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横浜●

大洗●

宮古●

久慈●

釧路●

通常代金の15%割引
横浜市民クルーズ 横浜 発着

2019年6月30日▶7月5日

ぱしふぃっく びいなすで 
初夏の北海道と三陸をめぐる
特別記念物のタンチョウの生息地として知られる釧路
湿原の町 釧路やリアス式の美しい海岸や北限の海女
で有名な三陸の港町を訪れます。途中、太平洋に面
し、那珂川が鹿島灘に注ぐ河口に位置した漁業と観光
の町 大洗にも寄港します。

※写真はすべてイメージです。

びいなすの食
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。

寄港地に因んだお酒も
ご用意！（有料）

フレンドリー&エキサイティング
ぱしふぃっく びいなすで航く

横浜
発着 北海道 釧路・三陸 
クルーズ 6日間　2019年 6月30日（日）▶▶ 7月5日（金）

横浜市民クルーズ特別代金
（通常代金の15％割引）▶ 198,050円

（ステートH／大人2名1室利用）

 〜225,250円
（ステートF／大人2名1室利用）

SHIP DATA
●総トン数：26,594トン
●全長：183.4m
●全幅：25.0m
●乗客最大定員：620人
●乗組員数：約230名 浄土ヶ浜

釧路湿原

釧路湿原展望台



お 申 込 み 方 法

■ご旅行代金（大人お1人様、［　　］はお1人様利用の場合の追加代金）コースコード：BJ-MKPV-00207□ 通常代金の15%割引

客室タイプ コード
末尾

利用
人数 通常代金

市民クルーズ
募集室数 市民クルーズ代金

ステートルーム H
5・6階（15.3㎡）
シャワー・トイレ付 海側・丸窓

B
3名 186,400円

3室
158,440円

2名 233,000円［69,900円］ 198,050円［59,410円］
ステートルーム G
6階（15.3㎡）
シャワー・トイレ付 海側・角窓

C
3名 198,400円

7室
168,640円

2名 248,000円［74,400円］ 210,800円［63,240円］
ステートルーム F 
8階（15.3㎡）
シャワー・トイレ付 海側・角窓

D
3名 212,000円

5室
180,200円

2名 265,000円［79,500円］ 225,250円［67,570円］

※乗船料・食事代・船内イベント参
加料・サービス料・消費税込み。

※客室の出入口のドア幅は62㎝、
シャワールームのドア幅は55㎝
で出入口には段差があります。
※市民クルーズ代金は、他の割引
との併用はできません。キャビン
番号の指定も承れません。

※1室3名使用の場合は3名様目
はソファベット使用となります。

※子供料金：2才以上 小学生以下
は大人代金の75％、中学生は
大人代金です。

※スケジュールは気象や海象など
により変更になる場合があります。
※夕食時の時間帯（1回目、2回目）
はお選びいただけません。

※写真はすべてイメージです。

T-19-04-002

Bオプショナルツアー（一例）〈有料〉

大洗 ●茨城名物！おかめ納豆工場見学ツアー
 （所要時間：約3.5時間／代金：5,500円）

久慈 ●北限の海女・小袖海岸と琥珀の久慈
 （所要時間：約3.5時間／代金：6,000円）

 ※シャトルバス付（追加代金不要）

釧路 ●釧路湿原と丹頂鶴自然公園
 （所要時間：約3.5時間／代金：6,500円）

宮古 ●さながら極楽浄土のごとし 浄土ヶ浜観光
 （所要時間：約3.5時間／代金：6,000円）

■ご旅行日程
日時 寄港地 時間 スケジュール

1 6/30（日） 横浜 午後
19：00

 ぱしふぃっく びいなす乗船 
出港 〈船中泊〉xxE

2 7/1（月） 大洗
08：00

17：00

入港　  自由行動またはBオプショナル 
ツアーでお楽しみください

出港 〈船中泊〉QWE

3 7/2（火） 久慈
09：00

18：00

入港　  自由行動またはBオプショナル 
ツアーでお楽しみください 
※シャトルバス付

出港 〈船中泊〉QWE

4 7/3（水） 釧路
08：00

17：00

入港　  自由行動またはBオプショナル 
ツアーでお楽しみください

出港 〈船中泊〉QWE

5 7/4（木） 宮古
08：00

17：00

入港　  自由行動またはBオプショナル 
ツアーでお楽しみください

出港 〈船中泊〉QWE

6 7/5（金） 横浜 16：30
　　　※船内イベントをお楽しみください
入港　下船後、解散 QWx

客室・メインダイニング

ステートルーム〈H・G・F〉
海側（15.3㎡）　シャワー・トイレ付

メインダイニング “プリマヴェーラ”
朝・昼・夕食をお楽しみください

OPTIONAL TOUR

B 小袖海女センター B 丹頂鶴自然公園

●お食事／朝食5回・昼食5回・夕食5回　●最少催行人員／ 2名様
●ドレスコード／すべてカジュアルです
●添乗員／同行いたしませんが、船内ではスタッフがご案内します
※ 記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベントの内容は諸事情により変更
となる場合もございます。

■応募方法 次の宛先に〈申込希望者全員の郵便番号・住所・氏名（フリ
ガナ）・生年月日・電話番号・客室タイプ・利用人数〉を明記し、
ハガキまたは電子メールでお送りください。

ハ
ガ
キ
の
場
合

〒141-0031　  東京都品川区西五反田8－3－6  
TK五反田ビル3階 名鉄観光サービス㈱

市民クルーズ「 ぱしふぃっく びいなす  
北海道 釧路・三陸クルーズ」係

電
子
メ
ー
ル
の
場
合

上記の内容を記載のうえ、meitetsu-cruise@ 
mwt.co.jp（名鉄観光サービス㈱）へ。
件名を「市民クルーズ（ぱしふぃっく びいなす 北海道 
釧路・三陸クルーズ）応募」と明記してください。

■応募期限 2019年 5月 24日（金）まで。
（当日消印有効。先着順ではありません。）

■応募対象 横浜市内在住以外の方もご応募いただけますが、 
抽選となった場合は市内在住者が優先されます。

■募集室数 15室 45名（ ステートルームH：3室、 
ステートルームG：7室、ステートルームF：5室）

応募多数の場合は抽選となります。
（  応募結果は、応募した方全員にご連絡いたします。応募
期限後、10日間経過しても通知が届かない場合は名鉄観
光サービス㈱までお問い合わせください。）

■  旅行企画・ 
実施

日本クルーズ客船㈱  http://www.venus-cruise.co.jp
〒530-0001   大阪市北区梅田 2−5−25  

ハービスOSAKA 15階
（観光庁長官登録旅行業第 1340号）

■  お問い 
合わせ先

名鉄観光サービス㈱ クルーズセクション
〒141-0031　  東京都品川区西五反田8－3－6  

TK五反田ビル3階
（観光庁長官登録旅行業第55号）
TEL.03-5759-8412　
営業日:平日 10：00～18：00（土日祝は休み）

※旅行条件については、日本クルーズ客船株式会社の旅行業約款によります。お申込の際はご一読ください。
■横浜市民クルーズ事業について　 横浜市港湾局客船事業推進課　TEL.045-671-7272　FAX.045-201-8983 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kowan/cruise/simin/


