
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 神戸発横浜着 秋の駿河・伊豆諸島クルーズ 9/17（火）～9/19（木） 神戸～清水～横浜 76,000円～324,000円

2 横浜発着 秋の東北・三陸クルーズ　Aコース 9/20（金）～9/23（月・祝） 横浜～木更津～石巻～大船渡～横浜 145,000円～540,000円 すでに発売済み　*連休利用

3 木更津発横浜着 秋の東北・三陸クルーズ　Bコース 9/20（金）～9/23（月・祝） 木更津～石巻～大船渡～横浜 137,000円～540,000円 すでに発売済み　*連休利用

4
神戸発着
横浜発着

秋の日本一周クルーズA、Bコース 9/24（火）～10/4（金）
横浜～神戸～佐伯～境港（停泊）～金
沢～能代～岩内～横浜～神戸

355,500円～1,539,000円
すでに発売済み　*5/31まで
にお申込みの場合、早期割引
適用（表示は早期代金）

5 神戸発着 長崎くんち・鹿児島・高知クルーズ 10/5（土）～10/10（木）
神戸～長崎（停泊）～鹿児島～高知～
神戸

236,000円～963,000円 すでに発売済み

6 神戸発広島着
神戸・広島 瀬戸内ゆったりワンナイトクルー
ズ

10/10（木）～10/11（金） 神戸～広島 39,000円～162,000円

7 神戸発着 世界自然遺産 屋久島クルーズ 10/15（火）～10/17（木） 神戸～屋久島～神戸 100,000円～386,000円

8 博多発着 世界自然遺産 屋久島・奄美大島クルーズ 10/21（月）～10/24（木） 博多～屋久島～奄美大島～博多 140,000円～579,000円

9 博多発神戸着 世界自然遺産 小笠原クルーズ Aコース 10/27（日）～11/1（金） 博多～神戸～小笠原～神戸 213,000円～934,000円

10 神戸発着 世界自然遺産 小笠原クルーズ Bコース 10/28（月）～11/1（金） 神戸～小笠原～神戸 176,000円～772,000円

11 神戸発横浜着 秋の神戸・横浜ワンナイトクルーズ 11/11（月）～11/12（火） 神戸～横浜 39,000円～162,000円

12 横浜発大阪着 秋の伊勢 四日市・大阪クルーズ 11/18（月）～11/20（水） 横浜～四日市～大阪 74,000円～324,000円 夏樹陽子さん乗船

13 神戸発着 クリスマスクルーズ 神戸 12/20（金）～12/21（土） 神戸～神戸 45,000円～153,000円

14 大阪発着 クリスマスクルーズ 大阪 12/21（土）～12/22（日） 大阪～大阪 54,000円～162,000円 週末利用

15 大阪発名古屋着 クリスマスクルーズ 大阪・名古屋 12/22（日）～12/23（月） 大阪～名古屋 37,000円～150,000円

16 名古屋発着 クリスマスクルーズ 名古屋 12/23（月）～12/24（火） 名古屋～名古屋 50,000円～162,000円

17 名古屋発横浜着 クリスマスクルーズ 名古屋・横浜 12/24（火）～12/25（水） 名古屋～横浜 37,000円～150,000円

18 横浜発着 クリスマスクルーズ 横浜 12/25（水）～12/26（木） 横浜～横浜 52,000円～162,000円

19 横浜発着
びいなすニューイヤークルーズ Aコース
～台湾・沖縄・奄美～

12/27（金）～1/6（月）
横浜～神戸～基隆～石垣島～那覇～
奄美大島～神戸～横浜

470,000円～1,950,000円

20 神戸発着
びいなすニューイヤークルーズ Bコース
～台湾・沖縄・奄美～

12/28（土）～1/5（日）
神戸～基隆～石垣島～那覇～奄美大
島～神戸

410,000円～1,650,000円

21 横浜発着 新春 伊勢 四日市クルーズ 1/6（月）～1/8（水） 横浜～四日市～横浜 98,000円～390,000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

22 横浜発着 ゆったりアジアクルーズ2020　Aコース 1/16（木）～2/17（月）
横浜～神戸～基隆～マニラ～レムチャ
バン～フーコック島～バイチャイ～ダナン
～三亜/海南島～厦門～神戸～横浜

1,052,000円～4,429,000円
すでに発売済み　*10/31まで
にお申込みの場合、早期割引
適用（表示は早期代金）

23 神戸発着 ゆったりアジアクルーズ2020　Bコース 1/17（金）～2/16（日）
神戸～基隆～マニラ～レムチャバン～
フーコック島～バイチャイ～ダナン～三亜
/海南島～厦門～神戸

990,000円～4,168,000円
すでに発売済み　*10/31まで
にお申込みの場合、早期割引
適用（表示は早期代金）

24 横浜発着 洋上の楽園クルーズ JAZZ&FRENCH Nights2/27（木）～2/29（土） 横浜～蒲郡～横浜 100,000円～390,000円 大橋純子、辰巳琢郎さん乗船

25 神戸発着 世界自然遺産 小笠原・硫黄3島クルーズ 3/9（月）～3/14（土） 神戸～小笠原～（島周遊）～神戸 233,000円～975,000円

26 神戸発横浜着 春の神戸・横浜ワンナイトクルーズ 3/23（月）～3/24（火） 神戸～横浜 39,000円～162,000円

27 仙台発着 世界自然遺産 屋久島・種子島クルーズ 3/25（水）～3/30（月） 仙台～種子島～屋久島～仙台 235,000円～975,000円 連絡バス付

28 仙台発横浜着 仙台・横浜ワンナイトクルーズ 3/31（火）～4/1（水） 仙台～横浜 22,000円～98,000円

29 横浜発着 春の伊勢 四日市クルーズ 4/6（月）～4/8（水） 横浜～四日市～横浜 90,000円～390,000円

30 横浜発神戸着 横浜・神戸ワンナイトクルーズ 4/8（水）～4/9（木） 横浜～神戸 39,000円～162,000円

31 神戸発着 春の済州島・釜山クルーズ～音楽の宝箱～4/13（月）～4/17（金） 神戸～釜山～済州島～神戸 190,000円～780,000円 ﾒﾝﾊﾞｰ20あり

32 神戸発着 春の沖縄・奄美 島めぐりクルーズ 4/17（金）～4/26（日）
神戸～奄美大島～中城～宮古島～鳩
間島～石垣島～屋久島～神戸

374,000円～1,580,000円
*1/17までにお申込みの場
合、早期割引適用（表示は
早期代金）

33 横浜発着
春の日本一周探訪 Aコース（大曲の花火
鑑賞プラン付／180名様限定）

5/6（水）～5/16（土）
横浜～函館～秋田～宮津～萩～唐津
～呉～横浜

423,000円～1,773,000円
*2/6までにお申込みの場
合、早期割引適用（表示は
早期代金）

34 横浜発着 春の日本一周探訪 Bコース 5/6（水）～5/16（土）
横浜～函館～秋田～宮津～萩～唐津
～呉～横浜

405,000円～1,755,000円
*2/6までにお申込みの場
合、早期割引適用（表示は
早期代金）

35 神戸発着 春の日本一周クルーズ 5/17（日）～5/27（水）
神戸～田子の浦～室蘭～大湊～酒田
～上五島～雲仙小浜～神戸

405,000円～1,755,000円
*2/17までにお申込みの場
合、早期割引適用（表示は
早期代金）

◆上記コースは、2018年9月～2020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10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21日（火）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。
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