
添乗員同行株式会社クルーズバケーション
あなたに感動の船旅を

オリジナルツアー

18,000
更に観光クーポン

円付 18,000
更に観光クーポン

円付

お客様の健康と安全を守る為、弊社独自の新型コロナウイルス感染拡大防止策を実施します。
●  キャンセル保険を付帯：出発日当日、37.5 度以上の発熱でツアーをキャンセルする場合は
　                                                      キャンセル保険によりキャンセル料をカバーします。
● 少人数催行：  参加人数を限定してソーシャル・ディスタンスを図ります。バスの定員を半分
　　　　　　　  以下に抑えます。
● マスクのご用意：ご参加中、マスクの着用をお願い申し上げます。不足などございましたら
　　　　　　　　　  添乗員へお知らせください。

お客様の健康と安全を守る為、弊社独自の新型コロナウイルス感染拡大防止策を実施します。
●  キャンセル保険を付帯：出発日当日、37.5 度以上の発熱でツアーをキャンセルする場合は
　                                                      キャンセル保険によりキャンセル料をカバーします。
● 少人数催行：  参加人数を限定してソーシャル・ディスタンスを図ります。バスの定員を半分
　　　　　　　  以下に抑えます。
● マスクのご用意：ご参加中、マスクの着用をお願い申し上げます。不足などございましたら
　　　　　　　　　  添乗員へお知らせください。

クルーズバケーションコロナ対策ツアークルーズバケーションコロナ対策ツアー

飛鳥Ⅱ　Photo by TSUNEO NAKAMURA 写真はすべてイメージです。

クリスマスイルミネーションで飾られた飛鳥Ⅱクルーズをお楽しみいただきました後、ツアーでしか体験できない京都の魅力をご案内します。

Go To Travel キャンペーン
お支払い実額

K ステート ： 海側客室 （一部視界が遮られます。）

236,
～

000 円

194,000 円 

12 82020 4～月年 日（火） 12 11月 日 日間（金）

新幹線＆飛鳥Ⅱで行く

京都の歴史と文化を巡る

Xmas 横浜～神戸クルーズ
混雑しない平日プラン

D バルコニー ： バルコニー付客室

279,000 円

237,000 円 

２名１室お一人様

ご旅行代金

元禄元年創業の茶屋【輪違屋】
京都市指定・登録文化財：写真提供  島原乙文 輪違屋でのご昼食【輪違点心】 胡弓演奏【輪違屋】写真提供：まいまい京都

十二単着付見学【下鴨神社】 茶道体験と庭園見学【妙覺寺】 京都観光地巡り【金閣寺】

如月太夫さん：【輪違屋】写真提供：まいまい京都

元禄元年創業の茶屋【輪違屋】
京都市指定・登録文化財：写真提供  島原乙文 輪違屋でのご昼食【輪違点心】 胡弓演奏【輪違屋】写真提供：まいまい京都

十二単着付見学【下鴨神社】 茶道体験と庭園見学【妙覺寺】 京都観光地巡り【金閣寺】

如月太夫さん：【輪違屋】写真提供：まいまい京都

事前仮予約受付中 飛鳥Ⅱ下期（秋・冬）スケジュール発売開始（８月頃予定）前のお申込みは事前仮予約（無料）にて承ります。定員２０名様を超える事前仮予約をいただき
ました場合は発売開始日後に抽選を行い、事前仮予約のお客様全員にお知らせ致します。

Go To トラベル事業支援対象
新型コロナウイルス感染状況により、お申込み前・後に関わらず対象地域や内容が
変更になる場合がございます。適用除外の場合は通常料金でのご案内となります。

※ この旅行は Go To トラベル事業の支援対象です。ご旅行代金から Go To トラベル事業による支援金４２，０００円を引いた
   金額がお客様のお支払い実額となります。併せて、１８，０００円分の地域共通クーポンが付与されます。支援金の受領
   について：国からの支援金はお客様に対して支給されます。当社は、支援金をお客様に代わって受領（代理受領）致します
   ので、お客様は、旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。なお、お取消しの際は、
   旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、当社による代理受領についてご了承のうえ、お申込みください。

※   当社キャンペーン対象額の上限に達した時点で終了となります。お早めにご予約ください。



時間帯の目安 交通事情などにより多少変更となる場合がございます。

早朝 朝 午前 夜夕刻午後 深夜
04:00 06:00 09:00 12:00 16:00 18:00 23:00 04:00

Photo By TSUNEO NAKAMURA

お 問 い 合 わ せ ・ お 申 込 み は （ご予約時に旅行条件書をお渡ししますので、ご確認のうえ、お申込みください。）

受託販売

〈本誌掲載の写真はすべてイメージです〉

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの責任者です。この旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

ホームページ： https://www.cruisevacation.jp/
総合旅行業務取扱管理者：西口正人

 旅行代金のお支払いには各種クレジットカードが
ご利用いただけます。E-Mail：  cvi@cruisevacation.jp

　新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、当面の間、事務所の営業は土・日・祝日を除く
　平日・月・水・金  10:30-16:30 に限定しています。時間外のお問合せは下記E-Mailをご利用ください。　　　　　　　　　　

　　　　　  東京都中央区銀座 8-8-1 第７セントラルビル７階 
電話 03-6274-6171
〒104-0061
株式会社クルーズバケーション

：観光庁長官登録旅行業  第一種  第２０１０号  日本旅行業協会（JATA）会員旅行企画・実施

●お食事：朝食３回、昼食３回、夕食２回　●最少催行人員：１５名様　●添乗員：同行します。　●お申込金：お申込み時にお申込金としてご旅行代金の２０％をお預かり
致します。旅行のお申込みは所定のお申込書にご記入のうえ、お申込みください。申込金は旅行代金または、取消料もしくは、違約料の一部として充当します。　●この旅
行は株式会社クルーズバケーション（以下当社）が企画・募集し実施する企画旅行です。　●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。　募集型企画旅行は当社が契約の締結を承諾し、申込書をいただいた時に成立します。　●利用ホテル：京都ホテルオークラ　●利用客船：郵船クルーズ株式会社
：飛鳥Ⅱ　●旅行代金に含まれるもの  ①クルーズ代金  ②日程表にある食事代  ③新幹線代金  ④京都市内観光代   ⑤宿泊費　⑥その他日程表にある陸上移動費用　●旅行代金
に含まれないもの  ①クリーニング・電報・電話代金  ②追加飲食等個人的性質の諸費用  ③ご自宅から集合・解散場所までの交通費や、宿泊費用　●旅行条件基準日：2020年
7月1日　●ご出発時に妊娠24週目以降、乳児で生後6か月未満の方はご参加いただけません。

薄茶点前　写真提供：まいまい京都

217,000円 地域共通クーポン

18,000円付

237,000円 地域共通クーポン

18,000円付

194,000円 地域共通クーポン

18,000円付
飛鳥Ⅱの感染症予防対策

検温の実施
Temperature Checks

船内換気システム
Ventilation

お食事提供の工夫
Changes meal service

ソーシャルディスタンシング
Tighten Social Distancing

清掃消毒の強化
Enhanced disinfection of frequently touched areas

ダンスタイム開催中止
Temporary suspension of dance time

ご乗船のお客様、すべての訪船関係者に対して「飛鳥Ⅱ感染症
に関する質問票」のご提出をお願いし、「検温」を含むヘルス
スクリーニングを実施します。

当面の間、船内のソーシャルディスタンスを保つために、ご乗
船いただけるお客様人数を制限して運航します。

20 年 6 月 10 日現在  概要（一部抜粋）追加事項等については
お申込みのお客様へ随時ご案内して参ります。

お客様に安心してご利用いただくために入念な消毒を実施します。船内の
換気システムは外気の取込みと同時に同量の空気を船外に排気しており循環は
していません。客室・公共エリアの空気は約 10 分で入れ替わります。

船内の定期的な消毒清掃を含む衛生管理を強化します。舷門、船内
各所、化粧室内に消毒液を設置します。一部の船内施設では、ご入場
人数を制限および利用方法の変更をお願いする場合があります。

入店時間や座席を指定させていただく場合があります。ビュッ
フェについては従来のサービスを変更し、スタッフによる提供を
予定しております。

プロダクションショーを含む公演、各種アクティビティはソーシャル
ディスタンスに配慮し運営します。ダンスタイム及び一部の
プログラムは当面の間、開催中止とさせていただきます。

京都歴史文化巡り
島原歴史巡りと太夫道中 ・ 太夫のお座敷体験
日本最古の公許花街 （こうきょかがい） 「島原」 を地元出身の料理店
若主人と巡ります。 唯一朝廷から正五位の位を与えられた最高位
「太夫 （たゆう）」 さんの太夫道中を見学、 その後、 元禄元年創業
の歴史ある 「輪違屋」 で太夫さんによる胡弓演奏や、 踊りをご覧いただき
ます。 お食事は古くから花街にて仕出し屋として営んできた 「島原 乙文」
の輪違点心をお楽しみください。 お食事の後は角屋 （すみや） もてなしの
文化美術館 （重要文化財） を訪問。 遊宴街が島原に移転した当初
(1641 年 ) から現在まで残る貴重な揚屋建築で幕末期には新選組隊士
たちや西郷隆盛 ・久坂玄瑞なども訪れた場所です。

十二単着付け実演と茶道教室
２日目は下鴨神社で十二単着付け実演と踊りをご覧いただきます。
平安から続く京都の歴史をご堪能ください。 ご昼食は京都の素材を
生かした 「志ぐれ弁当」 をご用意。 お食事の後は織田信長との
縁が深く、 京都在中時の宿所にもなった有名な妙覺寺 （みょうかくじ）
を訪問。 ここで茶道体験をお楽しみいただきます。 美しい庭園も
併せてお楽しみください。 最後に金閣寺を巡ります。

■

約18.4㎡（２人用）ツインベッド、バスタブ、シャワー、シャワー付
トイレ、冷蔵庫、金庫、角窓（一部視界が遮られます。）がございます。

約18.4㎡（２人用）ツインベッド、バスタブ、シャワー、シャワー付
トイレ、冷蔵庫、金庫、角窓（オーシャンビュー）がございます。

約22.9㎡：面積はバルコニーを含みます。（２人用）プライベートバルコニー、
ツインベッド、バスタブシャワー、シャワー付トイレ、冷蔵庫、金庫がございます。

取消料について

旅行開始日から
起算して
さかのぼって

21日前まで 無料

20日前   ～  8日前まで 旅行代金の  20%

7日前   ～  2日前まで 旅行代金の  30%

旅行開始日の前日 旅行代金の  40%

旅行開始日当日（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%

2名１室お一人様
旅行代金

※　天候・道路事情等により、観光順序が
　　入れ替わることがございます。

【お食事アイコン】
朝食 朝 昼食 昼 夕食 夕機内食 機食事無し

Ｄバルコニー/９デッキ

Ｆステート/７デッキ

Ｋステート/７・８デッキ

円279,000

円259,000

円236,000

【船中泊】朝 昼 夕

【船中泊】 夕

朝 昼

【ホテル泊】 昼朝

横浜港大さん橋集合
飛鳥Ⅱへご乗船
横浜港出港
飛鳥Ⅱ船上でのクリスマスをお楽しみください。
終日クルージング（※ イベントの内容は変更・中止になる場合がございます。）
・ゴスペルコーラス「COCORO*COライブ」
・飛鳥Ⅱ総料理長がお届けするクリスマスディナー
・クリスマスの名曲と共に贈るプロダクションショーなど
飛鳥Ⅱのクリスマスをお過ごしください。
神戸港入港
専用車（大型バス：定員1/2運行）で京都観光へ出発
京都島原着
・島原乙文  若主人による島原散策
・輪違屋にて太夫道中・仮視【かし】の式・踊りと胡弓演奏見学
　※  密を避ける為、お座敷は２グループに分かれます。
・角屋（すみや）もてなしの文化美術館  専属係員のご案内
京都ホテルオークラ着・チェックイン
ホテルにて朝食の後、専用車で２日目の京都観光へ
・下鴨神社にて十二単着付けと踊り見学　
・京料理「志ぐれ弁当」ランチ
・妙覺寺【みょうかくじ】で茶道体験と庭園見学
・金閣寺見学
専用車で京都駅へ（地方の方は京都駅解散の設定がございます。）
京都駅発（新幹線のぞみ号）
新横浜駅着解散  (所要時間約2時間20分）
東京駅着解散  (所要時間約2時間41分）

15：00

17：00

09：00
10：00 頃
12：00 頃

16：30 頃
09：00
10：00

14：00
夕刻

17：30 ～ 18：00
19：10 ～ 19：40
19：30 ～ 20：00

スケジュール時間日程

2020年

Xmas ハーバーライト横浜・神戸クルーズ
クリスマスムードを盛り上げるゴスペル・コーラスの
ラウンジライブや、ワークショップ、飛鳥Ⅱ総料理長が
お届けするクリスマスディナー、クリスマスの名曲と共に
お届けするプロダクションショーをお楽しみください。

太夫道中  
写真提供：まいまい京都

輪違屋　写真提供：島原乙文

下鴨神社：十二単着付け実演

京料理：志ぐれ弁当 妙覚寺：茶道体験・庭園見学 金閣寺：記念撮影など

島原 乙文：輪違点心

ぬくもりと華やぎに満ちた飛鳥Ⅱのクリスマス

クルーズ　横浜から神戸へロマンチックな

港町の物語を紡ぎます

地方からご参加のお客様で横浜港集合・京都駅解散ご希望の方は
お申込み時にお伝えください。上記旅行代金より値引き致します。 現地集合・解散値引額

お一人様
円1３,000

（一例）

（一例）

（一例）

新型コロナウイルス感染予防対策として、輪違屋ではお客様を２グループに分け、少人数でお座敷をお楽しみ頂きます。太夫さんの踊りや胡弓の
演奏をご見学いただきますが、お食事の際の太夫さん、芸妓・舞妓さんのおもてなしは控えさせていただきますので、予めご了承願います。

内はGo To トラベルお支払い実額

Go To トラベル キャンペーン
事業支援対象

【支援金の受領について】 国からの支援金はお客様に対して支給されますが、当社は、支援金をお客様に
代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い
実額」をお支払いいただくことになります。当社による代理受領についてご了承のうえお申込みください。

【Ｇｏ To トラベルキャンペーン事業支援対象のお客様へ】 お取消しの際は、旅行代金（支援前の代金）を基準として
所定の取消料を申し受けます。

当ツアーは 16名限定です。飛鳥Ⅱ下期（秋・冬）スケジュール予約開始（８月頃予定）前は事前仮予約を承ります。飛鳥Ⅱ下期予約開始日に定員を超えるお問合せを頂いた場合は抽選とさせて頂きます。

※   当社キャンペーン対象額の上限に達した時点で終了となります。お早めにご予約ください。


