
横浜港
発着

ハシナガイルカ〈イメージ〉
ⓒ小笠原村観光局

父島 境浦と二見湾〈イメージ〉
ⓒ小笠原村観光局

父島 夕日〈イメージ〉
ⓒ小笠原村観光局

〜船でしか行けない神秘の島へ〜

2019年�11月4日（月・祝）〜�
11月9日（土）�6日間

世 産遺界小笠原クルーズ

で航く



横浜

小笠原
（父島）

ビューポイント

孀婦岩

ビューポイント

鳥島

■ 旅行代金（2 名 1 室利用／大人お一人様）

客室タイプ K ： ステート F ： ステート

プライベートバルコニー付

E ： バルコニー
D ： バルコニー

C ： スイート A ： アスカスイート S ： ロイヤルスイート
D3 ： ディートリプル

早期申込割引
適用後の旅行代金 235,000円 285,000円 330,000円 340,000円 525,000円 670,000円 1,180,000円

旅行代金 260,000円 315,000円 365,000円 375,000円 575,000円 735,000円 1,310,000円

※ドレスコードは全てカジュアルです。 ※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋ・Ｆは130％、客室Ｅ・Ｄは115％、客室Ｃ・Ａは160％、客室Ｓは200％の割増料金となります。 
※3名1室でのご利用の場合、3人目の代金は客室タイプ（S・A・C・D3）にかかわらず、Kステートの代金となります。K3キッズの3人目の代金は裏面「お申込み時の注意事項とご案
内」をご参照ください。 ※このクルーズはチャータークルーズのため、船会社発行の各種優待券、日本郵船株主様ご優待割引券はご利用いただけません。
■乗船券（出発の10日前頃に発送予定）をもってお部屋番号の回答とさせていただきます。

飛鳥Ⅱの上質な空間で
船でしかたどり着けない絶海の楽園へ

小笠原二見湾の飛鳥Ⅱ〈イメージ〉
撮影：中村武弘

■ スケジュール
日程 寄港地 スケジュール

2019年
11/4（月・祝） 横浜 17：00発　飛鳥Ⅱ出港 — — 夕

5（火）
終日航海
各種船内イベントをお楽しみください。 朝 昼 夕

6（水）
小笠原
（父島）

 通船 

08：00着
自由行動またはオプショナルツアーを
お楽しみ下さい。 朝 昼 夕

7（木）
小笠原
（父島）

 通船 

16：00発
自由行動またはオプショナルツアーを
お楽しみ下さい。 朝 昼 夕

8（金）
終日航海
各種船内イベントをお楽しみください。 朝 昼 夕

9（土） 横浜 09：00　入港 朝 — —

●食事 ： 朝食5回、昼食4回、夕食5回 ●最少催行人数 ： 2名様
●添乗員 ： 同行してお世話します。
※ 気象・海象、その他の状況により、記載航路、スケジュール・エンターテイメント出演者及びイ

ベントの内容は変更される場合がございます。
※ 父島では、上陸用ボートで上陸予定です。天候によっては上陸できない場合がございます。なお、安

全確保のため車いすでの上陸用ボートへの乗船はできませんので、あらかじめご了承ください。
※ 父島での上陸用ボートの運航は日中のみとなります。運航時間の詳細は日程表および船内

の案内をご確認ください。なお、海面状況の急変等によりボートの運航ができなくなる場合が
ございますので島内での宿泊はご遠慮ください。

※ 1 1/4（月・祝）の横浜港は、大さん橋国際客船ターミナル以外になる場合がございます。

2019年8月30日㊎
までにお申し込みいただいた

場合に適用となります。

早期申込割引
プライベート

バルコニー付客室が
おすすめ！！

ボニンブルーと呼ばれる小笠原特有の
美しい青い大海原を眺めながら、優雅

なひとときをお過ごしください。

航海中に船から見られる
ポイント！

アホウドリの数少ない繁殖地で天然保護
区域に指定されている無人島です。

太平洋に突き出た高さ約100mの奇岩です。

孀婦岩〈イメージ〉

鳥島〈イメージ〉



東京の南、はるか1,000kmにある島々で、大小
30余りの島からなる小笠原諸島は、誕生以来、一
度も大陸とつながったことのない「海洋島」。ボニ
ンブルーと呼ばれる小笠原特有の海の色も魅力
のひとつ。島特有の動植物が多数存在し、2011
年6月、世界でも希な固有の進化様式の場として
高く評価され、世界自然遺産に登録されました。

超遠隔離島である小笠原の島々は、なかなか訪れ
るのが難しい場所です。そんな島のユニークな自
然や文化などを、分かりやすくお伝えします！

小笠原諸島は国内最大のアオウミガメの産卵地の一つ。小笠原海洋センターの協力
のもと、いざ子ウミガメの放流へ。小笠原で放流したウミガメが時を経て秋田で見つ
かった事もあり、いつか皆様のふるさとで再会もあるかもしれません。

1997 年 小 笠 原
父島に移り住み、
小笠原古謡に出
逢い唄い始める。
現 在 は、3 代 目
おがさわら丸進水
式にて国歌独唱
の大役を果たし、
小笠原母島観光
大使にも就任。

父島出港時の風物詩、地元の皆様のお見送り。「さ
よなら」ではなく「いってらっしゃい」の掛け声、そ
して飛鳥Ⅱと並走しての漁船によるお見送りと、感動
と笑顔の素敵な出港風景を船上よりご覧頂けます。

〈イメージ〉

父島名物！
感動の「お見送り船」

南洋貿易が盛ん
だった時代の南
洋諸島の踊りが
伝承され、 東京
都指定無形民俗
文化財に指定さ
れている南洋踊
りを飛鳥Ⅱ船内で
披露いたします。

小笠原の気候
亜熱帯に属する小笠原は年間を通して
暖かく夏と冬の気温差が少ないのが特徴です。
父島（11月） ： 最高気温25.6℃／最低気温21.3℃／平均気温23.5℃
東京（11月） ： 最高気温16.3℃／最低気温8.3℃／平均気温12.1℃（参考）
※気象庁統計情報（1981〜2010）より

小笠原海洋センター〈イメージ〉

小笠原
諸島

ウミガメ放流見学

小笠原固有種「タ
コノキ」の葉を編
み上げた戦前から
島に伝わる伝統工
芸。船内でブレス
レット作りが体験
出来ます。小笠原
の思い出のひとつ
にいかがですか。

小笠原古謡唄うたい“okei”

ⓒ小笠原村観光局〈イメージ〉

ⓒ小笠原村観光局〈イメージ〉

タコノ葉細工体験教室（有料）

南洋踊り披露

「はじめての小笠原
〜世界遺産小笠原諸島の
自然と文化について〜」

講師 ： 金子 隆
（小笠原自然体験ガイド）

「小笠原を深く知る」
船上セミナー開催

 客室のご案内（全室海側） 安らぎの空間で素敵な旅の思い出を
スイート バルコニー付33.5m2Cバルコニー バルコニー付22.9m2D E

ディートリプル 角窓（バルコニーなし）22.9m2D3

※3名利用が基本となります。

（お部屋の一例） （お部屋の一例） （お部屋の一例）

※Kステートは眺望が妨げられます。

ステート 角窓（バルコニーなし）18.4m2F K

（お部屋の一例）

※バルコニー付客室の平米数にはバルコニーの面積を含みます。 ※バルコニー付客室の平米数にはバルコニーの面積を含みます。



カヤック体験
（午前／午後）※2

夜明山戦跡 
ガイド散策

（午前／午後）※2

二見湾・歴史と 
自然クルーズ

（午前／午後）※1

小笠原の 
自然固有植物 
ガイド散策

（午前／午後）※2

南島海域公園 
ボート観光

（午前／午後）※1

ウェザーステーション 
展望台と 
宮之浜観光

（午前／午後）

小笠原諸島の玄関口である父島。その広さは東京都千代田区の2倍余り
の約24平方km。島の中央には標高約319mの中央山があり、観光ス
ポットなど見所も多く、遊泳に適した海岸がいくつもあります。美しい海に
加え、貴重な動植物の固有種など魅力がいっぱいある小笠原諸島で2番
目に大きな島です。父島

父島オプショナルツアー（予定）

※1…3歳未満のお子様はご参加いただけません。 ※2…未就学児（6歳以下）のお客様はご参加いただけません。

4,000円

旅行代金

6,000円

旅行代金

9,000円

旅行代金

9,000円

旅行代金

5,000円

旅行代金

9,000円

旅行代金

ウェザーステーション展望台
ⓒ小笠原村観光局

父島・二見湾
ⓒ小笠原村観光局

南島から望む父島ジニービーチ
ⓒ小笠原村観光局

砲台
ⓒ小笠原村観光局

小笠原固有種マルハチ
ⓒ小笠原村観光局 〈イメージ〉

本クルーズをお申込みの方に、詳細を8月上旬までにご案内いたします。
※下記オプショナルツアー料金は、大人お一人様、子供同額となります。

父島 メインストリート〈イメージ〉小笠原ビジターセンター〈イメージ〉　撮影：中村武弘

小笠原
半島

南島

▲
中央山

三日月山
▲

扇浦

境浦大村海岸

●　
ウェザーステーション

展望台
●
二見港

●小笠原海洋センター

長崎展望台
●

宮之浜

父島
MAP

ジニービーチ
ジョンビーチ

ロイヤルスイート バルコニー付88.2m2Sアスカスイート バルコニー付45.8m2A

S・A客室
のお客様
限定

SロイヤルスイートとAアスカスイートご利用のお客様専用ダイニング 
「プレゴ」。落ち着いた雰囲気の中でお食事をお楽しみください。プレミアダイニング プレゴでのディナー

（お部屋の一例） （お部屋の一例）
※バルコニー付客室の平米数にはバルコニーの面積を含みます。 ※バルコニー付客室の平米数にはバルコニーの面積を含みます。



 華やかなエンターテイメント ＆ スペシャルゲスト

国際口笛コンクールにおいて2度の女性成人部
門総合優勝経験を持ち、プロの演奏家として国
内外で演奏活動を行っている。

『言葉にできない気持ちを僕らは歌う』を合言葉
に音楽で笑顔を届けるPOPバンド。福岡から全
国へ向けて発信。全国ツアーも行っている。

本場ラスベガス・スタイルで飛鳥Ⅱの船上だけ 
で楽しめるオリジナル・ステージをお楽しみ 
ください。

〈イメージ〉 〈イメージ〉

口笛奏者 柴田晶子 ラズベリードリーム 飛鳥Ⅱオリジナル
プロダクションショー

クルーズライフを彩る船内イベント チャータークルーズならではの船内イベントを開催！！

デューク更家関西一番弟子
“武當倭人”氏による船上
ウォーキングレッスンで軽く
汗を流して船内生活を整え
ましょう。更にアシックスジャ
パンスタッフによる足型計測
とアドバイスも行います。

デューク更家公認ウォーキングスタイリスト
による船上ウォーキングレッスン開催！

〈イメージ〉

〜豪華な著名人達による教養講座＆体験イベント〜

田口亜希 
（元パラリンピック出場 
  射撃選手）

大学卒業後、客船「飛鳥」に
パーサーとして勤務。25歳
の時、脊髄の血管の病気を
発症し、車椅子生活になる。
ライフル射撃競技でアテ
ネ、北京、ロンドンと３大会
連続でパラリンピックに出
場。現在は日本郵船（株）広
報グループに勤務。

寺内健 
（現役飛込競技選手）

15歳でオリンピックに初出場して以
来、シドニーやアテネなど5度のオ
リンピック出場経験を持ち、20年
間日本のエースとして活躍を続け
ている。2020年東京オリンピック
を目指すのか注目されている。現在
はミキハウス所属。兵庫県宝塚市出
身38歳。

南克幸 
（元オリンピック出場 
  バレーボール選手）

1972年ミュンヘンオリンピッ
ク金メダリストの南将之を父
に持ち、旭化成バレーボール
部で活躍。1992年バルセロ
ナオリンピックをはじめ、数多
くの世界大会出場経験を持
つ。現在は加藤海運株式会社
代表取締役社長を務める。宮
崎県延岡市出身。47歳。

武當 倭人 
（デューク更家関西一番弟子）

1980年生まれ。兵庫県出身。法政大学
卒業後、アパレル関係の仕事に就く。
その後、デューク更家氏と出会い、歩
く事の奥深さに感銘を受け、2004年
デュークズウォークに入門。関西1番弟
子として現在は、「ウォーキングスタイリ
ストプロフェッサー」資格を持ち後進の
指導に当たるとともに、多くのイベント・
メディアへの出演でデュークズウォーク
の魅力を多くの人に伝えている。

大学で天文学を専攻し、
客船などで星空鑑賞イ
ベント実施の経験を持つ
木原美智子氏を講師に
迎えて、飛鳥Ⅱ船上から
星空を見上げながら星座
教室を開催いたします。

星空観賞＆
星座教室

〈イメージ〉



SHIP DATA　● 総トン数：50,142トン　● 全長：241m　● 全幅：29.6m　● 乗客定員：872 名　● 乗組員数：470 名　● 就航年：2006 年 2 月

船旅の醍醐味を愉しむ　　　と　　　の空間寛ぎ癒し
お食事 エンターテイメント リラクゼーション

アスカ アヴェダ
サロン＆スパ
アヴェダのコンセ
プトサロン。トータ
ルなビューティー
ケアをご提供いた
します。（有料）

フォーシーズン・
ダイニングルーム
ゆったりと落ち着い
て、お食事をお楽しみ
いただけるメインダイ
ニングです。夕食は原
則として2回制です。

パームコート
天窓から降り注ぐや
わらかな陽光と心や
すらぐ観葉植物が開
放的な空間。ゆった
りとしたくつろぎの
時間をどうぞ。

グランドスパ
窓の外には大
海原が広がる、
飛鳥Ⅱ自慢の展
望大浴場です。

（無料）

クラブ2100
ミュージシャンによる
生演奏での社交ダン
スをお楽しみいただ
けます。夜にはぜひド
レスアップしてお出
かけください。

ギャラクシー
ラウンジ
華麗なショーや本格
的なコンサートが繰
り広げられるメイン
ホール。華やかな夜
のひとときをお楽し
みください。

リドカフェ＆
リドガーデン
開放感あふれるビュッ
フェスタイルのレストラ
ン。オープンデッキでさ
わやかな風を感じながら
のお食事も爽快です。

海彦（有料）

厳選された海の幸をご堪
能いただけるレストランで
す。江戸前寿司をはじめ、お
刺身や一品料理を銘酒とと
もにお楽しみください。

〈イメージ〉

〈イメージ〉

〈イメージ〉 〈イメージ〉

〈イメージ〉

〈イメージ〉

〈イメージ〉

〈イメージ〉〈イメージ〉

T-18-038

お申込み時の注意事項とご案内
〔旅行代金について〕
●旅行代金及びオプショナルツアーの代金は、消費税等諸税を含んでおります。
●旅行代金は客室をお2人でご利用の場合の大人お1人の旅行代金です。
●客室をお1人でご利用の場合、旅行代金表の下部のご案内をご参照ください。
●子供（2歳以上12歳以下）も大人の旅行代金となります。
●2歳未満の幼児は無料ですが、クルーズのご予約時に同伴する旨をお申出ください。

但し、食事とベッドのご用意はございません。
〔客室の3人利用について〕
●Kステートルームの一部では、3人目が未就学児（6歳以下）の場合に限り、備え付けの

ソファーをキッズベッドとして使用することで3人利用が可能です。この場合の3人目の
代金は、Kステートルーム旅行代金の50％となります。（K3キッズ・7デッキのみ）

●スイートルーム及びDトリプルルームの3人利用
 ・ S客室はエキストラベッドを、A,C,Dトリプル客室は備え付けのソファーベッドを使用するこ

とで3人利用が可能です（但し、1058、1059、1060、1061、1062、1063号室

を除く）。
 ・ 3人のうち1・2人目はご利用客室の2名1室利用の旅行代金、客室タイプにかかわら

ず3人目はKステートの2名1室利用の旅行代金となります。
●ご予約変更による変更後の適用代金

お客様の取消により1人１部屋のご利用となった場合、1人１部屋追加代金が必要とな
ります。

〔その他〕
●６ヶ月未満の乳児はご乗船いただけません。
●15歳未満の方は、保護者の同行（同室）が条件となります。
●15歳以上20歳未満の方は単独でもご乗船いただけますが、保護者の同意書が必要

です。
●妊娠中の方はお申し出ください。乗船前に船会社指定の診断書および承諾書を提出

いただきます。
●車いすをご使用されるお客様は事前にお申し出ください。原則としてお客様1名様に対

して1名の介助いただけるご同伴者様（同室）の乗船をお願いいたします。又、ご同伴
者様は車いすご使用のお客様と共に行動していただきます。単独行動はご遠慮ください。

●未就学児のお子様、妊娠中のお客様、電動車椅子をご利用のお客様にはご乗船前
に船会社指定の承諾書が必要となります。電動カートの船内使用はできません。

●体質上（アレルギー）の理由で、食べ物に制限をお持ちのお客様は乗船前に船会社指
定の申請書に必要事項をご記入の上、提出をお願いいたします。

●医療器具をお持ち込みされる場合はお申し込み旅行会社へ予めお申し出ください。
●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がいのある

方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、
身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、その他特別の配慮を
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ちにお申し出ください）当
社は可能な範囲でこれに応じます。尚、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お客様の負担となります。

 旅行条件〈要約〉詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申込みください。
の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の
変更、旅行の中止（ｵ）自由行動中の事故（ｶ）食中毒（ｷ）盗難（ｸ）運送機関の遅延・不通・
スケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時
間の短縮
旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件・旅行代金は2018年12月17日を基準としています。

旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した船舶の運送機関の運賃・料金、宿泊料金（税・サービス料金を含む）、
食事料金（税・サービス料金を含む）、添乗員同行費用
※ お客様のご都合により、旅行代金に含まれるものを一部利用されなくても払い戻しは

致しません。
旅行代金に含まれないもの
※旅行代金に含まれないものを以下に例示します。
1人1部屋追加代金、個人的性質の諸費用（クリーニング代、電話料等）、傷害・疾病に
関する医療費、集合・解散地点までの交通費や宿泊費等、希望者のみが参加するオプショ
ナル・ツアーの料金
取消料
お客様は下記に記載した取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約を解除す
ることができます。但し、契約解除のお申し出は、お申し込みの旅行取扱店の営業時
間内にお受けします。

取 消 日 取消料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

61 日前まで 9/4（水） 無料
60 日前 〜 31 日前まで 旅行代金の10％
30 日前 〜 21 日前まで 旅行代金の20％
20 日前 〜旅行当日（出港前）まで 旅行代金の50％

旅行当日出港後又は無連絡不参加 旅行代金の100％
※チャータークルーズにつき、通常の取消料規定とは異なりますのでご注意ください。
当社の責任
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合には、当社は責任を負い
ません。

（ｱ）天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中
止（ｲ）運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害（ｳ）運送・宿泊機関等のサービ
ス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止（ｴ）官公署

募集型企画旅行契約
この旅行は、郵船トラベル株式会社（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。また、旅行条件は、下記によるほか、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。
旅行のお申し込みと契約の成立時期
● 当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて、当社所定の旅行申込

書に所定の事項を記入のうえ、申込金20％以内を添えてお申し込み頂きます。申込
金は旅行代金をお支払い頂くときに、その一部として取り扱います。また、旅行契約
は、当社ら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。

● 当社らは、電話、郵便、ファクシミリ及び電子メールその他の通信手段による旅行契
約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立
しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申
込書の提出と申込金の支払いをして頂きます。この期間内に申込書の提出と申込金
の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。

● 旅行契約は、電話によるお申込の場合には、申込金を当社らが受領したときに、また、
郵便、ファクシミリ又は電子メール等でお申し込みの場合には、申込金のお支払い後、
当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに成立致します。また、電
話、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の通信手段でお申し込みの場合であっても、
クレジットカード決済による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電
話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発したときに成立し、当社らが
電子メール等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様
に到達したときに成立するものとします。

旅行代金のお支払い
旅行代金（又は申込金を差し引いた残金）は、旅行開始日の前日から起算して遡って61
日目に当たる日より前にお支払い頂きます。

当社らは、旅行申し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、
お客様との連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申し込み頂いた旅行にお
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該パンフレット記載の日
程表及び最終日程表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に必要な範囲内で利用させて頂きます。その他、当
社らは、①当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
とその手続き②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い
④特典サービスの提供⑤統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させて頂くこ
とがあります。当社は、お申し込み頂いた旅行の手配の為に、運送・宿泊機関等及
び手配代行者に対し、お客様の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、
パスポート番号等の個人情報を、予め郵便、電子的方法等で送付することによって
提供致します。

個人情報の取り扱い

国内旅行保険への加入について
ご旅行中にけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。ま
た、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。
これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身
で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。国内旅行保険について
はお申し込みの旅行取扱店にお問い合わせください。

旅 行 企 画 ・ 実 施 お申し込み・お問い合わせは（受託販売）

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取り引きの責任
者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございました
ら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

営業時間：月〜金曜 09：30〜18：00（土・日・祝日休業）

観光庁長官登録旅行業第1267号
〒101-8422  東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8階

クルーズのゆたか倶楽部株式会社

旅行企画・実施
横浜営業所大阪営業所本　社
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モンテカルロ
ル ーレットや ス ロット 
マシーンなど、本格的な
カジノゲームで、熱気に
満ちた夜を。（有料）

※ チップ及びコインを現金や記念
品に交換することはできません。


