
横浜

常陸那珂

大船渡

通常代金の15%割引
横浜市民クルーズ 横浜発着

2020年9月8日㈫▶12日㈯

横浜発着　飛鳥Ⅱで航く
爽秋のみちのく 
クルーズ 5日間 2020年9月8日（火）▶▶9月12日（土）
横浜市民クルーズ特別代金
（通常代金の15％割引）▶ 181,050円

（Kステート／大人2名1室利用）

 〜394,400円
（Cスイート／大人2名1室利用）

SHIP DATA
●総トン数：50,444トン
●全長：241m
●全幅：29.6m
●乗客最大定員：872名
●乗組員数：約470名

歓迎の心あふれる、みちのくを渡りゆく穏やかなゆとり旅

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 リドガーデン フィットネスセンター グランドスパ　露天風呂

※  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。

大船渡9/10

碁石海岸穴通磯

地元の海の幸でお出迎え 
三陸ジオパークの景 勝地へ
渚100選の碁石海岸をはじめ、
三陸の景勝地や岩手の内陸部
の名所へも。地元の方々による
歓迎イベントや特産品のふる
まいにも心が温まります。
観光（一例／別料金） 

●猊鼻渓舟下り ほか

シャトルバス（予定）　  ●碁石海岸

常陸那珂9/11

国営ひたち海浜公園

コキアが潮風にそよぐ国営ひたち海浜公園へ
球状でふわふわとした姿が愛らしい、ライトグリーンのコキアが丘
一面に広がる風景は必見です。また、
日本三名瀑のひとつ袋田の滝などの
見どころへも足を延ばせます。
観光（一例／別料金） 

●袋田の滝と竜神大吊橋 ほか

シャトルバス（予定） 
●国営ひたち海浜公園
※国営ひたち海浜公園では入園料が別途必要となります。

観光  猊鼻渓 観光  袋田の滝



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 爽秋のみちのくクルーズ」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 爽秋のみちのく 
クルーズ）応募」と明記してください。

■応募期限 2020年 6月 30日（火）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：3室、Fステート：2室 
Eバルコニー：4室、Dバルコニー：5室、Cスイート：1室）
応募多数の場合は抽選となります。抽選日は7月3日（金）
を予定しています。

（  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.03-6625-8181
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/kanko-bunka/minato/kyakusen/crooz/

■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-00218□ 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

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 213,000円 3 室 181,050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 255,000円 2 室 216,750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 300,500円 4 室 255,425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 308,000円

5 室
261,800円

3 人目
追加代金 213,000円 181,050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 464,000円

1 室
394,400円

3 人目
追加代金 213,000円 181,050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3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F・E・D：130％、K：150％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 9/8（火） 横浜 午後
17：00

 飛鳥Ⅱ乗船 
出港 〈船中泊〉xxE

2 9/9（水） 終日クルージング 〈船中泊〉QWE

3 9/10（木） 大船渡

08：00

17：00

入港　
自由行動または　 
寄港地観光ツアーで 
お楽しみください
出港 〈船中泊〉QWE

4 9/11（金） 常陸那珂
（ひたちなか）

08：00

17：00

入港　
自由行動または　 
寄港地観光ツアーで 
お楽しみください
出港 〈船中泊〉QWE

5 9/12（土） 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。
※寄港地観光ツアー／別料金・定員制。
※天候その他の事情により歓迎イベントは変更や実施されない場合がございます。
また航路が変更となる場合がございます。

美しい歌声と津軽民謡が心に響く

サエラ
Profile
ボーカルの菊地由利子、ピアノの高橋朋子が1993年にデュオを結
成。フランス語で「あちらこちら」という意味を持つサエラの名の通
り、歌謡曲から童謡、民
謡まで様々なジャンルの
音楽を自身の楽曲に取
り込む。2010年シング
ル「白もくれん」、4枚組
アルバム「うた～by 60 
sixty」で50代にして念
願のメジャーデビュー。
乗船区間 横浜〜横浜

Entertainment


