
洋上の楽園

浄土ヶ浜

2019年6月29日（土）～7月5日（金）
【神戸発横浜着／横浜発着／大洗発横浜着】

※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。



神戸 横浜

釧路

宮古
久慈

大洗

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
Aコース 266,000 278,000 296,000 316,000 340,000 442,000 645,000 1,080,000 1,140,000
Bコース 223,000 233,000 248,000 265,000 285,000 370,000 540,000 900,000 950,000
Cコース 180,000 188,000 200,000 214,000 230,000 298,000 435,000 720,000 760,000

■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

A B C 日程 入港 出港 寄港地
1 6 /29土 17:00 神戸
2 1 30日 15:30 19:00 横浜
3 2 1 7 / 1 月 08:00 17:00 大洗 ■k■o
4 3 2 2 火 09:00 18:00 久慈 ■b■k■o
5 4 3 3 水 08:00 17:00 釧路 ■k■o
6 5 4 4 木 08:00 17:00 宮古 ■k■o
7 6 5 5 金 16:30 横浜

●お食事／Aコース朝食6回・昼食6回・夕食6回
Bコース朝食5回・昼食5回・夕食5回
Cコース朝食4回・昼食4回・夕食4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。

北海道 釧路・三陸クルーズ 
Aコース  2019年6月29日（土） ▶ 7月5日（金）【神戸発横浜着 6泊7日】
Bコース  2019年6月30日（日） ▶ 7月5日（金）【横浜発着 5泊6日】
Cコース 2019年7月 1 日（月） ▶ 7月5日（金）【大洗発横浜着 4泊5日】

写真提供： 茨城県、岩手県観光協会、三陸鉄道㈱、篠本秀人※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。

Cコースのお客様対象
o 送迎バス運行（有料） 7/5

※申込方法・代金等、詳細は最終日程表にてご案内
いたします。

横浜港 大洗港JR水戸駅

■bシャトル
バス付 ■k地元の方々による

歓迎イベント ■oオプショナル
ツアー

釧路湿原 ■o

エントランスロビー 展望浴室 トップラウンジ

A：BJ-MKPV-00155□　B：BJ-MKPV-00156□　C：BJ-MKPV-00157□
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



ツアー名 主な訪問地 所要時間 代金

大
洗 

7/1 

（月）

大人
社会見学

の 茨城名物！おかめ納豆工場見学ツアー  限定35名 タカノフーズ水戸工場見学 約3.5時間  5,500円 〈お食事：なし〉

水戸偕楽園と徳川慶喜ゆかりの弘道館  偕楽園、弘道館 約4時間  6,000円 〈お食事：なし〉

水郷のまち 佐原めぐり  限定60名 佐原の町並みまち歩き、小江戸さわら舟めぐり 約7時間  13,000円 

ツアー名 主な訪問地 所要時間 代金

久
慈 

7/2 

（火）

北限の海女・小袖海岸と琥珀の久慈  限定100名 小袖海岸（小袖海女センター・海女実演観賞）、
久慈琥珀博物館 約3.5時間  6,000円 〈お食事：なし〉

三陸鉄道「お座敷列車」乗車と
断崖絶壁の北山崎  限定60名

三陸鉄道「お座敷列車」乗車（久慈駅～譜代駅間）、
北山崎展望台 約3.5時間  8,500円 〈お食事：なし〉

陸と海から望む！
絶景の北山崎と久慈よくばりめぐり  限定60名

北山崎展望台、北山崎断崖クルーズ観光船、
久慈琥珀博物館 約7.5時間  12,500円 

大洗

久慈

歴史の町“水戸”の外港の役割を果たしてい
ます。港周辺にはショッピングモールや水族
館、大洗マリンタワーがあり自由散策でもお楽
しみいただけます。

三陸復興国立公園の北部に位置し、テレビド
ラマでも脚光をあびた小袖海岸で活躍する
「北限の海女」や国内最大の「琥珀」の産地
としても有名なまちです。

7/1
（月）

7/2
（火）

大洗マリンタワー

佐原 ■o

偕楽園 ■o 弘道館 ■o

■o オプショナルツアー （予定・別代金）

■o オプショナルツアー （予定・別代金）

■bシャトルバス付（追加代金不要）

港 久慈駅 やませ土風館
やませ土風館には、お土産店
や地場食材レストラン・観光
案内所があります。
■シャトルバス：貸切バス会社名

ヒカリ総合交通

■k 地元ガイドと行く
「あまちゃん 
まち歩き散策ツアー」
も予定されています。

北山崎 ■o

小袖海岸・北限の海女 ■o 三陸鉄道「お座敷列車」乗車体験 ■o



北海道三大市場のひとつで味わう勝手丼
和商市場は海産物をはじめ道東の新鮮食材などのお店が約60店舗ほど
並ぶ市場です。この市場の名物が「勝手丼」。ご飯の量を選び市場内の海
鮮店や魚卵専門店を周り好きな材料を乗せて自分だけのオリジナルの海
鮮丼を作ることができる
人気のグルメです。
（和商市場までは釧路港か
ら徒歩で約15分）

 食事付のツアーです。オプショナルツアーの
記載マークについて

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。

ツアー名 主な訪問地 所要時間 代金

宮
古 

7/4 

（木）

さながら極楽浄土のごとし 浄土ヶ浜観光  浄土ヶ浜遊覧船、岩手県立水産科学館 約3.5時間  6,000円 〈お食事：なし〉

三陸鉄道新路線『リアス線』乗車
震災から再開した山田町商店街つまみぐいの旅 限定35名

三陸鉄道「レトロ列車」乗車（宮古駅～陸中山田
駅間）、山田町商店街 約3.5時間  8,500円 〈お食事：なし〉

本州最東端 重茂半島“魹ヶ崎”と
宮古湾海戦の地をめぐる旅  限定20名

重茂漁協あわび種苗センター・魹ヶ崎・臼木山・
魹ヶ崎サッパ船クルーズ・シートピアなあど 約7時間  13,000円 

碧き地底湖 龍泉洞と浄土ヶ浜の1日  限定70名 浄土ヶ浜遊覧船、龍泉洞、三王岩 約7.5時間  13,500円 

ツアー名 主な訪問地 所要時間 代金

釧
路 

7/3 

（水）

釧路湿原と丹頂鶴自然公園  釧路市丹頂鶴自然公園、釧路市湿原展望台、
釧路市立博物館 約3.5時間  6,500円 〈お食事：なし〉

二つの特別天然記念物 まりも＆丹頂鶴 
阿寒湖遊覧1日観光  限定70名

阿寒国際鶴センター、阿寒湖アイヌコタン、
阿寒湖遊覧船 約7.5時間  13,500円 

神秘の摩周湖と屈斜路湖  限定70名 硫黄山、屈斜路湖畔散策、摩周湖 約7時間  13,500円 

宮古

釧路

本州最東端の町で三陸復興国立公園の中央
部にあたり、リアス式海岸の断崖や奇岩が連
なる絶景が魅力です。今年3月に三陸鉄道の
新路線も開業し新たな魅力も期待できます。

わが国で28番目に指定された『釧路湿原
国立公園』をはじめ、釧路川の河口に架
かる『幣舞橋』、年間を通して自然の丹頂
鶴を観察することのできる『丹頂鶴自然
公園』などがあり、豊かな自然を楽しめる
街です。

7/4
（木）

7/3
（水）

三陸鉄道「レトロ列車」乗車体験 ■o

魹ヶ崎 ■o

■o オプショナルツアー （予定・別代金）

■o オプショナルツアー （予定・別代金）

丹頂鶴自然公園 ■o 阿寒湖 ■o

摩周湖 ■o

龍泉洞 ■o

浄土ヶ浜 ■o

（イメージ） （イメージ）



（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

デラックスルームご利用の方は、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」

（イメージ） （イメージ）

びいなすの食

寄港地に因んだお酒も
ご用意！（有料）

季節の味覚と北海道、三陸
地方の地産食材を盛り込ん
だフルコースや和食をお楽
しみください。

洋上のエンターテイメント

舟橋千尋・大川信之　ロマンティック�オペラナイト
テノール大川信之とソプラノ舟橋千尋、オペラピアニスト赤星裕子の3人で、
オペラの名場面、ミュージカル音楽から懐かしの映画音楽まで魅惑の夜を
お届けします。

桂小文治　独演会
船旅をゆっくりお楽しみいただく中
で、八戸出身であります私の、江戸
落語はいかがでしょうか。たっぷりと
笑っていただきます。

吉田絵奈　
ピアノ&鍵盤ハーモニカコンサート

クラシックからポピュラー、タンゴなど幅広いジャン
ルより、お馴染みの曲をピアノと鍵盤ハーモニカの
演奏でお届けいたします。

亀ひろし　
ものまねマジックショー
ものまね・お笑い・マジック、3つ
の要素が入ったエンターテイメン
トショー！ほのぼのとした内容で
幅広い年代が楽しめるステージ
です。

●歌声広場　●社交ダンス教室　●ビンゴゲーム　他日中のイベント



●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。船内では同伴者のご同行をお願いします。なお、安全上、ご
乗船いただける車椅子の方の人数には限りがございます。また、車椅子はお客様ご自身でご用意ください。
●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。所定のアレルギー調査票のご提
出が必要です。内容によりご希望に添えない場合がございます。

●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。

このクルーズはびいなす倶楽部
特典の対象となるクルーズです。

びいなす倶楽部とはびいなすクルーズをご愛顧くださるリピータークラブです。
ご入会には一度ぱしふぃっく びいなすのクルーズにご乗船いただく必要があります。
客室並びに船内クルーズデスク、フロントに申込書をご用意しております。

●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。

■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12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％

2019.3

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-19-02-004

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、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夫婦で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。
※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）

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

魅力や情報をお届けいたします。
アカウント名：ぱしふぃっく びいなす アカウント名：venus_cruise


