
びいなすクルーズ
2022年 総合パンフレット 冬号

2022.11·12国内クルーズ
2022.11海外クルーズ



Memorial day

船上から眺めるきらめきの街
燃ゆる紅葉の晩秋、澄みきった冬の夜・満天の星空、街が輝きだすトワイライト
皆さまにとっての「きらめき」を探しにでかけませんか びいなすクルーズで

人生の大切な日を
クルーズの旅で

お部屋にシャンパン（ハーフ
ボトル）をお届けいたします。
また、夕食時にはケーキと記
念写真（船長の署名入りカー
ド・特製フォトフレーム付）を
プレゼントいたします。

ハネムーンのお二人へ

結婚記念日のご夫婦へ
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Cruise Schedule
国内クルーズ
11月16日（水）〜11月18日（金） ｜ 横浜発神戸着

旅船 横浜・神戸ゆったり ２Nights クルーズ 5-6

11月18日（金）〜11月21日（月）  ｜ 神戸発着

秋の九州 佐伯・四国 高松 瀬戸内海クルーズ 7-8

11月22日（火）〜11月24日（木） ｜ 神戸発着

味覚の秋 土佐 宿毛クルーズ 9

11月24日（木）〜11月26日（土） ｜ 神戸発佐世保着

旅船 神戸・佐世保ゆったり ２Nights クルーズ 5-6

11月26日（土）〜11月27日（日）  ｜ 佐世保発着

佐世保市制120周年記念クルーズ 5-6

12月2日（金）〜12月5日（月）  ｜ 大阪発着

夜空を彩る 冬の熱海花火クルーズ 11-12

クリスマスクルーズ特集 13-14
12月7日（水）〜12月9日（金） ｜ 神戸発横浜着

旅船 クリスマス神戸・横浜 ２Nights クルーズ 15

12月9日（金）〜12月11日（日）  ｜ 横浜発着

クリスマスクルーズ YOKOHAMA 15

12月11日（日）〜12月13日（火）  ｜ 横浜発着

クリスマス キラキラクルーズ 16

12月14日（水）〜12月16日（金） ｜ 東京発着

Venus on Stage クリスマスクルーズ TOKYO 17

12月17日（土）〜12月19日（月） ｜ 名古屋発着

クリスマスクルーズ NAGOYA ～夜空を彩る熱海花火～ 16

12月20日（火）〜12月22日（木） ｜ 神戸発着

クリスマス瀬戸内海クルージング 17

12月22日（木）〜12月23日（金）  ｜ 神戸発着

クリスマスワンナイトクルーズ KOBE 18

12月24日（土）〜12月25日（日）  ｜ 神戸発着

Venus on Stage クリスマスイヴクルーズ KOBE 18

2022年12月27日（火）〜2023年1月4日（水） ｜ 神戸発着

びいなすニューイヤークルーズ ～石垣島・沖縄本島・奄美大島～ 19-20

■s

ペア割

■s

■s

■s

■s

■s

年末年始利用

2022年11月～12月 
スケジュール 

公式ホームページで情報を更新！
オプショナルツアー・エンターテイメントや船内
イベントなど、パンフレット発刊後の追加情報は

【ぱしふぃっく びいなす公式ホームページ】で
更新いたします。

https://www.venus-cruise.co.jp
びいなすクルーズ で　  検索

出発地から到着地までの2つの港をつなぐ移動型のクルーズです。旅船

ご乗船中に「結婚記念日」をお迎えのご夫婦や、下記の「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・フォトフレーム付）をプレゼントいたします。
50周年  金婚式 55周年  エメラルド婚式　　 　
60周年  ダイヤモンド婚式 65周年  ブルースターサファイア婚式
75周年  プラチナ婚式
※特別対応として昨年（2021年）に記念の年を迎えたご夫婦も対象となります。

※クルーズお申し込み時に旅行会社へお申し出ください。
※掲載の写真はすべてイメージです。

ご乗船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
と記念写真をプレゼントいたします。

お誕生日のお客様へ

海外クルーズ
11月28日（月）〜11月30日（水）  ｜ 下関発着

KOREA 港町・釜山クルーズ 10

ご夫婦が2名様で1室ご利用の場合、適用となります。
ご予約時にお申し出ください。（書類の提出は不要です）ペア割
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※掲載の写真はすべてイメージです。

●「ぱしふぃっく びいなす 新型コロナウイルス感染症に関する対策（運航会社：日本クルー
ズ客船株式会社発行）」の全文、並びに、お客様の個人情報を日本クルーズ客船株式会社
およびお申し込み旅行会社・販売店、検査会社へ提供することについてご同意の上、お申
し込みください。

●記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベント・花火・祭りなどの船外イベント・
オプショナルツアーは、気象・海象条件、新型コロナウイルスの感染状況、寄港地の受入れ
状況、その他の事由により変更・中止となる場合もございます。
●２つ以上のクルーズに続けてご乗船いただくことは可能です。客室内のお荷物は一旦おまとめ
いただき、クルーズ毎にターミナル等の船外指定場所にて乗船当日PCR検査をお受け
いただく必要があります。詳しくはお問い合わせください。
●6ヵ月未満のお子様はご乗船できません。

●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がいのある方、
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、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（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も）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教えくださ
い。船内では同行者のご同伴をお願いいたします。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。

●一部の寄港地につきましては通船での上陸となり、気象・海象などの条件により、上陸でき
ない場合がございます。海象条件によりましては通船に乗り移る際、足元が不安定になり危
険が伴う場合がございますので、車椅子での上陸はお断りさせていただきます。また、お体
の不自由な方も寄港地への上陸をお断りさせていただく場合がございます。なお、通船の
ご利用は、オプショナルツアーにお申し込みのお客様を優先的にさせていただきます。
●クルーズ行程中の連絡バスについては、車椅子をご利用になられるお客様及び歩行が
困難なお客様は、旅行の安全かつ円滑な実施のため、ご参加・ご利用いただけない場合が
ございます。詳しくはお申し込みの旅行会社を通じ、日本クルーズ客船（株）までお問い
合わせください。
●アレルギー対応の食事を希望される方は、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。
●妊婦の方は、所定の承諾書、診断書の提出が必要です。クルーズによりましてはご乗船を
お断りする場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
●宿泊は特記のない限りすべて船中泊となります。　
●記載されているクルーズは、特記のない限り最少催行人員150名様です。　
●海外の寄港地につきましては、査証・出入国税などが別途必要となる場合がございます。
また、その旨につきましては、パンフレット内に記載しておりますが、詳しくは、お申し込みの
お客様へ別途ご案内いたします。

お申し込み時の注意事項とご案内　〈全クルーズ共通〉

乗船するすべての人の健康と安全を守ります
新型コロナウイルス感染症に関する対策

八つの策で
「船に持ち込ませない・広げさせない」の

安全を守ります。

安全八策

a． 
日本国内で承認された新型コロ
ナウイルスワクチン接種を完了
していないお客様（2回以上接種
し、かつ２回目の接種日から14日
以上経過していることが必要。ま
た、乗船当日にワクチン接種完了
を確認できるものが必要）
但し、ワクチン未接種でも当社指
定の条件を満たした場合を除き
ます。

b．
乗船前日より遡って７日以内に
発熱（３７．５℃以上又は平熱より
も１℃以上高い状態を目安とす
る、以下同じ。）、咳、呼吸困難、
全身倦怠感、咽頭痛、関節・筋
肉痛、下痢、嗅覚・味覚の異常な
ど、健康状態に何らかの異常の
症状を有したことがあるお客様 

（新型コロナウイルスワクチン
の接種後の症状も含みます。）

c.
乗船前日より遡っ
て１０日以内に新
型コロナウイルス
感染症と診断され
たお客様および乗
船前日より遡って
５日以内に新型コ
ロナウイルス感染
者と濃厚接触した
お客様

d.
乗船前日より遡っ
て１４日以内に海
外（厚生労働省が
定める水際対策に
おける「赤区分」も
しくは「黄区分」の
国・地域）に渡航歴
があるお客様(＊2）

e.  
事前PCR検査
を実施する対
象クルーズに
おいて、検査結
果が「陽性（高
リスク）」もしく
は「再検査」と
判定されたお
客様

f.　
乗船当日
に左記ｂ
の症状が
認められ
るお客様

g．
乗 船 当 日
のPCR検
査 に お い
て、検査結
果が「陽性

（ 高 リ ス
ク ）」と判
定 さ れ た
お客様

1

2

新型コロナウイルスワクチンの接種をお願いいたします。

船に持ち込ませないための乗船条件を強化します。
下記いずれかに該当するお客様は、ご同行者（＊1）も含め、ご乗船いただけません。

乗船前

ワクチン接種完了を確認できる書類（予防接種済証、接種証明書、接種記録書など）を乗船当日にご提示いただくことがご乗船の
条件となります（コピー・画像も可）。
※運航会社の定めるワクチン接種定義 ：  日本国内で承認された新型コロナウイルスワクチンを2回以上接種しかつ2回目の接種日から14日以上経過していること。

事前PCR検査を実施しないクルーズにおいては、遠方からのクルーズご参加のお客様などワクチン接種済のお客様でもご乗船当日のPCR
検査の不安を軽減するためにオプション（有料）で約10日前のPCR検査をお受けいたします。

●ワクチン
　未接種の方は

●事前PCR検査

乗船日の3日前～乗船前日に採取した検体でお客様ご自身にてPCR検査を受検いただき、乗船当日に陰性（低
リスク）を確認できる書類をご提示いただくことが乗船の条件となります。検査費用はお客様のご負担となり
ます。検査結果が確認できる書類は、原本以外にコピー、メール・WEB回答画面でも可能です。PCR検査には
等温核酸増幅法（LAMP法、SmartAmp法、NEAR法等）を含みます。抗原検査、抗体検査は無効です。
※乗船日を基準として、12歳未満のお子様は、ワクチン未接種の場合でも、PCR検査及び書類の提出が不要となります。

感染状況により、乗船前に唾液検体採取によるPCR検査（郵送）を実施する場合があります。結果が「陰性
（低リスク）」であることがご乗船条件となります。事前PCR検査費用はクルーズ代金に含まれます。

（＊1）ご同行者様とは、住居を共にしている方、ご家族の方、船内で同室の方となります。
（＊2）厚生労働省ホームページ　水際対策における国・地域の区分　

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_category.html

ご乗船をお断りする場合は、ご同行者様も含め、クルーズ旅行代金全額をご返金いたします。但し、
乗船までの交通費や宿泊費、宅配便等の費用はお客様ご自身のご負担となります。乗船日の受付時
にご乗船をお断りする場合も、病院や自宅等への交通費はお客様ご自身のご負担となります。行政
当局の指示により公共交通機関はご利用いただけないため、高額になる場合があります。

新型コロナウイルス感染症に関する対策
乗船条件と船内での対策　〈全クルーズ共通〉
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※掲載の写真はすべてイメージです。

※2022年8月現在の内容となります。
※このパンフレットに掲載の写真は全てイメージで実際に訪れる時期の写真とは限りません。また、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。
※パンフレット掲載の観光地写真には、その場所にオプショナルツアー等で訪れられる寄港地名を併記しています。
※写真撮影 ： 篠本秀人、中村風詩人、Port Studio、office KAJI

●添乗員は同行いたしませんが、船内では船のスタッフがご案内いたします。
●ゲストエンターテイナー、イベント内容は、予告なく変更、中止となる場合がございます。
●子供代金：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。　
●ステートJは当面の間、販売を休止いたします。
●感染症対策の一環で当面の間、乗客数を制限したうえでお申込みを受付します。
●客室番号について：使用する客室番号を指定することはできません。
●国内クルーズの旅行代金には消費税が含まれております。
●1室ご利用人数の変更があった場合には、変更後の1室ご利用人数に応じた旅行代金をい
ただきます。取消料発生日以降に減員があった場合、規定の取消料を併せていただきます。
●取消料発生日以降にお客様のお申し出により旅行契約の内容（客室タイプ、コース、割引種
別等）を変更される場合、旅行契約を一旦解除した上、新たに旅行契約を締結していただ
きます。その際、新契約の旅行代金が旧契約の代金よりも低額の場合、その差額に対して
所定の取消料をいただきます。
●シングル利用:お一人様でご利用いただける客室には、限りがございます。

●オプショナルツアー・オーバーランドツアーにご参加中の船内での諸サービス（食事・宿泊・
イベント参加費用など）について、旅行代金の払い戻しはございません。
●詳しい旅行条件などは、裏表紙をご参照ください。
●ご希望のお客様にはお子様メニューもご用意
　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、ご予約時にお申し出ください。

お子様用メニューイメージ

3 乗船当日受付会場でPCR検査とスクリーニングを実施します。
マスクを着用のうえ受付会場へお越しください。受付会場では、体温測定・PCR検
査、健康質問票のご提出、新型コロナウイルスワクチン接種完了を確認できる書類
のご提示、ワクチン未接種の方が受検いただくPCR検査の結果が確認できる書類の
ご提示など、乗船当日のスクリーニングをいたします。
当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。詳細は最終日程表にてご案内
いたします。

乗船当日

今後の状況により検査方法の変更または取り止める場合がございます。当日PCR検査費用はクルーズ代金に含まれます。
●当日PCR検査　すべてのお客様を対象に、乗船受付前に実施いたします。

4
5

船外から船内への換気で
常に密閉の回避をしています。

多数が集まる船内施設や
イベントの密集を避けます。

●マルチ空調
客 室・施 設 の 空 調 は
各々独立しており、絶え
ず船外より新鮮な空気
を取り入れ、直接船外
に排気しています。

●レストラン
レストランでは感染予防のため座席数を減らし十分な
距離を確保します。
●施設＆イベント
収容人数の制限、イベン
ト内容の変更や一部中
止とする場合がござい
ます。

乗船中

6 お客様へも
密接を避けるなど防止策をお願いします。
●フィジカルディスタンス
船内ではマスク着用、咳エチケット、
フィジカルディスタンスを。
●体調管理
体調がすぐれない場合は速やかに船医
の診察を受けていただきます。
※5歳以下のお子様に限り、マスク着用は必須ではあり

ません。

7 乗組員も感染症対策を
徹底します。
マスクの着用、1日2回の体温測定、
定期的なPCR検査、感染症対策に関
する教育・訓練を行います。

8 寄港地にて上陸中も感染予防対策を図ります。
●自由行動
上陸中もマスクを着用ください。また、寄港地（自由行動中）での飲食は可能な限り自粛
いただきますようお願いいたします。感染状況に
より、自由行動を制限する場合がございます。

寄港中

●オプショナルツアー
（一社）日本旅行業協会、（公社）日本バス
協会などのガイドラインを遵守してオプショ
ナルツアーを企画・実施いたします。

船内での新型コロナウイルス
感染予防対策

「ぱしふぃっく びいなす」 新型コロナウイ
ルス感染症に関する対策

（日本クルーズ客船㈱発
行）の本文は、ホームペー
ジの新型感染症対策サイト
でご確認ください。
ホームページアドレス　
https://www.venus-cruise.co.jp/info/infection.php

旅行日程表のマーク説明
o

オプショナルツアー
（別代金が必要の観光ツアー）
 上陸用ボートを使用し上陸する寄港地
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横浜・神戸ゆったり ２Nights クルーズ 
2022年11月16日（水） ▶ 11月18日（金） 【2泊3日】

横浜発

神戸着

旅船

佐世保市制120周年記念クルーズ 
2022年11月26日（土） ▶ 11月27日（日） 【1泊2日】　

佐世保
発着

神戸・佐世保ゆったり ２Nights クルーズ 
2022年11月24日（木） ▶ 11月26日（土） 【2泊3日】

駿河湾クルージング

神戸 横浜

佐世保

神戸

佐世保

瀬戸内海クルージング

客室タイプ 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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 58,000 61,000 65,000 70,000 88,000 136,000 141,000 203,000 223,000
1名様１室利用 80,000 84,000 89,000 109,000 138,000 214,000 222,000 400,000 440,000
3名様1室利用 50,000 52,000 55,000

客室タイプ 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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 95,000 101,000 105,000 115,000 145,000 225,000 235,000 377,000 397,000
1名様１室利用 131,000 139,000 145,000 180,000 228,000 356,000 372,000 747,000 787,000 
3名様1室利用 81,000 86,000 89,000

客室タイプ 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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 95,000 101,000 105,000 115,000 145,000 225,000 235,000 377,000 397,000
1名様１室利用 131,000 139,000 145,000 180,000 228,000 356,000 372,000 747,000 787,000 
3名様1室利用 81,000 86,000 89,000

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

日程 入港 出港 寄港地

11/16水 17:00 横浜
17木 駿河湾クルージング
18金 09:00 神戸

■ お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回　■ドレスコード／すべてカジュアル
■ 記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベントは、気象・海象条件、新型コロナウイルス

の感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事由により変更・中止となる場合もございます。
■ 当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。詳細は最終日程表にてご案内いたします。

日程 入港 出港 寄港地

11/26土 17:00 佐世保
27日 15:00 佐世保

■ お食事／朝食1回・昼食1回・夕食1回　■ドレスコード／すべてカジュアル
■ 記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベントは、気象・海象条件、新型コロナウイルス

の感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事由により変更・中止となる場合もございます。
■ 当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。詳細は最終日程表にてご案内いたします。

日程 入港 出港 寄港地

11/24木 17:00 神戸
25金 瀬戸内海クルージング
26土 07:00 佐世保

■ お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回　■ドレスコード／すべてカジュアル
■ 佐世保入港は07：00ですが下船開始は朝食後の09：00頃を予定しています。
■ 記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベントは、気象・海象条件、新型コロナウイルス

の感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事由により変更・中止となる場合もございます。
■ 当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。詳細は最終日程表にてご案内いたします。

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

駿河湾クルージング

瀬戸内海クルージング

佐世保港

神戸発

佐世保着

旅船

※富士山は天候等によりご覧いただけない場合がございます。

※クルージングはお食事や船内イベントの時間帯と重なる場合もございます。

【ドライブ＆クルーズ】
ご乗船のお客様用に佐世保港に無料駐車場をご用意しております。
詳細は最終日程表にてご案内いたします。

s
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アーリー
モーニングティー

モーニング
ティー

夜食

昼食

アフタヌーンティー

教室

シアター

オープンバーでは、終日、
コーヒー・紅茶・指定のソフトドリンクを

無料でお楽しみいただけます。

びいなすハウスバンド

S
セ ン ト

t.トロペス&シャーロット

■ ぱしふぃっく びいなす船内での過ごし方（一例）

朝食

サンドイッチ・バー

⃝おはよう体操
⃝アーリー
　モーニングティー
（マフィン等をご用意）

⃝夜食

その他
⃝社交ダンス・ダンス教室	 ⃝ラウンジ演奏（ピアノ）　
⃝アコースティックトリオナイトライブ	 ⃝映画上映

フレンチのフルコース・秋の味覚ディナーから和食や創作料理
まで。季節の恵みや料理長厳選の食材を盛り込んだ料理をお楽
しみください。

お馴染の日本の歌や、映画
音楽、ミュージカルなどのナ
ンバーを、ヴォーカル・シャー
ロットの透き通るような歌声
と共にお届けします。

⃝ご昼食

⃝ご朝食
　（和食・洋食より
お選びください。）

⃝アフタヌーンティー
（専属パティシエ
特製スイーツをご用意）

⃝	モーニングティー	
（小菓子をご用意）

⃝カルチャー教室	
⃝体操教室
⃝ラウンジ演奏（ピアノ）	
⃝映画上映

⃝カルチャー教室	
⃝体操教室
⃝ラウンジ演奏（ピアノ）
⃝映画上映

⃝サンドイッチ・バー
　（淹れたての
コーヒーとともに）

06：00〜 夕食

22：30〜

11：30〜

07：00〜

14：00〜

09：00〜

朝食後

午後

16：00〜

夕食後 船内イベント VENUS EVENT  （一例）

※掲載の写真はすべてイメージです。

※食事が２回制の場合、夕食とメインショーが前後する可能性がございます。
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神戸

高松

佐伯

瀬戸内海クルージング

秋の九州 佐伯・四国 高松 瀬戸内海クルーズ 
2022年11月18日（金） ▶ 11月21日（月） 【3泊4日】　　

神戸
発着

s
日程 入港 出港 寄港地

11/18金 17:00 神戸
19土 07:30 18:00 高松 ■o
20日 07:30 17:00 佐伯 ■o
21月 14:00 瀬戸内海クルージング

神戸
■ お食事／朝食3回・昼食3回・夕食3回　■ドレスコード／すべてカジュアル
■ 記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベントは、気象・海象条件、新型コロナウイルス

の感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事由により変更・中止となる場合もございます。
■ 当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。詳細は最終日程表にてご案内いた

します。

高千穂峡（佐伯）	■o

客室タイプ 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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 162,000 171,000 182,000 197,000 251,000 391,000 406,000 592,000 652,000
1名様１室利用 224,000 237,000 252,000 311,000 398,000 622,000 646,000 1,177,000 1,297,000 
3名様1室利用 137,000 144,000 153,000 写真提供 ： 直島町役場

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

〜瀬戸内協奏曲	Concerto	de	Seto〜
瀬戸内と中四国の恵みを取り入れた創作料理の夕食
本州西部・四国・九州に囲まれた最大の内海である瀬戸内海。そこには豊かな
漁場と大地が育む食があります。その時期に旬の食材を、和洋に拘らず味わって
いただきたいという想いで創作いたしました。

（イメージ）
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oオプショナルツアー（一例・予定・別代金）
●国宝臼杵石仏と大水車の郷
●紅葉が彩る高千穂を散策

●特別名勝 栗林公園の紅葉と新しく生まれ変わった屋島山上
●瀬戸内海に浮かぶ現代アートの聖地 直島

佐 伯高 松

Cruising point　クルージングポイント

明石海峡大橋
天空を仰ぐ、世界最長級の吊り橋・明石海峡大橋を航
行します。

瀬戸大橋
海の上を列車が走る「鉄道道路併用橋」の
瀬戸大橋と多島美の備讃瀬戸を航行します。

屋島
屋島沖を通って高松港に入港します。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

土屋玲子 
二胡の調べ
中国の民族楽器である二胡。
中国民謡から日本の唱歌、映画音
楽、Jazzのスタンダードナンバー
など、皆様よくご存知の曲を独自
のアレンジでお届けいたします。
秋のクルーズにぴったりのしっとり
とした二胡の調べをお楽しみくだ
さい。

直　島
高松港からフェリー
で約60分の船旅。
瀬戸内海に浮かぶ
直島は、アートの島と
して知られ、数々の
作品を楽しむことが
できます。

草間彌生「赤かぼちゃ」２００６年 直島・宮浦港緑地　写真／青地 大輔

栗林公園（高松）	■o

本匠の大水車（佐伯）	■o 高松港に停泊する	ぱしふぃっく	びいなす（高松）

※クルージングはお食事や船内イベントの時間帯と重なる場合もございます。
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神戸

宿毛

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）　
客室タイプ 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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金
2名様１室利用 116,000 123,000 129,000 139,000 177,000 272,000 282,000 412,000 454,000
1名様１室利用 158,000 167,000 176,000 215,000 276,000 428,000 444,000 811,000 895,000
3名様1室利用 99,000 105,000 110,000

ペア割 2名様１室利用 105,000 111,000 117,000 126,000 160,000 245,000 254,000 371,000 409,000

味覚の秋 土佐 宿毛クルーズ 
2022年11月22日（火） ▶ 11月24日（木） 【2泊3日】　

神戸
発着

日程 入港 出港 寄港地

11/22 火 17:00 神戸
23水・祝 08:00 16:40 宿毛 ■o
24 木 09:00 神戸

■ お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回　■ドレスコード／すべてカジュアル
■ 記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベントは、気象・海象条件、新型コロナウイルス

の感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事由により変更・中止となる場合もございます。
■ 当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。詳細は最終日程表にてご案内いた

します。

村井國夫・音無美紀子  「いい夫婦」愛の歌ライブ
俳優・村井國夫自身が選び抜いたナンバーで紡ぐ「愛の歌」。

女優・音無美紀子の「恋文」の朗読とともに、洋上でのひとときをお楽しみください。

oオプショナルツアー
（一例・予定・別代金）

宿毛
●日本最後の清流・四万十川
　遊覧
●四国最南端へ 足摺岬と
　足摺海洋館SATOUMI

～黒潮御膳とフランス料理～
船上のレストランという非日常的な空間で、2夜に渡り秋の味覚に舌鼓。寄港地で
ある高知県や中・四国地方を中心とした旬な食材を使った和洋食をご賞味ください。

（イメージ）（イメージ）

四万十川（宿毛） ■o 足摺岬（宿毛） ■o

撮影/高山浩数

ご夫婦が2名様で1室ご利用の場合、適用となります。
ご予約時にお申し出ください。（書類の提出は不要です）ペア割

（イメージ）

（イメージ）

11月22日は
“いい夫婦”

の日
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釜山

下関

KOREA 港町・釜山クルーズ 
2022年11月28日（月） ▶ 11月30日（水） 【2泊3日】　

下関
発着

日程 入港 出港 寄港地

11/28月 17:00 下関
29火 06:30 18:30 釜山 ■o
30水 11:00 下関

■ お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回　■ドレスコード／すべてカジュアル
■ パスポート残存有効期間：韓国入国時3ヵ月以上有効なものが必要です。日本国籍以外の

方は、自国の領事館、渡航先の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
■ 韓国の査証（ビザ）が必要です（日本国籍の場合）。
■ 渡航条件は2022年8月1日現在となります。変更となる場合はご連絡いたします。
■ 2022年8月1日現在、船舶を利用する日本発着の海外クルーズは渡航が制限されており

ます。10月末日までに渡航に関する状況（水際制限、査証取得等の入国諸条件）に変更が
ない場合や港湾の受入れ事情によっては運航中止となります。帰国時の待機期間を含め
た渡航条件につきましては、最新の情報を確
認の上、お客様にご連絡します。

■ 釜山では現地入出国審査事情により寄港中
の外出回数に制限がある場合がございます。

■ 記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内
イベントは、気象・海象条件、新型コロナウイ
ルスの感染状況、寄港地の受入れ状況、その
他の事由により変更・中止となる場合もござい
ます。

■ 当日PCR検査は午前または昼頃を予定して
おります。詳細は最終日程表にてご案内いた
します。

客室タイプ 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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 96,000 101,000 106,000 116,000 148,000 230,000 239,000 352,000 388,000
1名様１室利用 132,000 139,000 146,000 181,000 234,000 365,000 379,000 697,000 770,000 
3名様1室利用 81,000 86,000 90,000 

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円）

oオプショナルツアー（一例・予定・別代金）
●海の寺院 海東龍宮寺と海雲台摩天楼
●釜山のシンボル 龍頭山公園と甘川文化村

釜 山

釜山タワー（釜山） ■o 甘川洞文化村（釜山） ■o

海東龍宮寺（釜山） ■o

■旅行代金には、国際観光旅客税（お一人様1,000円）は含まれておりません。旅行代金とあわせて別途お支払いください。
海外旅行保険ご加入について
一般的に海外では医療費が高額となる場合が多く、医療費、滞在費用や帰国費用等はすべて自己負担となります。ご旅行中の万一に備え、新型コロナウイルス感染症に対する十分な
補償が組み込まれた海外旅行保険に加入されることを強くおすすめいたします。（クレジットカード付帯保険をご利用される場合は、適用条件、補償内容を事前にご確認ください） 写真提供 ： 釜山観光公社

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

S
セント

t.トロペス＆シャーロット
コンサート
お馴染の日本の歌や、映画音楽、ミュージカル
などのナンバーを、ヴォーカル・シャーロットの
透き通るような歌声とともにお届けします。
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清水四日市
大阪

熱海沖 花火観賞

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）　
客室タイプ 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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

2名様１室利用
A 166,000 175,000 185,000 200,000 254,000 392,000 407,000 593,000 653,000
B 158,000 167,000 177,000 192,000 246,000 384,000 399,000 585,000 645,000

1名様１室利用
A 227,000 239,000 253,000 311,000 398,000 619,000 643,000 1,171,000 1,291,000
B 219,000 231,000 245,000 303,000 390,000 611,000 635,000 1,163,000 1,283,000

3名様1室利用
A 141,000 149,000 157,000
B 133,000 141,000 149,000

夜空を彩る 冬の熱海花火クルーズ 
2022年12月2日（金） ▶ 12月5日（月） 【3泊4日】　
Aコース  なばなの里イルミネーション観賞付プラン
Bコース  自由行動プラン　　

大阪
発着

s

日程 入港 出港 寄港地

12/ 2 金 17:00 大阪

3 土 11:00 23:00
四日市
■A なばなの里イルミネーション

観賞付プラン
B 自由行動プラン

■o

4 日 08:00 14:00 清水
熱海海上花火大会船上観賞 ■o

5 月 17:30 大阪
■ お食事／朝食3回・昼食3回・夕食3回　■ドレスコード／すべてカジュアル
■ 記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベントは、気象・海象条件、新型コロナウイルス

の感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事由により変更・中止となる場合もございます。
■ 当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。詳細は最終日程表にてご案内いたします。
※ 12/4は船上より熱海海上花火大会の観賞を予定していますが、花火大会が新型コロナ

ウイルスの感染状況、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。
※ 12/4のご夕食は花火観賞の関係で早めのご提供となります。

写真提供 ： 三重フォトギャラリー、長島観光開発株式会社

熱海海上花火大会 イメージ

ご予約時に A コース・ B コースをご指定ください。

Cruising point クルージングポイント
日本一深い駿河湾（深さ2,500ｍ）
清水に入出港する際に、日本一
高い富士山（3,776ｍ）を望みます。

※天候等により富士山を望めない場
合もございます。
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oオプショナルツアー（一例・予定・別代金）
●東海道の宿場町 関宿散策（A・Bコースのお客様対象）
●伊勢神宮「内宮」参拝とおかげ横丁（Bコースのお客様対象）
●久能山東照宮と世界遺産三保松原
●徳川家康ゆかりの地と日本平夢テラス

四日市

清 水

なばなの里イルミネーション（四日市）

冬の味覚ディナー
冬はさまざまな食材が旬を迎え、格別な味が楽しめる時期です。ぱしふぃっく
びいなすでは仕入れ担当が日本各地を回り、豊富な海の幸、実りの山の幸を
仕入れています。「日本の四季を感じるダイニング」をテーマに洋上のレストラン
で冬の味覚ディナーをお楽しみください。

（イメージ）

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

ムーチョ＆YUKA キラキラ☆ソウルミュージックショー
ジャクソン5やアレサフランクリンなどのソウルミュージックがお洒落なアコー
スティックサウンドに変身！ トロンボーンやピアノの演奏にツインヴォーカルが
重なりノリノリで楽しく！ゴージャスで華やかにお届けいたします。

関宿（四日市） ■o

Aコース  なばなの里イルミネーション
観賞付プラン

国内最大級のスケールを誇るイルミネーション。
想像を超えるクオリティで人々を楽しませてくれる

「なばなの里イルミネーション」をお楽しみください。
行程　四日市港＝なばなの里＝四日市港
※船内にて早めのご夕食をお取りいただいた後に出発します。
※なばなの里での滞在は約1.5時間を予定しております。
※貸切バス会社名：三重交通、名阪近鉄バス、三重急行自動車、

八風バス、三交伊勢交通

■運営会社：
　日本クルーズ客船株式会社

久能山東照宮（清水） ■o

Aコース

松中啓憲
（ピアノ）

ムーチョ
（ヴォーカル）

Y U K A
（ヴォーカル）

久米博
（トロンボーン）

ベゴニアガーデンもご覧いただけます。

Aコース
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岩崎宏美
Profile
1975年デビュー。2作目「ロマンス」でレ
コード大賞新人賞をはじめ、数々の新人
賞を受賞。
その後「思秋期」「聖母たちのララバイ」
などのヒット曲を生み出す。多岐に活躍
の場を広げ、2022年4月25日でデビュー
47周年を迎えた。

国府弘子（ピアノ）
Profile
ピアニスト・作曲家・編曲家
国立音楽大学ピアノ科を卒業後、単身渡
米。1987年デビュー。
自己のトリオやソロコンサート、またオーケス
トラとの共演まで幅広い活動で人気。
最新作「ピアノ・パーティ」は結成25年の鉄
壁のトリオでの“あうんの呼吸”を堪能できる。

Profile
東京藝術大学大学院修了。イタリ
ア、ニューヨークなどで研鑽を積
む。帰国後は、小澤征爾音楽塾『カ
ルメン』、宮本亞門演出『椿姫』を

始め数多くのオペラに出演。
NHK「ラジオ深夜便」、

大河ドラマ『西郷ど
ん』歌唱指導など、
メディアでも活躍。
二期会会員。

Profile
武蔵野音楽大学大学院修了。二期会

『こうもり』『メリー・ウィドー』『魔笛』
に出演。オペラやコンサート、メディ
ア出演の他、文化庁事業の様々な
公演のソリストを務めるなど活躍。
二期会会員。

Profile
東京藝術大学大学院
修了。東京二期会オペラ

『魔笛』タミーノ役にて
デビュー。演出の宮本亞
門氏に「オペラ界の貴

公子」と絶賛される。
その後日生劇場、新

国立劇場等に主要
キャストとして出

演。近年の活躍
がめざましい。
二期会会員。

島根県出身。

Profile
武蔵野音楽大学大学
院修了後、渡伊。ハンガ
リー国立歌劇場『ラ・ボ
エーム』でデビュー後、
ミラノ・スカラ座に出演
ほか、国内でも新国
立劇場、[NHKニュ
ーイヤーオペラ]で
活躍等、日本の
オペラ界トップ
をひた走る。
二期会会員。
福島県出身。

岡本知高（ソプラニスタ）

Profile
1976年生まれ。高知県宿毛市出身。
世界的にも大変希有な「天性の男性ソプラノ歌手」である。
国立音楽大学を卒業後、フランスのプーランク音楽院を首席で修了。
心の深淵に温かく響く唯一無二の歌声は「奇跡の歌声」と称され、
個性的なキャラクターとコスチュームも併せてクラシック界にとどま
らず各方面からの呼び声も高い。

Christmas Special Concert

樋口達哉（テノール）
出演：12月7.9.11日発クルーズ

クリスマスに贈る珠玉の音楽

クリスマス特集

日本を代表する3人のテノール歌手が
華やかにクルーズをリレー出演。クリスマス
ならではの素晴らしいアーティストの共演
で夢のひと時をお過ごしください。

金山京介（テノール）
出演：12月14.17日発クルーズ 高田正人（テノール）

出演：12月20.22日発クルーズ

秋津緑（ソプラノ）
出演：12月7～22日発クルーズ

大島理紗子
（ヴァイオリン）

下山田珠実
（チェロ）

赤星裕子
（ピアノ）

ピアノトリオ
出演：12月7日～22日発

クルーズ

出演：12月14日発
クルーズ

出演：12月24日発
クルーズ

Venus on Stage  びいなすオンステージ
スペシャルゲストを招いて洋上の特別なステージを
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特別な夜のクリスマスディナー
Christmas Special Dinner

毛蟹と豆乳の温かいフラン キャビアのアクセント

4種の鮮魚のマリネ
華やかなクリスマスリース仕立て

蕪とポロ葱のポタージュ 生ハムを添えて

石川県輪島産河豚のカダイフ揚げと
鹿児島産アカバナのポワレ

2種のソースと共に
キンモクセイとリンゴのグラニテ

岩手県産短角牛の香草ロースト
トリュフ香るポテトのムースリーヌと

エシャロットの甘酸っぱいソース

聖夜のスペシャルデザート
（ホワイトクリスマスをイメージして）

パン
コーヒー又は紅茶

MENU

料理メニューは全クルーズ共通。クリスマスクルーズだけの特別メニューです。
※食材仕入れの都合でメニューは変更になる場合がございます。

今年のクリスマスディナーは
「Noël blanc～ホワイトクリスマス～」を
テーマに料理長が心を込めて仕上げた

華やかで心躍るディナーを
お楽しみください。

Noël blanc
ホワイトクリスマス

フルコースディナー

（イメージ）

（イメージ）
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駿河湾クルージング

神戸
横浜

横浜駿河湾クルージング

客室タイプ 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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 109,000 115,000 123,000 133,000 169,000 261,000 271,000 397,000 437,000
1名様１室利用 150,000 159,000 170,000 209,000 267,000 414,000 430,000 787,000 867,000 
3名様1室利用 92,000 97,000 104,000 

客室タイプ 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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 95,000 101,000 105,000 115,000 145,000 225,000 235,000 377,000 397,000
1名様１室利用 131,000 139,000 145,000 180,000 228,000 356,000 372,000 747,000 787,000 
3名様1室利用 81,000 86,000 89,000

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

クリスマス神戸・横浜 ２Nights クルーズ 
2022年12月7日（水） ▶ 12月9日（金） 【2泊3日】

神戸発

横浜着

旅船

クリスマスクルーズ YOKOHAMA 
2022年12月9日（金） ▶ 12月11日（日） 【2泊3日】　　

横浜
発着

日程 入港 出港 寄港地

12/ 7 水 19:30 神戸
8 木 駿河湾クルージング

クリスマススペシャルコンサート
9 金 09:00 横浜

■ お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回（内クリスマスディナー１回）
■ドレスコード／すべてカジュアル
■ 記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベントは、気象・海象条件、新型

コロナウイルスの感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事由により変更・
中止となる場合もございます。

■ 当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。詳細は最終日程表にて
ご案内いたします。

日程 入港 出港 寄港地

12/ 9 金 17:00 横浜
10土 駿河湾クルージング

クリスマススペシャルコンサート
11日 09:00 横浜

■ お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回（内クリスマスディナー１回）
■ドレスコード／すべてカジュアル
■ 記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベントは、気象・海象条件、新型

コロナウイルスの感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事由により変更・
中止となる場合もございます。

■ 当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。詳細は最終日程表にて
ご案内いたします。

びいなす花火 
クルーズ中にとある場所で花火を打ち上げます。
約５分と短い時間ではございますが、沖合の船上
デッキからご観賞ください。
※天候その他の事情により花火は中止となる場合がございます。

花火が中止の場合でも旅行代金の払い戻しはございません。
花火打上の時間・場所は乗船後にご案内いたします。

週末の優雅な船旅＠YOKOHAMA
きらきらとしたみなとみらいの夜景や装飾された船
内、クリスマスならではの食事やショー。2日目には、
雪化粧をまとった富士山を眺めながらの駿河湾クル
ージングと、優雅な週末をお過ごしください。

（※富士山は天候によりご覧いただけない場合もございます。）

X’mas
Cruise

華やかな船内の
イルミネーションと、

スペシャルコンサートや
クリスマスディナーで

特別な時間を
お過ごしください。

s

♪クリスマススペシャルコンサート
出演：樋口達哉（テノール）・秋津緑（ソプラノ）・ピアノトリオ

♪クリスマススペシャルコンサート
出演：樋口達哉（テノール）・秋津緑（ソプラノ）・ピアノトリオ
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横浜
四日市

名古屋
熱海沖 花火観賞

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）　
客室タイプ 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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

2名様１室利用
A 115,000 121,000 128,000 138,000 174,000 265,000 275,000 400,000 440,000
B 107,000 113,000 120,000 130,000 166,000 257,000 267,000 392,000 432,000

1名様１室利用
A 155,000 164,000 174,000 212,000 270,000 415,000 431,000 785,000 865,000
B 147,000 156,000 166,000 204,000 262,000 407,000 423,000 777,000 857,000

3名様1室利用
A 99,000 104,000 110,000
B 91,000 96,000 102,000

クリスマス キラキラクルーズ 
2022年12月11日（日） ▶ 12月13日（火） 【2泊3日】　
Aコース  なばなの里イルミネーション観賞付プラン
Bコース  自由行動プラン　　

横浜
発着

日程 入港 出港 寄港地

12/11日 19:00 横浜
クリスマススペシャルコンサート

12月 11:00 23:00
四日市
■A なばなの里イルミネーション

観賞付プラン
B 自由行動プラン

13火 14:30 横浜
■ お食事／朝食2回・昼食2回・夕食2回（内クリスマスディナー１回）　■ドレスコード／すべてカジュアル
■ 横浜出港時の夜景や四日市工場夜景などをお楽しみください。
■ お部屋のご入室は出港後になる場合がございます。
■ 記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベントは、気象・海象条件、新型コロナウイルス

の感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事由により変更・中止となる場合もございます。
■ 当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。詳細は最終日程表にてご案内いたします。

■o

■oオプショナルツアー（一例・予定・別代金）
●東海道の宿場町 関宿散策（A・Bコースのお客様対象）
●伊勢神宮「内宮」参拝とおかげ横丁（Bコースのお客様対象）

四日市

クリスマスクルーズ NAGOYA ～夜空を彩る熱海花火～ 
2022年12月17日（土） ▶ 12月19日（月） 【2泊3日】　

名古屋
発着

s
日程 入港 出港 寄港地

12/17土 17:00 名古屋
クリスマススペシャルコンサート

18日 熱海海上花火大会船上観賞

19月 10:00 名古屋
■ お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回（内クリスマスディナー１回）
■ドレスコード／すべてカジュアル
■ 記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベントは、気象・海象条件、新型コロナウイルス

の感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事由により変更・中止となる場合もございます。
■ 当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。詳細は最終日程表

にてご案内いたします。
※ 12/18は船上より熱海海上花火大会の観賞を予定していますが、花火大会が新型

コロナウイルスの感染状況、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。
※ 12/18のご夕食は花火観賞の関係で早めのご提供となります。

客室タイプ 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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 109,000 115,000 123,000 133,000 169,000 261,000 271,000 397,000 437,000
1名様１室利用 150,000 159,000 170,000 209,000 267,000 414,000 430,000 787,000 867,000 
3名様1室利用 92,000 97,000 104,000 

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

写真提供 ： 長島観光開発株式会社

熱海海上花火大会 イメージ

ご予約時に A コース・ B コースをご指定ください。

Aコース  なばなの里
イルミネーション観賞付プラン

国内最大級のスケールを誇るイルミネーション。
想像を超えるクオリティで人々を楽しませてくれる

「なばなの里イルミネーション」をお楽しみください。
行程　四日市港＝なばなの里＝四日市港
※船内にて早めのご夕食をお取りいただいた後に出発します。
※なばなの里での滞在は約1.5時間を予定しております。
※貸切バス会社名：三重交通、名阪近鉄バス、三重急行自動車、八風バス、三交伊勢交通

■運営会社：日本クルーズ客船株式会社

♪クリスマス 
スペシャルコンサート
出演：樋口達哉（テノール）・

秋津緑（ソプラノ）・
ピアノトリオ

♪クリスマス 
スペシャルコンサート
出演：金山京介（テノール）・

秋津緑（ソプラノ）・
ピアノトリオ
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神戸瀬戸内海クルージング

東京

駿河湾クルージング

客室タイプ 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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 106,000 112,000 118,000 128,000 164,000 254,000 264,000 388,000 428,000
1名様１室利用 146,000 154,000 162,000 200,000 258,000 402,000 418,000 768,000 848,000
3名様1室利用 90,000 95,000 100,000

客室タイプ 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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 115,000 121,000 127,000 137,000 173,000 263,000 273,000 397,000 437,000
1名様１室利用 155,000 163,000 171,000 209,000 267,000 411,000 427,000 777,000 857,000 
3名様1室利用 99,000 104,000 109,000

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

クリスマス瀬戸内海クルージング�
2022年12月20日（火） ▶ 12月22日（木） 【2泊3日】　

神戸
発着

日程 入港 出港 寄港地

12/20火 19:30 神戸
21水 瀬戸内海クルージング

クリスマススペシャルコンサート
22木 09:00 神戸

■ お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回（内クリスマスディナー１回）
■ドレスコード／すべてカジュアル
■ 記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベントは、気象・海象条件、新

型コロナウイルスの感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事由により変
更・中止となる場合もございます。

■ 当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。詳細は最終日程表に
てご案内いたします。

びいなす花火 
クルーズ中にとある場所で花火を打ち上げます。
約５分と短い時間ではございますが、沖合の船上
デッキからご観賞ください。
※天候その他の事情により花火は中止となる場合がございます。
花火が中止の場合でも旅行代金の払い戻しはございません。
花火打上の時間・場所は乗船後にご案内いたします。

Venus on Stage クリスマスクルーズ�TOKYO�
2022年12月14日（水） ▶ 12月16日（金） 【2泊3日】

東京
発着

日程 入港 出港 寄港地

12/14水 23:00 東京
Venus on Stage

15木 駿河湾クルージング
クリスマススペシャルコンサート

16金 08:30 東京
■ お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回（内クリスマスディナー１回）　■ドレスコード／すべてカジュアル
■ 記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベントは、気象・海象条件、新型コロナウイルス

の感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事由により変更・中止となる場合もございます。
■ ゲストエンター岩崎宏美・国府弘子はメインショー出演後に下船し、今クルーズには乗船いたしません。
■ 当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。詳細は最終日程表にてご案内いたします。

国府弘子（ピアノ）岩崎宏美

圧倒的な歌唱力と表現力でデビュー以来
人 を々魅了し続けている岩崎宏美と、感性豊
かな魅力あふれる音色でジャズの世界を築き
上げた国府弘子。
二人の情熱、優しさ、愛に満ちた一夜限りの
スペシャルクリスマスコンサートを、息の合った
トークとともにお楽しみください。

CHRISTMAS
SPECIAL GIFT

クリスマス・スペシャル・ギフト

KOKUBU HIROKO
IWASAKI HIROMI

♪クリスマススペシャルコンサート
出演：高田正人（テノール）・
秋津緑（ソプラノ）・ピアノトリオ

♪クリスマス 
スペシャルコンサート
出演：金山京介（テノール）・
秋津緑（ソプラノ）・
ピアノトリオ
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神戸

神戸

客室タイプ 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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 60,000 63,000 67,000 72,000 90,000 138,000 143,000 205,000 225,000
1名様１室利用 82,000 86,000 91,000 111,000 140,000 217,000 225,000 403,000 443,000 
3名様1室利用 52,000 54,000 57,000 

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

クリスマスワンナイトクルーズ�KOBE�
2022年12月22日（木） ▶ 12月23日（金） 【1泊2日】　

神戸
発着

Venus on Stage クリスマスイヴクルーズ�KOBE�
2022年12月24日（土） ▶ 12月25日（日） 【1泊2日】　　

神戸
発着

客室タイプ 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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 54,000 57,000 62,000 66,000 83,000 128,000 133,000 195,000 215,000
1名様１室利用 74,000 78,000 82,000 101,000 130,000 202,000 210,000 385,000 425,000 
3名様1室利用 46,000 49,000 51,000

日程 入港 出港 寄港地

12/22木 19:00 神戸
クリスマススペシャルコンサート

23金 14:00 神戸
■ お食事／朝食1回・昼食1回・クリスマスディナー1回　■ドレスコード／すべてカジュアル
■ お部屋のご入室は出港後になる場合がございます。
■ 記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベントは、気象・海象条件、新型コロナウイルス

の感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事由により変更・中止となる場合もございます。
■ 当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。詳細は最終日程表にてご案内いたします。

日程 入港 出港 寄港地

12/24土 17:00 神戸
Venus on Stage

25日 14:00 神戸
■ お食事／朝食1回・昼食1回・クリスマスディナー1回　
■ドレスコード／すべてカジュアル
■ 記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベントは、気象・海象条件、新型コロナウイ

ルスの感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事由により変更・中止となる場合もござ
います。

■ 当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。詳細は最終日程表にてご案内いた
します。

s

クラシックを代表する宗教曲、オペラ、クロ
スオーバーなど多岐にわたるレパートリー
をお届けします。
美しく世界に轟かせる唯一無二の歌声
を、聖なる夜にご堪能ください。

岡本知高（ソプラニスタ）

okamoto tomotaka

ソプラニスタ 奇跡の歌声

♪クリスマススペシャルコンサート
出演：高田正人（テノール）・秋津緑（ソプラノ）・ピアノトリオ
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神戸

奄美大島（名瀬）

石垣島

沖縄本島（那覇）
伊江水道・慶良間諸島航行
洋上からの初日の出
天候により初日の出はご覧いただけない
場合がございます。

びいなすニューイヤークルーズ
～石垣島・沖縄本島・奄美大島～�
2022年12月27日（火） ▶ 2023年1月4日（水） 【8泊9日】

日程 入港 出港 寄港地

12/27 火 17:00 神戸
28 水 終日クルージング

29 木 07:30 17:30 奄美大島（名瀬）■o
30 金 伊江水道・慶良間諸島航行
31 土 07:00 21:30 石垣島 ■o

1 / 1 日・祝 18:30 沖縄本島
（那覇）2 月・休 17:30 ■o

3 火 終日クルージング

4 水 15:00 神戸
■ お食事／朝食8回・昼食8回・夕食8回　■ドレスコード／すべてカジュアル
■ 記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベントは、気象・海象条件、

新型コロナウイルスの感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事由に
より変更・中止となる場合もございます。

■ 当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。
詳細は最終日程表にてご案内いたします。

川平湾（石垣島） ■o

びいなすのお正月
華やかな雰囲気の中
新春のイベントを
お楽しみください。

❖ 箏演奏
❖ 獅子舞
❖ 新春ビンゴ
❖ 新春アート＆クラフト教室

おせち（イメージ）

年末年始
ならではの
びいなす
特製メニューを
ご用意
◆年越しそば　
◆お雑煮　
◆おせち

獅子舞（イメージ）

年末年始利用
神戸
発着
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oオプショナルツアー（一例・予定・別代金）
●世界自然遺産 亜熱帯の原生林・金作原ウォーキング
●マングローブの豊かな森をカヌー体験
●絶景のあやまる岬と奄美の文化にふれる旅

●絶景の七色に輝く川平湾へ
●玉取崎展望台と石垣島鍾乳洞
●沖縄美ら海水族館と古宇利大橋ドライブ
●世界遺産めぐり パワースポット斎場御嶽と識名園

奄美大島
石垣島

沖縄本島
（ 那 覇 ）

守礼の門（沖縄本島） ■o金作原（奄美大島） ■o

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

麻倉未稀 
Voice of Power
2022年にはデビュー40周年を
迎え、ますます精力的に活動中。
その磨きがかかったパワフルな
歌声と共に、新しい年を明るく元
気に迎えましょう。

和楽器アンサンブルSHIZU 
新春 邦楽コンサート
お正月の定番や、日本の風景を感じる楽曲などの演奏で、新春の雰囲気を存分に
お楽しみいただきます。

客室タイプ 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B スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 495,000 524,000 562,000 610,000 783,000 1,273,000 1,321,000 1,919,000 2,111,000
1名様１室利用 743,000 786,000 836,000 1,027,000 1,321,000 2,119,000 2,201,000 3,773,000 4,157,000
3名様1室利用 420,000 444,000 471,000 写真提供 ： 国営沖縄記念公園（海洋博公園）・沖縄美ら海水族館、一般社団法人 あまみ大島観光物産連盟

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

マングローブの森（奄美大島） ■o古宇利大橋（沖縄本島） ■o
国営沖縄記念公園（海洋博公園）・沖縄美ら海水族館

（沖縄本島） ■o

渡部志津子（箏） 原茉里（箏） 高橋創（尺八）

スペシャルゲストを招いて
洋上の特別なステージを

遺産

世界
自然
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専属のシェフによる特別メニューをお楽しみください。
お食事中のお飲み物はフリードリンクサービスとなります。
（一部銘柄を除く）

※グラン・シエクルは未就学児童の方はご利用いただけません。
※感染症対策の為、お客様の人数によっては食事時間が交代制になる場合が
ございます。

サロンクラス専用ダイニング

グラン・シエクル

ロイヤルスイートのお客様には、
下記のサービスがご利用いただけます。

サロンクラスのお客様への特別なおもてなし

ご乗船時の
ウェルカム
ドリンク

クリーニング
サービス

※ワンナイトクルーズ
　は除く

客室での
インターネット
閲覧サービス

２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。

オプショナルツアーの
優先予約

シャンプー、コンディショナー、シャワージェル、
ボディローション、グリーンソープをご用意。

女性にはコスメセットをご用意

さらに

ロイヤルスイート、スイートのお客様限定

ツアーのお申し込み締切日までお受けします。

客室に
ウェルカムスイーツご用意 専用バスローブをご用意

客室で映画鑑賞

客室のブルーレイプレーヤーで映画をご覧いた
だけます。

ルームサービス

サンドイッチやおにぎり等の軽食・ソフトドリンクを
お届けします。

ミニバーセット

ウイスキーや各リキュールをご用意しています。
冷蔵庫内にはお飲み物もご用意しています。

● クレンジングミルク（メイク落とし）
● クレンジングジェル（洗顔料）
● スキンローション　● フェイスクリーム

フルコースイメージ

※感染症対策その他諸事情により、サービス内容が変更になる場合がございます。

ご乗船
時

サロンクラスのすべての客室に
シーリーベッドを
ご用意しています。

21 ※掲載の写真はすべてイメージです。



ロイヤルスイート
（ A ・ B ）

スイート
（ A ・ B ）

（Room1002）モダン（Room1001）アルカイック

■ A（Room1002）モダン■ A（Room1001）アルカイック

■ B（Room1004）ノーブル■ B（Room1003）エレガント

クローゼット

バルコニー

クローゼット

ベッド

ベッド

バスルーム

バスルーム

バルコニー

バルコニー

クローゼット

ベッド

バスルーム

「アルカイック」「モダン」「エレガント」「ノーブル」と
部屋ごとにインテリア・コンセプトを設定し、ゆとりと
寛ぎを堪能することができます。

※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。
※お客様の健康に配慮し、全客室及び、パブリックスペースは禁煙とさせていただいております。 （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。

■定員：2名　□10階・各2室（65m2、展望バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー、インターネット閲覧専用ノートパソコン付

（Room1004）ノーブル（Room1003）エレガント

海側に大きな窓を配し、リビングと
ベッドルームに分かれたセパレート
タイプのゆとりのあるお部屋。
■定員：2名
□10階・A／14室、B／2室
　（35m2、バス・トイレ・バルコニー付）

※スイートBは、救命ボートによりバルコニーの
　眺望が妨げられます。

※ロイヤルスイートBは、救命ボートによりバルコニーの眺望が妨げられます。

※ブルーレイプレーヤー付

全客室共通設備
● 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

G uest room
客 室 のご 案 内

22客室イラスト：青山大介 ※掲載の写真はすべてイメージです。



全客室共通設備
● 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。
※お客様の健康に配慮し、全客室及び、パブリックスペースは禁煙とさせていただいております。 
※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。

車椅子対応ルーム

機能的にまとめられたお部屋。
各階により E・F・G・H・J と分
かれています。F・G・H・J は、
ソファーベッドの使用により
3名様までご利用いただける客
室もございます。
＊ステート J は当面の間、販売を休止い
たします。

（3名1室利用時 一例）

■定員：E 2名、F～J 2～3名
　　　（15.3m2、シャワー・トイレ付）
□E／9階12室、F／8階34室、
　G／6階82室、H／5・6階48室（丸窓）、
　J／5階14室（丸窓）

◆メインダイニングルームのお食事時間
が2回制の場合、ご希望の回数を指
定いただけます。

クローゼット

ベッド

バスルーム

ベッド

クローゼット

シャワー
ルーム

ステートルーム
（ E ・ F ・ G ・ H ・ J ）

ゆったりと開放感のある設計で、
室内のカラーコーディネイトが
美しく調和しています。

デラックスルーム

■定員：2名
□9階・20室（23.5m2、バス・トイレ付）

※車椅子対応ルームも2室ご用意しております。

※ブルーレイプレーヤー付

G uest room
客 室 のご 案 内

ベッド

クローゼット

シャワー
ルーム

23 ※掲載の写真はすべてイメージです。 客室イラスト：青山大介



 トップラウンジ（ゲームコーナー）

サンデッキ

プール

プールサイドデッキ

展望浴室（女性）スチームサウナ

スチームサウナ

展望浴室（男性）

ジャグジー

オブザベーション
ラウンジ

びいなすサロン

プール
サイドバー

ジムナジウム

メインホール ランドリー ステートF

ボートデッキ ランドリー
メインダイニング

ルーム オープンバーショップ
プロムナード

メインラウンジピアノサロン

車椅子をご使用の
方のためのトイレ

ダイニングサロン

ランドリー

ステートHステートG
シアター

パソコンルーム
ライティングルーム

レセプション
ルーム

コンファレンスルーム（B）

スモーキング
コーナーツアーデスク

ランドリー
フロント

TELステートJ
（販売休止中）

ステートH
美容室診療室

カードルーム カラオケ
ルーム

コンファレンス
ルーム（A）

茶室
デラックスステートE

ランドリー

ランドリー

スポーツ
デッキバー スイートA

ロイヤルスイートAランドリースモーキングコーナー
（10階客室専用）

ロイヤル
スイートB

ランドリー
（ロイヤルスイート専用）

スイートB

※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。
※プールは、クルーズの内容や地域・天候・気温によってご利用いただけない場合もございます。

当面の間、感染症対策の為、使用する客室番号は指定
いただけません。

客室番号について スイートB

ロイヤルスイートA

ロイヤルスイートB

スイートA 車椅子をご利用の方のための客室
（デラックスルーム）
エレベーターEV

ステートルームJ

ステートルームH

ステートルームG

デラックスルーム

ステートルームE

ステートルームF

D E C K  P L A N
デッキプラン

11F 12F

8F

6F

4F

10F

9F

7F

5F

営業を中止する施設 12F「ゲームコーナー」 11F「びいなすサロン」 9F 「カラオケルーム」「カードルーム」「茶室」 6F 「パソコンルーム」

Ship Date
総トン数 26,594トン
全長 183.4m
幅 25.0m
喫水 6.5ｍ

24※掲載の写真はすべてイメージです。



オプショナルツアー

E

E

様々なジャンルの
ゲストによるショーを
お楽しみください。
皆様の心を
温かく包みます。

希望にあわせて観光プランを選べます。

見所を効率よく便利に観光

港周辺をのんびり気ままにご自分のペースで観光

びいなすハウスバンド
S
セント
t.トロペス&シャーロット

ntertainment
奏 で る

xcursion
巡 る

旅行企画・実施／日本クルーズ客船（株）

※詳細はクルーズ出発前にお渡しするクルーズのオプショナルツアーガイドにてご案内いたします。  ※現地事情により実施しない寄港地もございます。

寄港地の魅力を手軽に楽しみたい方におす
すめです。バスで主な観光名所を周遊した
り、ご当地グルメの堪能、四季折々の各地
の魅力に触れることができる様々なプランを
ご用意しています。

ご自分のペースでゆったりと観光したい
という方や、長時間歩くのが難しいとい
う方におすすめのタクシーを利用した観
光プランです。
※貸切タクシープランは、お客様と（株）キャブ

ステーションとの直接契約となります。

寄港日でもお部屋はもち
ろんの事、船内で自由にお
くつろぎいただけます。

下記はクルーズや寄港地によっては実
施されない場合もございます。

●オプショナルツアーの予約、変更、取消や寄港地
の 情報提供など観光に関するご相談を承ります。

●ツアーデスクは寄港日の営業はございません。
●自由行動されるお客様向けに国内の寄港地

によっては、 寄港日当日に地元の方による観
光案内デスクを岸壁に 設置します。

■o  オプショナルツアーについてご案内とご注意
●ツアーの詳細は、クルーズ出発前にお渡しするオプショナルツアー

ガイドにてご案内いたします。
●クルーズにお申し込みのお客様には、ご乗船日の約1ヵ月前にオプ

ショナルツアー申込書を送付いたします。ご希望のコース及び
必要事項を申込書にご記入の上、日本クルーズ客船（株）に申し
込み期日までにご返送ください（申込金は不要です）。

●各コースには、定員があり原則として先着順で承ります。
●オプショナルツアーの代金は船内でお支払いいただきます。
●海外クルーズで外貨建ての代金も船内にて日本円でのお支払い

となります。
●オーバーランドツアー（宿泊付ツアー）は事前のお支払い又は、

船内でのお支払いとなります。 詳細は別途ご案内いたします。

■オプショナルツアーの
　変更・中止

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。

■オプショナルツアー取消料
日本クルーズ客船（株）の旅行条件に
よります。

ツアーチーム

貸切タクシープラン
 （別代金・国内のみ） あえて

外出せずに…

▶ 寄港地での送迎バスプラン
寄港地によっては近くの観光地等へ有料送迎バスを運行します。自由行動で散策やお買物をされたい方におすすめなプランです。

船内ツアーデスク

■b 送迎バス（■o）

o
オプショナルツアー
（別代金が必要の観光ツアー）
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カジュアル インフォーマル

※掲載の写真はすべてイメージです。

■ カジュアル

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ズクラブです。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ズクラブです。

■ インフォーマル

I N F O R M AT I O N

©川上真理子

● ご利用いただけるクレジットカード

※各クルーズのドレスコードはこの冊子のコースページに記載しています。

夕方以降
その日ごとに設定されたドレスコードに
あわせてお洒落をお楽しみください。

日中～夕方まで
自由な服装でお過ごしいただけます
（ただし、パジャマや浴衣（寝間着）などは
ご遠慮ください）。

襟付のシャツにスラックスなど［ 男性 ］
ブラウスとスカート、スラックスなどの快適な服装［ 女性 ］

※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。

お洒落にきめて洋上
ライフを愉しく過ごす。

I 船内での服装について
華やかな雰囲気の中、普段できないお洒落ができる
のもクルーズならではの楽しみです。お客様お一人
お一人がお洒落を楽しんでいただくことはもちろ
ん、皆様がそろって快適にお過ごしいただくための
マナーとして、インフォーマル、カジュアルなどのド
レスコード（服装規定）を設定しております。夕方以
降は常にドレスコードをお守りください。

ぱしふぃっく びいなす
公式フェイスブック・インスタグラムぜひご覧ください！

＠pacificvenus.jcl ＠venus_cruise

魅力的な情報をお届けいたします。

「びいなす倶楽部」のご案内
（入会金・年会費 無料）

会員の方には素敵な特典をご用意

■ 乗船クルーズに応じた優待券の進呈。
■ 会員誌「ふれんどしっぷ」と最新クルーズ情報をお届けします。

～びいなす倶楽部に入会するには～
このパンフレットに記載のクルーズは、すべてびいなす倶楽部特典の対象となります。

スーツ、ジャケットにネクタイ着用［ 男性 ］
ワンピースやブラウスとスカートの
組み合わせなど

［ 女性 ］

ご 案 内

ホテルマネージャー

心行くまで海の休日を
お楽しみください。

クルーズ
コーディネーター

船内生活・クルーズのご相談は
7階クルーズデスクへ。
皆様の旅をお手伝いいたします。

ぱしふぃっく びいなすのクルーズにご乗船いただき、船上にて入会手続きをすることで会員資格が得られます。
会員割引を適用するには、割引対象のクルーズの前に会員になる必要がございます。

ドレスコード
適用時間帯の目安

クルーズ旅を楽しむために、便利・安心・安全をサポートします。

I 船内の診療室
船内には医師（船医）と看護師が乗船し
ているので安心です。乗船中の急病や体
調がすぐれない場合はフロントにご連絡
ください。（有料：自費診療）

I 船内新聞
船内新聞を毎日発行し、翌日分を毎夜お
部屋にお届けします。船内新聞にはクルー
ズスケジュール、お食事、船内イベント、
寄港地のご案内などクルーズを楽しむた
めの情報が満載です。スケジュールづくり
やお寛ぎの時間にお役立てください。

クルーズの魅力は、目覚めれば次の寄港
地という身体にやさしい旅行です。乗下
船時に宅配便（有料）をご利用いただく
と大きな荷物を持たずに乗船でき、旅行
中の荷物の移動もほとんどなく、身軽に
観光できます。

※宅配便は原則2泊3日以上のクルーズでご利用い
ただけます（有料）。

I 船内で必要な費用について I 大きな荷物の移動もラクラクで身軽な旅を
アルコール飲料などのお飲み物代、
ショップでのお買い物代、オプショナル
ツアー代、クリーニング代、通信費、一部
のカルチャー教室の教材費などの個人
的諸費用は別途お支払いが必要ですが、
下船前に船内にて一括して現金または
クレジットカードでご精算いただけます。

●  ダイナース
●  JCB

●  VISA
●  MASTER

●  AMEX

※海外専用カードはご利用になれません。

※診療室での受診は、社会保険や国民健康保険の
　適用にはなりません。
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お申し込みの方法と契約の成立
（1）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。なお、申込書にお客様のローマ字氏名を記入
する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりに

　  ご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、お客様の
     交替の場合に準じて同様の手数料をいただきます。　

（2）電話等の通信手段にてご予約の場合、予約の時点では契約は成立していません。
当社が予約の承諾をする旨を通知した日から起算して3日以内に、前項に定める
金額の申込金と申込書を提出していただきます。なお、お客様から当該期間内に
申込金の提出がなされないときには当社は予約がなかったものとして取扱います。

（3）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立
するものとします。

（4）募集型企画旅行の参加に際し特別な配慮を必要とするお客様は、契約の
申し込み時に申し出てください。この時当社は可能な範囲でこれに応じます。
お申し込み条件

（1）18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
の同行を条件とします。

（2）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、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠
中の方、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。

（3）前号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。これに際してお客様の状況および必要とされる措置につい
てお伺いし、又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。

（4）当社は旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師によ
る「お客様の健康情報」（所定書式）の提出、コースの一部について内容を変更す
ること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、又は旅行契約の解除
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負担とします。

（5）長期クルーズ（クルーズ期間31日間以上）および当社が指定するクルーズでは、
すべてのお客様に健康アンケートの提出をお願いいたします。その内容によって
は医師による「お客様の健康情報」（所定書式）の提出をお願いいたします。

（6）6ヵ月未満のお子様はご乗船できません。
（7）他の旅行者に迷惑を及ぼしまたは団体旅行の円滑な実施を妨げる恐

れがあると認められるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
（8）お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたときは、

お申し込みをお断りする場合があります。
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国内クルーズ
の場合は21日目に当たる日より前に、海外クルーズは、60日目に当たる
日以降、31日目に当たる日より前に（ピーク時の海外クルーズは41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

（1）旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃・料金（この運賃・料金
には、運送機関に課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に
対応する為、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に
一律に課せられるものに限ります｡以下同様）を含みません）。

（2）旅行日程に含まれる送迎バス等の運賃・料金
（3）旅行日程に明示した宿泊・食事・船内イベント参加費用（一部を除く）
（4）手荷物の運搬料金（各交通機関の規定に基づく）
〔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の中に含まれません。その一部を例示します。

（1）船内での有料サービス、飲料代、クリーニング代、電報・電話料等個人的
性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料

（2）疾病、傷害に関する治療費およびそれに伴う諸費用
（3）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
（4）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
（5）渡航手続き諸費用（旅券印紙代、査証代、予防接種料金、渡航手続

取扱料金等）
（6）任意の旅行保険料並びに携帯品保険料
（7）客室タイプ変更による追加代金
（8）国際観光旅客税・日本国外の出入国税等及びこれに類する諸税
（9）運送機関の課す付加運賃・料金

旅券・査証について（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先の
領事館、入国管理事務所にお問い合わせください）
お客様がお申し込みになられた旅行において、旅券（パスポート）の有
効残存期間や査証（ビザ）を必要とする場合があります。具体的な必要
国は本パンフレットに記載されていますので、ご確認ください｡
＊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。これらの手続等の代行に
ついては、取扱店（当社）が渡航手続代行料金をいただいてお受けし
ます｡

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の提供等の当
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。

（2）当社の責任とならない各種ローンの取り扱いおよびその他渡航手続き
上の事由に基づき、お取り消しになる場合も上記の取消料をお支払い
いただきます。
当社による旅行契約の解除
参加者数が明示した最少催行人員に達しなかった時は、旅行を中止し
ます。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって国内旅
行にあっては13日目に当たる日より前に、海外旅行にあっては23日目（ピ
ーク時に旅行を開始するものについては33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いたします。
旅程管理
添乗員は同行いたしませんが、船内では係員が、現地では現地係員が
お世話いたします。
当社の責任
当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠
償いたします（お荷物に関する賠償限度額はお1人様15万円、当社に
故意又は重大な過失がある場合を除きます）。

8

11

12

13

14

16

2

3

4

5

6

7

旅行契約の解除日 取消料
〈国内クルーズ〉

21日前まで
20日前から8日前まで旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって
7日前から2日前まで

旅行開始日の前日
旅行開始日の当日（下記除く）
旅行開始後または無連絡不参加

無  料
旅行代金の 20％
旅行代金の 30％
旅行代金の 40％
旅行代金の 50％
旅行代金の100％

旅行契約の解除日 取消料
〈海外クルーズ（長期クルーズを除く）〉

ピーク時の旅行である場合、41日前まで
40日前から31日前まで〃旅行開始日の

前日から起算して
さかのぼって

31日前まで
30日前から3日前まで

旅行開始日の前々日から当日まで（下記除く）
旅行開始後または無連絡不参加

無  料
旅行代金の 10％

無  料
旅行代金の 20％
旅行代金の 50％
旅行代金の100％

（注）ピーク時とは、12月20日～1月7日、4月27日～5月6日、7月20日～8月31日の
　　期間をいいます。

旅行契約の解除日
〈海外長期クルーズ（クルーズ期間31日間以上）〉

121日前まで
120日前から91日前まで旅行開始日の

前日から起算して
さかのぼって

90日前から61日前まで
60日前から31日前まで
30日前から21日前まで
20日前から3日前まで

無  料
取消料

旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の
旅行代金の

旅行開始日の前々日から当日まで（下記除く） 旅行代金の
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の

  5％
 10％
 20％
 30％
 40％
 50％
100％

変更補償金の支払いが必要となる変更

契約書面に記載した旅行開始日または旅行
終了日の変更
契約の書面に記載した入場する観光地また
は観光施設（レストランを含みます）、その他
旅行目的地の変更
契約書面に記載した運送機関の等級または
設備のより低い料金のものへの変更（変更
後の等級および設備の料金の合計額が契
約書面に記載した等級および設備のそれを
下回った場合に限ります）
契約書面に記載した運送機関の種類または
会社名の変更
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地た
る空港または旅行終了地たる空港の異なる
便への変更
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間
における直行便の乗継便または経由便への
変更
契約書面に記載した宿泊機関の種類または
名称の変更
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、
設備または景観その他客室の条件変更
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツア
ータイトル中に記載があった事項の変更

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.5

3.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

5.0

一件あたりの率（％）
旅行開始前 旅行開始後

注1）「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までに旅行
者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更について旅
行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2）第4号または第7号、第8号に掲げる変更が1乗車船または1泊の中で複数
生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1変更として取り扱います。

注3）第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までを適用せず第9号によります。

2022.8

旅行条件（要約） 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。

取消料（お客様による旅行契約の解除）
（1）お客様はいつでも次に定める取消料を払って旅行契約を解除すること

ができます。ただし、契約解除のお申し出は、営業時間内にお受けします。

旅程保証
当社は右表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、右表に記載
する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旅行契約につき旅行代金の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。

募集型企画旅行契約
この旅行は、当社が企画、募集し実施する募集型企画旅行で、お客様
は当社と募集型企画旅行契約（以下旅行契約といいます）を締結する
ことになります。又契約の内容・条件はこの書面による他、パンフレット、
出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）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。旅行業約款に定めのない
事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

1

旅行代金の額の変更
（1）当社は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日目に当たる日より前にお知らせします。

（2）運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、
旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更
になった時は、旅行代金の額を変更することがあります。取り消しによって利用
人数が変更となった時は、取り消したお客様より所定の取消料をいただきます。
お客様の交替
お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡
することができます。この場合当社所定の用紙に所定の事項を記入の
上、当社に提出していただきます。その際1名様につき10,000円の手数
料をいただきます。取消料が10,000円を下回る場合、取消料をもって
交替の費用とさせていただきます。なお、1室ご利用のお客様全員が交替
される場合は取消扱いとなり、所定の取消料をいただきます。

9

10

特別補償
当社は責任の有無にかかわらず、お客様が、当旅行参加中に、急激か
つ偶然な外来の事故により生命、身体、または手荷物に被った一定の
損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海
外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数
により海外旅行4万円～40万円、国内旅行2万円～20万円、通院見
舞金として通院日数により海外旅行2万円～10万円、国内旅行1万円～
5万円、携行品にかかる損害補償金（15万円を限度、ただし一個又は
一対についての補償限度は10万円）を支払います。

15

お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被った時は、そのお客様
に損害の賠償を申し入れます。
旅行条件の基準期日
このパンフレットに記載された旅行サービス内容および旅行条件は、
2022年8月1日現在を基準として算定しております。
確定書面（最終日程表）
確定された最終日程表は旅行開始日の前日（旅行開始日の前日から起
算してさかのぼって7日前に当たる日以降に申し込みされた場合には出
発当日）までにお送りします。なお期日前であってもお問い合せいただけ
れば手配状況についてご説明いたします。
その他

（1）当社はいかなる場合も旅行の再実施は行いません。
（2）お客様が個人的な案内・買物等を係員、現地係員等に依頼された場合の

それに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様
の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要し
た諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。

（3）お客様がご旅行参加中に、新型コロナウイルス感染症に罹患し、または濃厚接触者と
なった場合など、現地の法令などに基づき隔離その他の措置が必要となった場合に
は、その指示に従って頂きます。またこれに要する費用はお客様のご負担となります。

（4）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。
個人情報の取り扱いについて

（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、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、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、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｡
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渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫所「海外で健康に過
ごすために」ホームページ：http://www.forth.go.jp/でご確認ください。

たびレジにご登録ください
外務省のたびレジにご登録いただきますと旅行先の大使館・領事館から
最新の安全情報や緊急時の連絡メールなどが受け取ることが可能です。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故、盗難などに備えて、
お客様ご自身で旅行保険に必ずご加入されることをおすすめいたします。

海外危険情報について
海外クルーズの場合、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：http://www.anzen.mofa.go.jp/

旅行代金の総額 15万円未満 30万円以上15万円以上30万円未満
20,000円以上 50,000円以上30,000円以上

海外クルーズは旅行代金の20％
申込金

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引きの責任者
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、ご遠慮なく右記の
総合旅行業務取扱管理者におたずねください。

運航会社：日本クルーズ客船株式会社

受託販売

（2）電話等の通信手段にてご予約の場合、予約の時点では契約は成立し
ていません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日から起算して3日
以内に、前項に定める金額の申込金と申込書を提出していただきます。
なお、お客様から当該期間内に申込金の提出がなされないときには当
社は予約がなかったものとして取扱います。

（3）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立
するものとします。

（4）募集型企画旅行の参加に際し特別な配慮を必要とするお客様は、契約の
申し込み時に申し出てください。この時当社は可能な範囲でこれに応じます。
お申し込み条件

（1）18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
の同行を条件とします。

（2）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、食物アレルギー・動物アレルギーのある
方、妊娠中の方、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。

（3）前号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。これに際してお客様の状況及び必要とされる措置について
お伺いし、又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。

（4）当社は旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同
行、医師による「お客様の健康情報」（所定書式）の提出、コースの一部
について内容を変更すること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、又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負担とします。

（5）長期クルーズ（クルーズ期間31日間以上）及び当社が指定するク
ルーズでは、すべてのお客様に健康アンケートの提出をお願いいたし
ます。その内容によっては医師による「お客様の健康情報」（所定書
式）の提出をお願いいたします。

（6）6ヵ月未満のお子様はご乗船できません。
（7）他の旅行者に迷惑を及ぼしまたは団体旅行の円滑な実施を妨げる恐

れがあると認められるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
（8）お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたときは、

お申し込みをお断りする場合があります。

3

募集型企画旅行契約
この旅行は、（株）クルーズバケーション（東京都港区海岸3‒18‒21 観
光庁長官登録旅行業 第2010号 以下「当社」といいます）が企画、募
集し実施する募集型企画旅行で、お客様は当社と募集型企画旅行契
約（以下旅行契約といいます）を締結することになります。又契約の内
容・条件はこの書面による他、パンフレット、出発前にお渡しする確定書
面（最終旅行日程表）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。旅行業約款に定めのない事項については、法令又は一
般に確立された慣習によります。
お申し込みの方法と契約の成立

（1）当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金としてご旅行代金の
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。なお、申込書にお客様
のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載さ
れているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場
合は、お客様の交替の場合に準じて同様の手数料をいただきます。

（1）船内での有料サービス、飲料代、クリーニング代、インターネット通信料・
電話料等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料

2

1

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。

国内／海外旅行保険
加入のおすすめ

旅行企画・実施：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

〒108‒0022　東京都港区海岸3‒18‒21 ブライトイースト芝浦1階

株式会社クルーズバケーション




