
究極の和の癒し。待望の「グランドスパ露天風呂」
洋上のリラクゼーションをさらに進化させるのは、最上階12デッ
キの展望大浴場グランドスパに登場する露天風呂エリア。心地よ
い潮風とともに空と大海原の織りなす絶景を楽しむバスタイムは、
これまでにない解放感とくつろぎをもたらします。
※�露天風呂は停泊時および航路上の都合や天候、運用上などの
理由により営業時間が限られます。

美食をお好きな時に。
「The Veil 」ザ・ベール誕生
ロイヤルスイート・アスカスイートご利用のお客様専用のプレミア
ダイニングが「ザ・ベール」に生まれ変わります。スペースを拡張し、
営業時間内のお好きなタイミングでお越しいただけるオープンシー
ティング制となり、ゆったりとディナーをお召し上がりいただけます。

生まれ変わる
「リドカフェ＆リドガーデン」
カジュアルなビュッフェレストラン「リドカ
フェ」「リドガーデン」はビュッフェカウン
ターがアイランド型となるほか、お2人
用の席も増設し、より快適にご利用いた
だける空間に変わります。

ブックラウンジ「e-Square」 
イー・スクエアオープン
「コンピュータープラザ」がPCコーナーと
ライブラリーを兼ねたオープンな雰囲気
のラウンジヘ。インターネット（別料金）を
ご利用いただいたり、本棚に並ぶ蔵書に
没頭するひとときは、洋上時間に彩りを
添えます。さらにコーヒーやハーブティー
などのご提供もございます。

和とモダンが響き合う、
新たなアスカスイート
飛鳥クルーズでは初となる和洋室が登場。落ち着いた和室の雰
囲気と洋室の快適さを兼ね備え、これまでとは違う新たなくつろ
ぎを叶える空間となります。またミニシンクやゆとりのバスエリア
を設置。新しいコンセプトの客室をご体験ください（2室を予定）。

※改装に伴い、ウィンブルドンコートは廃止となります。

世界的な社会奉仕団体のライオンズクラブ国際協会に所属する「東京葵
ライオンズクラブ」（330-A地区1リジョン3ゾーン）と郵船トラベル株式
会社は、2020年春にリニューアルする豪華客船「飛鳥Ⅱ」をリニューア
ル後すぐの2020年3月18日（水）〜19日（木）に全船チャーターして「チャ
リティー・ワンナイトクルーズ」を企画しましたので、ここにご案内を申し

上げます。豪華客船「飛鳥Ⅱ」でゴージャスな夢のような時間を過ごして
みませんか。皆様お誘い合わせのうえ、多数のご乗船をお待ちしており
ます。
なお、チャリティーとして、旅行代金の5パーセントを「沖縄首里城再建」
のために沖縄県に寄付させていただきます。

お誘い

2020年春  リニューアル工事で一新する設備

郵船トラベル×東京葵ライオンズクラブ

「飛鳥Ⅱ」
チャリティー・ワンナイトクルーズ

2020年3月18日水〜19日木 2日間

横浜
発着

横浜

充実のWi-Fi エリアと
ビデオオンデマンドサービス

船内施設（一部除く）に加え全客室でもWi-Fi�サービス（別料金）を開始。また客室で映画などをお楽しみいただける、ビデオオンデマンドサービスにも注目です。

※画像はすべてイメージCGです。改装情報およびサービス内容につきまして2019年12月現在のものであり、変更・中止となる場合がございます。

Photo by TSUNEO NAKAMURA

郵船トラベルチャータークルーズ



3月18日（水）

17:00 横浜港出港�デッキで
「セイルアウェイパーティー」

17:30〜19:15 「フォーシーズン・ダイニングルーム」（S・A客室
のお客様は「ザ・ベール」）にて夕食

 フリードリンク 
※�夕食時のアルコール飲料（指定の種類・銘柄に限る）
を含むお飲み物が旅行代金に含まれています

19:45〜20:30 「ギャラクシーラウンジ」にて
飛鳥Ⅱオリジナルプロダクションショー鑑賞

20:30〜23:30 ※�自由にエンターテインメント・アクティビティー
をお楽しみください。
◯�バー「ビスタラウンジ」「マリナーズクラブ」
オープン
◯「ハリウッドシアター」で映画上映
◯「クラブ2100」で社交ダンス大会
ミッドナイト・スナックなど� 【船内泊】

3月19日（木）

06:00 モーニングコーヒーサービス
07:00〜09:00 朝食（和食を中心としたセットメニューまたは

ビュッフェをお選びください）
08:00〜08:30  「さよならビンゴパーティ」（ハリウッドシアター）  

09:00 横浜港入港

※本クルーズはチャーター企画です。郵船クルーズ（株）発行の各種割引券、日本郵船株主様優待割引券はご利用いただけません。�※Dバルコニーの3名利用�
（Dトリプル）の旅行代金は、お1人様70,000円となります。（4室限定）　※1名1室利用の旅行代金は、ご利用客室の2名様分の旅行代金となります。

●食事：朝食1回、昼食0回、夕食1回　●最少催行人員：2名様
●添乗員：同行してお世話します。
※気象、海象、その他の状況により、記載航路、スケジュール、
　エンターテイメント出演者及び、イベントの内容は変更される場合がございます。
※葵ライオンズクラブ会員限定のイベントが開催されますので、予めご了承ください。

■旅行代金（大人お一人様）

■スケジュール（変更になる場合がありますので予めご了承ください） ■キャビンプラン

客室タイプ S：ロイヤルスイート A：アスカスイート
（和洋室を含む） C：スイート D：バルコニー E：バルコニー F：ステート K：ステート

2名様1室 250,000円 150,000円 120,000円 80,000円 80,000円 70,000円 60,000円

SHIP DATA　●� 総トン数：50,142トン　●� 全長：241m　●� 全幅：29.6m　�
●�乗客定員：872名　●�乗組員数：470名　●�就航年：2006年2月

お申込み時の注意事項とご案内
〔旅行代金について〕
●旅行代金は、消費税等諸税を含んでおります。
●客室をお1人でご利用の場合、旅行代金表の下部のご案内をご参照ください。
●子供（2歳以上12歳以下）も大人の旅行代金となります。
●2歳未満の幼児は無料ですが、クルーズのご予約時に同伴する旨をお申出ください。

但し、食事とベッドのご用意はございません。
〔客室の3人利用について〕
●Kステートルームの一部では、3人目が未就学児（6歳以下）の場合に限り、備え付けの

ソファーをキッズベッドとして使用することで3人利用が可能です。この場合の3人目の
代金は、Kステートルーム旅行代金の50％となります。（K3キッズ・7デッキのみ）

●スイートルーム及びDトリプルルームの3人利用
 ・ S客室はエキストラベッドを、A（和洋室含む）,C,Dトリプル客室は備え付けのソファー

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人のうち1・2人目はご利用客室の2名1室利用の旅行代金、客室タイプにかかわら
ず3人目はKステートの2名1室利用の旅行代金となります。（Dトリプルを除く）

●ご予約変更による変更後の適用代金
お客様の取消により1人１部屋のご利用となった場合、1人１部屋追加代金が必要とな
ります。

〔その他〕
●６ヶ月未満の乳児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。
●未就学児のお子様、妊娠中のお客様、電動車椅子をご利用のお客様にはご乗船前

に船会社指定の承諾書が必要となります。電動カートの船内使用はできません。
●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予めお申し出ください。
●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、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、その他特別の配慮を
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）当
社は可能な範囲でこれに応じます。尚、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お客様の負担となります。

 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込みください。
変更、旅行の中止（ｵ）自由行動中の事故（ｶ）食中毒（ｷ）盗難（ｸ）運送機関の遅延・不通・
スケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時
間の短縮
旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件・旅行代金は2019年12月15日を基準としています。

旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した船舶の運送機関の運賃・料金、宿泊料金（税・サービス料金を含む）、
食事料金（税・サービス料金を含む）、添乗員同行費用
※�お客様のご都合により、旅行代金に含まれるものを一部利用されなくても払い戻しは
致しません。

旅行代金に含まれないもの
※旅行代金に含まれないものを以下に例示します。
1人1部屋追加代金、個人的性質の諸費用（クリーニング代、電話料等）、傷害・疾病
に関する医療費、集合・解散地点までの交通費や宿泊費等
取消料
お客様は下記に記載した取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約を解除す
ることができます。但し、契約解除のお申し出は、お申し込みの旅行取扱店の営業時
間内にお受けします。
当社の責任

お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合には、当社は責任を負い
ません。
（ｱ）天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中
止（ｲ）運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害（ｳ）運送・宿泊機関等のサービ
ス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止（ｴ）官公署
の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の

募集型企画旅行契約
この旅行は、郵船トラベル株式会社（以下「当社」といいます。）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（以下「旅行契約」
といいます。）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。
旅行のお申し込みと契約の成立時期
●�当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて、当社所定の旅行申込
書に所定の事項を記入のうえ、申込金20％以内を添えてお申し込み頂きます。申込
金は旅行代金をお支払い頂くときに、その一部として取り扱います。また、旅行契約
は、当社ら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。
●�当社らは、電話、郵便、ファクシミリ及び電子メールその他の通信手段による旅行契
約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立
しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申
込書の提出と申込金の支払いをして頂きます。この期間内に申込書の提出と申込金
の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。
●�旅行契約は、電話によるお申込の場合には、申込金を当社らが受領したときに、また、
郵便、ファクシミリ又は電子メール等でお申し込みの場合には、申込金のお支払い後、
当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに成立致します。また、電
話、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の通信手段でお申し込みの場合であっても、
クレジットカード決済による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電
話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発したときに成立し、当社らが
電子メール等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様
に到達したときに成立するものとします。

旅行代金のお支払い
旅行代金（又は申込金を差し引いた残金）は、旅行開始日の前日から起算して遡って51
日目に当たる日より前にお支払い頂きます。

当社らは、旅行申し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、
お客様との連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申し込み頂いた旅行にお
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該パンフレット記載の日
程表及び最終日程表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に必要な範囲内で利用させて頂きます。その他、当
社らは、①当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
とその手続き②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い
④特典サービスの提供⑤統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させて頂くこ
とがあります。当社は、お申し込み頂いた旅行の手配の為に、運送・宿泊機関等及
び手配代行者に対し、お客様の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、
パスポート番号等の個人情報を、予め郵便、電子的方法等で送付することによって
提供致します。

個人情報の取り扱い

国内旅行保険への加入について
ご旅行中にけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。ま
た、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。
これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身
で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。国内旅行保険について
はお申し込みの旅行取扱店にお問い合わせください。

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

51日前まで 1/28（火） 無料
50日前�〜31日前まで 旅行代金の10％
30日前�〜21日前まで 旅行代金の20％
20日前�〜旅行当日（出港前）まで 旅行代金の50％

旅行当日出港後又は無連絡不参加 旅行代金の100％
※チャータークルーズにつき、通常の取消料規定とは異なりますのでご注意ください。

S  ロイヤルスイート　バルコニー付�88.2㎡

A  アスカスイート　バルコニー付�45.8㎡

C  スイート　バルコニー付�33.5㎡

D E  バルコニー
バルコニー付�22.9㎡

D3  ディートリプル
角窓（バルコニーなし）�22.9㎡

F K  ステート
角窓（バルコニーなし）�18.4㎡

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り引きの責任者です。このご旅行の契約に
関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

東京203-5213-9987 〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8階
総合旅行業務取扱管理者：生田隆雄   Eメールアドレス cct@ytk.co.jp

横浜2045-640-6560 〒231-0002 横浜市中区海岸通3-9 横浜郵船ビル3階
総合旅行業務取扱管理者：菅知範   Eメールアドレス ccy@ytk.co.jp

名古屋2052-561-1354 〒450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1　名古屋国際センタービル18階
総合旅行業務取扱管理者：齋藤愛弓   Eメールアドレス ccn@ytk.co.jp

大阪206-6251-5881 〒541-0053 大阪市中央区本町3-2-6 本町ドリームビル7階
総合旅行業務取扱管理者：廣政有香  Eメールアドレス  cck@ytk.co.jp

神戸2078-251-6218 〒651-0085 神戸市中央区八幡通4-2-18 昭和住宅・福本ビル5階
総合旅行業務取扱管理者：谷維人  Eメールアドレス  ccu@ytk.co.jp

福岡2092-475-0011 〒812-0018 福岡市博多区住吉4-3-2 博多エイトビル5階
総合旅行業務取扱管理者：吉川健二  Eメールアドレス  wfs@ytk.co.jp

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターまで

旅 行 企 画 ・ 実 施

上記各営業所の営業時間：月〜金曜 09：30〜18：00（土・日・祝日休業）

観光庁長官登録旅行業第1267号
〒101-8422  東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8階

T-19-040

※Kステートおよび�
　一部客室では眺望�
　がさまたげられます。


