
あなたに感動の船旅を
株式会社クルーズバケーション

オリジナルツアー

Ⓡ

飛鳥Ⅱで航く のんびり春旅 4日間
横浜～神戸クルーズと神戸1泊フリープラン

横浜乗船・羽田空港解散

旅行期間 2022年3月24日（木）～3月27日（日） 4日間

飛鳥Ⅱ・Dバルコニー　ⓒ郵船クルーズ㈱

飛鳥Ⅱ／撮影：中村庸夫　ⓒ郵船クルーズ㈱

神戸 飛鳥Ⅱ・ビスタラウンジ　ⓒ郵船クルーズ㈱

神戸港下船後、神戸市内のホテル1泊付き
復路は神戸空港から空路、羽田空港へ

※掲載の写真はすべてイメージです。

★ツアーのおすすめポイント
●飛鳥Ⅱクルーズ代金に10,000円プラスで下船後の神戸市内宿泊と復路の神

戸から羽田空港航空券がセットされてます。
●飛鳥Ⅱ乗船前に新型コロナウイルスPCR検査（唾液接種用）を実施。安心し

てご参加いただけます。
●ゆとりある2泊3日のクルーズでは、海を眺めながら露天風呂やハイティーを

楽しむ、優雅なひとときをお楽しみいただけます。
●お1人様でのご参加も可能です。（Dバルコニーがお得です・要追加代金）
●3名様1部屋利用は3人目がお得です。（3人目ツアー代金100,000円／Cスイート）

旅行条件（要約）
※お申込みの際に別途お渡しする詳細旅行条件書を十分にお読みください
●お申込金：お1人様につきご旅行代金の20％ 旅行のお申し込みは所

定のお申込書にご記入のうえ、申込金額を添えてお申込みください。
申込金は旅行代金または、取消料もしくは、違約料の一部として充当
します。

●この旅行は株式会社クルーズバケーション（以下当社）が企画・募集
し実施する企画旅行です。この旅行に参加されるお客様は当社と募
集型企画旅行契約を締結することになります。募集型企画旅行は当
社が契約の締結を承諾し、申込書と申込金をいただいた時に成立し
ます。

●旅行代金に含まれないもの：アルコール類、クリーニング、電話料、イ
ンターネット通信料、追加飲食など個人的性質の諸費用およびそれ
に伴う税・サービス料。

●取消料（旅行開始の前日から起算してさかのぼって解除する場合）
2０日前～８日前まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の20％
７日前～2日前 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の30％
前日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の40％
出発日当日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の50％
無連絡不参加・旅行開始後の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の100％ 

●旅行条件基準日：2021年12月10日

横浜
羽田

神戸

日程 スケジュール

3/24
（木）

︻₁₇：₀₀︼

各自、船会社指定の集合場所に集合、乗船前にPCR検
査を受けていただき、検査結果が陰性の後、船内へ
乗船後に軽食のご用意があります
出航まで船内でお楽しみください
飛鳥Ⅱ出港、神戸港へ
 飛鳥Ⅱ泊 ��  

3/25
（金）

【 終 日 】クルーズ
船内イベントなどでお楽しみください

飛鳥Ⅱ泊 ���  

3/26
（土）

︻₀₉：₀₀︼
【 午 後 】

神戸港入港後、自由行動
各自でホテルにチェックイン

三宮（神戸三宮東急REIホテル）泊 ���  

3/27
（日）

︻₀₉：₀₀︼

︻₁₅：₃₅︼
︻₁₆：₅₀︼

ホテルで朝食後、各自でホテルチェックアウト
自由行動後、神戸空港へ
神戸空港発、〈スカイマーク航空110便〉にて羽田へ
羽田空港着後、解散  ���  

【コースのご案内】
■最少催行人数：2名／飛鳥Ⅱの乗客数が最少催行人員（200名様）に満たない場合、もし

くは寄港地の受け入れ状況、その他の事情により運行中止となった場合は本ツアーも
催行中止といたします。

■添乗員：同行しません。船内では船内係員がお世話をいたします。
■食事：朝3回・昼2回（内軽食1回）・夜2回
■3泊目宿泊予定ホテル：神戸三宮東急REIホテル
■ドレスコード：最終日程表でご確認ください。
※お申し込みの際にお渡しする、新型コロナウィルス感染症対策プランを必ずご一読ください。
※アスカクラブ優待割引券の利用は可能です。（ご不明点は弊社係員にお尋ねください）
※日本郵船の株主優待券との併用はできません。
※スケジュールは、天候・潮流・現地事情などにより変更になる場合がございます。

客室タイプ K ステート E バルコニー D バルコニー C スイート A スイート

ツアー代金 123,000円 164,500円 168,000円 242,000円 303,000円

1名利用追加代金 61,500円 49,800円 18,900円 145,200円 179,800円

■旅行代金（2名1室利用時お1人様） お一人様利用がお得 3人利用がお得

ASUKAⅡ ShipData
【就航】2006年（2020年改装）
【船籍】日本
【総トン】50,444トン
【全長】241メートル
【全幅】29.68メートル
【最大乗客定員】872人
【客室数】436室（全室海側）

Special Cuisine } } }}}}

飛鳥Ⅱで春を味わう
「春の日ディナー」
「春御膳」
華やかな季節を感じていただけ
るよう、旬の食材を多彩に使用し
た季節限定の「春の日ディナー」。
昼食には和の味わい「春御膳」を
ご用意します。春の訪れを、食でも
どうぞお楽しみください。
※料理の写真はイメージです。

2名様から出発保証‼

飛鳥Ⅱ・デッキ ⓒ郵船クルーズ㈱



お問い合わせ・お申し込みは　（ご予約時に旅行条件書をお渡ししますので、ご確認のうえお申込みください）

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明に
ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

旅行企画・実施

株式会社クルーズバケーション
〒108-0022 東京都港区海岸3-18-21 ブライトイースト芝浦1階
観光庁長官登録旅行業 第一種 第2010号日本旅行業協会（JATA）会員

旅行契約の解除日（弊社営業時間外は翌営業日になります） 取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
21日前まで 無料
20日前〜8日前まで 旅行代金の20％
7日前〜2日前まで 旅行代金の30％

旅行開始日の前日 旅行代金の40％
旅行開始日当日（旅行開始後を除く） 旅行代金の50％
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％

旅行条件（要約）※お申込みの際に別途お渡しする詳細旅行条件書を十分にお読みください
●お申込金：お1人様につきご旅行代金の20％。旅行のお申し込みは所定のお申込書にご記入のうえ、申込金額を添えてお申込みください。申込
金は旅行代金または、取消料もしくは、違約料の一部として充当します。●この旅行は株式会社クルーズバケーション（以下当社）が企画・募集し実
施する企画旅行です。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を締結することになります。募集型企画旅行は当社が契約の締
結を承諾し、申込書と申込金をいただいた時に成立します。●旅行代金に含まれるもの：船舶運賃、宿泊料金、観光費用、専用車観光費用、食事代金

（朝食３回・昼食2回・夕食３回）●旅行代金に含まれないもの:アルコール類、追加飲食など個人的性質の諸費用及び税金等諸費用、自宅から集合・
解散場所までの交通費や宿泊費用、PCR検査代金●旅行条件基準日:202１年12月10日

日程 スケジュール

3/28
（月）

【09:30】
【11:00】

竹芝桟橋客船ターミナルに集合後、おがさわら丸に乗船
竹芝桟橋を出港、小笠原の二見港へ
船内では特2等寝台（プレミアムベッド）を利用

おがさわら丸泊 ���  

3/29
（火）

【 午 前 】
【 午 後 】

小笠原・二見港着後、昼食（11：00頃）
世界自然遺産・小笠原諸島 父島 ネイチャーガイドと巡る自然観察【展望編】
ウエザーステーション展望台、長崎展望台、境浦、扇浦を観光（約3時間）
プチリゾート感にあふれる「ハートロックヴィレッジ」に3連泊

父島（ハートロックヴィレッジ）泊 ���  

3/30
（水）

【 終 日 】
【 午 後 】

小笠原諸島父島滞在
世界自然遺産・小笠原諸島 父島 ネイチャーガイドと巡る自然観察【森編】
車を利用し途中で下車しながら見学をするツアー（約6時間）
歩き通しのツアーではありません

父島（ハートロックヴィレッジ）泊 ���  

3/31
（木）

【 終 日 】小笠原諸島父島滞在
パノラマボートツアー
ボニンブルーと呼ばれる小笠原の海へ（小型ボートで約6〜7時間）
この時期はホエールウォッチングのベストシーズンであり、「ザトウクジラ」に
出会えるチャンス

父島（ハートロックヴィレッジ）泊 ���  

4/1
（金）

【15:00】
出発まで自由行動
父島を出港、竹芝桟橋へ
出港時、小笠原名物の地元のボートのお見送り

おがさわら丸泊 ���  

4/2
（土）

【 午 後 】竹芝桟橋客船ターミナルに到着
おがさわら丸下船後解散  ���  
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■日程表中のマーク：�朝食・�昼食・�弁当・�夕食・�食事なし
●最少催行人数：4名様（限定8名様）
●添乗員：竹芝桟橋より同行いたします。
●食事：朝食3回・昼食3回（弁当2回）・夕食3回
●利用予定交通機関：おがさわら丸（特2等寝台／プレミアムベッド）
●利用予定宿泊先：ハートロックヴィレッジ（スタンダードルーム）
※天候や現地事情により観光の変更、訪問順序が変更される場合がございます。
※出発時にPCR検査を必ず受けていただきます（有料）。

※竹芝桟橋までの交通機関、前泊・後泊の手配など承りますのでご相談ください。

父島宿泊予定ホテル　「ハートロックヴィレッジ」

おがさわら丸では特2等寝台（プレミアムベッド）を利用

小笠原の旅へのお誘い
東京（竹芝）から南へ1000キロの太平洋上に浮かぶ、船でしか辿りつけない世界
遺産の小笠原諸島への約24時間のおがさわら丸での船旅では、少しでも快適に
過ごしていただけるよう特2等寝台をご用意しました。父島での人気の宿泊ホテル
は町の中心にあり、食事やお買い物に便利です。
極力移動を少なくし、安心安全の旅になっています。また、この時期はザトウクジラ
に出会えるチャンスが多いのも楽しみです。

お部屋の一例ホテル外観

町の中心にありながらガジ
ュマルの木陰でプチリゾー
ト感に溢れています。
●バス・トイレ付き客室（海側）
※写真提供：（株）ナショナルランド

ご旅行代金（2名1室利用／お一人様）
竹 芝 桟 橋 発 着 258,000円
お一人様部屋利用追加代金

（父島3泊分） 33,000円

未体験の日本の絶景を求めて・・・

冒険の旅（世界自然遺産の島）
おがさわら丸で行く神秘と奇跡の島

小笠原諸島（父島）6日間
［旅行期間］2022年3月28日（月）〜4月2日（土）6日間

父島/境浦と二見湾 ⓒ小笠原村観光局

ホエールウォッチングのチャンス ⓒ小笠原村観光局

おがさわ丸の見送り風景 ⓒ小笠原村観光局

島寿司 ⓒ小笠原村観光局

おがさわら丸　ⓒ小笠原村観光局 特2等寝台

■おがさわら丸アップグレードプラン
個室をご希望のお客様には、特等室（ス
イート）全4室、特1等室（デラックス）全
24室、1等室などの個室について、2ヵ
月前に手配の可否をお知らせします。

添乗員同行
4名様〜8名様

限 定

※別途、各等級に燃料調整金が追加されます。

船室等級変更追加料金
（片道）2名1室利用1名追加料金

1等船室 特1等船室 特等船室
13,750円 28,080円 34,700円


