
スケジュール＆代金 おすすめポイント

国内 神戸発着 陽春の駿河・鳥羽クルーズ 2017.4.5（水） - 4.8（土） オールインクルーシブキャンペーン

神戸～清水～鳥羽～神戸  （３泊４日） \141,000 ～ 708,000 オプショナルツアー(有料）の他に

無償の特典ツアーも用意！

国内 春の神戸・横浜ゆったりワンナイトクルーズ 2017.4.8（土） - 4.9（日） 初心者におすすめ

神戸～横浜  （１泊２日） \58,000 ～ 289,000 週末利用で船上滞在時間（23H)が通常

よりも長めのクルーズです。

国内 陽春の阿波・大阪クルーズ 2017.4.10（月） - 4.14（金） フリードリンクキャンペーン

横浜～徳島(小松島)～大阪～横浜  （４泊５日） \168,000 ～ 840,000

国内 TAKARAZUKA ON ASUKAⅡ 2017.4.14（金） - 4.16（日） 元トップスターを中心に参加予定

横浜～横浜  （２泊３日） \119,000 ～ 550,000

国内 陽春のみちのくクルーズ 2017.4.16（日） - 4.19（水） 早春の東北を巡るクルーズです。

横浜～仙台～小名浜～横浜  （３泊４日） \126,000 ～ 630,000

国内 春爛漫 熊野・伊勢クルーズ 2017.4.19（水） - 4.22（土） 日本人の旅の原点を巡る

横浜～新宮～四日市～横浜  （３泊４日） \126,000 ～ 630,000

海外 陽春の釜山・博多・種子島クルーズ
Aｺｰｽ：2017.4.22（土） - 4.28（金）
Bｺｰｽ：2017.4.22（土） - 4.25（火）
Cｺｰｽ：2017.4.25（火） - 4.28（金）

ザ・ワイルドワンズのスペシャルステー
ジがあります。

Aコース：横浜～釜山～博多～種子島～横浜  （６泊７日） A：\222,000 ～ 1,104,000 オチョエクササイズで有名な

Ｂコース：横浜～釜山～博多  （３泊４日） B：\156,000 ～   786,000 進藤学さんも乗船！

Ｃコース：博多～種子島～横浜  （３泊４日） C：\156,000 ～   786,000

国内 ゴールデンウィーク 鳥羽クルーズ 2017.4.28（金） - 4.30（日） 初心者におすすめ

横浜～鳥羽～東京  （２泊３日） \116,000 ～ 578,000 子供代金設定ありでお得なコースです。

国内 ゴールデンウィーク 駿河・伊勢クルーズ 2017.4.30（日） - 5.3（水・祝） 珍しい東京発着！子供代金設定ありで

東京～清水～四日市～東京  （３泊４日） \150,000 ～ 747,000 お得なコースです。

国内 ゴールデンウィーク 熊野・駿河クルーズ 2017.5.3（水・祝） - 5.6（土） まさにGW真っ只中のコースです！

東京～新宮～清水～東京  （３泊４日） \174,000 ～ 867,000 子供代金設定ありでお得なコースです。

国内 ゴールデンウィーク 東京ワンナイトクルーズ 2017.5.6（土） - 5.7（日） 初心者におすすめ

東京～東京  （１泊２日） \58,000 ～ 289,000 子供代金設定あります。

国内 新緑満喫クルーズ

Aｺｰｽ：2017.5.7（日） - 5.17（水）
Bｺｰｽ：2017.5.7（日） - 5.15（月）
Cｺｰｽ：2017.5.7（日） - 5.13（土）
Dｺｰｽ：2017.5.7（日） - 5.10（水）
Eｺｰｽ：2017.5.10（水） - 5.17（水）
Fｺｰｽ：2017.5.10（水） - 5.15（月）
Gｺｰｽ：2017.5.10（水） - 5.13（土）
Hｺｰｽ：2017.5.13（土） - 5.17（水）

寄港地では「秋田竿燈まつり（5/9秋
田）」や「越中八尾おわら風の盆
（5/10伏木）」の伝統的なお祭りイベン
トをご覧いただけます。
5/8は、クルーズライフをより華やかに
演出するフォーマルナイトを予定してい
ます。

Aコース：東京～秋田～伏木～仙崎～中津～大阪～横浜(10泊11日) A：\370,000 ～ 1,840,000

Bコース：東京～秋田～伏木～仙崎～中津～大阪  （８泊９日） B：\336,000 ～ 1,677,000

Cコース：東京～秋田～伏木～仙崎～中津  （６泊７日） C：\252,000 ～ 1,258,000

Dコース：東京～秋田～伏木  （３泊４日） D：\141,000 ～ 　708,000

Eコース：伏木～仙崎～中津～大阪～横浜　（７泊８日） E：\294,000 ～ 1,468,000

Fコース：伏木～仙崎～中津～大阪  （５泊６日） F：\210,000 ～ 1,048,000

Gコース：伏木～仙崎～中津  （３泊４日） G：\141,000 ～   708,000

Hコース：中津～大阪～横浜  （4泊５日） H：\188,000 ～   944,000

国内 若大将クルーズ 2017.5.17（水） - 5.19（金） 毎年恒例！加山雄三のスペシャル

横浜～横浜  （２泊３日） \111,000 ～ 550,000 コンサートをお楽しみいただけます。

国内 ウィークエンド 仙台 青葉クルーズ 2017.5.19（金） - 5.21（日） 初心者におすすめ

横浜～仙台～横浜  （２泊３日） \104,000 ～ 524,000

国内 春の横浜・名古屋ワンナイトクルーズ 2017.5.21（日） - 5.22（月） 初心者におすすめ

横浜～名古屋  （１泊２日） \42,000 ～ 210,000 週末利用クルーズです。

国内 名古屋発着 北海道・みちのくクルーズ
Aｺｰｽ：2017.5.22（月） - 5.28（日）
Bｺｰｽ：2017.5.22（月） - 5.25（木）
Cｺｰｽ：2017.5.25（木） - 5.28（日）

ジャズ・ヴァイオリンで有名な寺井尚子
さんのスペシャルコンサート

Aコース：名古屋～函館～釧路～八戸～名古屋  （６泊７日） A：\312,000 ～ 1,572,000

Bコース：名古屋～函館～釧路  （３泊４日） B：\156,000 ～ 786,000

Cコース：釧路～八戸～名古屋  （３泊４日） C：\156,000 ～ 786,000

国内 春の名古屋・神戸ワンナイトクルーズ 2017.5.28（日） - 5.29（月） 初心者におすすめ

名古屋～神戸  （１泊２日） \42,000 ～ 210,000

国内 神戸発着 日向・土佐クルーズ 2017.5.29（月） - 6.1（木） フリードリンクキャンペーン

神戸～日向(細島)～高知～神戸  （３泊４日） \126,000 ～ 630,000

飛鳥Ⅱ2017年度上期コース一覧（2017.4～2017.9）

　　　クルーズ名

①フリードリンクキャンペーン②船上
クーポン3万円プレゼント（初乗船者対
象）③アスカクラブ会員様25％割引
（1Aコースのみ。RSとKステート対象
外）



スケジュール＆代金 おすすめポイント

国内 神戸発着 初夏の熊野クルーズ 2017.6.1（木） - 6.3（土） 堀内孝雄スペシャルステージを

神戸～新宮～神戸  （２泊３日） \101,000 ～ 479,000 お楽しみいただけます。

国内 神戸発着 日南・奄美クルーズ 2017.6.3（土） - 6.7（水） フリードリンクキャンペーン

神戸～日南（油津）～名瀬(奄美)～神戸  （４泊５日） \168,000 ～ 840,000 油津の花火大会を船上よりお楽しみください

国内 夏の横浜・神戸ゆったりワンナイトクルーズ 2017.7.13（木） - 7.14（金） 初心者におすすめ

横浜～神戸  （１泊２日） \47,000 ～ 236,000

国内 神戸発着 日南花火クルーズ 2017.7.14（金） - 7.17（月・祝） 夏の風物詩「花火」クルーズ

神戸～日南（油津）～神戸  （３泊４日） \180,000 ～ 906,000 毎年人気です！

国内 神戸発 夏の鳥羽クルーズ 2017.7.17（月・祝） - 7.19（水） 初心者におすすめ

神戸～鳥羽～横浜  （２泊３日） \116,000 ～ 578,000

国内 夏の北海道クルーズ
Aｺｰｽ：2017.7.21（金） - 7.29（土）
Bｺｰｽ：2017.7.21（金） - 7.25（火）
Cｺｰｽ：2017.7.25（火） - 7.29（土）

毎年大人気！ベストシーズンの北海
道をお楽しみいただけます。

Ａコース：東京～函館～網走～利尻～小樽～横浜  （８泊９日） A：\464,000 ～ 2,096,000 アスカクラブ会員様限定20％割引設定

Ｂコース：東京～函館～網走  （４泊５日） B：\232,000 ～ 1,048,000 （Aコースのみ、ロイヤルスイートは対象外）

Ｃコース：網走～利尻～小樽～横浜  （４泊５日） C：\232,000 ～ 1,048,000 7/22フォーマルナイト（予定）

国内 夏休みクルーズ 2017.7.29（土） - 8.1（火） 伊東にて船上より花火観覧予定！

横浜～(伊東)～鳥羽～横浜  （３泊４日） \180,000 ～ 906,000 お子様連れに人気です！（子供代金設定有り）

国内 サマークルーズ 2017.8.1（火） - 8.3（木) 神津島にて船上より花火観覧予定！

横浜～新島～(神津島)～横浜　（２泊３日） \120,000 ～ 604,000 お子様連れに人気です！（子供代金設定有り）

国内 竿燈・ねぶた祭クルーズ 2017.8.3（木） - 8.9（水) 専用桟敷席があるので安心！

横浜～船川～秋田～青森～横浜　（６泊７日） \360,000 ～ 1,812,000 毎年人気です！

国内 伊東花火クルーズ 2017.8.9（水） - 8.11（金・祝) 伊東にて花火観覧予定！

横浜～伊東～横浜　（２泊３日） \126,000 ～ 630,000 お子様連れに人気です！（子供代金設定有り）

国内 阿波おどり・高松花火クルーズ 2017.8.11（金・祝） - 8.16（水) 専用桟敷席があるので安心！

横浜～徳島(小松島)～高松～横浜　（５泊６日） \300,000 ～ 1,510,000 オプションでは踊り込みもあります！

国内 鳥羽・熊野大花火クルーズ 2017.8.16（水） - 8.19（土) 熊野の花火を船上より観覧予定！

横浜～(熊野)～鳥羽～横浜　（３泊４日） \180,000 ～ 906,000

国内 HULA ON ASUKAⅡ 2017.8.19（土） - 8.21（月） 船内がハワイに大変身！

横浜～横浜　（２泊３日） \108,000 ～ 479,000 ハワイ好きにはおすすめです。

海外 金沢発着 慶州・境港クルーズ 2017.9.1（金） - 9.4（月) パティシエの辻口博啓さんによる

金沢～浦項～境港～金沢　（３泊４日） \98,000 ～ 513,000 スペシャルデザートもあります！

国内 仙台発着 室蘭・釧路クルーズ 2017.9.10（日） - 9.13（水) 秋を先取りのコースです。

仙台～室蘭～釧路～仙台　（３泊４日） \111,000 ～ 552,000

国内 仙台発 ひたち・横浜クルーズ 2017.9.14（木） - 9.16（土) 初心者におすすめ

仙台～常陸那珂～横浜　（２泊３日） \84,000 ～ 420,000

国内 A-styleクルーズ 2017.9.16（土） - 9.18（月・祝) 森山良子のスペシャルステージとスペ

横浜～横浜　（２泊３日） \108,000 ～ 479,000 シャルディナーをお楽しみください。

国内 秋の日本一周クルーズ

Aｺｰｽ：2017.9.18（月・祝） - 9.28（木）
Bｺｰｽ：2017.9.18（月・祝） - 9.25（月）
Cｺｰｽ：2017.9.18（月・祝） - 9.23（土・
祝）
Dｺｰｽ：2017.9.19（火） - 9.29（金）
Eｺｰｽ：2017.9.19（火） - 9.25（月）
Fｺｰｽ：2017.9.19（火） - 9.23（土・祝）
Gｺｰｽ：2017.9.23（土・祝） - 9.29（金）
Hｺｰｽ：2017.9.23（土・祝） - 9.28（木）
I ｺｰｽ：2017.9.25（月） - 9.29（金）
Jｺｰｽ：2017.9.25（月） - 9.28（木）

アスカクラブ会員様は20％割引！
（A,Dコースのみ、ロイヤルスイートは対

象外）

Aコース： 横浜～神戸～(瀬戸内海)～ひびき(北九州)～隠岐～敦賀～函館
～大船渡～横浜　（１０泊１１日）

A：\580,000 ～ 2,620,000

Bコース： 横浜～神戸～(瀬戸内海)～ひびき(北九州)～隠岐～敦賀～函館
（７泊８日）

B：\406,000 ～ 1,834,000

Cコース： 横浜～神戸～(瀬戸内海)～ひびき(北九州)～隠岐～敦賀(５泊６日) C：\290,000 ～ 1,310,000

Dコース： 神戸～(瀬戸内海)～ひびき(北九州)～隠岐～敦賀～函館～大船渡
～横浜～神戸　（１０泊１１日）

D：\580,000 ～ 2,620,000

Eコース： 神戸～(瀬戸内海)～ひびき(北九州)～隠岐～敦賀～函館(６泊７日) E：\348,000 ～ 1,572,000

Fコース： 神戸～(瀬戸内海)～ひびき(北九州)～隠岐～敦賀（４泊５日） F：\232,000 ～ 1,048,000

Gコース： 敦賀～函館～大船渡～横浜～神戸　（６泊７日） G：\348,000 ～ 1,572,000

Hコース： 敦賀～函館～大船渡～横浜　（５泊６日） H：\290,000 ～ 1,310,000

　I コース： 函館～大船渡～横浜～神戸　（４泊５日） I ：\232,000 ～ 1,048,000

Jコース： 函館～大船渡～横浜　（３泊４日） J：\174,000 ～ 　 786,000

※コースによっては、お得な代金設定がございます。正式なパンフレットをご請求ください。

　　　クルーズ名
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