
洋上の楽園洋上の楽楽園 早期申込割引
※詳しくは中面をご参照ください。

横 浜 発 着着 春の日本一周探訪クルーズ
神 戸 発 着

春の日本 周探訪クル ズ春の日本 周探訪クル春春の春春 ルクルク訪春の日本一周探訪クルーズ春の日本一周探訪クル春の日本 周探訪ク春の日本一周探訪ク周春の春の春春春春春春春春 訪訪訪訪訪ク春 クルクククルルルル春春春春春春春春春春春春春春春 ク訪ク訪
着 春の日本一周クルーズ

横浜発神戸着

クルーズ春の日本一周クル春の日本一 ク春の日本一周日本本本日本本本一周の日のの春のの日春 ククククルククククの春春春ののの日日日日日日
戸着 連続乗船プラン

2020年5月
【横浜発着／神戸発着／横浜発神戸着】

※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。



横浜

秋田

函館

宮津

萩

唐津

呉

春の夜空を彩る花火やその土地の文化財を通して

地域の魅力や文化に触れる旅。 
※オプショナルツアーで訪れる場所を含みます。

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
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

早期申込割引
A 423,000 441,000 468,000 495,000 531,000 693,000 999,000 1,683,000 1,773,000
B 405,000 423,000 450,000 477,000 513,000 675,000 981,000 1,665,000 1,755,000

通常代金
A 470,000 490,000 520,000 550,000 590,000 770,000 1,110,000 1,870,000 1,970,000
B 450,000 470,000 500,000 530,000 570,000 750,000 1,090,000 1,850,000 1,950,000

m 2020年2月6日（木）までにお申し込みの場合、早期申込割引代金が適用となります。

日本 再発見 の旅

〔日本三景〕天橋立

横浜
発着
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■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

Aコース  大曲の花火－春の章－観賞プラン付  2020年5月6日（水） ▶ 5月16日（土）【横浜発着 10泊11日】
Bコース  5/9 自由行動プラン 2020年5月6日（水） ▶ 5月16日（土）【横浜発着 10泊11日】

限定180名

■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。

日程 入港 出港 寄港地

5 / 6 水 16:00 横浜
7 木 終日クルージング

8 金 07:00 21:30 函館 ■k■o

9 土 08:00 24:00
秋田
■A 大曲の花火－春の章－観賞プラン
■B 自由行動プラン

10日 終日クルージング

11月 08:00 17:00 宮津 ■k■o
12火 10:00 18:00 萩 ■k■o
13水 07:30 17:00 唐津 ■k■o
14木 08:00 17:00 呉 ■k■o
15金 終日クルージング

16土 09:00 横浜
●お食事／朝食10回・昼食9回・夕食10回　　　
●ドレスコード／インフォーマル1回　その他はカジュアルです。
●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。
●宮津・萩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。また、通船のご利用
は、オプショナルツアーにお申込のお客様を優先させていただきます。

■k■o

春の日本一周探訪クルーズ m
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A：BJ-MKPV-00204□　B：BJ-MKPV-00205□
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



日本三大夜景 函館山夜景観賞バス 
限定90名 
函館山山頂から夜景観賞

みちのくの小京都 角館散策 
角館（武家屋敷群）

一度は訪れたい秘湯「乳頭温泉郷」と田沢湖遊覧 限定35名 
田沢湖遊覧船、乳頭温泉“鶴の湯”にて昼食と入浴

秋田市内はやめぐり観光 
ねぶり流し館、千秋公園

男鹿名物「石焼料理」を味わう 男鹿半島1日 限定70名 
寒風山展望台、なまはげ館・真山伝承館、入道崎

桜名所100選 松前城さくらまつりと
藩主料理の昼食 限定60名 
松前藩屋敷、松前公園

新スポット！「函館七飯ゴンドラ」から望む絶景と大沼公園 限定70名 
大沼国定公園、函館七飯ゴンドラ

ミシュラン一つ星「旅館若松」でいただく旬の函館食材 
限定30名 

函館山ロープウェイ・函館山山頂、湯の川温泉“割烹旅館若松”にて昼食と入浴、
赤レンガ倉庫群

■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）

5/8
（金）

5/9
（土）

函　館
建ち並ぶ教会や洋館、坂が織りなす異国情緒漂う街並み、幕末の
歴史に翻弄された史跡をはじめ、函館山からの夜景や旬の味覚が
楽しめる朝市など多彩な魅力にあふれています。

秋　田
秋田の海の玄関口。みちのく小京都角館やナマハゲの故郷としても
知られ山と海が織りなす美しい景観の男鹿半島などの観光スポット
があります。

旅館若松での昼食（イメージ）

〈日本三大夜景〉 函館夜景 ■o

松前 さくらまつり ■o
※花の開花時期・状況は気象条件等により異なります。

大曲の花火－春の章－　
※Aコースのみ

大沼国定公園 ■o

角館 ■o 乳頭温泉 鶴の湯 ■o 石焼料理（イメージ） ■o

■Aコース 大曲の花火－ 春の章－
「世界の花火 日本の花火」観賞プラン 限定180名

■Bコース  
自由行動
プラン
オプショナルツアーや
自由散策をお楽しみ
ください。

■Aコース・■Bコース
対象

■Bコース対象

海外から花火業者を迎え、日本トップクラスの花火師との豪華競演や、日本の
花火技術が凝縮された大玉割物花火など見所満載のプログラムをお楽しみいた
だけます。
※大曲の花火は天候その他の事情により実施されない場合もございます。その場合でも、他のオプショナルツアーへの振り替えや返金はございません。
※大曲の花火－春の章－会場では観覧席をご用意しています。会場付近までは送迎バスで移動（所要時間約2時間）し、その後徒歩で会場まで移動します。
　貸切バス会社名（右記のいずれかにご乗車いただきます）　羽後交通、秋田中央交通、秋田トランスポート、能代観光バス、第一観光バス
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美しき日本の風景 伊根と天橋立 
限定70名 
傘松公園、伊根湾めぐり遊覧船、
伊根の町散策

2つの城下町をめぐる 歴史のまち萩と小京都 津和野 限定60名 
森鴎外旧宅、津和野殿町通り散策、
萩城下町散策〈菊屋家住宅・庭園特別公開予定〉

カルストの大自然 秋芳洞＆秋吉台と松陰神社 限定60名 
秋芳洞、秋吉台、松陰神社・松下村塾

城下町・萩はやめぐり観光 限定60名 
萩八景遊覧船、松陰神社・松下村塾、萩焼会館

300年の伝統織物“丹後ちりめん”
工場見学と京丹後名所めぐり 限定35名 
花の寺・如意寺、豪商 稲葉本家、
丹後ちりめん織元製造工程見学

浦島太郎伝説の浦嶋神社と伊根湾遊覧 
限定35名 
浦嶋神社（住職による浦嶋明神縁起絵巻の絵解き付）、
伊根湾めぐり遊覧船

■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）

5/12
（火）

萩
江戸時代の城下町の佇まいが残り、まるで
タイムスリップしたかのような風景が広がる
町です。明治維新胎動の地としても知られて
います。

【非公開エリア見学】海軍ゆかりの港町 
舞鶴の歴史にふれる1日 限定35名 

五老スカイタワー、舞鶴引揚記念館、
舞鶴赤れんがパーク（旧舞鶴鎮守府軍需部倉庫）

萩城下町 ■o

萩八景遊覧 ■o

秋芳洞 ■o

遺産

世界
文化

5/11
（月）

宮　津
日本三景「天橋立」で知られる観光地で、海や山に囲まれた豊かな自然が
残る町です。近郊には、海軍ゆかりの赤レンガ施設がある舞鶴市、舟屋が
残る独特の漁村風景が見られる伊根町など丹後半島には観光スポットが
豊富です。

〈日本三景〉 天橋立

伊根の舟屋 ■o

丹後ちりめん織元 ■o

舞鶴赤れんがパーク ■o
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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）　●別代金（消費税込）で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・代金・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。

百花繚乱のやきもの産地 有田・伊万里を巡る旅 限定30名 
大川内山・鍋島藩窯公園、佐賀県立九州陶磁文化館、有田焼窯元見学

≪日本遺産「呉鎮守府」開庁130周年記念事業≫
【非公開施設特別見学】鎮守府・呉 海軍さんゆかりの地めぐり 限定30名 
呉湾艦船クルーズ、大和ミュージアム、入船山記念館（旧呉鎮守府司令長官官舎）、
海上自衛隊 呉地方総監部第1庁舎(旧呉鎮守府庁舎・旧日本海軍地下作戦室）、
アレイからすこじま

東洋一の軍港として栄えた町の造船所見学と艦船めぐり 限定30名 
呉湾艦船クルーズ、ジャパン マリンユナイテッド見学

ユネスコ世界記憶遺産の島 下蒲刈島周遊観光 限定70名 
松濤園、蘭島閣美術館、白雪楼、三之瀬御本陣芸術文化館

朝市のまち呼子“イカの活き造り”の昼食と名護屋城博物館 
限定70名 
呼子朝市、呼子遊覧船、名護屋城博物館

じっくり唐津を楽しむ 唐津の名宿「洋々閣」での昼食と
唐津満喫の1日 限定30名 

鏡山展望台、唐津焼窯元、旧高取邸、唐津神社・曳山展示場

くんちの町・唐津はやめぐり半日観光　
鏡山展望台、唐津城、曳山展示場

■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）

5/13
（水）

5/14
（木）

唐　津
玄界灘の美しい海と脊振山系の深い緑に
囲まれた自然豊かな町です。唐津焼や唐津
くんちなど文化・伝統が残っています。活き
の良い透明の「呼子のイカ」が名物です。

呉
明治以降、呉鎮守府開庁を
機に発展した呉は、瀬戸内の
多様な歴史資源と美しい景
観を有する魅力あふれる街
です。「大和ミュージアム」や
「アレイからすこじま」など旧
軍港市「呉」ならではの観光
スポットが人気です。

唐津城 ■o

とびしま海道・松濤園 ■o

入船山記念館（旧呉鎮守府司令長官官舎） ■o海上自衛隊 呉地方総監部第1庁舎(旧呉鎮守府庁舎) ■o

呉湾艦船クルーズ ■o

鍋島藩窯公園 ■o

イカの活き造り（イメージ）

〈日本三大松原〉
虹の松原（鏡山展望台） ■o
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千昌夫　
コンサート in ぱしふぃっく びいなす

古今亭菊志ん　独演会

柴田晶子　世界一の口笛コンサート セニョール玉置
いっセ～ニョ～で、

爆SHOWものまね☆

田辺銀冶　講談

fuga　
日本一周記念スペシャルプログラム

園まり　ふれあいコンサート 
～皆さまに、逢いたくて逢いたくて～

千昌夫で御座います。この度、ぱしふいっく びいな
すでお会いできる事になりました。皆様と日本の心
象風景、「北国の春」を感じられるクルーズでご一
緒できることを楽しみにしております。

江戸時代に成立し伝統的な話芸である落
語。手放しで笑えるものから、ほろりとく
る良い話まで、本公演ではどんな演目が
聴けますか。日本語の楽しさを再発見し、
噺の世界に浸ってください。

世界大会にて三度の優勝を
果たした口笛奏者によるコ
ンサート。古称を「嘯（うそ）」
といい、能面や狂言の題目
にもある「口笛」。知ってい
るようで知らない口笛の
魅力を是非体感してくださ
い。お馴染みの曲からコン
クール優勝曲まで、幅広く
楽しいステージをお届けし
ます。

ご本人も公認の安全
地帯「玉置浩二」さん
をはじめ、次々と出て
くるスピード感あふ
れる爆笑ものまねオ
ンパレードです。モノ
マネはもはや日本人
ならではの伝統芸？！
お見逃しなきよう！

独特な語り口と軽妙なリズムで話を紡い
でいく日本の伝統芸能の一つ、講談。オリ
ンピックイヤーならではの物語を、今話
題の女性講談師、田辺銀冶の世界でお楽
しみください。

国内外で活躍する津軽三味線「はなわちえ」と、尺
八「辻本好美」のユニット"fuga"。日本の伝統楽器
で古典や日本古謡、民謡にオリジナル楽曲を交え
一夜限りのステージをお届けします。

ヨガはどんな方でも出来ます。人生100年の
今、出来るだけ楽しく旅を続け、笑顔で過ごせる

ように、ヨガで身体
を手入れしましょう！
床に座れない人も椅
子に座ってヨガはで
きます。無理しない、
でも諦めないで、ヨガ
レッスンをご一緒に！

私の好きな日本の茶道の言葉「一期一会」を胸
に、想い出深いひと時となりますよう、心を込めて
歌わせていただきます。「春の日本一周探訪クルー
ズ」を存分にお楽しみくださいませ。

洋上のエンターテイメント ～日本の心をお届けします～

メインショー

イキイキ船旅ヨガ
アニール K セティ

教室
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神戸

上五島

酒田

大湊

田子の浦

雲仙小浜

室蘭

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
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

早期申込割引 405,000 423,000 450,000 477,000 513,000 675,000 981,000 1,665,000 1,755,000
通常代金 450,000 470,000 500,000 530,000 570,000 750,000 1,090,000 1,850,000 1,950,000

m 2020年2月17日（月）までにお申し込みの場合、早期申込割引代金が適用となります。

〔世界文化遺産〕富士山と田子の浦

日本 再発見 の旅神戸
発着
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春の日本一周クルーズ
2020年5月17日（日） ▶ 5月27日（水）【神戸発着 10泊11日】

■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

日程 入港 出港 寄港地

5 /17日 14:00 神戸
18月 08:30 19:00 田子の浦 ■k■o
19火 終日クルージング

20水 08:00 21:00 室蘭 ■k■o
21木 07:00 17:00 大湊 ■k■o
22金 07:00 16:00 酒田 ■k■o
23土 終日クルージング

24日 09:00 19:00 上五島（青方） ■k■o
25月 08:00 18:00 雲仙小浜 ■k■o
26火 終日クルージング

27水 09:00 神戸
●お食事／朝食10回・昼食9回・夕食10回　
●ドレスコード／インフォーマル1回　その他はカジュアルです。
●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。
●雲仙小浜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。また、通船
のご利用は、オプショナルツアーにお申込のお客様を優先させていただきます。

■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。

オプオプオプオププショナナナナナルツルルツアルツアルツアアアア でーでーでーでーーで※オプオプオ※オオプオプププププププシシショナナョナョナナナナナナナルルルルルルルルツルツアツアツアアアアアーでーでーでーでーでーでーでーで訪で訪訪訪れれるれれるれる場場る場場所を所をを含含を含を含を含含を含を含含含含含含含含みみみみみみみまみまますすすすすす。すすすすすすす。

m
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BJ-MKPV-00206□
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



富士山本宮浅間大社と富士山世界遺産センター 
富士山本宮浅間大社、富士山世界遺産センター

絶景パノラマの地球岬と有珠山ロープウェイ 
有珠山ロープウェイ、地球岬

世界遺産！富士山信仰の総本宮「浅間大社」から
富士山へ 限定60名 
富士山本宮浅間大社、富士山世界遺産センター、
富士山5合目（富士宮口）

芝桜まつり・白糸の滝・大淵笹場 よくばりめぐり 限定60名 
富士芝桜まつり、白糸の滝、大淵笹場、富士山世界遺産センター

地球岬・洞爺湖・有珠山 道南周遊満喫観光 
有珠山ロープウェイ、洞爺湖遊覧、
洞爺ビジターセンター・火山科学館、地球岬

憧れのウィンザーホテル洞爺で舌鼓！
洞爺湖遊覧と選べるランチ 

洞爺湖遊覧、ザ・ウィンザーホテルでの昼食
〔ミシュラン一つ星 
鉄板焼 ウィンザー アウト オブ アフリカ 【限定12名】
または、日本料理 壽山 【限定20名】〕

富士山が望める鉄道「岳南電車」と絶景地めぐり 
岳南電車（乗車体験、整備工場見学）、みなと公園

■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）

5/18
（月）

5/20
（水）

田子の浦
静岡県富士市南部の海岸で、北に富士、南に
駿河湾をのぞみ、古くから景勝地として知られ
ています。

室　蘭
室蘭は鉄鋼業で発展した工業都市。三方を海に囲まれ「北海道
の自然100選」で第1位の「地球岬」など雄大な絶景スポットや
「全国7大工場夜景都市」として工場夜景も注目されています。

白糸の滝 ■o

有珠山ロープウェイ ■o

室蘭工場夜景（船上からご覧いただけます）

洞爺湖 ■o

遺産

世界
文化

大淵笹場 富士山と茶畑 ■o

地球岬 ■o

岳南電車と富士山
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日本三大霊場 恐山半日観光　恐山霊場

新緑と船頭の舟唄を満喫！最上川舟下り 
最上川舟下り

マグロの町「大間」の鮨屋で舌鼓！
特上マグロ丼とマグロづくし料理 限定20名 

大間崎、大間展望所、浜寿司にて特上マグロ丼とマグロづくし料理

名勝・仏ヶ浦遊覧と本州最北端・大間崎 限定35名 
仏ヶ浦遊覧、大間崎

下北半島を彩る 横浜町 菜の花畑　横浜町の菜の花畑

世界一のクラゲ展示「加茂水族館」見学 
加茂水族館、致道博物館

山岳修験の霊場！羽黒山と本間家ゆかりの地めぐり
限定35名 
羽黒山（三神合祭殿）、羽黒山麓（いでは文化記念館・随神門・
五重塔）、本間家旧本邸宅、清遠閣・本間美術館

鳥海山ドライブと陸の九十九島！象
きさかた

潟
玉簾の滝、月光川河川公園（おくりびとのロケ地）、丸池様、
象潟「ねむの丘」、鳥海ブルーライン

庄内の味を伝える老舗料亭で舌鼓！
酒田観光と「香梅咲」での料亭料理 限定35名 

清遠閣・本間美術館、相馬 （酒田舞娘鑑賞）、
料亭・香梅咲にて昼食、山居倉庫

■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）

5/21
（木）

5/22
（金）

大　湊
青森県むつ市に位置しており、下北七湊の一つで
す。明治以降は津軽海峡に対し、本州側の要地と
して栄え、町では異例の10万人を超える人々が
暮らしていた港町です。

酒　田
米の積出港として北前船で賑わった港
町酒田。今でも豪商の建物や料亭、酒
田舞娘を初めとする文化など往時の
様子を伝えるものが数多く残されてい
ます。

仏ヶ浦遊覧 ■o

 〔本州最北端〕大間崎 ■o

山居倉庫 ■o

加茂水族館 ■o 天然記念物 象
きさかた
潟（九十九島） ■o

恐山 宇曽利山湖 ■o

※花の開花時期・状況は気象条件等により異なります。
横浜町 菜の花畑 ■o
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頭ヶ島天主堂 ■o
写真掲載については長崎大司教区の

許可をいただいています。

雲仙普賢岳とミヤマキリシマを望む！雲仙ロープウェイ 
雲仙ロープウェイ、仁田峠、雲仙地獄

壮麗な姿の島原城と鯉の泳ぐ町「島原」 
仁田峠、雲仙地獄、島原城、鯉泳ぐ町「島原」（ガイドウォーク）

世界文化遺産「原城址」とミヤマキリシマの雲仙仁田峠へ 限定35名 
原城址、有馬キリシタン遺産記念館、仁田峠、雲仙地獄

イルカの楽園！有明海でイルカウォッチング 
口之津イルカウォッチング

九州屈指の料理宿で舌鼓！
雲仙温泉「半水盧」での
贅をつくした懐石料理 限定8組 

仁田峠、雲仙地獄、雲仙ビードロ美術館、
旅亭「半

はんずいりょ
水盧」にて懐石料理の昼食と入浴

■o オプショナルツアー （予定・別代金）

青砂ヶ浦天主堂 ■o

矢堅目公園 ■o
東シナ海の絶景地と青砂ヶ浦天主堂 
青砂ヶ浦天主堂、矢堅目公園、矢堅目の駅

潜伏キリシタンの地！上五島教会めぐり 限定140名 
青砂ヶ浦天主堂、頭ヶ島天主堂、観光物産センター・海童神社

■o オプショナルツアー （予定・別代金）

5/24
（日）

5/25
（月）

上五島（青方）
上五島には29もの教会が点在しています。それらは江戸時代のキリ
スト教弾圧を逃れて島に移り住んだ人達が根強く信仰を守ってきた
という証です。今も祈りの場として、静謐な佇まいを見せています。

雲仙小浜
上陸する小浜港は、100℃にも及ぶ高温泉で有名
な小浜温泉の中心地に位置します。港前には、日
本一長い足湯（無料）や、お土産店、湯めぐり札で
宿湯と外湯をめぐるのも楽しみな町です。

イルカウォッチング ■o

（上陸場所近くの日本一長い足湯）
小浜温泉 足湯 ほっとふっと105

（イメージ）

仁田峠のミヤマキリシマ ■o
※花の開花時期・状況は気象条件等により異なります。

遺産

世界
文化

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）　●別代金（消費税込）で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・代金・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。
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洋上のエンターテイメント ～あなたに笑顔と健康を～

メインショー

名曲「『いちご白書』をもう一度」はもちろん、会場の
皆様が歌えるフォークソングを織り交ぜてご披露いた
します。あの頃に戻って、ぜひ笑顔でご一緒に歌って
いただければうれしいです。

ジャズ、ソウル、ポップスなどジャンルを超えた幅広い
レパートリーと、決して飽きない絶妙なトーク。皆が
笑顔になるクルージングライブをお楽しみに！

「見せる津軽三味線」「笑える津軽三味線」
を目指し、前例の無い「肉体派津軽三味
線パフォーマンスユニット」として活動を
開始。笑えて楽しめるパフォーマンスに
本格的な演奏を加えた独特のステージン
グで、国内外問わず活躍中。

多数の受賞歴を持つソウルバードクワイア。世界遺産となった上五島の教会群に因み、
教会音楽でもあるゴスペルをお届けします。繊細で壮大なハーモニーをお楽しみください。
ゴスペル教室では、初めての方でも楽しく安心してご参加いただけます。春はチャレンジ
の季節。さあ声を出して元気になりましょう。

笑いの動作と、ヨガの呼吸
法やリラクゼーションを組
み合わせることで、座りな
がらでも心地よく笑うこと
ができます。新鮮な酸素
と大量の幸福ホルモンは、
心身の健康を促し、より心
地よく毎日を過ごすサポ
ートとなります。

シャンソン、それは人生の深い味わい。
シャンソン、それは遠い日の子守歌。
水織ゆみが紡ぎ出す言霊は、人生の悦
び、哀しみにあふれ、笑いながら、自然に
涙が流れてくるという。きっとあなたも
シャンソンの虜に。

タイトルは文字通り「できるものなら
捕まえてみろ」 軽快で楽しい話術と
共に、【鬼ごっこ】の様にステージを
駆け巡る大迫力のイリュージョン。
今宵は皆様の元へ。。。
私を捕まえてごらん。。。

いらっしゃ～い！でお馴染みの、元
「三枝」、現六代目「桂文枝」が師
匠。出会いは宝がモットーの「桂
三馬枝」です。北は北海道から
南は九州まで日本狭しと「落語
会」を全国展開中！皆様に笑って
頂く事が私の楽しみです。

（イメージ） ※当日の人数とは異なります。

セ三味ストリート　
津軽三味線
パフォーマンスショー

綾戸智恵　
DO JAZZ LIVE Cruising

ばんばひろふみ　
船上アコースティックコンサート

水織ゆみ　
シャンソン・人生の彩どり

Soul Bird Choir　SPRING GOSPEL CONCERT

桂三馬枝　
落語会

マジシャンHIROTO
Catch me if you can

ラフターヨガ教室（笑いヨガ）
大久保信克（ラフターヨガ・マスタートレーナー）

教室
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横浜

秋田

函館

宮津

萩

唐津

呉
神戸

上五島

酒田

大湊

田子の浦

雲仙小浜

室蘭

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
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

早期申込割引
A 828,000 864,000 918,000 972,000 1,044,000 1,368,000 1,980,000 3,348,000 3,528,000 
B 810,000 846,000 900,000 954,000 1,026,000 1,350,000 1,962,000 3,330,000 3,510,000 

通常代金
A 920,000 960,000 1,020,000 1,080,000 1,160,000 1,520,000 2,200,000 3,720,000 3,920,000 
B 900,000 940,000 1,000,000 1,060,000 1,140,000 1,500,000 2,180,000 3,700,000 3,900,000 

m 2020年2月17日（月）までにお申し込みの場合、早期申込割引代金が適用となります。
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船上で 日本各地の
“食の魅力”を再発見！
寄港地周辺地域の地産食材
や郷土料理など、その土地な
らではの味を盛り込んだ料理
長選りすぐりのメニューの数々
をお楽しみください。 （イメージ） （イメージ）

■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

Aコース  大曲の花火－春の章－観賞プラン付  2020年5月6日（水） ▶ 5月27日（水）【横浜発神戸着 21泊22日】
Bコース  5/9 自由行動プラン 2020年5月6日（水） ▶ 5月27日（水）【横浜発神戸着 21泊22日】

限定180名

■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。

日程 入港 出港 寄港地

5 / 6 水 16:00 横浜
7 木 終日クルージング

8 金 07:00 21:30 函館 ■k■o

9 土 08:00 24:00
秋田
■A 大曲の花火－春の章－観賞プラン
■B 自由行動プラン

10日 終日クルージング

11月 08:00 17:00 宮津 ■k■o
12火 10:00 18:00 萩 ■k■o
13水 07:30 17:00 唐津 ■k■o
14木 08:00 17:00 呉 ■k■o
15金 終日クルージング

16土 09:00 12:00 横浜
17日 11:00 14:00 神戸
18月 08:30 19:00 田子の浦 ■k■o
19火 終日クルージング

20水 08:00 21:00 室蘭 ■k■o
21木 07:00 17:00 大湊 ■k■o
22金 07:00 16:00 酒田 ■k■o
23土 終日クルージング

24日 09:00 19:00 上五島（青方） ■k■o
25月 08:00 18:00 雲仙小浜 ■k■o
26火 終日クルージング

27水 09:00 神戸
●お食事／朝食21回・昼食20回・夕食21回　　　
●ドレスコード／インフォーマル2回　その他はカジュアルです。
●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。
●宮津・萩・雲仙小浜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。また、通船の
ご利用は、オプショナルツアーにお申込のお客様を優先させていただきます。

＊1 連続乗船プラン限定の船内利用券は大人の方が対象となります。船内のショップ商品、
バー・レストランでの飲料およびオプショナルツアーにご利用いただけます。

■k■o

連連連連連連連連連連続続続続続乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗船船船船船船船船船ププププププププププププラララララララララララランンンンンンンンンンンンン連連連連連連連連連連連連連連連連連続 船船船船船船船船船船船船船船プププププププププププププププププププププププププププププププププププララララララララララララララララララランンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン
m

連続乗船プラン限定
＊1

船内利用券 お一人様5万円付

写真提供 ： 函館市、大仙市、海の京都DMO、山口県観光連盟、唐津観光協会、
 呉市役所、富士市、室蘭市、青森県、秋田県にかほ市、
 長崎県観光連盟、篠本秀人、Port Studio

※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。
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●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。

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。

●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。

●妊婦の方は、終日寄港しない日があるクルーズおよび通船での上陸があるクルーズのためご乗船いただけません。
●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2019年9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％

2019.9

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-19-09-007

（1003）エレガント

ダイニングサロン
〈グラン・シエクル〉

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

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

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

サロン
クラス

サロン
クラス

全室海側の「洋上の我が家」
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）、ブルースターサファイア婚式（65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。

記念日を洋上で 素敵な思い出を

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）

©川上真理子

ドレスコード（夕方以降の服装規定）
インフォーマル

カジュアル

お洒落も
楽しみの
ひとつ

〈男性〉 スーツ、ジャケットにネクタイ着用
〈女性〉 ワンピースや ブラウスと  

スカートの組み合わせなど

〈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。
※日中は自由な服装でお過ごしください。

●お荷物について
大きなお荷物は宅配便で出発前
に船まで送ることができますので
大変便利です（有料）。

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。


