
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
地域限定企画！

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

乗船前日にお泊りいただくホテルは「ナビオス横浜」JR桜木町駅からロープウェー(ヨコハマ・エア・キャビン）や、
あかいくつバス（万国橋ワールドポーターズ前下車）でアクセスすることができ、赤レンガ倉庫にも近い
ロケーションの良いホテルです。

乗船前日にお泊りいただくホテルは「ナビオス横浜」JR桜木町駅からロープウェー(ヨコハマ・エア・キャビン）や、
あかいくつバス（万国橋ワールドポーターズ前下車）でアクセスすることができ、赤レンガ倉庫にも近い
ロケーションの良いホテルです。

乗船日当日は受付時間までホテルから観光タクシーで
２時間３０分の港町散策へとお出かけ頂きます！ドライバーさんと
ご相談いただいて予定時間内でコース変更も可能です！

乗船日当日は受付時間までホテルから観光タクシーで
２時間３０分の港町散策へとお出かけ頂きます！ドライバーさんと
ご相談いただいて予定時間内でコース変更も可能です！

K ステート：海側客室（一部視界が遮られます。）

195, ～000 円

３ 122022 ５～月年 日（土） ３ 16月 日 日間（水）

横浜ホテル・港観光タクシー付プラン

横浜港と大海原の船旅を満喫！

春の鳥羽クルーズ
クルーズ３泊４日＋ホテル１泊付

A アスカスイート：バルコニー付客室

398,000 円２名１室お一人様

ご旅行代金

　横浜中華街のパワースポット
「中華街関帝廟（ちゅうかがいかんていびょう）」

　横浜山手西洋館めぐり
　写真：山手イタリア山庭園

ホテル：ナビオス横浜

山下公園散策

国指定重要文化財「氷川丸」と山下公園散策

飛鳥Ⅱ寄港地観光ツアー（別料金：定員制）
伊勢神宮ツアー（鳥羽寄港時開催）

　横浜中華街のパワースポット
「中華街関帝廟（ちゅうかがいかんていびょう）」

　横浜山手西洋館めぐり
　写真：山手イタリア山庭園

ホテル：ナビオス横浜

山下公園散策

国指定重要文化財「氷川丸」と山下公園散策

飛鳥Ⅱ寄港地観光ツアー（別料金：定員制）
伊勢神宮ツアー（鳥羽寄港時開催）

横浜港から遠くクルーズへ出掛ける機会が少ない方や、まだ乗船したことが無い方へ  港町の散策と
クルーズをセットにした特別価格のプランです！この機会に是非クルーズ旅行をお楽しみください。
初めてでも安心！専門スタッフがお客様の船旅をご自宅出発から到着までサポート致します！

【重要】ご参加条件：横浜港より遠くにお住まいの方限定企画です。東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県以外の方が対象です。何卒ご了承願います。
　　　　　　　　　　  尚、お申込みの方とご同伴の方も上記都道府県にお住まいであることが条件となります。



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  10:00-17：00 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。　　　　　　　　　　

　　　　　  東京都港区海岸3-18-21 ブライトイースト芝浦１階

電話 03-6453-6681
〒108-0022
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

ご参加条件【重要】
横浜港より遠くにお住まいの方限定企画です。東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県以外の方が対象です。

何卒ご了承願います。尚、お申込みの方とご同伴の方も上記都道府県にお住まいであることが条件となります。

ご旅行条件
●  お食事：軽食１回、朝食４回、昼食２回、夕食３回　●  最少催行人員：1名様／飛鳥Ⅱの乗客数が最少催行人員（200名様）に満たない

場合、もしくは寄港地の受け入れ状況、その他の事情により運航中止となった場合は本ツアーも催行中止といたします。

●  添乗員：同行いたしませんが、ご参加のお客様へご出発までにツアーの詳細なご説明を行います。●  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：ナビオス

横浜　●  利用客船：郵船クルーズ株式会社：飛鳥Ⅱ　●  利用観光タクシー：平和交通株式会社  ●  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ホテル宿泊代金  ④観光タクシー代  ⑤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：2022年1月5日（旅行条件および船内施設・客室の情報は２０２２年

１月５日現在の状況のもので、今後変更となる場合がございます。）　●  ドレスコード：最終日程表でご確認願います。

※　お申し込みの際お渡しする「新型コロナウイルス感染症対策プラン」を必ずご一読ください。

※　アスカクラブ優待割引券の利用が可能です。日本郵船の株主優待券はご利用いただけません。

※　スケジュールは天候・潮流・現地事情などにより変更になる場合がございます。

93,000 円 

223,000 円 

252,000 円 1名１室追加代金

1名１室追加代金

1名１室追加代金

92,000 円 1名１室追加代金

1名１室追加代金 115,000 円 

オンラインツアー説明会開催！
ツアーへお申込みの方はもちろん、ご検討中の方、クルーズが初めての方へ  安心してご旅行
いただき、100％以上ご満足いただけるご旅行をお届けできましたらと、オンライン説明会
を開催させていただきます。

鳥羽寄港地観光
天然の良港として知られる鳥羽は真珠や海産物など特産品
も豊富。伊勢神宮への玄関口となる港です。
【寄港地観光ツアー：別料金・定員制】　
伊勢神宮内宮観光
伊勢神宮内宮・外宮参りほか

横浜でのご宿泊はホテル「ナビオス横浜」

乗船日の朝は観光タクシーで港散策！

■

約18.4㎡（定員２名）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22.9㎡：面積はバルコニーを含みます。（定員２名）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。

約33.5㎡：面積はバルコニーを含みます。（定員２～３名）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

※　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 夕軽食 軽食事無し

Ｃスイート/10デッキ

Ｄバルコニー/９デッキ

Ｋステート/８デッキ

円356,000

円246,000

円195,000

【船中泊】朝 軽 夕

【船中泊】朝 昼 夕

【船中泊】朝 昼 夕

夕【ホテル泊】

朝

前泊ホテル「ナビオス横浜」へお客様のご都合の良い時間にチェックイン
願います。（チェックイン開始時間は14：00～です。）
ホテルへはＪＲ「桜木町駅」からロープウェイ（ヨコハマ・エア・キャビン）または、
あかいくつバス「万国橋ワールドボーターズ前」下車が便利です！
観光タクシーで港町ヨコハマ市内観光へ（2.5時間）
ご出発時間は乗船チェックイン時間に併せて前後します。
※   今後の乗船時検査対応などによっては観光時間・内容が変更となる場合もございます。
※   決定次第申込者へご案内申し上げます。
【基本ルート：時間内であればアレンジも可能です。】
　〇  横浜中華街：中華街のパワースポット関帝廟など
　〇  横浜山手西洋館巡り（山手イタリア山庭園など）
　〇  国指定重要文化財「氷川丸」外観見学
　〇  山下公園散策（話題の動くガンダムも外からご覧いただけます。）
港周辺当日PCR検査会場着　飛鳥Ⅱへ乗船  
※   乗船前に PCR検査を受けていただき、検査結果が陰性の後船内へご乗船後に軽食のご用意が
※   ございます。出港まで船内でお過ごしください。当日PCR検査の受付は午前中となる場合が
※   あります。検査場所・集合時間等についてはご乗船前にお送りする書面にてご案内いたします。
横浜港出港
鳥羽沖着（錨泊）
船から上陸用ボートで港へ向かいます。
※  寄港地観光ツアー（別料金・定員制）等でお過ごしください。
※  安全上車いすでのボートへのご乗船はできませんので予めご了承願います。
※  天候によっては上陸できない場合がございます。停泊中も船内ではお食事などの
　  サービスをご用意致しております。
鳥羽沖発（抜錨）
終日クルージング
飛鳥Ⅱ船内イベントをお楽しみください。
※  開催日は前後しますが、ご乗船中ＮＨＫ紅白歌合戦にも出場した歌手木山裕策コン
サートや、春の日特別ディナー「春御膳」を予定致しております。
横浜港入港・解散
大さん橋からＪＲ「桜木町駅」まで無料のシャトルバスを運行予定です。

14：00 ～

08：00 ～ 10：00

10：30 ～ 12：30

17：00
07：00

17：00

09：00

スケジュール時間日程

2022年

春の鳥羽クルーズ
船内ではＮＨＫ紅白歌合戦に出演した歌手木山裕策の
スペシャルコンサートが催されるほか、春ならではの
お食事、春の日ディナー春御膳をお楽しみいただけます。

※上陸用ボート：３月 14 日鳥羽では、上陸用ボートで上陸予定です。天候によっては上陸

　できない場合がございます。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

　できませんので、予めご了承ください。

横浜港の中にあり、JR[ 桜木町駅 ]からロープウェイ「ヨコハマ・エア・キャビン」や、

赤いくつバス、徒歩などでアクセスできる立地の良いホテルです。こちらのホテルを

選んだ理由はほかにも！近くに赤レンガ倉庫がございますので、徒歩で散策できる他、

日本郵船歴史博物館も近くにございます。ちょっと足を伸ばせばみなとみらい地区！

ランドマークタワーや、帆船「日本丸」などご見学頂けます。

お客様１組（１客室）につき１台、観光タクシーをご用意

しました！２時間３０分の横浜港町めぐりをお楽しみいただき

ます。基本のコースでは、中華街、山手西洋館、氷川丸（外観）、

山下公園を巡りますが、お客様のご希望により予定時間内で

コース変更も可能です！ご乗船の荷物を乗せたまま巡るので、

お気軽に観光が楽しめます。

伊勢神宮 宇治橋

春のやわらかな日差しに包まれて、

飛鳥Ⅱでくつろぎのひとときを

初乗船者特典！
当クルーズが飛鳥Ⅱ初乗船となる方には飛鳥Ⅱ船内でショッピングなどにご利用いただける
客室 K・Ｅ・Ｄの方は 5,000 円　客室 C・Ａの方は 10,000 円の船上クーポンをプレゼント！
※　他キャンペーンとの併用可能です。
※　船上クーポンは飛鳥Ⅱ船内でのみご利用いただけます。ご利用いただけなかった分の返金はございません。

（一例）

（一例）

（一例）
約45.8㎡：面積はバルコニーを含みます。（定員２～３名）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。

Go To トラベルキャンペーンにつきまして、現在停止中です。再開決定時、当ツアーが
対象条件に適した場合は追ってご参加のお客様へご案内申し上げます。

特別企画の為、アスカクラブ優待割引券の利用は可能ですが、日本郵船株主優待券は
ご利用いただけません。予めご了承願います。

Ａアスカスイート/10デッキ

円398,000

（一例）

（一例）

旅行代金

横浜ホテル宿泊と観光タクシー付！

春御膳

春の日
DINNER

ご参加ご希望のお客様はご希望日時をお知らせください。お日にちによってはスタッフが
別の説明会をお受けしている場合がございますが、お客様と相談しながら近い日時でご予約を
お取りして参ります。

お申込みはメールまたはお電話で次の内容をお伝えください。
〇　ツアー名「ホテル・観光タクシー付　飛鳥Ⅱ鳥羽クルーズ」　
〇　代表者名
〇　ご連絡先電話番号
〇　ご希望日時
〇　ご予約となった場合のお申込予定旅行代理店名（未定の場合はブランクで大丈夫です。）

ご予約先： 

E-Mail :   cvi@cruisevacation.jp   または　☎０３－６４５３－６６８１
クルーズバケーション説明会デスクまで

約22.9㎡：面積はバルコニーを含みます。（定員２名）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。

Ｅバルコニー/８デッキ

円240,000


