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海外旅行保険加入のおすすめ

安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられ
ますよう、おすすめいたします。ご希望のお客様には、保険加入手続の
ご便宜をおはかりします。

海外旅行保険加入のおすすめ
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられ
ますよう、おすすめいたします。ご希望のお客様には、保険加入手続の
ご便宜をおはかりします。

海外旅行保険加入のおすすめ
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられ
ますよう、おすすめいたします。ご希望のお客様には、保険加入手続の
ご便宜をおはかりします。





カレッジフィヨルド

ジュノー
スキャグウェイ

ペトロパブロフスク
カムチャッキー

横浜

ラハイナ

ナウィリウィリ

ホノルル

ヒロ

ケチカン

ハバード氷河

バンクーバー
ビクトリア

楽園ハワイとアラスカ氷河。
クルーズが初めての方にもリピーターの方にも、
圧倒的なスケールの自然が支持される、２大人気エリアです。
飛鳥クルーズとして実に15年ぶり、
対照的な自然美、その懐へ悠 と々、飛鳥Ⅱは進みます。

大自然の
息吹を感じる
15年ぶりの、ダイナミック太平洋航路



グレーシャー・ベイ
国立公園

ミスティフィヨルド
国定公園

クロンダイク・ゴールドラッシュ
国立歴史公園

ランゲル・
セントイライアス
国立公園

ユ
ー
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カレッジフィヨルド

ハバード氷河

メンデンホール
氷河

インサイド・
パッセージ

●

フェアバンクス

キスカ島

アッツ島

ペトロパブロフスク
カムチャッキーへ

バンクーバー

ケチカン

ジュノー

スキャグウェイ

カナディアンロッキー山脈

ビクトリア

ナウィリウィリ

カウアイ島

オアフ島

マウイ島

ヒロ

ラハイナ

ホノルル
ハワイ島

ラナイ島

モロカイ島

ビクトリアへ

CruiseLife
飛鳥Ⅱの洋上ライフ

「終日航海日」は、最も船旅の醍醐味が楽しめるひとときです。
ハワイ＆アラスカを体感できる船内イベントも盛りだくさん。

航海日は洋上生活を満喫！
過ごし方は自由自在

▶船内では─
「ウクレレ」や「フラダンス」などハワイアンカル
チャー教室や「ゴルフレッスン」を開催します。

▶船内では─
アラスカの「大自然」や「歴史・文化」を学べる
講座を開催。洋上からは、クジラなどの海洋
生物、氷河やフィヨルドの迫力の世界を満喫！

▶寄港地では─
フラの本場でダンスレッスンやハワイアンキ
ルトの製作などハワイアンカルチャー体験
ツアーや腕前披露にハワイ・ゴルフツアー
も計画中。自由行動でお気に入りのアロハ
シャツを見つけるのもおすすめです。

▶寄港地では─
フィッシングやバーベキューなど大自然を満
喫できるアクティブ体験や、木こりのショーや
ゴールドラッシュ時代の様子を見学できるオ
プショナルツアーも計画中です。

スペシャルゲストが乗船

※船内アクティビティーや講演、オプショナルツアー等の内容は変更となる場合がございます。※海洋生物はご覧いただけない場合がございます。 ※ゲスト、シェフの乗船区間は変更となる場合がございます。

Special Cuisine ゲストシェフ

「アルポルト」オーナーシェフ
片岡護のイタリアン
profile
１９８３年、西麻布に「アルポルト」を開店。日
本での本格イタリア料理の草分け的存在と
して注目される。手掛ける料理は「一皿のア
ート」と絶賛され、パスタ料理の名手として
も名高い。現在、レストランのプロデュース
やテレビ出演など、多方面で活躍している。

乗船区間│ホノルル～バンクーバー

４島めぐりこそ真髄
王朝が愛した聖なる自然も

王朝文化の風雅と、
捕鯨時代のノスタルジー

ラハイナ（マウイ島）

カメハメハ王朝
時代にハワイの
首都として栄え、
その後捕鯨船の
拠点としてにぎわ
いました。史跡が
点在するノスタルジックな町散策はもちろん、世界
最大級の休火山ハレアカラ観光も見逃せません。
オプショナルツアー

イアオ渓谷とラハイナ観光、ハレアカラ観光  など

6
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驚異的な自然と対峙する
ハワイ諸島最大の島

ヒロ（ハワイ島）

ヒロのオールドタウ
ンには、100年以
上前の街並みが保
存され、アンティー
クな風情が漂いま
す。ハワイ島はコナ・
コーヒーの産地と
しても有名です。
オプショナルツアー ハワイ島 滝めぐり  など

※ハワイ島のシンボルであるキラウエア火山は火山の
状況によってはご覧いただけない場合があります。

6
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神々しい自然が迎える
別名「ガーデン・アイランド」

ナウィリウィリ（カウアイ島）初
ハワイ諸島最古の島
で、起伏 に 富 んだ
山々が連なる勇壮な
景観に出会えます。
ワイメア渓谷やシダ
の洞窟など神秘的な
名所を擁し、数々の
ハリウッド映画の舞台にもなりました。
オプショナルツアー ワイメア渓谷観光   など

6
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ワイメア渓谷

ラハイナの街並み

極東ロシア探訪
世界遺産の活火山群へ

ペトロパブロフスク
カムチャッキー
標 高 4,750
メートルのク
リュチェフス
カヤ火山をは
じめ、大小お
よそ30の活
火山が連なる
カムチャッカ地方の首府です。
オプショナルツアー ロシア料理と市内観光  など

7
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アバチャ火山と市街

山の緑と海の青が輝く
カナダ第三の経済都市

バンクーバー
高層ビル群の背に山
並みが迫り、海と山
を身近に感じる大都
市です。蒸気時計が
鎮座するギャスタウ
ンは、開拓時代を偲
ぶ人気スポット。自然
公園スタンレーパー
クを筆頭に広大な公園・庭園が点在します。
オプショナルツアー キャピラノ渓谷とノースバンクーバー  など

6
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ギャスタウン

サーモン産業で栄えた
アラスカクルーズの玄関口

ケチカン 初  
アラスカ最南端の
街で、かつて「サー
モンのメッカ」とし
てにぎわいました。
野生動物が多く生
息する雄大なミス
ティフィヨルドは
必見。クリンケット族やハイダ族が残した柱状の彫
刻トーテムポールが点在します。
オプショナルツアー 水上飛行機で行くミスティフィヨルド など

6
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クリーク通り

英国情緒あふれる
穏やかで優美な「花の都」

ビクトリア 初
港沿いに遊歩道
が延び、州議事
堂やロイヤル・
ブリティッシュ
コロンビア博物
館などの見どこ
ろが集まるイン
ナー・ハーバーが街の顔です。四季折々の花が咲
き誇るブッチャート・ガーデンは必見です。
オプショナルツアー ブッチャート・ガーデン観光  など
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ブッチャート・ガーデン

金発掘に沸いた
開拓時代の面影を残す町

スキャグウェイ
入り組んだ海岸
線インサイド・
パッセージの最
奥に位置する
港町。ゴールド
ラッシュ時代の
面影を色濃く残
しています。深い峡谷を標高873メートルまで登る、
鉱山鉄道ホワイトパス・ユーコン鉄道の起点です。
オプショナルツアー ホワイトパス列車の旅 など

6
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ホワイトパス・ユーコン鉄道

驚異の氷河に心抱かれ
野生動物の躍動する海へ

遊覧、犬ぞり、カヤックなど
氷河観光のプラン充実

ジュノー
アラスカ州の州
都で巨大なメン
デンホール氷河
が近郊にあり、遊
覧飛行や犬ぞり
氷原散策など、ダ
イナミックな氷河
体験ができます。
オプショナルツアー

メンデンホール氷河観光、犬ぞり体験  など

6
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メンデンホール氷河

Land tourランドツアー

カナディアンロッキーと
国立公園巡り

6／15

ヒロ発

常夏のハワイから空路でカナダへ。人気のモレーンレイク
とレイクルイーズを含む二つの国立公園ほか、コロンビア
大氷原などを訪れます。カナディアンロッキーの麓、真っ
青な湖が神秘的です。大陸横断鉄道の乗車も楽しめます。

飛鳥Ⅱを離れ、陸路・空路で内陸観光を
お楽しみいただくオプショナルツアーです。

カナディアンロッキー山脈とモレーンレイク世界遺産

ペトロパブロフスクカムチャッキー
市内観光ツアー

ペトロパブロフスクカムチャッキ
ー市街を観光バスでめぐります。
レーニン広場や市内から望む世
界遺産の山々など、極東ロシア
の風景をご覧いただきます。
※天候によっては山はご覧いただけない場合が
あります。 レーニン像

クルーズ
特典

［ビューポイント］  
ホエールウォッチング
ザトウクジラが海面に出現する瞬間
は感動もひとしお。ダイナミックなパ
フォーマンスに高確率で遭遇できる
ポイントを航行します。
※海洋生物はご覧いただけない場合が
ございます。 “日本船ならでは” をご堪能ください

日本語で過ごせる安心感。船内では海外を旅していることを忘れてしまいます。

ハワイ・アラスカ グランドクルーズならではの楽しみ

船内では日本人の味覚にあったお料理を。
海外旅行で恋しくなる和食もご用意しています。

うどん、そばなどのお夜食もございます。

ロングクルーズならではのイベントも多数。
お客様同士の楽しい思い出づくりを、

飛鳥Ⅱクルーが心を込めて盛り上げます。

長旅でも飽きない味

催し物も充実

大海原を眺めながらの入浴は至福のひととき。
ひなたぼっこをしたり、お友達との語らいなど、

洋上のゆったり時間をどうぞ。

癒しのひととき

昼も夜も、さまざまなアクティビティーをご用意。
爽やかな陽光の下で体を動かしたり、

新しい習い事にチャレンジしてはいかがですか。

遊び方いろいろ

大浴場 サロン＆スパ寿司「海彦」

プールデッキ

ウエルカムパーティー

セイルアウェイパーティー 鏡開き フィットネス

カルチャー教室

ゴルフ

プロダクションショー

※アラスカクルーズの航路は
2015年世界一周クルーズ時
を参考としています。天候およ
び現地事情などにより変更と
なる場合がございます。

リゾートの頂点に君臨
ショッピングも大満喫

ホノルル（オアフ島）

林立する高層ホテルと白
砂のワイキキビーチ、その
奥にダイヤモンドヘッドを
望む風景には、ホノルルの
魅力が凝縮されています。
華やかな「都会」と、楽園
たる「大自然」の共存する
人気のリゾート地です。
オプショナルツアー オアフ島1日観光  など

6
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［ビューポイント］  
カレッジフィヨルド
1899年、プリンス・ウィリアム湾の
調査により発見され、フィヨルド内の
氷河にはハーバードなど大学の名が
付けられています。ラッコやアザラシ
などが流氷の海に遊びます。

ワイキキビーチとダイヤモンドヘッド（オアフ島）

カレッジフィヨルド

Special program 特別企画

ベストセラー作家
東山彰良が語る
文学の世界
［第1回］ 作家になるまで
［第2回］ 越境と文学
profile
1968年台湾生まれ。9歳の頃に日本へ。『逃亡作法 TURD ON 
THE RUN』で作家デビュー。『流』で直木賞、『罪の終わり』で中央
公論文芸賞、『僕が殺した人と僕を殺した人』で織田作之助賞、読
売文学賞、渡辺淳一文学賞受賞。 乗船区間 │ 横浜～ホノルル

文藝春秋×飛鳥II コラボレーション

［ビューポイント］ 
 ハバード氷河
1年間に30メートルという
驚異的なスピードで成長、
前進を続ける氷河です。

［ビューポイント］ 
 ハバード氷河
1年間に30メートルという
驚異的なスピードで成長、
前進を続ける氷河です。

●クルーズ下船日に有効期限が6カ月以上残っている旅券（パスポート）が必要です。●アメリカではESTA（電子渡航認証
システム）への登録、もしくは査証（ビザ）が必要です。査証（ビザ）は米国査証免除プログラムの非適格条項に該当する場合
と、機械読取式旅券でない場合に必要です。●18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合（単独や片方の親のみ、
または親以外の大人の方と旅行する場合）、入国に際して親の「渡航同意書」（英文）の提示を求められる場合があります。

食事  朝39回、昼38回、夕39回

月日（曜日） 寄港地 国名

6／ 3 月 横浜 日本 PM出港

（6／4─10） 終日クルージング 〈日付変更線通過〉

	 	11 火 ナウィリウィリ（カウアイ島）初 アメリカ OP

	 	12 水
ホノルル（オアフ島） アメリカ

OP
N

13 木 OP

14 金 ラハイナ（マウイ島）通船 アメリカ OP

15 土 ヒロ（ハワイ島） アメリカ OP

（6／16─21） 終日クルージング

22 土 ビクトリア 初 カナダ OP

	 23 日 バンクーバー カナダ OP

（6／24） 終日クルージング

	 25 火 ケチカン 初 アメリカ OP

（6／26─27） 終日クルージング

	 	28 金 ジュノー アメリカ OP

29 土 スキャグウェイ アメリカ OP

（6／30─7／7） 終日クルージング 〈日付変更線通過〉

7／ 8 月 ペトロパブロフスクカムチャッキー 通船 ロシア 特典 OP

（7／9─11） 終日クルージング

12 金 横浜 日本 AM入港

2019年
ハワイ・アラスカ
グランドクルーズ
横浜発着 2019年6月3日（月）▶7月12日（金） 40日間

※オプショナルツアー、ランドツアーは定員制・別料金となります。また、内容、タイトルは変更となる場合がございます。詳細はご予約のお客様へ後日お送りするオプショナルツアーガイドをご確認ください。
※写真は全てイメージです。アラスカは過去のクルーズ時の写真を使用しています。航路は当日の天候や海象状況などにより決まるため写真と同じ風景がご覧いただけるとは限りません。寄港地の写真はオプ
ショナルツアーやランドツアーなどでご覧いただけるものが含まれます。

万が一のご病気や怪我に備え、海外旅行保険への加入をおすすめします。現地医療機関等での治療が必要となり緊急下船となった場合の搬送や治療費は特に高額になる場合が
多く、病院や通訳の手配など保険会社が代行してくれるサービスもあり安心です。詳しくは旅行会社・販売店へお問い合わせください。海外旅行保険ご加入のすすめ

●客室をお2人様でご利用の場合のお1人様あたりの代金で
す。●客室をお1人様でご利用の場合、客室Kは上記代金の
160%、客室D、E、Fは上記代金の130%、客室Cは上記代金
の150%、客室Aは上記代金の180%、客室Sは上記代金の
200%となります。ただし、お1人様でご利用いただける客室
には限りがございます。相部屋は承っておりません。

旅行代金には、2019年1月7日より導入が予定されている日本の国際観光旅客税（仮称/1,000円）および各港の港湾諸税が含まれています。今後税額が増減または廃止された場合でも旅行代金に変更はありません。

■旅行代金のお支払いについて：この旅行商品で利用する飛鳥Ⅱを手配するにあたり、その運賃の全額の支払いが必要となります。このため、
この旅行商品の旅行代金は、お申し込み時にお支払いいただく申込金のほか、2019年2月28日（木）までに残額をお支払いいただきます。
2019年3月1日（金）以降にお申し込みの場合は、ご予約時に全額をお支払いいただきます。グランド特別割引、早期全額支払割引をご利
用の場合は各割引の適用条件として運航会社が定めた期日までに全額お支払いいただきます。あらかじめご了承のうえお申し込みください。

客 室タイプ K：ステート F：ステート E：バルコニー D：バルコニー／D3：ディートリプル C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

グランド特別割引 適用後の旅行代金 1,572,000 1,931,000 2,289,000 2,352,000 3,549,000 4,548,000 7,980,000
早期全額支払割引 適用後の旅行代金 1,670,000 2,051,000 2,432,000 2,499,000 3,771,000 4,832,000 8,478,000

旅行代金 1,965,000 2,414,000 2,862,000 2,940,000 4,437,000 5,685,000 9,975,000

早期申込割引 適用後の旅行代金 1,748,000 2,148,000 2,547,000 2,616,000 3,948,000 5,059,000 8,877,000

■旅行代金  2名1室利用時お1人様（単位：円）

グランド特別割引
客室番号のご希望は
お受けできません

2018年10月31日（水）までに
全額お支払いのお客様は

旅行代金 20％割引

早期全額支払割引
客室番号のご希望を
お預かりいたします★

2018年12月28日（金）までに
全額お支払いのお客様は

旅行代金 15％割引

早期申込割引
客室番号のご希望を
お預かりいたします★

2019年2月28日（木）までにお申
し込みのお客様は早期申込割引の
旅行代金にてご利用いただけます。

★：ただし、客室番号の最終決定は乗船券発券時に確定します。ご希望にそえない場合もござ
いますのであらかじめご了承ください。客室番号のご希望について詳しくは裏表紙「お申し込み
時の注意事項とご案内」をご覧ください。

	 	 オプショナルツアー  寄港地での観光ツアーです（定員制／別料金）。※企画・実施：郵船クルーズ（株）
	 	 オーバーナイトステイ  1泊停泊します。　
	 	 初寄港 飛鳥Ⅱ初寄港です。
	 	 クルーズ特典 ご乗船特典として寄港地での観光ツアーへご案内します（追加料金不要）。
  ※不参加もしくは不催行の場合でも他オプショナルツアーへの振替や相当額の補償はありません。
   6月14日ラハイナ、7月8日ペトロパブロフスクカムチャッキーではテンダーボートまたは地元ボートでの上陸予定です。

天候によっては上陸できない場合があります。なお、安全確保のため車いすでの上陸用ボートへの乗船はできません。
通船

客室D・E・Fはシングル代金がお得！

特典

OP

N
初

レインボー滝カメハメハ大王像

写真提供：ハワイ州観光局

HAWAII ALASKA

※天候など、その他の事情により航路が
変更になる場合がございます。

Entertainment ゲストエンターテイナー

ジャズ・ヴァイオリニスト
寺井尚子スペシャルステージ
profile
1988年デビュー。表情ゆたかな演奏ス
タイルで人気の高いコンサートを中心
に、テレビ、ラジオ、CM出演や楽曲提供
など、幅広く音楽活動を展開する。世界
的アーティストと数多く共演し好評を博
している。2018年『ザ・スタンダードⅡ』

『寺井尚子ベスト』を同時リリース。

乗船区間│横浜～ホノルル
ⒸKiyotaka Saito

GODIEGO
ミッキー吉野＆トミー・スナイダー
スペシャルステージ
ミッキー吉野
キーボーディスト。1976年に
ゴダイゴ結成、数 の々ヒットを飛
ばす。音楽学校創設、スタジオ
活動、映画音楽など広く活躍。

トミー・スナイダー
ドラマー。1977年に来日しゴダ
イゴに参加。2010年に通算7
枚目のソロ・アルバムをリリース。 乗船区間│ヒロ～バンクーバー

ミッキー吉野 トミー・スナイダー
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CruiseLife
飛鳥Ⅱの洋上ライフ

「終日航海日」は、最も船旅の醍醐味が楽しめるひとときです。
ハワイ＆アラスカを体感できる船内イベントも盛りだくさん。

航海日は洋上生活を満喫！
過ごし方は自由自在

▶船内では─
「ウクレレ」や「フラダンス」などハワイアンカル
チャー教室や「ゴルフレッスン」を開催します。

▶船内では─
アラスカの「大自然」や「歴史・文化」を学べる
講座を開催。洋上からは、クジラなどの海洋
生物、氷河やフィヨルドの迫力の世界を満喫！

▶寄港地では─
フラの本場でダンスレッスンやハワイアンキ
ルトの製作などハワイアンカルチャー体験
ツアーや腕前披露にハワイ・ゴルフツアー
も計画中。自由行動でお気に入りのアロハ
シャツを見つけるのもおすすめです。

▶寄港地では─
フィッシングやバーベキューなど大自然を満
喫できるアクティブ体験や、木こりのショーや
ゴールドラッシュ時代の様子を見学できるオ
プショナルツアーも計画中です。

スペシャルゲストが乗船

※船内アクティビティーや講演、オプショナルツアー等の内容は変更となる場合がございます。※海洋生物はご覧いただけない場合がございます。 ※ゲスト、シェフの乗船区間は変更となる場合がございます。

Special Cuisine ゲストシェフ

「アルポルト」オーナーシェフ
片岡護のイタリアン
profile
１９８３年、西麻布に「アルポルト」を開店。日
本での本格イタリア料理の草分け的存在と
して注目される。手掛ける料理は「一皿のア
ート」と絶賛され、パスタ料理の名手として
も名高い。現在、レストランのプロデュース
やテレビ出演など、多方面で活躍している。

乗船区間│ホノルル～バンクーバー

４島めぐりこそ真髄
王朝が愛した聖なる自然も

王朝文化の風雅と、
捕鯨時代のノスタルジー

ラハイナ（マウイ島）

カメハメハ王朝
時代にハワイの
首都として栄え、
その後捕鯨船の
拠点としてにぎわ
いました。史跡が
点在するノスタルジックな町散策はもちろん、世界
最大級の休火山ハレアカラ観光も見逃せません。
オプショナルツアー

イアオ渓谷とラハイナ観光、ハレアカラ観光  など

6
14

驚異的な自然と対峙する
ハワイ諸島最大の島

ヒロ（ハワイ島）

ヒロのオールドタウ
ンには、100年以
上前の街並みが保
存され、アンティー
クな風情が漂いま
す。ハワイ島はコナ・
コーヒーの産地と
しても有名です。
オプショナルツアー ハワイ島 滝めぐり  など

※ハワイ島のシンボルであるキラウエア火山は火山の
状況によってはご覧いただけない場合があります。

6
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神々しい自然が迎える
別名「ガーデン・アイランド」

ナウィリウィリ（カウアイ島）初
ハワイ諸島最古の島
で、起伏 に 富 んだ
山々が連なる勇壮な
景観に出会えます。
ワイメア渓谷やシダ
の洞窟など神秘的な
名所を擁し、数々の
ハリウッド映画の舞台にもなりました。
オプショナルツアー ワイメア渓谷観光   など

6
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ワイメア渓谷

ラハイナの街並み

極東ロシア探訪
世界遺産の活火山群へ

ペトロパブロフスク
カムチャッキー
標 高 4,750
メートルのク
リュチェフス
カヤ火山をは
じめ、大小お
よそ30の活
火山が連なる
カムチャッカ地方の首府です。
オプショナルツアー ロシア料理と市内観光  など

7
8

アバチャ火山と市街

山の緑と海の青が輝く
カナダ第三の経済都市

バンクーバー
高層ビル群の背に山
並みが迫り、海と山
を身近に感じる大都
市です。蒸気時計が
鎮座するギャスタウ
ンは、開拓時代を偲
ぶ人気スポット。自然
公園スタンレーパー
クを筆頭に広大な公園・庭園が点在します。
オプショナルツアー キャピラノ渓谷とノースバンクーバー  など

6
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ギャスタウン

サーモン産業で栄えた
アラスカクルーズの玄関口

ケチカン 初  
アラスカ最南端の
街で、かつて「サー
モンのメッカ」とし
てにぎわいました。
野生動物が多く生
息する雄大なミス
ティフィヨルドは
必見。クリンケット族やハイダ族が残した柱状の彫
刻トーテムポールが点在します。
オプショナルツアー 水上飛行機で行くミスティフィヨルド など

6
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クリーク通り

英国情緒あふれる
穏やかで優美な「花の都」

ビクトリア 初
港沿いに遊歩道
が延び、州議事
堂やロイヤル・
ブリティッシュ
コロンビア博物
館などの見どこ
ろが集まるイン
ナー・ハーバーが街の顔です。四季折々の花が咲
き誇るブッチャート・ガーデンは必見です。
オプショナルツアー ブッチャート・ガーデン観光  など

6
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ブッチャート・ガーデン

金発掘に沸いた
開拓時代の面影を残す町

スキャグウェイ
入り組んだ海岸
線インサイド・
パッセージの最
奥に位置する
港町。ゴールド
ラッシュ時代の
面影を色濃く残
しています。深い峡谷を標高873メートルまで登る、
鉱山鉄道ホワイトパス・ユーコン鉄道の起点です。
オプショナルツアー ホワイトパス列車の旅 など

6
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ホワイトパス・ユーコン鉄道

驚異の氷河に心抱かれ
野生動物の躍動する海へ

遊覧、犬ぞり、カヤックなど
氷河観光のプラン充実

ジュノー
アラスカ州の州
都で巨大なメン
デンホール氷河
が近郊にあり、遊
覧飛行や犬ぞり
氷原散策など、ダ
イナミックな氷河
体験ができます。
オプショナルツアー

メンデンホール氷河観光、犬ぞり体験  など

6
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メンデンホール氷河

Land tourランドツアー

カナディアンロッキーと
国立公園巡り

6／15

ヒロ発

常夏のハワイから空路でカナダへ。人気のモレーンレイク
とレイクルイーズを含む二つの国立公園ほか、コロンビア
大氷原などを訪れます。カナディアンロッキーの麓、真っ
青な湖が神秘的です。大陸横断鉄道の乗車も楽しめます。

飛鳥Ⅱを離れ、陸路・空路で内陸観光を
お楽しみいただくオプショナルツアーです。

カナディアンロッキー山脈とモレーンレイク世界遺産

ペトロパブロフスクカムチャッキー
市内観光ツアー

ペトロパブロフスクカムチャッキ
ー市街を観光バスでめぐります。
レーニン広場や市内から望む世
界遺産の山々など、極東ロシア
の風景をご覧いただきます。
※天候によっては山はご覧いただけない場合が
あります。 レーニン像

クルーズ
特典

［ビューポイント］  
ホエールウォッチング
ザトウクジラが海面に出現する瞬間
は感動もひとしお。ダイナミックなパ
フォーマンスに高確率で遭遇できる
ポイントを航行します。
※海洋生物はご覧いただけない場合が
ございます。 “日本船ならでは” をご堪能ください

日本語で過ごせる安心感。船内では海外を旅していることを忘れてしまいます。

ハワイ・アラスカ グランドクルーズならではの楽しみ

船内では日本人の味覚にあったお料理を。
海外旅行で恋しくなる和食もご用意しています。

うどん、そばなどのお夜食もございます。

ロングクルーズならではのイベントも多数。
お客様同士の楽しい思い出づくりを、

飛鳥Ⅱクルーが心を込めて盛り上げます。

長旅でも飽きない味

催し物も充実

大海原を眺めながらの入浴は至福のひととき。
ひなたぼっこをしたり、お友達との語らいなど、

洋上のゆったり時間をどうぞ。

癒しのひととき

昼も夜も、さまざまなアクティビティーをご用意。
爽やかな陽光の下で体を動かしたり、

新しい習い事にチャレンジしてはいかがですか。

遊び方いろいろ

大浴場 サロン＆スパ寿司「海彦」

プールデッキ

ウエルカムパーティー

セイルアウェイパーティー 鏡開き フィットネス

カルチャー教室

ゴルフ

プロダクションショー

※アラスカクルーズの航路は
2015年世界一周クルーズ時
を参考としています。天候およ
び現地事情などにより変更と
なる場合がございます。

リゾートの頂点に君臨
ショッピングも大満喫

ホノルル（オアフ島）

林立する高層ホテルと白
砂のワイキキビーチ、その
奥にダイヤモンドヘッドを
望む風景には、ホノルルの
魅力が凝縮されています。
華やかな「都会」と、楽園
たる「大自然」の共存する
人気のリゾート地です。
オプショナルツアー オアフ島1日観光  など

6
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［ビューポイント］  
カレッジフィヨルド
1899年、プリンス・ウィリアム湾の
調査により発見され、フィヨルド内の
氷河にはハーバードなど大学の名が
付けられています。ラッコやアザラシ
などが流氷の海に遊びます。

ワイキキビーチとダイヤモンドヘッド（オアフ島）

カレッジフィヨルド

Special program 特別企画

ベストセラー作家
東山彰良が語る
文学の世界
［第1回］ 作家になるまで
［第2回］ 越境と文学
profile
1968年台湾生まれ。9歳の頃に日本へ。『逃亡作法 TURD ON 
THE RUN』で作家デビュー。『流』で直木賞、『罪の終わり』で中央
公論文芸賞、『僕が殺した人と僕を殺した人』で織田作之助賞、読
売文学賞、渡辺淳一文学賞受賞。 乗船区間 │ 横浜～ホノルル

文藝春秋×飛鳥II コラボレーション

［ビューポイント］ 
 ハバード氷河
1年間に30メートルという
驚異的なスピードで成長、
前進を続ける氷河です。

［ビューポイント］ 
 ハバード氷河
1年間に30メートルという
驚異的なスピードで成長、
前進を続ける氷河です。

●クルーズ下船日に有効期限が6カ月以上残っている旅券（パスポート）が必要です。●アメリカではESTA（電子渡航認証
システム）への登録、もしくは査証（ビザ）が必要です。査証（ビザ）は米国査証免除プログラムの非適格条項に該当する場合
と、機械読取式旅券でない場合に必要です。●18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合（単独や片方の親のみ、
または親以外の大人の方と旅行する場合）、入国に際して親の「渡航同意書」（英文）の提示を求められる場合があります。

食事  朝39回、昼38回、夕39回

月日（曜日） 寄港地 国名

6／ 3 月 横浜 日本 PM出港

（6／4─10） 終日クルージング 〈日付変更線通過〉

	 	11 火 ナウィリウィリ（カウアイ島）初 アメリカ OP

	 	12 水
ホノルル（オアフ島） アメリカ

OP
N

13 木 OP

14 金 ラハイナ（マウイ島）通船 アメリカ OP

15 土 ヒロ（ハワイ島） アメリカ OP

（6／16─21） 終日クルージング

22 土 ビクトリア 初 カナダ OP

	 23 日 バンクーバー カナダ OP

（6／24） 終日クルージング

	 25 火 ケチカン 初 アメリカ OP

（6／26─27） 終日クルージング

	 	28 金 ジュノー アメリカ OP

29 土 スキャグウェイ アメリカ OP

（6／30─7／7） 終日クルージング 〈日付変更線通過〉

7／ 8 月 ペトロパブロフスクカムチャッキー 通船 ロシア 特典 OP

（7／9─11） 終日クルージング

12 金 横浜 日本 AM入港

2019年
ハワイ・アラスカ
グランドクルーズ
横浜発着 2019年6月3日（月）▶7月12日（金） 40日間

※オプショナルツアー、ランドツアーは定員制・別料金となります。また、内容、タイトルは変更となる場合がございます。詳細はご予約のお客様へ後日お送りするオプショナルツアーガイドをご確認ください。
※写真は全てイメージです。アラスカは過去のクルーズ時の写真を使用しています。航路は当日の天候や海象状況などにより決まるため写真と同じ風景がご覧いただけるとは限りません。寄港地の写真はオプ
ショナルツアーやランドツアーなどでご覧いただけるものが含まれます。

万が一のご病気や怪我に備え、海外旅行保険への加入をおすすめします。現地医療機関等での治療が必要となり緊急下船となった場合の搬送や治療費は特に高額になる場合が
多く、病院や通訳の手配など保険会社が代行してくれるサービスもあり安心です。詳しくは旅行会社・販売店へお問い合わせください。海外旅行保険ご加入のすすめ

●客室をお2人様でご利用の場合のお1人様あたりの代金で
す。●客室をお1人様でご利用の場合、客室Kは上記代金の
160%、客室D、E、Fは上記代金の130%、客室Cは上記代金
の150%、客室Aは上記代金の180%、客室Sは上記代金の
200%となります。ただし、お1人様でご利用いただける客室
には限りがございます。相部屋は承っておりません。

旅行代金には、2019年1月7日より導入が予定されている日本の国際観光旅客税（仮称/1,000円）および各港の港湾諸税が含まれています。今後税額が増減または廃止された場合でも旅行代金に変更はありません。

■旅行代金のお支払いについて：この旅行商品で利用する飛鳥Ⅱを手配するにあたり、その運賃の全額の支払いが必要となります。このため、
この旅行商品の旅行代金は、お申し込み時にお支払いいただく申込金のほか、2019年2月28日（木）までに残額をお支払いいただきます。
2019年3月1日（金）以降にお申し込みの場合は、ご予約時に全額をお支払いいただきます。グランド特別割引、早期全額支払割引をご利
用の場合は各割引の適用条件として運航会社が定めた期日までに全額お支払いいただきます。あらかじめご了承のうえお申し込みください。

客 室タイプ K：ステート F：ステート E：バルコニー D：バルコニー／D3：ディートリプル C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

グランド特別割引 適用後の旅行代金 1,572,000 1,931,000 2,289,000 2,352,000 3,549,000 4,548,000 7,980,000
早期全額支払割引 適用後の旅行代金 1,670,000 2,051,000 2,432,000 2,499,000 3,771,000 4,832,000 8,478,000

旅行代金 1,965,000 2,414,000 2,862,000 2,940,000 4,437,000 5,685,000 9,975,000

早期申込割引 適用後の旅行代金 1,748,000 2,148,000 2,547,000 2,616,000 3,948,000 5,059,000 8,877,000

■旅行代金  2名1室利用時お1人様（単位：円）

グランド特別割引
客室番号のご希望は
お受けできません

2018年10月31日（水）までに
全額お支払いのお客様は

旅行代金 20％割引

早期全額支払割引
客室番号のご希望を
お預かりいたします★

2018年12月28日（金）までに
全額お支払いのお客様は

旅行代金 15％割引

早期申込割引
客室番号のご希望を
お預かりいたします★

2019年2月28日（木）までにお申
し込みのお客様は早期申込割引の
旅行代金にてご利用いただけます。

★：ただし、客室番号の最終決定は乗船券発券時に確定します。ご希望にそえない場合もござ
いますのであらかじめご了承ください。客室番号のご希望について詳しくは裏表紙「お申し込み
時の注意事項とご案内」をご覧ください。

	 	 オプショナルツアー  寄港地での観光ツアーです（定員制／別料金）。※企画・実施：郵船クルーズ（株）
	 	 オーバーナイトステイ  1泊停泊します。　
	 	 初寄港 飛鳥Ⅱ初寄港です。
	 	 クルーズ特典 ご乗船特典として寄港地での観光ツアーへご案内します（追加料金不要）。
  ※不参加もしくは不催行の場合でも他オプショナルツアーへの振替や相当額の補償はありません。
   6月14日ラハイナ、7月8日ペトロパブロフスクカムチャッキーではテンダーボートまたは地元ボートでの上陸予定です。

天候によっては上陸できない場合があります。なお、安全確保のため車いすでの上陸用ボートへの乗船はできません。
通船

客室D・E・Fはシングル代金がお得！

特典

OP

N
初

レインボー滝カメハメハ大王像

写真提供：ハワイ州観光局

HAWAII ALASKA

※天候など、その他の事情により航路が
変更になる場合がございます。

Entertainment ゲストエンターテイナー

ジャズ・ヴァイオリニスト
寺井尚子スペシャルステージ
profile
1988年デビュー。表情ゆたかな演奏ス
タイルで人気の高いコンサートを中心
に、テレビ、ラジオ、CM出演や楽曲提供
など、幅広く音楽活動を展開する。世界
的アーティストと数多く共演し好評を博
している。2018年『ザ・スタンダードⅡ』

『寺井尚子ベスト』を同時リリース。

乗船区間│横浜～ホノルル
ⒸKiyotaka Saito

GODIEGO
ミッキー吉野＆トミー・スナイダー
スペシャルステージ
ミッキー吉野
キーボーディスト。1976年に
ゴダイゴ結成、数 の々ヒットを飛
ばす。音楽学校創設、スタジオ
活動、映画音楽など広く活躍。

トミー・スナイダー
ドラマー。1977年に来日しゴダ
イゴに参加。2010年に通算7
枚目のソロ・アルバムをリリース。 乗船区間│ヒロ～バンクーバー

ミッキー吉野 トミー・スナイダー
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CruiseLife
飛鳥Ⅱの洋上ライフ

「終日航海日」は、最も船旅の醍醐味が楽しめるひとときです。
ハワイ＆アラスカを体感できる船内イベントも盛りだくさん。

航海日は洋上生活を満喫！
過ごし方は自由自在

▶船内では─
「ウクレレ」や「フラダンス」などハワイアンカル
チャー教室や「ゴルフレッスン」を開催します。

▶船内では─
アラスカの「大自然」や「歴史・文化」を学べる
講座を開催。洋上からは、クジラなどの海洋
生物、氷河やフィヨルドの迫力の世界を満喫！

▶寄港地では─
フラの本場でダンスレッスンやハワイアンキ
ルトの製作などハワイアンカルチャー体験
ツアーや腕前披露にハワイ・ゴルフツアー
も計画中。自由行動でお気に入りのアロハ
シャツを見つけるのもおすすめです。

▶寄港地では─
フィッシングやバーベキューなど大自然を満
喫できるアクティブ体験や、木こりのショーや
ゴールドラッシュ時代の様子を見学できるオ
プショナルツアーも計画中です。

スペシャルゲストが乗船

※船内アクティビティーや講演、オプショナルツアー等の内容は変更となる場合がございます。※海洋生物はご覧いただけない場合がございます。 ※ゲスト、シェフの乗船区間は変更となる場合がございます。

Special Cuisine ゲストシェフ

「アルポルト」オーナーシェフ
片岡護のイタリアン
profile
１９８３年、西麻布に「アルポルト」を開店。日
本での本格イタリア料理の草分け的存在と
して注目される。手掛ける料理は「一皿のア
ート」と絶賛され、パスタ料理の名手として
も名高い。現在、レストランのプロデュース
やテレビ出演など、多方面で活躍している。

乗船区間│ホノルル～バンクーバー

４島めぐりこそ真髄
王朝が愛した聖なる自然も

王朝文化の風雅と、
捕鯨時代のノスタルジー

ラハイナ（マウイ島）

カメハメハ王朝
時代にハワイの
首都として栄え、
その後捕鯨船の
拠点としてにぎわ
いました。史跡が
点在するノスタルジックな町散策はもちろん、世界
最大級の休火山ハレアカラ観光も見逃せません。
オプショナルツアー

イアオ渓谷とラハイナ観光、ハレアカラ観光  など

6
14

驚異的な自然と対峙する
ハワイ諸島最大の島

ヒロ（ハワイ島）

ヒロのオールドタウ
ンには、100年以
上前の街並みが保
存され、アンティー
クな風情が漂いま
す。ハワイ島はコナ・
コーヒーの産地と
しても有名です。
オプショナルツアー ハワイ島 滝めぐり  など

※ハワイ島のシンボルであるキラウエア火山は火山の
状況によってはご覧いただけない場合があります。

6
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神々しい自然が迎える
別名「ガーデン・アイランド」

ナウィリウィリ（カウアイ島）初
ハワイ諸島最古の島
で、起伏 に 富 んだ
山々が連なる勇壮な
景観に出会えます。
ワイメア渓谷やシダ
の洞窟など神秘的な
名所を擁し、数々の
ハリウッド映画の舞台にもなりました。
オプショナルツアー ワイメア渓谷観光   など

6
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ワイメア渓谷

ラハイナの街並み

極東ロシア探訪
世界遺産の活火山群へ

ペトロパブロフスク
カムチャッキー
標 高 4,750
メートルのク
リュチェフス
カヤ火山をは
じめ、大小お
よそ30の活
火山が連なる
カムチャッカ地方の首府です。
オプショナルツアー ロシア料理と市内観光  など

7
8

アバチャ火山と市街

山の緑と海の青が輝く
カナダ第三の経済都市

バンクーバー
高層ビル群の背に山
並みが迫り、海と山
を身近に感じる大都
市です。蒸気時計が
鎮座するギャスタウ
ンは、開拓時代を偲
ぶ人気スポット。自然
公園スタンレーパー
クを筆頭に広大な公園・庭園が点在します。
オプショナルツアー キャピラノ渓谷とノースバンクーバー  など

6
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ギャスタウン

サーモン産業で栄えた
アラスカクルーズの玄関口

ケチカン 初  
アラスカ最南端の
街で、かつて「サー
モンのメッカ」とし
てにぎわいました。
野生動物が多く生
息する雄大なミス
ティフィヨルドは
必見。クリンケット族やハイダ族が残した柱状の彫
刻トーテムポールが点在します。
オプショナルツアー 水上飛行機で行くミスティフィヨルド など

6
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クリーク通り

英国情緒あふれる
穏やかで優美な「花の都」

ビクトリア 初
港沿いに遊歩道
が延び、州議事
堂やロイヤル・
ブリティッシュ
コロンビア博物
館などの見どこ
ろが集まるイン
ナー・ハーバーが街の顔です。四季折々の花が咲
き誇るブッチャート・ガーデンは必見です。
オプショナルツアー ブッチャート・ガーデン観光  など

6
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ブッチャート・ガーデン

金発掘に沸いた
開拓時代の面影を残す町

スキャグウェイ
入り組んだ海岸
線インサイド・
パッセージの最
奥に位置する
港町。ゴールド
ラッシュ時代の
面影を色濃く残
しています。深い峡谷を標高873メートルまで登る、
鉱山鉄道ホワイトパス・ユーコン鉄道の起点です。
オプショナルツアー ホワイトパス列車の旅 など

6
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ホワイトパス・ユーコン鉄道

驚異の氷河に心抱かれ
野生動物の躍動する海へ

遊覧、犬ぞり、カヤックなど
氷河観光のプラン充実

ジュノー
アラスカ州の州
都で巨大なメン
デンホール氷河
が近郊にあり、遊
覧飛行や犬ぞり
氷原散策など、ダ
イナミックな氷河
体験ができます。
オプショナルツアー

メンデンホール氷河観光、犬ぞり体験  など

6
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メンデンホール氷河

Land tourランドツアー

カナディアンロッキーと
国立公園巡り

6／15

ヒロ発

常夏のハワイから空路でカナダへ。人気のモレーンレイク
とレイクルイーズを含む二つの国立公園ほか、コロンビア
大氷原などを訪れます。カナディアンロッキーの麓、真っ
青な湖が神秘的です。大陸横断鉄道の乗車も楽しめます。

飛鳥Ⅱを離れ、陸路・空路で内陸観光を
お楽しみいただくオプショナルツアーです。

カナディアンロッキー山脈とモレーンレイク世界遺産

ペトロパブロフスクカムチャッキー
市内観光ツアー

ペトロパブロフスクカムチャッキ
ー市街を観光バスでめぐります。
レーニン広場や市内から望む世
界遺産の山々など、極東ロシア
の風景をご覧いただきます。
※天候によっては山はご覧いただけない場合が
あります。 レーニン像

クルーズ
特典

［ビューポイント］  
ホエールウォッチング
ザトウクジラが海面に出現する瞬間
は感動もひとしお。ダイナミックなパ
フォーマンスに高確率で遭遇できる
ポイントを航行します。
※海洋生物はご覧いただけない場合が
ございます。 “日本船ならでは” をご堪能ください

日本語で過ごせる安心感。船内では海外を旅していることを忘れてしまいます。

ハワイ・アラスカ グランドクルーズならではの楽しみ

船内では日本人の味覚にあったお料理を。
海外旅行で恋しくなる和食もご用意しています。

うどん、そばなどのお夜食もございます。

ロングクルーズならではのイベントも多数。
お客様同士の楽しい思い出づくりを、

飛鳥Ⅱクルーが心を込めて盛り上げます。

長旅でも飽きない味

催し物も充実

大海原を眺めながらの入浴は至福のひととき。
ひなたぼっこをしたり、お友達との語らいなど、

洋上のゆったり時間をどうぞ。

癒しのひととき

昼も夜も、さまざまなアクティビティーをご用意。
爽やかな陽光の下で体を動かしたり、

新しい習い事にチャレンジしてはいかがですか。

遊び方いろいろ

大浴場 サロン＆スパ寿司「海彦」

プールデッキ

ウエルカムパーティー

セイルアウェイパーティー 鏡開き フィットネス

カルチャー教室

ゴルフ

プロダクションショー

※アラスカクルーズの航路は
2015年世界一周クルーズ時
を参考としています。天候およ
び現地事情などにより変更と
なる場合がございます。

リゾートの頂点に君臨
ショッピングも大満喫

ホノルル（オアフ島）

林立する高層ホテルと白
砂のワイキキビーチ、その
奥にダイヤモンドヘッドを
望む風景には、ホノルルの
魅力が凝縮されています。
華やかな「都会」と、楽園
たる「大自然」の共存する
人気のリゾート地です。
オプショナルツアー オアフ島1日観光  など

6
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［ビューポイント］  
カレッジフィヨルド
1899年、プリンス・ウィリアム湾の
調査により発見され、フィヨルド内の
氷河にはハーバードなど大学の名が
付けられています。ラッコやアザラシ
などが流氷の海に遊びます。

ワイキキビーチとダイヤモンドヘッド（オアフ島）

カレッジフィヨルド

Special program 特別企画

ベストセラー作家
東山彰良が語る
文学の世界
［第1回］ 作家になるまで
［第2回］ 越境と文学
profile
1968年台湾生まれ。9歳の頃に日本へ。『逃亡作法 TURD ON 
THE RUN』で作家デビュー。『流』で直木賞、『罪の終わり』で中央
公論文芸賞、『僕が殺した人と僕を殺した人』で織田作之助賞、読
売文学賞、渡辺淳一文学賞受賞。 乗船区間 │ 横浜～ホノルル

文藝春秋×飛鳥II コラボレーション

［ビューポイント］ 
 ハバード氷河
1年間に30メートルという
驚異的なスピードで成長、
前進を続ける氷河です。

［ビューポイント］ 
 ハバード氷河
1年間に30メートルという
驚異的なスピードで成長、
前進を続ける氷河です。

●クルーズ下船日に有効期限が6カ月以上残っている旅券（パスポート）が必要です。●アメリカではESTA（電子渡航認証
システム）への登録、もしくは査証（ビザ）が必要です。査証（ビザ）は米国査証免除プログラムの非適格条項に該当する場合
と、機械読取式旅券でない場合に必要です。●18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合（単独や片方の親のみ、
または親以外の大人の方と旅行する場合）、入国に際して親の「渡航同意書」（英文）の提示を求められる場合があります。

食事  朝39回、昼38回、夕39回

月日（曜日） 寄港地 国名

6／ 3 月 横浜 日本 PM出港

（6／4─10） 終日クルージング 〈日付変更線通過〉

	 	11 火 ナウィリウィリ（カウアイ島）初 アメリカ OP

	 	12 水
ホノルル（オアフ島） アメリカ

OP
N

13 木 OP

14 金 ラハイナ（マウイ島）通船 アメリカ OP

15 土 ヒロ（ハワイ島） アメリカ OP

（6／16─21） 終日クルージング

22 土 ビクトリア 初 カナダ OP

	 23 日 バンクーバー カナダ OP

（6／24） 終日クルージング

	 25 火 ケチカン 初 アメリカ OP

（6／26─27） 終日クルージング

	 	28 金 ジュノー アメリカ OP

29 土 スキャグウェイ アメリカ OP

（6／30─7／7） 終日クルージング 〈日付変更線通過〉

7／ 8 月 ペトロパブロフスクカムチャッキー 通船 ロシア 特典 OP

（7／9─11） 終日クルージング

12 金 横浜 日本 AM入港

2019年
ハワイ・アラスカ
グランドクルーズ
横浜発着 2019年6月3日（月）▶7月12日（金） 40日間

※オプショナルツアー、ランドツアーは定員制・別料金となります。また、内容、タイトルは変更となる場合がございます。詳細はご予約のお客様へ後日お送りするオプショナルツアーガイドをご確認ください。
※写真は全てイメージです。アラスカは過去のクルーズ時の写真を使用しています。航路は当日の天候や海象状況などにより決まるため写真と同じ風景がご覧いただけるとは限りません。寄港地の写真はオプ
ショナルツアーやランドツアーなどでご覧いただけるものが含まれます。

万が一のご病気や怪我に備え、海外旅行保険への加入をおすすめします。現地医療機関等での治療が必要となり緊急下船となった場合の搬送や治療費は特に高額になる場合が
多く、病院や通訳の手配など保険会社が代行してくれるサービスもあり安心です。詳しくは旅行会社・販売店へお問い合わせください。海外旅行保険ご加入のすすめ

●客室をお2人様でご利用の場合のお1人様あたりの代金で
す。●客室をお1人様でご利用の場合、客室Kは上記代金の
160%、客室D、E、Fは上記代金の130%、客室Cは上記代金
の150%、客室Aは上記代金の180%、客室Sは上記代金の
200%となります。ただし、お1人様でご利用いただける客室
には限りがございます。相部屋は承っておりません。

旅行代金には、2019年1月7日より導入が予定されている日本の国際観光旅客税（仮称/1,000円）および各港の港湾諸税が含まれています。今後税額が増減または廃止された場合でも旅行代金に変更はありません。

■旅行代金のお支払いについて：この旅行商品で利用する飛鳥Ⅱを手配するにあたり、その運賃の全額の支払いが必要となります。このため、
この旅行商品の旅行代金は、お申し込み時にお支払いいただく申込金のほか、2019年2月28日（木）までに残額をお支払いいただきます。
2019年3月1日（金）以降にお申し込みの場合は、ご予約時に全額をお支払いいただきます。グランド特別割引、早期全額支払割引をご利
用の場合は各割引の適用条件として運航会社が定めた期日までに全額お支払いいただきます。あらかじめご了承のうえお申し込みください。

客 室タイプ K：ステート F：ステート E：バルコニー D：バルコニー／D3：ディートリプル C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

グランド特別割引 適用後の旅行代金 1,572,000 1,931,000 2,289,000 2,352,000 3,549,000 4,548,000 7,980,000
早期全額支払割引 適用後の旅行代金 1,670,000 2,051,000 2,432,000 2,499,000 3,771,000 4,832,000 8,478,000

旅行代金 1,965,000 2,414,000 2,862,000 2,940,000 4,437,000 5,685,000 9,975,000

早期申込割引 適用後の旅行代金 1,748,000 2,148,000 2,547,000 2,616,000 3,948,000 5,059,000 8,877,000

■旅行代金  2名1室利用時お1人様（単位：円）

グランド特別割引
客室番号のご希望は
お受けできません

2018年10月31日（水）までに
全額お支払いのお客様は

旅行代金 20％割引

早期全額支払割引
客室番号のご希望を
お預かりいたします★

2018年12月28日（金）までに
全額お支払いのお客様は

旅行代金 15％割引

早期申込割引
客室番号のご希望を
お預かりいたします★

2019年2月28日（木）までにお申
し込みのお客様は早期申込割引の
旅行代金にてご利用いただけます。

★：ただし、客室番号の最終決定は乗船券発券時に確定します。ご希望にそえない場合もござ
いますのであらかじめご了承ください。客室番号のご希望について詳しくは裏表紙「お申し込み
時の注意事項とご案内」をご覧ください。

	 	 オプショナルツアー  寄港地での観光ツアーです（定員制／別料金）。※企画・実施：郵船クルーズ（株）
	 	 オーバーナイトステイ  1泊停泊します。　
	 	 初寄港 飛鳥Ⅱ初寄港です。
	 	 クルーズ特典 ご乗船特典として寄港地での観光ツアーへご案内します（追加料金不要）。
  ※不参加もしくは不催行の場合でも他オプショナルツアーへの振替や相当額の補償はありません。
   6月14日ラハイナ、7月8日ペトロパブロフスクカムチャッキーではテンダーボートまたは地元ボートでの上陸予定です。

天候によっては上陸できない場合があります。なお、安全確保のため車いすでの上陸用ボートへの乗船はできません。
通船

客室D・E・Fはシングル代金がお得！

特典

OP

N
初

レインボー滝カメハメハ大王像

写真提供：ハワイ州観光局

HAWAII ALASKA

※天候など、その他の事情により航路が
変更になる場合がございます。

Entertainment ゲストエンターテイナー

ジャズ・ヴァイオリニスト
寺井尚子スペシャルステージ
profile
1988年デビュー。表情ゆたかな演奏ス
タイルで人気の高いコンサートを中心
に、テレビ、ラジオ、CM出演や楽曲提供
など、幅広く音楽活動を展開する。世界
的アーティストと数多く共演し好評を博
している。2018年『ザ・スタンダードⅡ』

『寺井尚子ベスト』を同時リリース。

乗船区間│横浜～ホノルル
ⒸKiyotaka Saito

GODIEGO
ミッキー吉野＆トミー・スナイダー
スペシャルステージ
ミッキー吉野
キーボーディスト。1976年に
ゴダイゴ結成、数 の々ヒットを飛
ばす。音楽学校創設、スタジオ
活動、映画音楽など広く活躍。

トミー・スナイダー
ドラマー。1977年に来日しゴダ
イゴに参加。2010年に通算7
枚目のソロ・アルバムをリリース。 乗船区間│ヒロ～バンクーバー

ミッキー吉野 トミー・スナイダー
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CruiseLife
飛鳥Ⅱの洋上ライフ

「終日航海日」は、最も船旅の醍醐味が楽しめるひとときです。
ハワイ＆アラスカを体感できる船内イベントも盛りだくさん。

航海日は洋上生活を満喫！
過ごし方は自由自在

▶船内では─
「ウクレレ」や「フラダンス」などハワイアンカル
チャー教室や「ゴルフレッスン」を開催します。

▶船内では─
アラスカの「大自然」や「歴史・文化」を学べる
講座を開催。洋上からは、クジラなどの海洋
生物、氷河やフィヨルドの迫力の世界を満喫！

▶寄港地では─
フラの本場でダンスレッスンやハワイアンキ
ルトの製作などハワイアンカルチャー体験
ツアーや腕前披露にハワイ・ゴルフツアー
も計画中。自由行動でお気に入りのアロハ
シャツを見つけるのもおすすめです。

▶寄港地では─
フィッシングやバーベキューなど大自然を満
喫できるアクティブ体験や、木こりのショーや
ゴールドラッシュ時代の様子を見学できるオ
プショナルツアーも計画中です。

スペシャルゲストが乗船

※船内アクティビティーや講演、オプショナルツアー等の内容は変更となる場合がございます。※海洋生物はご覧いただけない場合がございます。 ※ゲスト、シェフの乗船区間は変更となる場合がございます。

Special Cuisine ゲストシェフ

「アルポルト」オーナーシェフ
片岡護のイタリアン
profile
１９８３年、西麻布に「アルポルト」を開店。日
本での本格イタリア料理の草分け的存在と
して注目される。手掛ける料理は「一皿のア
ート」と絶賛され、パスタ料理の名手として
も名高い。現在、レストランのプロデュース
やテレビ出演など、多方面で活躍している。

乗船区間│ホノルル～バンクーバー

４島めぐりこそ真髄
王朝が愛した聖なる自然も

王朝文化の風雅と、
捕鯨時代のノスタルジー

ラハイナ（マウイ島）

カメハメハ王朝
時代にハワイの
首都として栄え、
その後捕鯨船の
拠点としてにぎわ
いました。史跡が
点在するノスタルジックな町散策はもちろん、世界
最大級の休火山ハレアカラ観光も見逃せません。
オプショナルツアー

イアオ渓谷とラハイナ観光、ハレアカラ観光  など

6
14

驚異的な自然と対峙する
ハワイ諸島最大の島

ヒロ（ハワイ島）

ヒロのオールドタウ
ンには、100年以
上前の街並みが保
存され、アンティー
クな風情が漂いま
す。ハワイ島はコナ・
コーヒーの産地と
しても有名です。
オプショナルツアー ハワイ島 滝めぐり  など

※ハワイ島のシンボルであるキラウエア火山は火山の
状況によってはご覧いただけない場合があります。

6
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神々しい自然が迎える
別名「ガーデン・アイランド」

ナウィリウィリ（カウアイ島）初
ハワイ諸島最古の島
で、起伏 に 富 んだ
山々が連なる勇壮な
景観に出会えます。
ワイメア渓谷やシダ
の洞窟など神秘的な
名所を擁し、数々の
ハリウッド映画の舞台にもなりました。
オプショナルツアー ワイメア渓谷観光   など

6
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ワイメア渓谷

ラハイナの街並み

極東ロシア探訪
世界遺産の活火山群へ

ペトロパブロフスク
カムチャッキー
標 高 4,750
メートルのク
リュチェフス
カヤ火山をは
じめ、大小お
よそ30の活
火山が連なる
カムチャッカ地方の首府です。
オプショナルツアー ロシア料理と市内観光  など

7
8

アバチャ火山と市街

山の緑と海の青が輝く
カナダ第三の経済都市

バンクーバー
高層ビル群の背に山
並みが迫り、海と山
を身近に感じる大都
市です。蒸気時計が
鎮座するギャスタウ
ンは、開拓時代を偲
ぶ人気スポット。自然
公園スタンレーパー
クを筆頭に広大な公園・庭園が点在します。
オプショナルツアー キャピラノ渓谷とノースバンクーバー  など

6
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ギャスタウン

サーモン産業で栄えた
アラスカクルーズの玄関口

ケチカン 初  
アラスカ最南端の
街で、かつて「サー
モンのメッカ」とし
てにぎわいました。
野生動物が多く生
息する雄大なミス
ティフィヨルドは
必見。クリンケット族やハイダ族が残した柱状の彫
刻トーテムポールが点在します。
オプショナルツアー 水上飛行機で行くミスティフィヨルド など

6
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クリーク通り

英国情緒あふれる
穏やかで優美な「花の都」

ビクトリア 初
港沿いに遊歩道
が延び、州議事
堂やロイヤル・
ブリティッシュ
コロンビア博物
館などの見どこ
ろが集まるイン
ナー・ハーバーが街の顔です。四季折々の花が咲
き誇るブッチャート・ガーデンは必見です。
オプショナルツアー ブッチャート・ガーデン観光  など

6
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ブッチャート・ガーデン

金発掘に沸いた
開拓時代の面影を残す町

スキャグウェイ
入り組んだ海岸
線インサイド・
パッセージの最
奥に位置する
港町。ゴールド
ラッシュ時代の
面影を色濃く残
しています。深い峡谷を標高873メートルまで登る、
鉱山鉄道ホワイトパス・ユーコン鉄道の起点です。
オプショナルツアー ホワイトパス列車の旅 など

6
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ホワイトパス・ユーコン鉄道

驚異の氷河に心抱かれ
野生動物の躍動する海へ

遊覧、犬ぞり、カヤックなど
氷河観光のプラン充実

ジュノー
アラスカ州の州
都で巨大なメン
デンホール氷河
が近郊にあり、遊
覧飛行や犬ぞり
氷原散策など、ダ
イナミックな氷河
体験ができます。
オプショナルツアー

メンデンホール氷河観光、犬ぞり体験  など

6
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メンデンホール氷河

Land tourランドツアー

カナディアンロッキーと
国立公園巡り

6／15

ヒロ発

常夏のハワイから空路でカナダへ。人気のモレーンレイク
とレイクルイーズを含む二つの国立公園ほか、コロンビア
大氷原などを訪れます。カナディアンロッキーの麓、真っ
青な湖が神秘的です。大陸横断鉄道の乗車も楽しめます。

飛鳥Ⅱを離れ、陸路・空路で内陸観光を
お楽しみいただくオプショナルツアーです。

カナディアンロッキー山脈とモレーンレイク世界遺産

ペトロパブロフスクカムチャッキー
市内観光ツアー

ペトロパブロフスクカムチャッキ
ー市街を観光バスでめぐります。
レーニン広場や市内から望む世
界遺産の山々など、極東ロシア
の風景をご覧いただきます。
※天候によっては山はご覧いただけない場合が
あります。 レーニン像

クルーズ
特典

［ビューポイント］  
ホエールウォッチング
ザトウクジラが海面に出現する瞬間
は感動もひとしお。ダイナミックなパ
フォーマンスに高確率で遭遇できる
ポイントを航行します。
※海洋生物はご覧いただけない場合が
ございます。 “日本船ならでは” をご堪能ください

日本語で過ごせる安心感。船内では海外を旅していることを忘れてしまいます。

ハワイ・アラスカ グランドクルーズならではの楽しみ

船内では日本人の味覚にあったお料理を。
海外旅行で恋しくなる和食もご用意しています。

うどん、そばなどのお夜食もございます。

ロングクルーズならではのイベントも多数。
お客様同士の楽しい思い出づくりを、

飛鳥Ⅱクルーが心を込めて盛り上げます。

長旅でも飽きない味

催し物も充実

大海原を眺めながらの入浴は至福のひととき。
ひなたぼっこをしたり、お友達との語らいなど、

洋上のゆったり時間をどうぞ。

癒しのひととき

昼も夜も、さまざまなアクティビティーをご用意。
爽やかな陽光の下で体を動かしたり、

新しい習い事にチャレンジしてはいかがですか。

遊び方いろいろ

大浴場 サロン＆スパ寿司「海彦」

プールデッキ

ウエルカムパーティー

セイルアウェイパーティー 鏡開き フィットネス

カルチャー教室

ゴルフ

プロダクションショー

※アラスカクルーズの航路は
2015年世界一周クルーズ時
を参考としています。天候およ
び現地事情などにより変更と
なる場合がございます。

リゾートの頂点に君臨
ショッピングも大満喫

ホノルル（オアフ島）

林立する高層ホテルと白
砂のワイキキビーチ、その
奥にダイヤモンドヘッドを
望む風景には、ホノルルの
魅力が凝縮されています。
華やかな「都会」と、楽園
たる「大自然」の共存する
人気のリゾート地です。
オプショナルツアー オアフ島1日観光  など

6
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［ビューポイント］  
カレッジフィヨルド
1899年、プリンス・ウィリアム湾の
調査により発見され、フィヨルド内の
氷河にはハーバードなど大学の名が
付けられています。ラッコやアザラシ
などが流氷の海に遊びます。

ワイキキビーチとダイヤモンドヘッド（オアフ島）

カレッジフィヨルド

Special program 特別企画

ベストセラー作家
東山彰良が語る
文学の世界
［第1回］ 作家になるまで
［第2回］ 越境と文学
profile
1968年台湾生まれ。9歳の頃に日本へ。『逃亡作法 TURD ON 
THE RUN』で作家デビュー。『流』で直木賞、『罪の終わり』で中央
公論文芸賞、『僕が殺した人と僕を殺した人』で織田作之助賞、読
売文学賞、渡辺淳一文学賞受賞。 乗船区間 │ 横浜～ホノルル

文藝春秋×飛鳥II コラボレーション

［ビューポイント］ 
 ハバード氷河
1年間に30メートルという
驚異的なスピードで成長、
前進を続ける氷河です。

［ビューポイント］ 
 ハバード氷河
1年間に30メートルという
驚異的なスピードで成長、
前進を続ける氷河です。

●クルーズ下船日に有効期限が6カ月以上残っている旅券（パスポート）が必要です。●アメリカではESTA（電子渡航認証
システム）への登録、もしくは査証（ビザ）が必要です。査証（ビザ）は米国査証免除プログラムの非適格条項に該当する場合
と、機械読取式旅券でない場合に必要です。●18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合（単独や片方の親のみ、
または親以外の大人の方と旅行する場合）、入国に際して親の「渡航同意書」（英文）の提示を求められる場合があります。

食事  朝39回、昼38回、夕39回

月日（曜日） 寄港地 国名

6／ 3 月 横浜 日本 PM出港

（6／4─10） 終日クルージング 〈日付変更線通過〉

	 	11 火 ナウィリウィリ（カウアイ島）初 アメリカ OP

	 	12 水
ホノルル（オアフ島） アメリカ

OP
N

13 木 OP

14 金 ラハイナ（マウイ島）通船 アメリカ OP

15 土 ヒロ（ハワイ島） アメリカ OP

（6／16─21） 終日クルージング

22 土 ビクトリア 初 カナダ OP

	 23 日 バンクーバー カナダ OP

（6／24） 終日クルージング

	 25 火 ケチカン 初 アメリカ OP

（6／26─27） 終日クルージング

	 	28 金 ジュノー アメリカ OP

29 土 スキャグウェイ アメリカ OP

（6／30─7／7） 終日クルージング 〈日付変更線通過〉

7／ 8 月 ペトロパブロフスクカムチャッキー 通船 ロシア 特典 OP

（7／9─11） 終日クルージング

12 金 横浜 日本 AM入港

2019年
ハワイ・アラスカ
グランドクルーズ
横浜発着 2019年6月3日（月）▶7月12日（金） 40日間

※オプショナルツアー、ランドツアーは定員制・別料金となります。また、内容、タイトルは変更となる場合がございます。詳細はご予約のお客様へ後日お送りするオプショナルツアーガイドをご確認ください。
※写真は全てイメージです。アラスカは過去のクルーズ時の写真を使用しています。航路は当日の天候や海象状況などにより決まるため写真と同じ風景がご覧いただけるとは限りません。寄港地の写真はオプ
ショナルツアーやランドツアーなどでご覧いただけるものが含まれます。

万が一のご病気や怪我に備え、海外旅行保険への加入をおすすめします。現地医療機関等での治療が必要となり緊急下船となった場合の搬送や治療費は特に高額になる場合が
多く、病院や通訳の手配など保険会社が代行してくれるサービスもあり安心です。詳しくは旅行会社・販売店へお問い合わせください。海外旅行保険ご加入のすすめ

●客室をお2人様でご利用の場合のお1人様あたりの代金で
す。●客室をお1人様でご利用の場合、客室Kは上記代金の
160%、客室D、E、Fは上記代金の130%、客室Cは上記代金
の150%、客室Aは上記代金の180%、客室Sは上記代金の
200%となります。ただし、お1人様でご利用いただける客室
には限りがございます。相部屋は承っておりません。

旅行代金には、2019年1月7日より導入が予定されている日本の国際観光旅客税（仮称/1,000円）および各港の港湾諸税が含まれています。今後税額が増減または廃止された場合でも旅行代金に変更はありません。

■旅行代金のお支払いについて：この旅行商品で利用する飛鳥Ⅱを手配するにあたり、その運賃の全額の支払いが必要となります。このため、
この旅行商品の旅行代金は、お申し込み時にお支払いいただく申込金のほか、2019年2月28日（木）までに残額をお支払いいただきます。
2019年3月1日（金）以降にお申し込みの場合は、ご予約時に全額をお支払いいただきます。グランド特別割引、早期全額支払割引をご利
用の場合は各割引の適用条件として運航会社が定めた期日までに全額お支払いいただきます。あらかじめご了承のうえお申し込みください。

客 室タイプ K：ステート F：ステート E：バルコニー D：バルコニー／D3：ディートリプル C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

グランド特別割引 適用後の旅行代金 1,572,000 1,931,000 2,289,000 2,352,000 3,549,000 4,548,000 7,980,000
早期全額支払割引 適用後の旅行代金 1,670,000 2,051,000 2,432,000 2,499,000 3,771,000 4,832,000 8,478,000

旅行代金 1,965,000 2,414,000 2,862,000 2,940,000 4,437,000 5,685,000 9,975,000

早期申込割引 適用後の旅行代金 1,748,000 2,148,000 2,547,000 2,616,000 3,948,000 5,059,000 8,877,000

■旅行代金  2名1室利用時お1人様（単位：円）

グランド特別割引
客室番号のご希望は
お受けできません

2018年10月31日（水）までに
全額お支払いのお客様は

旅行代金 20％割引

早期全額支払割引
客室番号のご希望を
お預かりいたします★

2018年12月28日（金）までに
全額お支払いのお客様は

旅行代金 15％割引

早期申込割引
客室番号のご希望を
お預かりいたします★

2019年2月28日（木）までにお申
し込みのお客様は早期申込割引の
旅行代金にてご利用いただけます。

★：ただし、客室番号の最終決定は乗船券発券時に確定します。ご希望にそえない場合もござ
いますのであらかじめご了承ください。客室番号のご希望について詳しくは裏表紙「お申し込み
時の注意事項とご案内」をご覧ください。

	 	 オプショナルツアー  寄港地での観光ツアーです（定員制／別料金）。※企画・実施：郵船クルーズ（株）
	 	 オーバーナイトステイ  1泊停泊します。　
	 	 初寄港 飛鳥Ⅱ初寄港です。
	 	 クルーズ特典 ご乗船特典として寄港地での観光ツアーへご案内します（追加料金不要）。
  ※不参加もしくは不催行の場合でも他オプショナルツアーへの振替や相当額の補償はありません。
   6月14日ラハイナ、7月8日ペトロパブロフスクカムチャッキーではテンダーボートまたは地元ボートでの上陸予定です。

天候によっては上陸できない場合があります。なお、安全確保のため車いすでの上陸用ボートへの乗船はできません。
通船

客室D・E・Fはシングル代金がお得！

特典

OP

N
初

レインボー滝カメハメハ大王像

写真提供：ハワイ州観光局

HAWAII ALASKA

※天候など、その他の事情により航路が
変更になる場合がございます。

Entertainment ゲストエンターテイナー

ジャズ・ヴァイオリニスト
寺井尚子スペシャルステージ
profile
1988年デビュー。表情ゆたかな演奏ス
タイルで人気の高いコンサートを中心
に、テレビ、ラジオ、CM出演や楽曲提供
など、幅広く音楽活動を展開する。世界
的アーティストと数多く共演し好評を博
している。2018年『ザ・スタンダードⅡ』

『寺井尚子ベスト』を同時リリース。

乗船区間│横浜～ホノルル
ⒸKiyotaka Saito

GODIEGO
ミッキー吉野＆トミー・スナイダー
スペシャルステージ
ミッキー吉野
キーボーディスト。1976年に
ゴダイゴ結成、数 の々ヒットを飛
ばす。音楽学校創設、スタジオ
活動、映画音楽など広く活躍。

トミー・スナイダー
ドラマー。1977年に来日しゴダ
イゴに参加。2010年に通算7
枚目のソロ・アルバムをリリース。 乗船区間│ヒロ～バンクーバー

ミッキー吉野 トミー・スナイダー



お好みに合わせてお選びいただけるよう、
さまざまなタイプのお部屋をご用意しています。Cabin Plans キャビンプラン

ロイヤルスイートS

バルコニー付 88.2m2

アスカスイートA

バルコニー付  
45.8m2

スイートC

バルコニー付  
33.5m2

ステートF K

角窓
（バルコニーなし）
18.4m2

※ K ステートは、眺望がさまたげられます（例）

バルコニーD E

バルコニー付  
22.9m2

ディートリプルD3

角窓
（バルコニーなし）
22.9m2

※客室内はバルコニーを含め全面禁煙となります。喫煙されるお客様は、船内指定の喫煙スペースをご利用ください。※救命ボートや救命いかだ、乗下船用タラップなど客船固有の設備のために、一部客室では眺望がさまたげられます。※面積にはバルコニーが含まれます。

全客室 海側・ツインベッド・バスタブ付き

旅行条件　旅行条件につきましては下記による他、当社の旅行業約款によります。お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。
■募集型企画旅行契約
この旅行は下記掲載の旅行会社（以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、
この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになり
ます。また、旅行条件は、下記によるほか別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発
前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画
旅行契約の部によります。
■旅行代金に含まれるもの
●旅行日程表に明示されたクルーズ代金（クルーズ期間中の船内における全食事を
含む。但し、寿司“海彦”は別料金）。

●旅行日程表に明示された利用交通機関の運賃・料金、バス料金。
　〔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い
たしません。
■旅行代金に含まれないもの
　（前項の他は旅行代金に含まれていません。その一部を例示します）
●アルコール等飲料の代金、クリーニング、電報・電話料、その他追加飲食等
　個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
●傷害、疾病に関する治療費、渡航手続費用（旅券用印紙代、査証料、予防接種
料金、傷害・疾病保険料及び渡航手続取扱料金）。

●ご自宅と発着港間の交通費、宿泊費。
●お客様のご希望によりお１人部屋を利用される場合の割増料金。
●希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金。
■お申し込み条件
●20歳未満の方は保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者の同行
（同室）を条件とします。
●健康を害している方、車いす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、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊
娠の可能性のある方、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
なった場合も直ちにお申し出ください。改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。

●前項のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じ
ます。この際、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、または書面で
それらをお申し出いただくことがあります。
●当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、医師
の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることが
あります。
　また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約
のお申し込みをお断りし、または旅行契約の解除をさせていただくことがあります。
　なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に
要する費用は原則としてお客様のご負担とします。

●海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上）では、すべてのお客様に健康アン
ケートの提出をお願いしています。健康アンケートの内容によっては、健康診断
書の提出をお願いいたします。
■旅行代金の額の変更
●利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改訂により、旅行代金の額を変更する
ことがあります。増額の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、15
日目にあたる日より前にお知らせします。
■お客様の責任
●当社はお客様の故意または過失、法令もしくは、公序良俗に反する行為により当
社が損害を被ったときは、お客様から損害の賠償を申し受けます。

●お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型
企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

●お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載
内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配
代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
■旅程保証
●当社は別途お渡しする契約書面に重要な変更が生じた場合は、規定の変更補償
金を支払います。ただし、次の場合は変更補償金は支払いません。

　天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の
中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は
身体の安全確保のため必要な措置。なお、変更補償金は旅行者１名に対し、 
１募集型企画旅行につき旅行代金の15％を限度とします。また、変更補償金が
千円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
■旅行契約内容の変更
●当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官
公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービス提供等の当社が関与し
えない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。
■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金として旅行代金の20％を添えて
お申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部
として繰り入れます。
●当社は、電話･郵便･FAX･インターネット等による募集型企画旅行契約の予約
申し込みを受けつけることがあります。この場合、電話等による予約申し込みの 
翌日から起算して当社が定める期間内に申込書と申込金を提出していただきます。こ
の期間内に申込書と申込金を提出されない場合、当社は申し込みはなかったも
のとして取り扱います。
●詳しい旅行条件を説明した説明書面を用意していますので、事前に確認の上 
お申し込みください。
■旅行契約の成立時期
●募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに
成立するものとします。
■添乗員　添乗員は同行いたしません。船内では係員がお世話いたします。
■最少催行人員　2名様
■旅行条件・旅行代金の基準　2018年6月1日を基準としています。
■取消料（お客様による旅行契約の解除）
●海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上90日以下のクルーズ）

取　　消　　日 取　消　料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

121日前まで 無　料
120日前から91日前まで 旅行代金の5％
90日前から61日前まで 旅行代金の10％
60日前から31日前まで 旅行代金の20％
30日前から21日前まで 旅行代金の30％
20日前から3日前まで 旅行代金の40％

旅行開始日の前前日、前日、当日（旅行開始後を除く） 旅行代金の50％
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100％
■特別補償
　当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわ
らず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企

画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷
物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は
見舞金を支払います。

海外クルーズ
死 亡 補 償 金 2,500万円
入 院 見 舞 金 4万円～40万円

通 院 見 舞 金 2万円～10万円
通院3日以上

携帯品損害補償金 お客様1名様につき３千円～15万円　※1※2
※1 補償対象品1個あたり10万円を限度とします。
※2   損害額がお客様1名様について1回の事故につき3千円を超えない場合は、 
当社は損害補償金を支払いません。

■個人情報の取扱いについて
当社及び受託旅行業者（以下「販売店」といいます）は、旅行申し込みの際に提出
された申込書等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、渡航手続業務の遂行、お客様がお申し込みいただいた旅行
において旅行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きに必要
な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用などを担保する保険の手続
き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のため
に必要な範囲内で利用し、また、それらの運送・宿泊機関等、手配代行者、保険会
社、土産品店等に対し電子的方法等で送付することにより提供します。
このほか、当社および販売店の個人情報の取り扱いに関する方針については、店
舗、旅行条件書、ホームページ等でご確認ください。
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。
■旅券・査証について
　日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所に
お問い合せください。
●旅券（パスポート）：当パンフレットで掲載している旅行にはクルーズの下船港での
下船日に、有効期限が6ヵ月以上残っている旅券が必要です。

●査証（ビザ）：当パンフレットで掲載している旅行の内、アメリカではESTA(電子渡
航認証システム)への登録、もしくは査証（ビザ）が必要です。査証は米国査証免
除プログラムの非適格条項に該当する場合と、機械読取式旅券でない場合に
必要です。

●訪問国によっては妊娠中の方に対して査証（ビザ）が必要になる場合がございま
す。妊娠中の方はお申し込み時にお申し出ください。
●18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合（単独や片方の親のみ、また
は親以外の大人の方と旅行する場合）、入国に際して親の「渡航同意書」（英
文）の提示を求められる場合があります。詳しくはお申し込み時にお問い合わせく
ださい。
●現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお
客様の責任で行ってください。これら手続きの代行については、販売店が渡航手
続料金をいただいてお受けいたします。
■海外危険情報及び渡航先の衛生状況について
渡航先（国または地域）によっては「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する
情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店にご確認ください。海外
渡航関連情報は、外務省海外安全相談センターなどでもご確認いただけます。
　外務省海外安全ホームページ　https://www.anzen.mofa.go.jp/
渡航先の衛生状況については、下記ホームページにてご確認ください。
　厚生労働省検疫感染情報ホームページ　http://www.forth.go.jp/

※ダイジェスト版につき旅行条件等の詳細につきましては、旅行条件書をご覧ください。

お申し込み時の注意事項とご案内
●旅行代金は、客室をお2人様でご利用の場合の、お1人様の代金です。
●旅行代金は各港の港湾諸税および日本の国際観光旅客税（2019年1月導入予定）を含んでいます。
今後税額が増減または廃止された場合でも旅行代金に変更はありません。

●客室をお1人様でご利用の場合（お1人でご利用いただける客室には限りがございます）には、S200%、
A180%、C150%、D・E・F130%、K160%の割増代金となります。相部屋は承っていません。

●スイートルーム及びDトリプルの3人利用
•客室Sはエキストラベッドを、客室A、C、D3は備え付けのソファベッドを使用することで3人利用が
　可能です（但し、1058、1059、1060、1061、1062、1063号室を除く）。
•3人目の旅行代金は、客室タイプ（S、A、C、D3）にかかわらず当該クルーズのKステート相当の
　代金となります。※Dトリプルは3人利用が基本です。

●客室番号のご希望について：フルクルーズ（全区間）にご予約の場合にのみ、客室番号のご希望をお預か
りいたします（＊1）。お申し込みの旅行会社および販売店へお申し出ください。ただし、客室番号の最終確
定は乗船券発券時に確定いたします。ご希望にそえない場合もございますのであらかじめご了承ください。

　なお、Ｋステートの客室に関しましては、右舷・左舷・7デッキ・8デッキ・エレベーター付近（前方・中央・
後方）の組み合わせでのお預かりとなります。客室番号指定や眺望に関するご希望（ボートとボートの間など）
はお受けできませんのでご了承ください。
　＊1：グランド特別割引にお申し込みの方の客室番号のご希望はお預かりできません。
●乗船者の途中交替はできません。区間乗船をご希望の場合は、区間料金でお預かりさせていただきます
（詳細はお問い合わせください）。
●ご予約変更による変更後の適用代金
取消料発生後に客室のご利用人数が減少した場合、取消されたお客様には規定の取消料を、客室を
お１人様でご利用になられるお客様には規定の割増代金を申し受けます。

又、取消料発生後にお申し込みコースを短縮される場合（乗船区間をフル乗船から区間乗船へ変更される場合
など）や、客室タイプを変更され旅行代金が減額となった場合は、差額代金に対し規定の取消料を申し受けます。
●海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上、区間乗船も含む）には未就学児（6歳以下）はご乗船いた
だけません。
●15歳未満の方は、保護者の同行（同室）が条件となります。
●15歳以上20歳未満の方は単独でもご乗船いただけますが、保護者の同意書が必要です。
●妊娠中の方は事前にお申し出ください。乗船前に船会社指定の診断書および承諾書を提出いただきます。
●車いすをご使用されるお客様は事前にお申し出ください。原則としてお客様1名様に対して1名の介助い
ただけるご同伴者様（同室）の乗船をお願いいたします。又、ご同伴者様は車いすご使用のお客様と共
に行動していただきます。単独行動はご遠慮ください。
●電動車いすをご使用の場合、前項のほか使用上の制限事項についての承諾書が必要となります。な
お、電動カートはご使用になれません。
●体質上（アレルギー）の理由で、食べ物に制限をお持ちのお客様は乗船前に船会社指定の申請書に
必要事項をご記入の上、提出をお願いいたします。
●医療器具をお持ち込みされる場合はお申し込み旅行会社へあらかじめお申し出ください。
●記載されたスケジュールは、天候・その他の事情により変更される場合もございます。
●イベント内容、ゲストエンターテイナーは諸事情により変更になる場合がございます。
●ご乗船に際して必要なデータの正確を期すため、過去の乗船時のデータと異なる申告について取扱旅
行会社へ照会させていただく場合があります。
●パンフレット中の写真は全てイメージです。掲載の寄港地案内、写真は一部オプショナルツアーでお楽
しみいただけるものです。
●テレビ・雑誌等の取材関係者が予告なく乗船する場合がございます。

■オプショナルツアーについて
・オプショナルツアーは郵船クルーズ㈱が企画・実施します。
・詳しい日程および申込書は別途送付いたします。
・お申し込み多数の場合は抽選となります。
・最少催行人員に達しなかった場合は催行中止となります。
・代金は、すべて船上でお支払いください。
・オプショナルツアーにご参加中の船上での諸サービス（食
事・宿泊等）について、クルーズ代金の払い戻しはござい
ませんのでご了承ください。
・乗下船日のオプショナルツアーにはご参加いただけません。
・車いすをご利用のお客様および歩行が困難なお客様は、
旅行の安全かつ円滑な実施のためツアーへのご参加をお
断りすることもございますので、あらかじめお申し込みの旅行
会社を通じ、郵船クルーズ㈱までお問い合わせください。

■シャトルバスサービス
港が市内中心地から離れている寄港地では、港から市内中
心地などへシャトルバスを運行します。
※シャトルバスは郵船クルーズ㈱が提供するサービスです。
不催行の場合でも相当額の補償や他運送機関への振
替はありません。

海外旅行保険加入のおすすめ
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられ
ますよう、おすすめいたします。ご希望のお客様には、保険加入手続の
ご便宜をおはかりします。

海外旅行保険加入のおすすめ
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられ
ますよう、おすすめいたします。ご希望のお客様には、保険加入手続の
ご便宜をおはかりします。


