きを、存分にお聴きください。

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

礼文島

利尻島

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

平松愛理 〜30th Anniversary Cruising Live〜
デビュー30周年を迎えるシンガーソングライター・平松愛理が
ぱしふぃっく びいなす初登場！平成のブライダルソングとして今
もなお歌い継がれている「部屋とYシャツと私」、ネスカフェの
CMソング「La La,Smile」など、クルージングステージならでは
のライブをお楽しみください。

送迎バス運行 o 新千歳空港～小樽港間

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

s
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横浜

青森

横浜

小樽

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
旅行代金 54,000 57,000 60,000 65,000 71,000

客室タイプ 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
旅行代金 93,000 134,000 230,000 243,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、
その他の客室は160％となります。

■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様
1室代金の80％となります。

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
旅行代金 72,000 76,000 80,000 86,000 94,000

客室タイプ 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
旅行代金 124,000 178,000 306,000 324,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、
その他の客室は160％となります。

■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様
1室代金の80％となります。

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

小樽運河（小樽）青森港（青森）

横浜・青森ゆったり
2Nightクルーズ�

2019年6月14日（金） ▶ 6月16日（日）
【横浜発青森着 2泊3日】

小樽・横浜ゆったり
2Nightクルーズ�

2019年6月23日（日） ▶ 6月25日（火）
【小樽発横浜着 2泊3日】

6月
横浜発

6月
小樽発

日程 入港 出港 寄港地

6 /14金 24:00 横浜
15土 終日クルージング

16日 10:00 青森
■お食事／朝食2回・昼食1回・夕食1回　
■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※ 6／14 横浜港での乗船受付は21：30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。

※本クルーズは「花と緑の利尻島・礼文島クルーズ□Ⅰ 」　
（38ページ）の区間クルーズです。

日程 入港 出港 寄港地

6 /23日 15:00 小樽
24月 終日クルージング

25火 10:30 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。
※本クルーズは「花と緑の利尻島・礼文島クルーズ□Ⅱ」　

（38ページ）の区間クルーズです。

ナイト ナイト 

連絡バス付 青森港～JR新青森駅・JR青森駅間

� s

連絡バス付（予約制・追加代金不要）6／14
青森港  ▶ JR新青森駅・JR青森駅間

※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） 船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

中野雅子 
ピアノリサイタル 〜ア・ラ・カルト〜
NHKドラマ『クロスロードパート1,2,3』の音楽を
担当するなど、ソロからサポートまで幅広く活躍
中のピアニスト。独自のアレンジを加え、 “今”と
いう瞬間を音として創造した音楽づくりで定評
があります。クラシックからJazz、ポピュラーと皆
様おなじみの音楽を盛り沢山に、クルーズでの
一夜を彩ります。

島裕介 名曲を吹く！
ライブ、CMやテレビでの演奏やアーチストの
サポートなど幅広く活躍するトランぺッター。
Jazzへの造詣はとりわけ深く近年発売のアル
バム3作「名曲を吹く」シリーズの中から、皆様
おなじみの映画音楽、Jazz、日本の歌などの
演奏をたっぷりお聴きください。

その他イベント例   歌声広場、輪投げ　教室：ワイン、初級社交ダンス、アート＆クラフト 他 その他イベント例   歌声広場、パットゴルフ　教室：初級社交ダンス、アート＆クラフト 他
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神戸
名古屋 清水 横浜

仙台

8/15発 名古屋・横浜

4/1発 仙台・横浜
6/9発 名古屋・清水
7/11発 名古屋・神戸

青森

小樽

6/19 青森・小樽

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

旅行代金 36,000 38,000 40,000 43,000 47,000 62,000 89,000 153,000 162,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

仙台／名古屋／青森発�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。

4〜8
月

ダンスタイム

ゲームコーナー

フルコースディナー（イメージ）

日程 入港 出港 寄港地

6 / 9 日 19:00 名古屋
10月 14:00 清水

■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／すべてカジュアルです。
※ご夕食は交代制のない1回制となります。

日程 入港 出港 寄港地

7 /11木 19:00 名古屋
12金 10:00 神戸

■フルコースディナー1回・朝食1回　■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※ご夕食は交代制のない1回制となります。

日程 入港 出港 寄港地

8 /15木 19:00 名古屋
16金 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／すべてカジュアルです。
※本クルーズは「阿波おどりと関門海峡花火クルーズ」（49ページ）の区間クルーズです。

日程 入港 出港 寄港地

4 / 1 月 14:00 仙台
2 火 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／すべてカジュアルです。
o4／1 JR仙台駅～仙台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。

日程 入港 出港 寄港地

6 /19水 19:00 青森
20木 09:00 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／すべてカジュアルです。
※ご夕食は交代制のない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」（38ページ）の区間クルーズです。

名古屋・清水ワンナイトクルーズ
2019年6月9日（日） ▶ 6月10日（月）【名古屋発清水着 1泊2日】

名古屋・神戸ワンナイトクルーズ
2019年7月11日（木） ▶ 7月12日（金）【名古屋発神戸着 1泊2日】

名古屋・横浜ワンナイトクルーズ
2019年8月15日（木） ▶ 8月16日（金）【名古屋発横浜着 1泊2日】

仙台・横浜ワンナイトクルーズ
2019年4月1日（月） ▶ 4月2日（火）【仙台発横浜着 1泊2日】

青森・小樽ワンナイトクルーズ
2019年6月19日（水） ▶ 6月20日（木）【青森発小樽着 1泊2日】

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。

送迎バス運行 o
JR仙台駅～仙台港間
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神戸
横浜

日向（細島）

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

通常代金
A 122,000 128,000 136,000 145,000 157,000 206,000 299,000 513,000 542,000
B 86,000 90,000 96,000 102,000 110,000 144,000 210,000 360,000 380,000

初乗船10
A 109,800 115,200 122,400 130,500 141,300 185,400 269,100 461,700 487,800
B 77,400 81,000 86,400 91,800 99,000 129,600 189,000 324,000 342,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

oオプショナルツアー（一例）
●日本神話の里	高千穂峡
●願いがかなうクルスの海と美々津保存地区

日 向

美々津《重要伝統的建造物群保存地区》（日向） ■o

高千穂神社（日向） ■o

高千穂峡（日向） ■o クルスの海（日向） ■o

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 6 /25火 16:00 横浜
2 1 26水 14:00 16:00 神戸
3 2 27木 08:00 18:00 日向（細島） ko
4 3 28金 10:00 神戸
■お食事／Aコース：朝食3回・昼食2回・夕食3回　Bコース：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。

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

南九州�日向クルーズ�
Aコース  2019年6月25日（火） ▶ 6月28日（金）【横浜発神戸着 3泊4日】
Bコース  2019年6月26日（水） ▶ 6月28日（金）【神戸発着 2泊3日】

美しい景観や歴史と伝統ある町並みなど観光名所が点在する南九州宮崎へ。

6月
横浜・神戸発

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

米良美一 スペシャルコンサート
デビュ−25周年を迎えますカウンターテナー歌手の米良美一
でございます。「もののけ姫」「ヨイトマケの唄」から童謡、シャ
ンソンまで、素敵な時間をお過ごしください。ショーの翌日は、
私の故郷、宮崎県です。高千穂峡をはじめパワースポットが点
在する神話の国でスピリチュアルな力を感じてください。

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10％割引となります。

41 PACIFIC VENUS



神戸 横浜

釧路

宮古
久慈

大洗

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
Aコース 266,000 278,000 296,000 316,000 340,000 442,000 645,000 1,080,000 1,140,000
Bコース 223,000 233,000 248,000 265,000 285,000 370,000 540,000 900,000 950,000
Cコース 180,000 188,000 200,000 214,000 230,000 298,000 435,000 720,000 760,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

oオプショナルツアー（一例）
●水郷のまち
　佐原散策めぐり
●北限の海女と
　琥珀の久慈
●釧路湿原と丹頂鶴公園
半日観光
●碧き地底湖・龍泉洞と
　浄土ヶ浜

大 洗

久 慈

釧 路

宮 古

A B C 日程 入港 出港 寄港地
1 6 /29土 17:00 神戸
2 1 30日 15:30 19:00 横浜
3 2 1 7 / 1 月 08:00 17:00 大洗 ko
4 3 2 2 火 09:00 18:00 久慈 ko
5 4 3 3 水 08:00 17:00 釧路 ko
6 5 4 4 木 08:00 17:00 宮古 ko
7 6 5 5 金 16:30 横浜
■お食事／Aコース朝食6回・昼食6回・夕食6回　Bコース朝食5回・昼食5回・夕食5回

Cコース朝食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。
o7／5 横浜港～JR水戸駅経由大洗港までの送迎バスを運行いたします（Cコースのお客様

対象）。詳しくは最終日程表にてご案内いたします。

写真提供 ： 岩手県観光協会、三陸鉄道㈱

北海道�釧路・三陸クルーズ�
Aコース  2019年6月29日（土） ▶ 7月5日（金）【神戸発横浜着 6泊7日】
Bコース  2019年6月30日（日） ▶ 7月5日（金）【横浜発着 5泊6日】
Cコース 2019年7月 1 日（月） ▶ 7月5日（金）【大洗発横浜着 4泊5日】

北海道ならではの景観が広がる釧路とリアス式の美しい海岸や北限の海女で有名な三陸の港町を訪れます。

6・7月
神戸・横浜・
大洗発

送迎バス運行 o 7/5 横浜港～JR水戸駅・大洗港

歌声広場
教室：折り紙、ふろしき 他

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

北山崎（久慈） ■o釧路湿原（釧路） ■o

龍泉洞（宮古） ■o 浄土ヶ浜（宮古） ■o 小袖海岸・北限の海女（久慈） ■o三陸鉄道乗車体験（久慈） ■o
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名古屋港
ガーデン埠頭
名古屋港ガーデンふ頭には、
名古屋港水族館、ポートビル
（名古屋海洋博物館）、南
極観測船ふじなどの施設が
徒歩圏に隣接しています。
下船後に散策されてみては
いかがでしょうか？

名古屋

新宮

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

旅行代金 54,000 57,000 60,000 64,500 70,500 93,000 133,500 229,500 243,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

夏の南紀・名古屋クルーズ� s
2019年7月5日（金） ▶ 7月7日（日）【横浜発名古屋着 2泊3日】
週末を利用し、熊野古道や那智大社など世界遺産を有する熊野の海の玄関口・新宮へ。

7月
横浜発

oオプショナルツアー（一例）
●紀の松島めぐりと熊野古道
●熊野那智大社と那智の滝
●渓谷美の瀞峡遊覧

新 宮

名古屋港ガーデン埠頭

日程 入港 出港 寄港地

7 / 5 金 21:00 横浜
6 土 12:30 19:00 新宮 ko

7 日 09:00 名古屋
■お食事／朝食2回・昼食1回・夕食1回　
■ドレスコード／すべてカジュアルです。
※ 7／5 乗船受付は、20：00頃を予定しています。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。
※ご夕食は交代のない1回制となります。

熊野古道（新宮） ■o

熊野那智大社（新宮） ■o

那智の滝（新宮） ■o 遺産

世界
文化

遺産

世界
文化

遺産

世界
文化
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世界自然遺産登録候補 　
奄美大島
亜熱帯の鬱蒼とした木々が茂る金作原原生林や
日本第2位の広さのマングローブ原生林、そこに
生息する固有種をはじめとする多様な生物。約
220種類ものサンゴが生息する透明度の高い海。
一つの島で様々な景観を楽しめます。奄美の雄大
な自然を体感してみませんか。

奄美大島

松山

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
旅行代金 102,000 106,000 112,000 122,000 130,000 164,000 240,000 360,000 380,000
初乗船10 91,800 95,400 100,800 109,800 117,000 147,600 216,000 324,000 342,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

夏の奄美大島クルーズ�
2019年7月17日（水） ▶ 7月19日（金）【松山発着 2泊3日】
国内最大級の亜熱帯照葉樹林が広がる多様な自然と島唄・大島紬など伝統文化が魅力の島へ。

7月
松山発

oオプショナルツアー（一例）
●原生林の森	金作原ハイキング
●マングローブの森・カヌー体験
●絶景のあやまる岬と奄美の文化にふれる旅

奄美大島

由井岳から望む大島海峡（奄美大島） ■oマングローブ林（奄美大島） ■o

大浜海浜公園（奄美大島） ■o

日程 入港 出港 寄港地

7 /17水 09:30 松山
18木 09:00 18:00 奄美大島（名瀬） ko

19金 17:30 松山
■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。

写真提供 ： 奄美大島観光協会

連絡バス付 JR松山駅・伊予鉄松山市駅～松山港間

連絡バス付（予約制・追加代金不要）7／17、7／19
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。

金作原原生林（奄美大島） ■o船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）
歌声広場　教室：折り紙、ふろしき、ルーレット＆ブラックジャック

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。
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博多

敦賀
隠岐島

隠岐島
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、中之島の後鳥羽天皇ゆかり
の旧跡をはじめとする数々の史
跡は訪れる人々を悠久の世界
へと誘います。
※オプショナルツアーで訪れます。

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

旅行代金 72,000 76,000 80,000 86,000 94,000 124,000 178,000 306,000 324,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

夏休み隠岐島・敦賀クルーズ�
2019年7月30日（火） ▶ 8月1日（木）【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）
●魔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
●遊歩百選・国賀海岸ハイキング

隠岐島

国賀海岸（隠岐） ■o

由良比女神社（隠岐）隠岐神社（隠岐） ■o通天橋（隠岐） ■o

日程 入港 出港 寄港地

7 /30火 16:00 博多
31水 08:00 18:00 隠岐島（浦郷） ko

8 / 1 木 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。
o8／1 敦賀港～京都方面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 ： （公社）島根県観光連盟

送迎バス運行 o 8/1 敦賀港～京都

遊覧船からみた国賀海岸（隠岐） ■o

45 PACIFIC VENUS



徳山下松
神戸

屋久島

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

2名様1室利用時 145,000
（108,750）

151,000
（113,250）

160,000
（120,000）

173,000
（129,750）

185,000
（138,750）

236,000
（177,000）

345,000
（258,750）

540,000
（405,000）

570,000
（427,500）

3名様1室利用時 116,000
（87,000）

120,800
（90,600）

128,000
（96,000）

138,400
（103,800）

 子供代金 （58,000） （60,400） （64,000） （69,200） 大人2名様子供1名様で3名様1室利用時のみ適用
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

クロワッサンサーカス 
Voyage de CroissantCircus
世界を股にかけて活躍するサーカスアーティスト集団。エアリアル・
マジック・パントマイム・バランスアクト・ジャグリングを、生バンドの
演奏にのせて、ストーリー仕立てでスタイリッシュに魅せる新しい
サーカスです。言葉を使わないので、小さなお子さまから海外の
方まで等しく楽しめるノンバーバルなショーをお楽しみに！

夏休み�屋久島・徳山下松クルーズ�s
2019年8月8日（木） ▶ 8月11日（日）【神戸発着 3泊4日】
水と緑が織りなす豊かな自然が魅力の世界自然遺産の島・屋久島と「ものづくりのまち」下松へ。

8月
神戸発

oオプショナルツアー（一例）
●鉄道車両製造工場特別見学ツアー
●大自然体感・屋久島森林浴

徳山下松
屋久島

白谷雲水峡（屋久島） ■o

花岡八幡宮 破邪の御太刀（徳山下松） ■o
限定特別公開

日立製作所笠戸事業所（徳山下松） ■o
鉄道車両製造工場 特別見学

日程 入港 出港 寄港地

8 / 8 木 17:00 神戸
9 金 07:30 16:00 徳山下松 hbko

10土 07:30 17:00 屋久島 o

11日 15:00 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。

写真提供 ： 下松市、日立製作所

キッズ
プログラム

キッズ
プログラム

⃝バルーンアートパフォーマンス、紙芝居タイム、
　ドキドキじゃんけん大会、船長服を着て写真を撮ろう！、
　キッズシアター、アート＆クラフト、塗り絵コーナー

■b 8／9 徳山下松では、はなぐり海水浴場までの
シャトルバス付（追加代金不要）

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）
防長交通、防長観光バス

はなぐり海水浴場
人工海水浴場で、隣接している親水緑地公園に
は、干満で海水が出入りする潮入りプールや砂の
広場があり、その南側には「海上遊歩道」が整備
されている。シャワー、トイレも完備。

その他イベント例  船上夏祭り 縁日・盆踊り大会、歌声広場、折り紙教室 

ヴォヤージュ・デ・クロワッサンサーカス

ご旅行代金（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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青森

敦賀
（小浜沖）

秋田

輪島

竿燈・ねぶた東北二大祭りクルーズ�
2019年8月1日（木） ▶ 8月6日（火）【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

oオプショナルツアー（一例）
●里山里海号 乗車！輪島・七尾はやめぐり
●白米千枚田と輪島観光
●男鹿半島と名物石焼料理の一日
●あきた舞妓演舞鑑賞と秋田市内観光
●十和田湖と奥入瀬渓流ミニウォーク
●陸奥湾一望！浅虫温泉と八甲田・青森ハイライト

輪 島

秋 田

青 森

日程 入港 出港 寄港地

8 / 1 木
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 金 08:00 17:00 輪島 ko

3 土 08:00 22:30 秋田
竿燈まつり観覧 ko

4 日 09:00 22:30 青森
ねぶた祭観覧 ko

5 月 終日クルージング

6 火 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（祭り・花火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、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。秋田港から会場付
近までは送迎バスで移動し平坦約900m徒歩で
会場へ、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）。

　 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

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。

竿燈・ねぶた
観覧席付

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。

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。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

セ三味ストリート 
津軽三味線
パフォーマンスショー
誰が見ても笑えるパフォーマンス
に本格的な津軽三味線演奏を加
えた独特のステージング、大道芸
で鍛え上げられた技とトークで、
世代・性別・場所・状況に関わらず
盛り上げます。

送迎バス運行 o 神戸・大阪・京都・名古屋～敦賀港

その他イベント例   歌声広場、輪投げ　教室：�アート＆クラフト、折り紙、初級社交ダンス
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奥入瀬渓流（青森） ■o

寒風山（秋田） ■o

白米千枚田（輪島） ■o

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。びいなすクルーズの竿燈も登場
予定です。

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

旅行代金 240,000 250,000 265,000 280,000 300,000 385,000 550,000 925,000 975,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

写真提供 ： のと鉄道、秋田県、JR東日本秋田支社

あきた舞妓演舞鑑賞（秋田） ■o のと鉄道・里山里海号（輪島） ■o角館（秋田） ■o

o �その土地ならではの絶景や観光列車乗車、演舞鑑賞なども楽しめます。
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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。

横浜名古屋

徳島下関
関門橋

阿波おどりと関門海峡花火クルーズ�
Aコース  2019年8月12日（月） ▶ 8月16日（金）【名古屋発横浜着 4泊5日】
Bコース  2019年8月12日（月） ▶ 8月15日（木）【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。

8月
名古屋発

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

関門海峡花火大会阿波おどり（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月 12:00 名古屋
2 2 13火 16:00 翌 00:15 下関

関門海峡花火船上観賞 k

3 3 14水 17:30 24:00 徳島 
阿波おどり観覧 o

4 4 15木 14:00 19:00 名古屋
5 16金 09:00 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3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（下記の何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

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

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用
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

Aコース 204,000 213,000 225,000 241,000 259,000 332,000 477,000 781,000 824,000
Bコース 168,000 175,000 185,000 198,000 212,000 270,000 388,000 628,000 662,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

びいなす連

キッズ
プログラム

⃝わくわく船内探検、ドキドキじゃんけん大会、バルーン
アートパフォーマンス、アート＆クラフト、船長服を着
て写真を撮ろう！、キッズシアター、塗り絵コーナー

その他イベント例   歌声広場　
教室：阿波おどり、アート＆クラフト、初級社交ダンス
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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。

横浜

新宮

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 ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 151,000 158,000 168,000 179,000 193,000 253,000 369,000 632,000 667,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

熊野大花火と南紀クルーズ� s
2019年8月16日（金） ▶ 8月19日（月）【横浜発着 3泊4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

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

oオプショナルツアー（一例）
●紀の松島めぐりと熊野古道
●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

新 宮

那智の滝（新宮） ■o

熊野速玉大社（新宮） ■o

熊野大花火大会

日程 入港 出港 寄港地

8 /16金 17:00 横浜
17土 （夕刻、熊野沖錨泊）

熊野大花火大会船上観賞
18日 08:00 17:30 新宮 ko

19月 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（花火観賞日は浴衣もお召しいただけます）。
※ 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。
※ 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。

伊藤咲子 スペシャルライブ
1974年にスター誕生でデビューし、『ひまわり娘』
でお馴染みの伊藤咲子スペシャルライブ。「木枯
しの二人」「乙女のワルツ」「きみ可愛いね」をはじ
めとするヒット曲の数々を今も変わらぬ歌声で
お届けします。

キッズ
プログラム

デッキより
見る海上自爆

【講演】 熊野新宮参詣曼陀羅について、徐福伝説　　
花火の楽しみ方、花火の写真撮影のコツを学ぶ　

キッズ
プログラム

⃝わくわく船内探検、紙芝居タイム、
　バルーンアートパフォーマンス、
　船長服を着て写真を撮ろう！、
　キッズシアター、塗り絵コーナー

遺産

世界
文化

遺産

世界
文化

その他イベント例   輪投げ、折り紙教室
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御前崎

横浜

和歌山

夏休み紀州・御前崎クルーズ�
2019年8月19日（月） ▶ 8月22日（木）【横浜発着 3泊4日】
海と灯台のまちと徳川御三家の城下町へ。ご家族向けのショーやオプショナルツアーもご用意しています。

8月
横浜発

oオプショナルツアー（一例）
●のどかな風景の中を走る 大井川鐵道・SL乗車体験
●世界遺産高野山・奥の院と金剛峯寺の一日
●アドベンチャーワールド有料シャトルバス

御前崎
和歌山

御前埼灯台（御前崎） ■o

高野山（和歌山） ■o

©Gakken Plus

大井川鐵道乗車・車両区見学（御前崎） ■o

アドベンチャーワールド（和歌山） ■o
結浜（ゆいひん） 撮影日：2018年4月29日

日程 入港 出港 寄港地

8 /19月 17:00 横浜
20火 08:00 17:00 御前崎 hbo

21水 08:00 17:00 和歌山 ko

22木 15:30 横浜
■ 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。

キッズ
プログラム

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

青島広志 この曲の意味は？
「エリーゼのために」「夏の思い出」「うみ」など
皆さんご存知の曲に隠された秘密を、ブル－
アイランド先生が解き明かす、とても楽しい
この夏だけのファミリーコンサート。歌ったり
踊ったりするコーナーもありますよ。

キッズ
プログラム

⃝紙芝居タイム、バルーンアートパフォーマンス、
　アート＆クラフト、船長服を着て写真を撮ろう！、
　キッズシアター、塗り絵コーナー

■b 8／20　御前崎ではマリンパーク御前崎海水浴場のシャトルバス付（追加代金不要）
御前崎港 ◀▶ マリンパーク御前崎海水浴場

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）
大鉄観光バス、シグマ観光バス、アンビ・アバス

マリンパーク御前崎海水浴場
砂浜が白く輝く、快適な入江式の海水浴場です。環境
省選定の快水浴場百選にも選ばれています。スタンドア
ップパドルボード体験（有料）やバナナボート乗船体験

（有料）なども楽しめます。更衣室・ シャワー・ トイレあり。

遺産

世界
文化

その他イベント例   歌声広場、輪投げ、折り紙教室
小野 勉

写真提供 ：御前崎市、アドベンチャーワールド

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室利用時 139,000
（104,250）

145,000
（108,750）

154,000
（115,500）

165,000
（123,750）

177,000
（132,750）

228,000
（171,000）

330,000
（247,500）

540,000
（405,000）

570,000
（427,500）

3名様1室利用時 111,200
（83,400）

116,000
（87,000）

123,200
（92,400）

132,000
（99,000）

 子供代金 （55,600） （58,000） （61,600） （66,000） 大人2名様子供1名様で3名様1室利用時のみ適用
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（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

仙台

釧路
十勝

北海道�釧路・十勝クルーズ� s
Aコース  2019年8月28日（水） ▶ 9月1日（日）【横浜発仙台着 4泊5日】
Bコース  2019年8月29日（木） ▶ 9月1日（日）【仙台発着 3泊4日】

北海道らしい雄大な自然や豊かな大地に育まれた庭園を有する道東へ。

8月
横浜・仙台発

oオプショナルツアー（一例）
●大地と海と風を感じる襟裳岬　
●森林浴とアートを楽しむ中札内美術村
●美人の湯「モール温泉」の十勝川温泉
●阿寒湖畔と釧路湿原観光
●釧路湿原と丹頂鶴公園半日観光

十 勝

釧 路

釧路湿原（釧路） ■o

中札内美術村（十勝） ■o襟裳岬（十勝） ■o屈斜路湖（釧路） ■o

A B 日程 入港 出港 寄港地
1 8 /28水 14:00 横浜
2 1 29木 09:00 12:00 仙台
3 2 30金 08:00 19:00 十勝 o
4 3 31土 07:00 19:00 釧路 ko
5 4 9 / 1 日 16:00 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4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11：00頃を予定しております。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

さとう宗幸 
ふれあいコンサート in ぱしふぃっく びいなす
さとう宗幸です。素敵な北海道クルーズのひと時を、
皆様と過ごせる事を大変楽しみにしております。クル
ーズの思い出に心安まる時間を皆様にご提供出来ま
す様一生懸命勤めさせていただきます。「ぱしふぃっく 
びいなす」でお会いしましょう！

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用
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

Aコース 173,000 181,000 192,000 206,000 222,000 288,000 419,000 693,000 732,000
Bコース 137,000 143,000 152,000 163,000 175,000 226,000 330,000 540,000 570,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

連絡バス付（予約制・追加代金不要）8／29、9／1
JR仙台駅  ◀▶ 仙台港

※詳しくは、最終日程表にてご案内いたします。

連絡バス付 JR仙台駅～仙台港間

その他イベント例   歌声広場　教室：ふろしき、スカーフ
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北海道三大市場のひとつで味わう勝手丼
和商市場は海産物をはじめ道東の新鮮食材などのお店が約60店舗ほど並ぶ市
場です。この市場の名物が「勝手丼」。ご飯の量を選び市場内の海鮮店や魚卵専
門店を周り好きな材料を乗せて自分だけのオリジナルの海鮮丼を作ることができ
る人気のグルメです。
（和商市場までは釧路港から
徒歩で約15分）

秋田

釧路

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

旅行代金 102,000 106,000 112,000 122,000 130,000 164,000 240,000 360,000 380,000
初乗船10 91,800 95,400 100,800 109,800 117,000 147,600 216,000 324,000 342,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

秋の北海道 釧路クルーズ 
2019年9月3日（火） ▶ 9月5日（木）【秋田発着 2泊3日】
釧路湿原・阿寒摩周の2つの国立公園をはじめ雄大な自然に恵まれ、海産物も豊富な港町へ。

9月
秋田発

oオプショナルツアー（一例）
●摩周湖と屈斜路湖1日観光
●釧路湿原と丹頂鶴公園
　半日観光

釧 路

釧路湿原（釧路） ■o

丹頂鶴自然公園（釧路） ■o 阿寒湖（釧路） ■o摩周湖（釧路） ■o

日程 入港 出港 寄港地

9 / 3 火 11:00 秋田
4 水 09:00 18:00 釧路 ko

5 木 16:00 秋田
■ 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）

�歌声広場　教室：スカーフ、ふろしき、ルーレット＆ブラックジャック、アート＆クラフト�他

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。
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新潟

境港

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 ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 102,000 106,000 112,000 122,000 130,000 164,000 240,000 360,000 380,000
初乗船10 91,800 95,400 100,800 109,800 117,000 147,600 216,000 324,000 342,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

秋の山陰 境港クルーズ s
2019年9月6日（金） ▶ 9月8日（日）【新潟発着 2泊3日】
週末を利用して、山陰の松江・出雲・安木などへの海の玄関口で日本有数の漁港・鬼太郎の町・境港へ。

9月
新潟発

出雲大社（境港） ■o

足立美術館 枯山水庭（境港） ■o松江城（境港） ■o

日程 入港 出港 寄港地

9 / 6 金 10:30 新潟
7 土 07:00 18:00 境港 ko

8 日 14:00 新潟
■ 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。

写真提供 ： （公社）島根県観光連盟、足立美術館

連絡バス付 JR新潟駅〜新潟港間

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

薫
くんぷうのおと

風之音 
箏にワクワク、尺八にドキドキ、風のしらべ、海のしらべ

新潟を中心に活躍し、和楽器ポップスという
独自のジャンルを切り開くユニット・薫風之
音。スタンダードな和楽器作品はもとより、ポ
ピュラー音楽・映画音楽などを独自のアレン
ジで聴かせるほか、新潟の美しい風景を思い
起させるオリジナル曲などをご用意。また、
世界中からも好評を得ている「月ノ雫」などを
お聴きいただきます。クルーズの秋のひと時
をご一緒にお過ごしください。

oオプショナルツアー（一例）
●日本一の庭園 足立美術館と
　出雲大社参拝
●国宝松江城と堀川遊覧

境 港

連絡バス付（予約制・追加代金不要）
9／6、9／8
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。

その他イベント例 ��教室：スカーフ、ふろしき、ルーレット＆ブラックジャック、
アート＆クラフト�他

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。
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函館

富山新港

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 ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

旅行代金 102,000 106,000 112,000 122,000 130,000 164,000 240,000 360,000 380,000
初乗船10 91,800 95,400 100,800 109,800 117,000 147,600 216,000 324,000 342,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

秋の北海道 函館クルーズ 
2019年9月9日（月） ▶ 9月11日（水）【富山新港発着 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朝市など魅力溢れる港町へ。

9月
富山発

oオプショナルツアー（一例）
●函館はやめぐり観光
●新日本三景の大沼国定公園と
函館の1日

函 館

函館の街並み

大沼公園（函館） ■o五稜郭（函館） ■o

日程 入港 出港 寄港地

9 / 9 月 11:00 富山新港
10火 09:00 19:00 函館 ko

11水 17:00 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。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

村岸優希・酒井良太 YUKI&RYOTA 
ミュージカル ウエーブ
とやまふるさと大使で、ミュージカ
ルや舞台で活躍中の村岸優希が、
元劇団四季の俳優、現在フリーで
活躍中の酒井良太を迎えてお贈り
するミュージカルナイト。2人によ
る楽しいミュージカルレパートリー
はもちろん、富山に因んだ曲や皆
様おなじみのポピュラー音楽・映画
音楽などをたっぷりとお聴きいた
だきます。

その他イベント例   歌声広場
教室：スカーフ、ふろしき、ルーレット＆ブラックジャック、

アート＆クラフト 他

送迎バス運行 o JR富山駅〜富山新港間

o9／9、9／11 JR富山駅～富山新港間の送迎
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。

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。
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神戸

鹿児島

高知

長崎

明石海峡大橋
瀬戸大橋

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

旅行代金 236,000 246,000 261,000 278,000 298,000 383,000 553,000 913,000 963,000
■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用

長崎くんち・鹿児島・高知クルーズ 
2019年10月5日（土） ▶ 10月10日（木）【神戸発着 5泊6日】
専用のマス席から豪華絢爛な祭礼「長崎くんち」を観覧。歴史ある城下町や自然に触れる旅へ。

10月
神戸発

oオプショナルツアー（一例）
●長崎・平和公園と出島散策　
●薩摩の小京都・知覧観光
●龍馬ゆかりの高知満喫観光

長 崎
鹿児島
高 知

龍踊（籠町）

獅子踊（玉園町）

桂浜（高知） ■o 仙巌園（鹿児島） ■o

長崎夜景（長崎） ■o

オランダ船（江戸町）

日程 入港 出港 寄港地

10/ 5 土 11:00 神戸
瀬戸内海クルージング

6 日 16:00 長崎 o

7 月 21:00 長崎
長崎くんち観覧 o

8 火 08:00 17:00 鹿児島 o

9 水 09:00 19:00 高知 ko

10木 10:00 神戸
■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。
※10／7の長崎くんち会場（諏訪神社）ではマス席（座敷席・1マス4人掛け）をご用意して

おります。長崎港から会場間は送迎バスでの移動となります（片道約30分）。会場到着後、
バス停より徒歩にて約10分移動していただき、その後約100段の階段を昇ります（交通
規制の為、タクシーなどの車両は進入できません）。会場（諏訪神社）では車椅子での観覧
はできません。
貸切バス会社名（下記のいずれかのバスにご乗車いただきます。）
長崎県交通局、諫早バス観光、島原鉄道バス

※ 長崎くんち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。

写真提供 ： 長崎県観光連盟

長崎くんちは鎮西大社諏訪神社の祭
礼行事で国指定重要無形民俗文化財
にも指定されています。奉納される華
麗な踊りや勇ましい出し物の数々は
異国情緒に溢れ、豪華で勇壮です。

2019年踊町・催し物（予定）
今博多町 傘鉾・本

ほんおどり
踊

魚の町 傘鉾・川
かわふね

船
玉園町 傘鉾・獅

ししおどり
子踊

江戸町 傘鉾・オ
おらんだせん
ランダ船

籠町 傘鉾・龍
じゃおどり

踊

「長崎くんち」
伝統に輝く秋 の 大 祭

長崎くんち
マス席付
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秋の日本一周クルーズ� m
Aコース  2019年9月24日（火） ▶ 10月3日（木）【横浜発着 9泊10日】
Bコース  2019年9月25日（水） ▶ 10月4日（金）【神戸発着 9泊10日】

中秋の日本をめぐり、その土地ならではの自然や歴史的な景観、文化に触れる日本再発見の旅へ。

神仙沼（岩内） ■o
※紅葉の状況は気象条件等により異なります。

臼杵の石仏（佐伯） ■o本匠の大水車（佐伯） ■o

足立美術館 白砂青松庭（境港） ■o出雲大社（境港） ■o 兼六園（金沢） ■o

9月
横浜・神戸発
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A B 日程 入港 出港 寄港地
1 9 /24火 16:00 横浜
2 1 25水 14:00 17:00 神戸
3 2 26木 08:00 17:00 佐伯 hko

4 3 27金 16:00
隠岐諸島周遊

境港
5 4 28土 19:00 境港 ko
6 5 29日 07:00 15:00 金沢 o
7 6 30月 08:00 19:00 能代 ko
8 7 10/ 1 火 08:00 19:00 岩内 ho
9 8 2 水 終日クルージング

10 9 3 木 14:30 17:00 横浜
10 4 金 18:00 神戸

■お食事／Aコース：朝食9回・昼食9回・夕食9回　Bコース：朝食9回・昼食9回・夕食9回
■ドレスコード／すべてカジュアルです。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込） 2名様1室利用（A・Bコース同額）
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 395,000 413,000 440,000 469,000 505,000 658,000 960,000 1,620,000 1,710,000
早期申込割引 355,500 371,700 396,000 422,100 454,500 592,200 864,000 1,458,000 1,539,000

■ シングル利用 ： 大人1名様で客室を利用される場合、ステートルームF・G・H・Jは2名様1室代金の130％、その他の客室は160％となります。
■ 3名様1室利用 ： ステートルームF・G・H・Jの客室を3名様で1室利用される場合、大人お1人様代金は2名様1室代金の80％となります。 写真提供 ： 大分県、西ノ島町観光協会、足立美術館、JR東日本秋田支社

佐 伯

境 港

金 沢

能 代

岩 内
隠岐諸島

すしネタの大きさと鮮度日本一、川の流れと
逆回転の水車日本一、磨崖仏日本一（県）
日本一大きな汽水域、庭園日本一、大注連縄の
長さ胴回りが日本一、かつての社殿の高さ日本一
PCラーメン構造の橋梁として長さ日本一
日本最古の噴水、日本最古の近代銅像、
金箔生産量日本一、日本で一番美しい駅
日本最大の松原、
日本最古の洋風意匠の芝居小屋
国産最古のオルガン
海蝕崖日本一の摩天崖
※かつての日本一や諸説あるものも含まれています。

日本をめぐりながら、
その土地の日本一を自由散策や
オプショナルツアーで探してみませんか？

東茶屋町（金沢） ■o

隠岐諸島周遊

康楽館（能代） ■o

リゾートしらかみ（能代） ■o

神威岬（岩内） ■o十二湖（能代） ■o

神戸
横浜

能代

岩内

金沢

佐伯

隠岐諸島周遊

境港

m 2019年5月31日（金）までにお申込の場合、早期申込割引代金が適用となります。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

牛田智大 ピアノリサイタル
日本人クラシックピアニストとしては史上最年少の12歳で
大手レコード会社からCDデビューアルバムを発表し大きな
話題となったピアニスト。19歳の今、天性の才能を伸ばし飛
躍的な成長を遂げ、 大胆かつ繊細な演奏を聴かせます。
©Ariga Terasawa 
衣装 企画： （株）オンワード樫山 / 縫製： グッドヒル （株）

ゲストシェフ 吉野建のスペシャルディナー
大地の実りをそのまま皿に盛り込む「テロワ

（大地）の料理」をコンセプトに、素材のもつ
味わいを極限まで引き出す華麗な一皿を
ご賞味ください。
プロフィール パリで開店した「ステラ マリス」が
2006年度版ミシュランで「レストランタテルヨシノ 
銀座」は『ミシュランガイド・東京2010年度版』で
大阪「メゾン タテル ヨシノ」が『ミシュランガイド京
都・大阪2018年度版』で一つ星を獲得。現在は、国
内で多数のレストランをプロデュースしている。

その他イベント例   歌声広場　教室：クッキング、初級社交ダンス、ストール、アート＆クラフト 他

吉野 建「レストラン タテルヨシノ」
パートナーシェフ

（イメージ）

日本一
探訪
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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の中に含まれません。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）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）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
（6）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）
（7）任意の旅行保険料並びに携帯品保険料
（8）客室タイプ変更による追加代金
（9）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
（10）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）。
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2

3

4
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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
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
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 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
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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。

2018.12

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、
2018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

〒530-0001
大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル 2階

〒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

（一社）日本旅行業協会正会員・（一社）日本外航客船協会会員

： 永井ひろみ総合旅行業務取扱管理者
ク ル ー ズ マ ス タ ー

： 大久保俊之総合旅行業務取扱管理者
クルーズコンサルタント ： 富永哲也総合旅行業務取扱管理者

クルーズコンサルタント

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
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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、
2018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｡

17

18

19

20

21

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％




