
横浜

仙台

函館

通常代金の10%割引
横浜市民クルーズ

横浜発着
2019年10月3日㈭▶7日㈪

横浜発着　飛鳥Ⅱで航く
爽秋の仙台・函館 
クルーズ 5日間 2019年10月3日（木）▶▶10月7日（月）
横浜市民クルーズ特別代金
（通常代金の10％割引）▶ 171,900円

（Kステート／大人2名1室利用）

 〜380,700円
（Cスイート／大人2名1室利用）

SHIP DATA
●総トン数：50,142トン
●全長：241m
●全幅：29.6m
●乗客最大定員：872名
●乗組員数：約470名

ひと足早い秋の華やぎを求め、北への船旅

OP 函館の夜景

船体撮影：中村 庸夫

※写真はすべてイメージです。

デッキゲームに挑戦！ ラウンジでティータイム カルチャー教室に参加 ボディトリートメントで至福の時間

※  天候その他の事情により航路が
変更となる場合がございます。

仙台10/4

OP 松島

伊達政宗によって開かれ、その緑豊かな街並みで「杜の都」と
称される都市。湾内に260もの島々が浮かぶ日本三景のひとつ

「松島」や日本有数のマグロの水揚げを誇る「塩釜」など観光地
へもほど近く、お気軽に訪れていただけます。また、岩手県平泉
の世界遺産 中尊寺までも足を延ばせます。
OP：オプショナルツアー（一例／別料金）
●松島半日観光　●酒蔵見学と鹽

しおがま
竈神社　●平泉・中尊寺観光

シャトルバス（予定）　●JR多賀城駅� ほか

函館10/5

OP 五稜郭

幕末に開かれた函館港を中心に栄え、歴史ある洋館や教会、
修道院が溶け込んだ異国情緒ある街並みの散策もおすすめで
す。またオプショナルツアーでは、日本を代表する素晴らしい夜
景がご覧いただける函館山山頂へご案内します。
OP：オプショナルツアー（一例／別料金）
●きらめきの街・函館夜景鑑賞��
●大沼国定公園散策　ほか
シャトルバス（予定）　●JR函館駅

OP 金森赤レンガ倉庫



お申込み方法

※写真はすべてイメージです。

■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「 飛鳥Ⅱ 爽秋の仙台・函館クルーズ」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（飛鳥Ⅱ 爽秋の仙台・函館 
クルーズ）応募」と明記してください。

■応募期限 令和元年 8月 30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 30名（Kステート：2室、Fステート：4室 
Eバルコニー：4室、Dバルコニー：4室、Cスイート：1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

郵船クルーズ㈱  https://www.asukacruise.co.jp/
〒220-8147   横浜市西区みなとみらい2-2-1  

横浜ランドマークタワー
（観光庁長官登録旅行業第892号）

■  お申し込み・ 
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、郵船クルーズ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 

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

■ご旅行代金（大人お1人様／2名1室利用時）コースコード：BJ-MKAS-00167□ 通常代金の10%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

K：ステート
7・8階（18.4㎡） ※視界が遮られます
バスタブ・トイレ付 海側・角窓

1 2 名 191,000円 2 室 171,900円

F：ステート
7階（18.4㎡）
バスタブ・トイレ付 海側・角窓

2 2 名 233,000円 4 室 209,700円

E：バルコニー 
8階（22.9㎡）
バスタブ・トイレ・バルコニー付

3 2 名 269,000円 4 室 242,100円

D：バルコニー 
9階（22.9㎡）
バスタブ・トイレ・バルコニー付

4 2 名 276,000円 4 室 248,400円

C：スイート 
10階（33.5㎡）
バスタブ・トイレ・リビングエリア・ 
バルコニー付

5
2 名 423,000円

1 室
380,700円

3 人目
追加代金 191,000円 171,900円

※面積にはバルコニーが含まれます。

●お食事／  朝食4回・ 
昼食4回・ 
夕食4回

●最少催行人員／ 2名様
●  ドレスコード／カジュアル
またはインフォーマル
●  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

⑴客室をお1人でご利用の場合にはDバ
ルコニー／Eバルコニー／Fステート
／Kステートにて承ります。左記金額
に130％のシングル割増料金が発生し
ます。
⑵その他の割引との併用はできません。
客室・夕食の時間帯（1回目・2回目）の
指定も承れません。
⑶子供代金の設定はございません。
⑷客室の出入口のドア幅は61㎝、シャ
ワールームのドア幅は51㎝で出入口
には段差があります。

■ご旅行日程
日時 寄港地 時間 スケジュール

1 10/3（木） 横浜 午前
11：00

 飛鳥Ⅱ乗船 
出港 〈船中泊〉xWE

2 10/4（金） 仙台
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 10/5（土） 函館
12：00

22：00

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

4 10/6（日） 終日クルージング 〈船中泊〉QWE

5 10/7（月） 横浜 09：00 入港　下船後、解散 Qxx

※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。
※B オプショナルツアー（船会社企画・実施／別料金）

アルゼンチンタンゴの誘惑
バンドネオン 平田耕治 
スペシャルライブ
Profile
◆平田耕治（バンドネオン）
13歳でバンドネオンに出会い、16歳で単身ブエノスアイレス
に渡る。アルゼンチンで結成したバンドで外務省のサポートを
受け海外公演に参加。帰国後はタンゴにとどまらずバレエダン
サー、歌手、タレントのサポートなど様々なフィールドで活動
中。今回はアルゼンチンより2人のアーティストを迎え本格的
なサウンドを作り出します。
◆アリエル・ロペス・サルディーバル（ギター）
７歳より父からギターを学び、その後イルマ・コスタンソに師
事。アルゼンチン、スペイン、パラグアイなどで数々の賞を受
賞。2007年から平田耕治と共演を重ねている。
◆エミリオ・テウバル（ピアノ）
1999年以来ニューヨークにて活動中。多くの受賞歴を持つ
NYCのTango and Jazzシーンの重要メンバー。アメリカの
ほか、南米、ヨーロッパ、日本でも広く活動している。

Photo in Portugal by Rodrigo Sergio

平田耕治

アリエル・ロペス・サルディーバル

エミリオ・テウバル

Asuka's Special

10/4・6

港町とタンゴの夜
行きかう船の旅人たちを癒す港町の風景は温かくも切ない旅情にあふれて
います。アルゼンチンとウルグアイを分けるラプラタ川その河口の港町でタ
ンゴは愛されてきました。哀愁のメロディは港町に育まれたのです。きら
めく夜景の中に深く沈み込む港町の夜に思いを馳せながらドラマチックタ
ンゴナイトをお届けします。


