
洋上の楽園

◆就航：1998年4月 ◆総トン数：26,594トン 
◆乗客数：620名 ◆全長：183.4m ◆幅：25.0m

洋上の楽園

クルーズ

屋久島ヤクシカ

2018年11月11日（日）～11月16日（金）
【横浜発着 5泊6日】

※このパンフレットに掲載の写真はすべてイメージで、
　オプショナルツアーや自由行動で訪問できる場所も
　含まれています。



屋久島

鞆の浦

新宮

横浜
三原瀬戸

因島大橋

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 205,000 220,000 230,000 250,000 270,000 350,000 500,000 850,000 900,000
■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。
■子供代金：2歳未満の幼児は大人1名様に対し1名無料（食事・ベッドなし）、2歳以上小学生以下のお客様の旅行代金は大人代金の75％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。
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。　
■相部屋の設定はございません。

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

日程 入港 出港 寄港地

11/11日 17:00 横浜

12月 終日クルージング 
ふれんどしっぷ・ナイト

13火 07:00 17:00
屋久島
自由行動・オプショナルツアー
などでお楽しみください。

14水 13:00 17:00
瀬戸内海クルージング
鞆の浦
自由行動・オプショナルツアー
などでお楽しみください。

■k

15木 08:00 17:00
新宮
自由行動・オプショナルツアー
などでお楽しみください。

■k

16金 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。
●宿泊はすべて船内泊となります。　●最少催行人員：2名様　
●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。
●記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベント内容は諸事情により変更になる場合もございます。
●鞆の浦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。

■k地元の方々による歓迎イベント

クルーズのポイント

屋久島・熊野三山
2つの世界遺産を
有する地へ

江戸時代の風情が
残る瀬戸内の
港町・鞆の浦へ

瀬戸内の多島美を
楽しめる三原瀬戸や
因島大橋を通航

三原瀬戸

紀元杉 ■o

鞆の浦（重要伝統的建造物群保存地区）

因島大橋

那智の滝 ■o

写真提供： 公益社団法人 鹿児島県観光連盟、武田館、広島県、 
福山観光コンベンション協会、公益社団法人和歌山県観光連盟、
熊野交通株式会社、Port Studio、オフィスアイ

※このパンフレットに掲載の写真はすべてイメージで、
　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の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。

BJ-MKPV-00098□
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B ロイヤルA
コード末尾 A B C D E F G H I



（1003）エレガント ダイニングサロン
〈グラン・シエクル〉

ロイヤルスイートルーム A（1001 1002）B（1003 1004）
定員2名（65㎡ 10階、展望バス・トイレ・バルコニー付）　
※ブルーレイプレーヤー、
　Eメール・インターネット閲覧専用ノートパソコン付

スイートルーム
定員2名
（35㎡ 10階、バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー付

ステートルーム
E・F・G・H・J
定員 E：2名 F～J：2～3名
（15.3㎡ シャワー・トイレ付）
※H・Jは丸窓

ロイヤルスイートルーム
スイートルーム 特別なサービスでおもてなし

♦専用ダイニングで専属シェフによる特別
なメニューときめ細やかなサービスで
おもてなし。二人掛けテーブルでゆった
りとお食事をお楽しみいただけます。
※ダイニングサロンは未就学児童の方は
ご利用いただけません。

♦乗船日にはお部屋にウェルカム
スイーツをお届けします。

 E :9階 
 F :8階 

 G :6階 
 H :6・5階 

 J :5階

共通の客室設備 テレビ、冷蔵庫、クローゼット、ドレッサー、金庫、
タオル、ドライヤー、ウォシュレット型トイレ

※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。
※客室を含む船内はすべて禁煙です（スモーキングコーナーをご利用
ください）。
※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。

サロン
クラス

サロン
クラス

サロン
クラス

デラックス
ルーム
定員2名（23.5㎡ 
9階、バス・トイレ付）
※ブルーレイ
　プレーヤー付

追加代金無しでご利用いただけます
■お食事時のお飲み物（一部銘柄は除く）　■ルームサービス（アルコール飲料
を除くお飲み物・軽食）■お部屋のミニバーセット　■冷蔵庫内のお飲み物　
■映画ソフト（DVD）の貸出　■ロイヤルスイートルームのランドリークリーニン
グサービス　■ロイヤルスイートルームのEメール・インターネット閲覧サービス

デラックスルームの方は、メインダイニングルームのお食事
が2回制の場合、ご希望の回数を指定いただけます。

全室海側の「洋上の我が家」

17：00　横浜港 出港
1日目
11/11（日）

ご夕食
和　食

食材の味を活かした、
料理長おすすめの献立
です。

ダンスタイム
船上のダンスフロア
でプロのダンス講師
やアテンダントと楽
しく踊りましょう。

ゲームコーナー
ルーレットやブラック
ジャックゲームなど
をお楽しみください。

バータイム
オリジナルカクテル
をお楽しみください。

お夜食
少しお腹がすいたら
お夜食をどうぞ。

夕食後 メインショー

S
セント

t.トロペス＆
シャーロット 
ALL THAT JAZZ
これぞJAZZ！！という
代表的なナンバーで
お楽しみください。
ヴォーカル・シャーロ
ットの心に響く歌声に
合わせ、ご一緒にスイ
ングしましょう！

（イメージ）

（イメージ）

※スケジュールは予定です。この他にも様々なイベントを予定しております。SCHEDULE スケジュール

クルーズならではの華やかなナイトライフをお楽しみください。



VOJA-tension ポピュラーソングナイト
亀渕友香&The Voices of Japan（VOJA）から生まれたボーカ
ルユニットVOJA-tension がお届けするスペシャルライブ。今宵
は、世界自然遺産・屋久島を感じさせるジブリ音楽をはじめ、ディ
ズニー音楽や映画音楽を5人の歌声にのせてお届けします。

クルーズならではの華やかなナイトライフをお楽しみください。

終日クルージング　船内イベントをご自由にお楽しみください。2日目
11/12（月）

モーニングウォーク
1周336mのボートデッキで
軽い運動を。

モーニングティー
小菓子をご用意しております。

ご朝食
その日の気分で和食・洋食を
選択いただけます。

ご昼食
和食・洋食を日替
わりでご用意して
おります。

健康体操教室
運動不足改善や気分転換に。

アーリーモーニングティー
マフィンをご用意しております。

フレンドシップをコンセプトにカ
ジュアルで気取らず、初めて乗船
される方も楽しめる船内イベン
トです。カクテルを片手にフレン
ドリーで気さくな乗組員との語
らいや音楽・ダンスなどでお楽し
みください。

ルーレット＆
ブラックジャック教室
ゲームのルールをスタッフがわ
かりやすくお教えいたします。

社交ダンス教室
（初心者向け）
まずは簡単なステップから。

クルーズディレクターの懐メロ歌広場
懐かしの昭和歌謡を一緒に歌いましょう。

アフタヌーンティー
パティシエ特製スイーツを
ご用意しております。

サンドウィッチ・バー
サンドウィッチをご用意しており
ます。

屋久杉ストラップ作り
（有料）
屋久島で有名なサル・シカ・カメ
の中からお気に入りの動物を選
んでストラップを作りましょう。屋
久杉を使用していますので、香る
お土産としてもおすすめです。

秋のフルコース
ディナー

料理長厳選の山海の
幸や秋の味覚をふん
だんに使ったフランス
料理をお楽しみくだ
さい。

ご夕食
夕食後 メインショー

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）



紀元杉 ■o

千尋の滝 ■o

■o ■o

■o

永田いなか浜 ■o 太鼓岩 ■o

ジュニア渚 
ワイワイ マジックイリュージョン
ステージで繰り広げられる不思議な世界を
ご堪能ください。観るだけじゃない！参加で
きる体験型マジックライブ！観て 触って 不
思議を満喫。お楽しみに!!

クルーズならではの華やかなナイトライフをお楽しみください。

オプショナルツアー
共通のご案内

●旅行企画・実施：日本クルーズ客船（株）　
●表示金額はおとなおひとり様の代金で、別代金（消費税込）となります。代金はすべて船上でのお支払いとなります。
●各コースの詳細・最少催行人員・お申し込み方法につきましては、出発前にお渡しする日程表にてご案内いたします。
●掲載のツアーは、このパンフレットでのお申し込みを受け付けておりません。
●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。

07：00　屋久島 入港

17：00　屋久島 出港

3日目
11/13（火） 1993年に独自の生態系と景観の

価値が認められ、世界自然遺産に
登録。本格的なトレッキングから散
策まで体力に合わせて楽しむこと
ができる森の楽園です。

自由行動やオプショナルツアーなど
でお楽しみください。

紀元杉と屋久杉自然館 
屋久杉自然館、紀元杉
◆所要時間：約5時間　◆代金：6,000円　◆お食事：なし

〈自然ガイドと歩く
 らくらくコース〉
世界遺産エリア
西部林道ウォーキング
限定40名 

ヤクザルなどの野生動物や多様な
生態系をもつ西部林道を散策
◆所要時間：約3.5時間　
◆代金：7,000円　◆お食事：なし

大自然体感・屋久島森林浴   
ヤクスギランド、紀元杉、千尋の滝
◆所要時間：約7.5時間　
◆代金：11,500円　◆お食事：昼食付

屋久島一周と白谷雲水峡
ハイキング 限定60名  
白谷雲水峡、大川の滝、
永田いなか浜、西部林道（車窓）
◆所要時間：約8時間　
◆代金：12,500円　
◆お食事：昼食付

白谷雲水峡と太鼓岩トレッキング 限定14名  
白谷雲水峡や太鼓岩をトレッキングし訪れます。　※健脚者コース
◆所要時間：約8時間　◆代金：14,500円　◆お食事：お弁当の昼食付

西部林道は車で通行できる世界自然遺産区域です。
ヤクシカやヤクザルに出会えるかもしれません！

和　食
屋久島・鹿児島県の
食材や郷土料理な
ど地方の味を取り
入れたお料理です。

ご夕食 夕食後 メインショー

オプショナルツアーの記載マークについて
 温泉入浴が楽しめるツアーです。　
 食事付のツアーです。

■o オプショナルツアー （予定・別代金）

（イメージ）

遺産

世界
自然



因島大橋

三原瀬戸

三原瀬戸クルージング
大崎上島と大下島の間の大下瀬戸から向島・因島間の布刈瀬戸
まで広島県の本州南岸と芸予諸島の多島美を楽しめます。

常夜燈 【桟橋より徒歩約10分】
鞆の浦のシンボルともいえる観光スポット

太田家住宅 
【桟橋より徒歩約10分】
江戸時代より鞆の浦の
名産として知られる薬味
酒・保命酒の醸造元の母
屋と蔵など計9棟が並ぶ
太田家住宅は国の重要
文化財に指定されてい
ます。

いろは丸
展示館 
【桟橋より
徒歩約10分】
1867年に鞆沖で
沈んだ龍馬と海援
隊の船である「いろ
は丸」の引き揚げ
物や龍馬のかくれ
部屋の再現、沈没
状況のジオラマ等
を展示しています。

福禅寺 対潮楼 
【桟橋より徒歩約10分】
国の史跡に指定されている。
座敷からの海の眺めは素晴ら
しい景色です。

対潮楼

佐藤和哉 
情景を描く篠笛の音色
フォークデュオ「ゆず」の「雨のち晴レルヤ（朝ドラ
主題歌）」の作曲者としても知られる、今、最も注
目されている和楽器「篠笛」のアーティスト。近年
では、熊野本宮大社・瑞鳳殿テーマ曲「古道」など
の作曲も手掛けています。篠笛の世界観・音色で
描く安らぎの情景をお楽しみください！

クルーズならではの華やかなナイトライフをお楽しみください。

17：00　鞆の浦 出港

13：00　鞆の浦 入港

4日目
11/14（水）

歴史的な町並みや史跡が数多く残っています。アニメ映画
「崖の上のポニョ」のモデルになった町、坂本龍馬ゆかりの
町としても脚光を浴びています。

自由行動やオプショナルツアーなどでお楽しみ
ください。

現地ガイドとめぐる 鞆の浦史跡ウォーク 限定100名
対潮楼、いろは丸展示館
◆所要時間：約1.5時間　◆代金：1,500円　◆お食事：なし

一皿一皿に心を込めた、料理
長自慢のコース料理をお楽し
みください

ご夕食 夕食後 メインショー
洋　食

■o オプショナルツアー （予定・別代金）

（イメージ）

※通船で県営桟橋に上陸します。



6日目
11/16（金）

熊野速玉大社 
【新宮駅から徒歩約20分】

熊野三山のひとつで、本宮大社、那智大社とともに熊野信仰の中心として名高い古社。
熊野速玉大神（イザナギノミコト）、熊野夫須美大神（イザナミノミコト）を主祭神としています。

■新宮駅から熊野速玉大社・佐藤春夫記念館などが徒歩圏内です。

VOJA-tension 
THE LIVE
皆様の耳馴染みのある楽曲から
オリジナルソングまでを、力強い
歌声にのせてお届けします。結び
の夜をお楽しみください。

クルーズならではの華やかなナイトライフを
お楽しみください。

紀の松島めぐり ■o
忘帰洞 ■o

瀞峡遊覧 ■o

平安衣装でお出迎え

17：00　新宮 出港

08：00　新宮 入港

09：00　横浜港 入港

5日目
11/15（木） 日本有数の聖地、世界文化遺産の霊場熊野などの

緑深い山々と豊かな黒潮の海に囲まれた、熊野川
河口に位置する熊野地方の中心都市です。

自由行動やオプショナルツアーなどでお楽しみください。

紀の松島めぐりと
那智の滝 限定50名
紀の松島めぐり、大門坂、
那智の滝
◆所要時間：約3.5時間　
◆代金：7,500円　
◆お食事：なし

熊野本宮大社と
渓谷美の瀞峡遊覧 
限定60名 
瀞峡めぐり遊覧船、
熊野本宮大社
〈宝物殿特別拝観〉
◆所要時間：約6時間　
◆代金：13,000円　
◆お食事：昼食付

世界遺産 熊野三山めぐり 限定60名 
那智の滝、那智大社・青岸渡寺、熊野本宮大社〈宝物殿特別拝観〉、
熊野速玉大社
◆所要時間：約7.5時間　◆代金：12,500円　◆お食事：昼食付

 勝浦温泉 
大洞窟風呂「忘帰洞」と
熊野速玉大社 限定35名 
熊野速玉大社、大門坂、
ホテル浦島にて温泉入浴
◆所要時間：約6.5時間　
◆代金：12,500円　
◆お食事：昼食付

夕食後 メインショー瀬戸内の海の幸や季節の山の
幸などを盛り込んだ、料理長
こだわりの献立です。

ご夕食
霜月の膳

ビンゴゲーム
何が当たるかお楽
しみ！素敵な商品
を多数ご用意して
います。

■k 無料シャトルバス運行（新宮市提供）
港 新宮駅

■o オプショナルツアー （予定・別代金）

（出典：大洞窟風呂 忘帰洞＜温泉 | ホテル浦島 公式HP | 大洞窟温泉忘帰洞 南紀勝浦温泉 Hotel Urashima Resort＆Spa）

（イメージ）

遺産

世界
文化

熊野本宮大社では、
御創建二千五十年を記念した宝物殿の特別拝観へ

ご案内します。



●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、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。
●6ヵ月未満のお子様はご乗船いただけません。

お申し込み時の
注意事項と
ご案内

●アレルギー対応の食事を希望される方は事前にお申し出ください。
●妊婦の方はお申し込み時に必ずお申し出ください。クルーズによりましてはご乗船をお断りする場合
がございます。詳しくはお問い合わせください。
●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、お申し込み時にお選びください。
●客室番号について：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。

びいなす倶楽部特典対象クルーズ
びいなす倶楽部とは、びいなすクルーズにご乗船いただいたお客様のリピーターズクラブです。船内に入会申込書をご用意しております。
後日、次回のクルーズに使える優待券をお送りします。

■お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りください。
●お申し込みの方法と契約の成立
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。旅行契約は申込金を受領したときに成立するものとします。電話
等にてご予約の場合、当社が予約を承諾する旨を通知した日から起算して3日以内に手続きをお願い致します。

●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21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
　旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃･料金および宿泊･食事･船内イベント参加費用（一部材料費を除く）
［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致しません。
●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。
飲料代･通信費等個人的諸費用およびそれに伴う税･サービス料、疾病･傷害に関する治療費、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、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、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、任意の旅行保険料並びに携帯品保険料、客室
タイプ変更による追加代金
●参加人数の変更
　1室のご利用人員が変更になった時は、変更後の1室ご利用人数に応じた代金をいただきます。
●取消料等
　お申し込み後、お客様のご都合で取消をされる場合、下記の取消料を申し受けます。
（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）

●旅行条件の基準期日:旅行条件･旅行代金は2018年4月1日現在を基準としております。

●その他
･参加者数が明示した最少催行人員に達しなかった時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13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致します。
･添乗員は同行致しませんが、船内では係員がお世話致します。
･お客様は当社が承諾した場合、1万円の手数料をお支払いいただくことにより、別のお客様に交替することができます。
･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。
●最少催行人員　2名様
●個人情報について
（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で、それら運送・宿泊機関等、
保険会社に対し、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｡

お申し込みのご案内 （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。）

旅行契約の
解除日 21日前まで

取消料 無料

20日前から
8日前まで
20％

7日前から
2日前まで
30％

旅行開始日の
前日
40％

旅行開始日の
当日
50％

旅行開始後または
無連絡不参加
100％

2018.8

旅行代金の総額
お申込金

15万円未満 15万円以上30万円未満 30万円以上
20,000円以上 30,000円以上 50,000円以上

お問い合わせ・お申し込みは

総合旅行業務取扱管理者運航会社：

観光庁長官登録旅行業第55号 一般社団法人 日本旅行業協会正会員
〒141-0031 東京都品川区西五反田8-3-6 TK五反田ビル3階

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

旅行企画
・ 実 施

サービス
株式会社

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引きに関する責
任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮
なく左記の総合旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

お客様担当者（外務員）

T-18-08-002

Facebook

クルーズを楽しむための Q&A
Q 大切な記念日に、特別な演出はありますか？
A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。
※クルーズお申し込み時に旅
行会社にお申し出ください。

Q 荷物など旅支度のポイントは?
A宅配便サービス（有料）をご利用いただく
と、ご自宅から身軽に乗船できて便利です。
お洒落を楽しむアイテムや、スケッチブッ
ク、お気に入りの本などを持ち込めばさら
にゆとりの時間が充実することでしょう。

Q 船酔いや具合が悪くなったら
A「ぱしふぃっく びいなす」は横揺れ防止
装置を装備していますが、万一ご気分
が悪くなられたり、体調がすぐれない場
合は、乗船している医師または看護師
にご相談ください。
※船内フロントにて酔い止め薬をご用意して
います。何らかの治療を受けられている方
や小さなお子様は、かかり付けの医師に相
談するなど、必要に応じてお体にあった薬
をご用意ください。

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）

アカウント名：ぱしふぃっく びいなす アカウント名：venus_cruise

カジュアルな服装で過ごせます。
気軽にクルーズをお楽しみいただけるようドレスコード
（夕方以降の服装規定）は全てカジュアルに設定して
います。 カジュアル

〈男性〉 襟付きのシャツにスラックスなど
〈女性〉 ブラウスとスカート、スラックスなどの 

快適な服装
※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。

ぱしふぃっく びいなす　公式ページ
20周年記念のオリジナル
クリアファイルをプレゼント
お1人様1枚差し上げます。
※デザインは変更となる場合がございます。


