
発着地 コース名 期間 スケジュール 代金(2名1室利用時の1名様） 特徴

1 名古屋発着 世界自然遺産 屋久島とあしずりクルーズ 9/24（月・祝）～9/28（金） 名古屋～屋久島～あしずり～名古屋 150,000円～630,000円 初乗船者割引20％割引

2 名古屋発神戸着 秋の名古屋・神戸ワンナイトクルーズ 9/28（金）～9/29（土） 名古屋～神戸 35,000円～153,000円 シングル割りあり

3 神戸発着 世界自然遺産 小笠原クルーズ 9/30（日）～10/5（金） 神戸～小笠原～神戸 185,000円～810,000円

4 神戸発着 長崎くんち・上五島・天草クルーズ 10/5（金）～10/10（水） 神戸～長崎～上五島～天草～神戸 215,000円～900,000円 すでに発売済み

5
神戸発堺着
横浜発着

秋の日本一周クルーズA、Bコース 10/11（木）～10/22（月）
神戸～横浜～大船渡～釧路～青森～輪
島～長門～五島～宿毛～堺～横浜

410,000円～1,800,000円 すでに発売済み

6 横浜発神戸着 秋の別府・宮島クルーズ 10/22（月）～10/26（金） 横浜～別府～宮島～神戸 123,000円～536,000円

7 神戸発着 釜山花火祭りと瀬戸内海クルーズ 10/26（金）～10/29（月） 神戸～釜山～神戸 131,000円～540,000円 びいなす倶楽部10％割引

8 松山発着 世界自然遺産 屋久島クルーズ 10/30（火）～11/1（木） 松山～屋久島～松山 88,000円～360,000円 初乗船者割引20％割引

9 神戸発横浜着 びいなす音楽会クルーズAコース 11/5（月）～11/8（木） 神戸～生口島～神戸～横浜 114,000円～510,000円 びいなす倶楽部10％割引

10 神戸発着 びいなす音楽会クルーズBコース 11/5（月）～11/7（水） 神戸～生口島～神戸 82,000円～360,000円 びいなす倶楽部10％割引

11 神戸発横浜着 秋の神戸・横浜ワンナイトクルーズ 11/7（水）～11/8（木） 神戸～横浜 35,000円～153,000円

12 横浜発着 世界遺産 屋久島・南紀と瀬戸内海クルーズ11/11（日）～11/16（金） 横浜～屋久島～鞆の浦～新宮～横浜 205,000円～900,000円

13 横浜発神戸着 秋の横浜・神戸ワンナイトクルーズ 11/20（火）～11/21（水） 横浜～神戸 35,000円～153,000円 シングル割りあり

14 大阪発着 クリスマスクルーズ 大阪 12/11（火）～12/12（水） 大阪～大阪 44,000円～153,000円

15 神戸発着 クリスマスクルーズ 神戸A 12/12（水）～12/13（木） 神戸～神戸 38,000円～153,000円

16 神戸発着 クリスマス別府クルーズ 12/13（木）～12/15（土） 神戸～別府～神戸 82,000円～360,000円

17 神戸発着 クリスマスクルーズ 神戸B 12/15（土）～12/16（日） 神戸～神戸 50,000円～153,000円

18 神戸発着 クリスマスクルーズ 神戸C 12/16（日）～12/17（月） 神戸～神戸 44,000円～153,000円

19 神戸発名古屋着 クリスマスクルーズ 神戸・名古屋 12/17（月）～12/18（火） 神戸～名古屋 35,000円～153,000円

20 名古屋発着 クリスマスクルーズ 名古屋 12/18（火）～12/19（水） 名古屋～名古屋 44,000円～153,000円

21 名古屋発横浜着 クリスマスクルーズ 名古屋・横浜 12/19（水）～12/20（木） 名古屋～横浜 35,000円～153,000円

22 横浜発 クリスマスクルーズ 横浜A 12/20（木）～12/21（金） 横浜～横浜 44,000円～153,000円

23 横浜発 クリスマスクルーズ 横浜B 12/21（金）～12/22（土） 横浜～横浜 38,000円～153,000円

24 横浜発 クリスマスクルーズ 横浜C 12/22（土）～12/23（日） 横浜～横浜 46,000円～153,000円

25 横浜発 クリスマスクルーズ 横浜D 12/23（日）～12/24（月・祝） 横浜～横浜 46,000円～153,000円

26 横浜発 クリスマス キラキラクルーズBコース 12/24（月・祝）～12/26（火） 横浜～四日市～横浜 84,000円～360,000円 A（なばなの里付ﾌﾟﾗﾝあり）

27 横浜発着 びいなすニューイヤークルーズ Aコース 12/27（木）～1/6（日）
横浜～神戸～花蓮～基隆～鹿児島～別
府～神戸～横浜

430,000円～1,800,000円

28 神戸発着 びいなすニューイヤークルーズ Bコース 12/28（金）～1/5（土）
神戸～花蓮～基隆～鹿児島～別府～神
戸

380,000円～1,440,000円

29 横浜発着 新春 伊勢クルーズ 1/7（月）～1/9（水） 横浜～四日市～横浜 90,000円～360,000円
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発着地 コース名 期間 スケジュール 代金(2名1室利用時の1名様） 特徴

30
横浜発着
神戸発着

輝けるアジアクルーズ　A、Bコース 1/16（水）～2/19（火）

横浜～神戸～台南～セブ～ボホール～イ
ロイロ～ムアラ～コタキナバル～クアンタン
～シンガポール～シアヌークビル～ホーチ
ミン～ニャチャン～香港～神戸～横浜

220,000円～915,000円 すでに発売済み

31 横浜発着 春の沖縄・奄美 島めぐりクルーズ 2/20（水）～2/28（木）
横浜～宮古島～石垣島～那覇～奄美大
島～横浜

336,000円～1,440,000円 びいなす倶楽部10％割引

32 横浜発神戸着 横浜・神戸ワンナイトクルーズ 2/28（木）～3/1（金） 横浜～神戸 35,000円～153,000円

33 神戸発着 世界自然遺産 小笠原クルーズ 3/1（金）～3/6（水） 神戸～小笠原～神戸 193,000円～810,000円

34 神戸発着 春の奄美大島・南国宮崎・土佐クルーズ 3/11（月）～3/15（金） 神戸～宮崎～奄美大島～宿毛～神戸 172,000円～720,000円

35 岡山宇野発着 世界自然遺産 屋久島クルーズ 3/16（土）～3/18（月） 岡山宇野～屋久島～岡山宇野 92,000円～364,000円 連絡バス付き

36 仙台発着 春爛漫 南国土佐と紀州・伊勢・駿河クルーズ3/26（火）～3/31（日） 仙台～清水～高知～和歌山～鳥羽～仙台 216,000円～900,000円 連絡バス付き

37 神戸発着 春の九州クルーズ 4/12（金）～4/15（月） 神戸～別府～宮崎～神戸 123,000円～540,000円

38 神戸発横浜着 春の南西諸島・島めぐりクルーズ　Aコース 4/16（火）～4/23（火）
神戸～種子島～徳之島～国頭村～奄美
大島～屋久島～神戸～横浜

303,000円～1,255,000円

39 神戸発着 春の南西諸島・島めぐりクルーズ　Bコース 4/16（火）～4/22（月）
神戸～種子島～徳之島～国頭村～奄美
大島～屋久島～神戸

257,000円～1,091,000円

40 神戸発着 春の日本一周クルーズ　Aコース 5/7（火）～5/16（木）
神戸～横浜～浦河～酒田～佐渡島～佐
世保～別府～神戸

377,000円～1,620,000円 びいなす倶楽部10％割引

41 横浜発着 春の日本一周クルーズ　Bコース 5/8（水）～5/17（金）
横浜～浦河～酒田～佐渡島～佐世保～
別府～神戸～横浜

377,000円～1,620,000円 びいなす倶楽部10％割引

◆上記コースは、2018年9月～2019年5月までのコースとなります。
◆一部すでに上期で発売済みのコースも含まれております。
◆2018年4月16日現在のスケジュール、代金となります。詳細は5月上旬に出来上がる予定の正式なパンフレットにてご確認ください。

◆正式発売は5月17日（木）となりますが、名鉄観光サービスでは前受けを行っております。
　 ご希望をいただきましたお客様には発売日当日にお取り出来たかどうかのご回答をさせていただきます。

        【問い合わせ先】 

名鉄観光サービス㈱ クルーズセクション 

ＴＥＬ：03-5759-8412 
メール：meitetsu-cruise@mwt.co.jp 
営業時間：10：00～18：00（土日祝休） 
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