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旅行企画・実施
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
ホームページアドレス http://www.ytk.jp

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。

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

（一社）日本旅行業協会正会員
　　

クルーズセンター
〒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
〒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

東 京☎03-5213-9987
横 浜☎045-640-6560

郵船グループ

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターまで

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

薬師寺（イメージ）

春うらら 横浜・神戸クルーズ&
ラグジュアリーバスで巡る旅飛鳥II

■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。
■旅行のお申込みと契約の成立時期
●当社にて、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、当社がその通知を発したときに成立し、当社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21日目に当たる日より前にお支払い頂きます。
■旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した船舶の運賃・料金、専用バスの料金、新幹線（グリーン車）
の運賃・料金、観光料金（寺院拝観料など）、食事料金（税・サービス料金を含
む）、添乗員同行費用、団体行動中のチップ 
※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
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、
自宅から横浜港、新横浜駅または東京駅からご自宅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出来ます。但し、契約解除のお申し出は、お申込みの郵船
トラベルクルーズセンター営業時間内にお受けします。

※1 取消料の基準となる旅行代金とは、旅行代金に追加代金を加算し割引
代金を減じた合計金額です。
※2 お客様の取消により1人１部屋となった場合、１人部屋利用旅行代金との
差額が必要となります。

■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
この旅行条件は2019年11月20日を基準としています。また、旅行代金は
2019年11月20日現在の有効なものとして公示されている運賃・規則を基
準として算出しています。
■個人情報の取扱い
当社は、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、又は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､保険会社、土産物店等に対し
､お客様の氏名､生年月日、住所等を､予め電磁的方法等で送付することに
よって提供します。このほか、当社は、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。

旅行条件（要約） 旅行条件は、下記によるほか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。

ご案内とご注意
■旅行代金のご案内
●旅行代金は、消費税など諸税を含んでおります。
●2歳未満の幼児は無料ですが、食事とベッドのご用意はございません。ご旅

行申込時に同伴する旨をお申し出ください。
■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、取り消しされたお客様

には既定の取消料を、客室をお一人でご利用になられるお客様には１人部
屋利用旅行代金との差額が必要となります。

■客室番号のご希望について：客室番号のご希望は承っておりません。
■船室の3人利用時のご案内
●Kステートの一部では、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。

この場合の代金はお問い合わせください。
●Dトリプル客室は備え付けのソファベッドを利用することで3人利用が可能

です。3人目の代金はお問い合わせください。
■お申込みに際してのご案内

●6か月未満の乳児はご参加頂けません。
●15才未満の方は、保護者の同行（同室）が条件となります。未就学児（6歳

以下）のお子様は、ご旅行前に船会社指定の承諾書の提出が必要となりま
す。

●15歳以上20歳未満の方は単独でもご参加いただけますが、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。ご旅行前に船会社指定の診断書
および承諾書を提出頂きます。

●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、お客様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お客様の負担となります。 

●電動車いすをご使用の場合、前項のほか使用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。

●健康上および体質上の理由で食べ物に制限をお持ちのお客様はご旅行前
にお申し出頂き、船会社指定のお伺い書の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当社へ予めお申し出ください。
●テレビ・雑誌等の取材のため、報道関係者が予告なく乗船する場合がござ

います。

旅行契約の解除期日 取消料
無　料

旅行代金の20％
旅行代金の30％

旅行開始日から起算して21日前まで
旅行開始日から起算して20日前から8日前まで

旅行開始日の前日
旅行開始日当日

旅行開始後または無連絡不参加

旅行開始日から起算して7日前から2日前まで
旅行代金の40％
旅行代金の50％

旅行代金の100％

国内旅行保険への加入のすすめ
ご旅行中に病気、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。

飛鳥II SHIP
DATA

● 船籍/日本　● 全長/241m　● 全幅/29.6m　● 総トン数/ 50,142GT　● 喫水/ 7.8m ● 航海速力/最高 21ノット　
●横揺れ減揺装置/フィン・スタビライザー　●乗客数/872名　●乗組員数/約470名　●客室数/436室(全室海側)（2019年11月現在）

KFED バルコニー（D：9デッキ、E：8デッキ） ステート（F：7デッキ、K：7・8デッキ）C スイート（10デッキ）

過ごしやすさを重視した、
くつろぎのスイート
バルコニー付/33.5㎡
●リビングエリア ●プライベートバルコニー 
●ツインベッド ●バスタブ ●シャワーブース 
●シャワー付トイレ ●ウォークインクローゼット
●テレビ ●冷蔵庫（ジュース、お茶の他、ビール） ●お水 
●金庫 ●ドライヤー ●バスアメニティ ●バスローブ

プライベートな眺望を楽しめる
陽光あふれるバルコニー
バルコニー付/ 22.9㎡
●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 
●クローゼット ●テレビ ●冷蔵庫(ジュース・ お茶) 
●お水 ●金庫 ●ドライヤー 
●バスアメニティ

機能的なステートルームも
全室バスタブ付き
角窓(バルコニーなし)/18.4㎡
●ツインベッド ●バスタブ ●シャワー 
●シャワー付トイレ ●クローゼット ●テレビ 
●冷蔵庫(ジュース・お茶) ●お水 
●金庫 ●ドライヤー 
●バスアメニティ

お部屋の一例 お部屋の一例 お部屋の一例

※面積にはバルコニーが含まれます。※サービス内容および船内施設・客室は2019年11月現在のもので、今後変更・廃止となる場合がございます。 ※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、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。 ※客室内はバルコニーを含め全面禁煙です。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。

アスカプラザ（CGイメージ） 横浜を出航する飛鳥II（イメージ） 春御膳昼食（イメージ） 本場ラスベガススタイルのショー（イメージ）

横浜港発／新横浜駅・東京駅着 神戸港下船後、添乗員同行YUI PRIMA×

289,000円～385,500円
（Kステート・2名1室ご利用/大人お1人様） （Cスイート・2名1室ご利用/大人お1人様）

旅行代金

284,000円～380,500円
（Kステート・2名1室ご利用/大人お1人様） （Cスイート・2名1室ご利用/大人お1人様）

旅行代金

Aコース：古都奈良の世界遺産巡りと大和食材のイタリアンに舌鼓

Bコース：世界遺産・延暦寺とノスタルジックな町並み近江八幡

■旅行期間：2020年3月22日○日～3月25日○水 4日間（船中2泊、ホテル1泊） 各17名様
限定募集！

世界
遺産

YUI PRIMA（イメージ）

飛鳥II（イメージ）撮影：PHOTO BY TSUNEO NAKAMURA

ビスタラウンジ（イメージ）

近江八幡・水郷めぐり（イメージ）※写真は夏の時期



香港（イメージ）

※気象・海象その他の状況により記載航路、スケジュールが変更になる場合がございます。
■最少催行人員：10名様　■食事回数：朝食3回、昼食3回、夕食3回
■添乗員：神戸港下船後、同行します。船内は飛鳥Ⅱのスタッフがご対応します。
■利用予定ホテル：（奈良）奈良ホテル
※特別企画のため、日本郵船株式会社株主様ご優待割引券は、ご利用いただけません。
　アスカクラブ優待割引券、郵船トラベルリピーター割引につきましては、ご利用いただけます。
※「YUI PRIMA」は自由席とさせていただきますので、ご了承ください。

※気象・海象その他の状況により記載航路、スケジュールが変更になる場合がございます。
■最少催行人員：10名様　■食事回数：朝食3回、昼食3回、夕食3回
■添乗員：神戸港下船後、同行します。船内は飛鳥Ⅱのスタッフがご対応します。
■利用予定ホテル：（京都）星野リゾート・ロテルド比叡
※特別企画のため、日本郵船株式会社株主様ご優待割引券は、ご利用いただけません。
　アスカクラブ優待割引券、郵船トラベルリピーター割引につきましては、ご利用いただけます。
※「YUI PRIMA」は自由席とさせていただきますので、ご了承ください。

基隆廟口夜市（イメージ）
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3月24日
（火）

3月25日
（水）

3月23日
（月）

3月22日
（日）

日 付 日  程

古都奈良の世界遺産巡りと
大和食材のイタリアンに舌鼓

飛鳥Ⅱ 春うらら 横浜・神戸クルーズ

（15：00）横浜港集合。 飛鳥Ⅱに乗船。
（17：00）横浜港を出港。

～船内イベントでお楽しみください～ 

クルージング　
～船内イベントでお楽しみください～ 

（09：00）神戸港入港。 下船します。
ラグジュアリーバス「YUI PRIMA」にて観光へご案内します。

（13：00頃）【世界遺産】東大寺（二月堂を含む）見学
★ご夕食はホテル内「花菊」にて本格的な日本料理を！

ラグジュアリーバス「YUI PRIMA」にて観光へご案内します。
（9：30頃）【世界遺産】薬師寺（法話）観光

昔ながらの旧市街（奈良まち）を散策。
★ご昼食は「リストランテ・オルケストラータ」にて旬の大和食材を

使ったイタリア料理！
昼食後、新大阪駅へ。

（16：00～17：00）新大阪発。（新幹線・グリーン車利用）
（18：10～19：10）新横浜着。
（18：30～19：30）東京着。

飛鳥II泊ASD

飛鳥II泊 L̶L̶D

奈良ホテル泊ASD

奈良ホテル

東大寺・薬師寺

旬の大和食材を
使ったイタリアン

 ASL̶

押尾コータロー×NAOTO スペシャルステージ
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3月24日
（火）

3月25日
（水）

3月23日
（月）

3月22日
（日）

日 付 日  程

世界遺産・延暦寺と
ノスタルジックな町並み近江八幡

（15：00）横浜港集合。 飛鳥Ⅱに乗船。
（17：00）横浜港を出港。

～船内イベントでお楽しみください～ 

クルージング　
～船内イベントでお楽しみください～ 

（09：00）神戸港入港。 下船します。
ラグジュアリーバス「YUI PRIMA」にて観光へご案内します。

（13：30頃）紫式部ゆかりの石山寺見学。その後、比叡山ドライ
ブウェイ、【世界遺産】延暦寺見学
★ご夕食はホテル内レストランにて洗練されたフレンチを！

ラグジュアリーバス「YUI PRIMA」にて観光へご案内します。
（9：00頃）坂本ケーブルに乗車～坂本～近江八幡・水郷巡りへ。

★レストラン「近江西川」にて近江牛すきやき御膳のご昼食。
昼食後、近江日牟禮ヴィレッジ散策（バームクーヘンで有名な「ク
ラブハリエ」や和菓子の老舗「たねや」など）。

（16：00～17：00）京都発。（新幹線・グリーン車利用）
（18：00～19：00）新横浜着。
（18：20～19：20）東京着。

飛鳥II泊ASD

飛鳥II泊 L̶L̶D

星野リゾート・ロテルド比叡泊ASD

星野リゾート・ロテルド比叡

 ASL̶

押尾コータロー×NAOTO スペシャルステージ

K：ステート

F：ステート

E：バルコニー

D：バルコニー

C：スイート

2名1室客室タイプ 1名1室

289,000 348,700
311,000 377,300
332,500 405,250
336,000 409,800
385,500 532,800

■旅行代金：大人お1人様（子供代金同額）単位：円 ※新横浜着・東京着同額です。

K：ステート

F：ステート

E：バルコニー

D：バルコニー

C：スイート

2名1室客室タイプ 1名1室

284,000 344,700
306,000 373,300
327,500 401,250
331,000 405,800
380,500 528,800

■旅行代金：大人お1人様（子供代金同額）単位：円 ※新横浜着・東京着同額です。

A B

創業100余年の歴史と伝
統を誇る老舗名門ホテル。
風光明媚な奈良公園の高
台にあり、文化財指定の旧
大乗院庭園に連なってい
ます。和と洋を調和させた
宮殿のようなホテルで、優
雅なひとときをお約束いた
します。

　大仏さまで有名な東大寺。世界
最大の木造建築である大仏殿や
伝統行事の「お水取り」の舞台で
ある二月堂を巡ります。薬師寺は
天武天皇の皇后病気平癒を祈願
して建立された古刹。1998年に「
古都奈良の文化財」として、世界
遺産に登録されました。

地元奈良の食材をふんだんに使った
イタリア料理店。オルケストラの調べの
ように五感を震わせるオリジナリティー
溢れるメニューをお楽しみください。

あらゆる技巧を駆使し、1本のギター
で弾いているとは思えない鮮やか
で迫力のあるアレンジや、あたたかく
繊細なプレイは海外でも評価が高く、
世代を超えて支持を受けている。

クラシックからポップスまでジャンルに
とらわれない音楽センス、華麗なステ
ージパフォーマンスで人気を博す。ま
た演奏だけでなく、作・編曲・プロデュ
ースも広く手掛けている。

滋賀と京都にまたがる比叡山。その
懐に静かに佇む山上のオーベルジ
ュ。近江の発酵食文化を採り入れた
新感覚フレンチをお楽しみください。

世界
遺産

近江八幡・水郷巡り

「近江西川」にて
近江牛すきやき御膳

　日本三大水郷のひとつにあげら
れている近江八幡の水郷。その景
観の美しさは「春色・安土八幡の水
郷」として、琵琶湖八景のひとつに
数えられています。昔と変わらない自
然のままの日本の原風景を存分に
味わってください。

昭和22年創業の「近江西川」にて、日本三
大和牛の一つ、近江牛のすきやき御膳を
堪能！

飛鳥II
2020

N E X T  S TA G E

YU I P R I MA

2020年春、「飛鳥II」はリニューアル工事を
終え、守り続けてきた“和のおもてなし”は
そのままに、新たな環境規制への対応、
さらなる安心・安全への配慮、船内施設の
改装などを行ない、移り変わる時代の
ニーズとお客様の想いに寄り添って
まいります。2020年春、「飛鳥II」は
いよいよ、次のステージへ。

デザイナーの水戸岡鋭治氏と数多くの
プロ集団によって誕生した「ゆいプリマ」。
妥協のない技と感性を結集した豪華バス。

愛され続けるふたつの港街、横浜から神戸へ。
ゆったりと2泊3日の豪華クルーズライフを満喫。
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へ。インターネット（別
料金）をご利用いただけたり、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。

e-Square（CGイメージ）

香港（イメージ）

究極の和の癒し。待望の
「グランドスパ 露天風呂」

香港（イメージ）香港（イメージ）

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お楽しみいただけます。

神姫バスグループが「いまだかつてないバス旅」をコンセプトに作った、居心地がよく、
乗っているだけでワクワクする、長旅でも疲れないバス「ゆいプリマ」を使用します。

グランドスパ/露天風呂（CGイメージ）

生まれ変わる、「リドカフェ&リドガーデン」

おもてなしの心を込めた一皿に
春の彩りときらめきを添えて

カジュアルなビュッフェレストラン「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。

旬の食材や寄港地ならではの食材にこだわり、工
夫を凝らした料理は飛鳥Ⅱの自慢です。この季節
には飛鳥第11代総料理長、瀧淳一が春の味わ
いと彩りを一皿一皿に込めたフルコース「春の日
ディナー」を、昼食には和の味わい「春御膳」をご
用意します。

※改装情報につきましては2019年11月時点のものであり、内容及びイメージは変更・中止となることがございます。 ※画像は完成予想のイメージCGです。実際とは異なる場合がございます。

1名掛けと2名掛けシートを6列に配置した18人乗り仕様
で、シートピッチは1,050mmとリラックスできる広さです。

車内のカウンター
やトイレは木をふ
んだんに使った落
ち着いたインテリ
アで、まるでリビン
グのような雰囲気
です。

経験豊かな「ゆいプリマ」専属のドライバーとアテンダント
が同行し、お客様をサポートします。親しみやすく、ちょっと贅
沢な旅のコンシェルジュとして好評です。

押尾コータロー NAOTO
（アコースティックギター） （ヴァイオリン）
押尾コータロー×NAOTO

潮風+波音+極上サウンドにつつまれる
スタイリッシュなスペシャルステージが初登場！

イメージ

イメージ

イメージイメージ
イメージ

● 横浜港

東京

新横浜

奈良

比叡山

奈良奈良奈良
新大阪

● ●

● ●

●

●

●

●

京都

＝Aコース
＝Bコース

リドカフェ&リドガーデン（CGイメージ） イメージ

アスカプラザ（CGイメージ）

飛鳥Ⅱ 春うらら 横浜・神戸クルーズ

観光

グルメ

観光

グルメ

イメージ

イメージ

イメージ東大寺（イメージ）

お部屋の一例 イメージ

イメージ

神戸港

近江八幡

飛鳥Ⅱ/横浜港（イメージ）PHOTO BY TSUNEO NAKAMURA

※露天風呂は停泊時および航路上の都合や天候、運用上等
　の理由により営業時間が限られます。



香港（イメージ）

※気象・海象その他の状況により記載航路、スケジュールが変更になる場合がございます。
■最少催行人員：10名様　■食事回数：朝食3回、昼食3回、夕食3回
■添乗員：神戸港下船後、同行します。船内は飛鳥Ⅱのスタッフがご対応します。
■利用予定ホテル：（奈良）奈良ホテル
※特別企画のため、日本郵船株式会社株主様ご優待割引券は、ご利用いただけません。
　アスカクラブ優待割引券、郵船トラベルリピーター割引につきましては、ご利用いただけます。
※「YUI PRIMA」は自由席とさせていただきますので、ご了承ください。

※気象・海象その他の状況により記載航路、スケジュールが変更になる場合がございます。
■最少催行人員：10名様　■食事回数：朝食3回、昼食3回、夕食3回
■添乗員：神戸港下船後、同行します。船内は飛鳥Ⅱのスタッフがご対応します。
■利用予定ホテル：（京都）星野リゾート・ロテルド比叡
※特別企画のため、日本郵船株式会社株主様ご優待割引券は、ご利用いただけません。
　アスカクラブ優待割引券、郵船トラベルリピーター割引につきましては、ご利用いただけます。
※「YUI PRIMA」は自由席とさせていただきますので、ご了承ください。

基隆廟口夜市（イメージ）
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3月24日
（火）

3月25日
（水）

3月23日
（月）

3月22日
（日）

日 付 日  程

古都奈良の世界遺産巡りと
大和食材のイタリアンに舌鼓

飛鳥Ⅱ 春うらら 横浜・神戸クルーズ

（15：00）横浜港集合。 飛鳥Ⅱに乗船。
（17：00）横浜港を出港。

～船内イベントでお楽しみください～ 

クルージング　
～船内イベントでお楽しみください～ 

（09：00）神戸港入港。 下船します。
ラグジュアリーバス「YUI PRIMA」にて観光へご案内します。

（13：00頃）【世界遺産】東大寺（二月堂を含む）見学
★ご夕食はホテル内「花菊」にて本格的な日本料理を！

ラグジュアリーバス「YUI PRIMA」にて観光へご案内します。
（9：30頃）【世界遺産】薬師寺（法話）観光

昔ながらの旧市街（奈良まち）を散策。
★ご昼食は「リストランテ・オルケストラータ」にて旬の大和食材を

使ったイタリア料理！
昼食後、新大阪駅へ。

（16：00～17：00）新大阪発。（新幹線・グリーン車利用）
（18：10～19：10）新横浜着。
（18：30～19：30）東京着。

飛鳥II泊ASD

飛鳥II泊 L̶L̶D

奈良ホテル泊ASD

奈良ホテル

東大寺・薬師寺

旬の大和食材を
使ったイタリアン

 ASL̶

押尾コータロー×NAOTO スペシャルステージ
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3月24日
（火）

3月25日
（水）

3月23日
（月）

3月22日
（日）

日 付 日  程

世界遺産・延暦寺と
ノスタルジックな町並み近江八幡

（15：00）横浜港集合。 飛鳥Ⅱに乗船。
（17：00）横浜港を出港。

～船内イベントでお楽しみください～ 

クルージング　
～船内イベントでお楽しみください～ 

（09：00）神戸港入港。 下船します。
ラグジュアリーバス「YUI PRIMA」にて観光へご案内します。

（13：30頃）紫式部ゆかりの石山寺見学。その後、比叡山ドライ
ブウェイ、【世界遺産】延暦寺見学
★ご夕食はホテル内レストランにて洗練されたフレンチを！

ラグジュアリーバス「YUI PRIMA」にて観光へご案内します。
（9：00頃）坂本ケーブルに乗車～坂本～近江八幡・水郷巡りへ。

★レストラン「近江西川」にて近江牛すきやき御膳のご昼食。
昼食後、近江日牟禮ヴィレッジ散策（バームクーヘンで有名な「ク
ラブハリエ」や和菓子の老舗「たねや」など）。

（16：00～17：00）京都発。（新幹線・グリーン車利用）
（18：00～19：00）新横浜着。
（18：20～19：20）東京着。

飛鳥II泊ASD

飛鳥II泊 L̶L̶D

星野リゾート・ロテルド比叡泊ASD

星野リゾート・ロテルド比叡

 ASL̶

押尾コータロー×NAOTO スペシャルステージ

K：ステート

F：ステート

E：バルコニー

D：バルコニー

C：スイート

2名1室客室タイプ 1名1室

289,000 348,700
311,000 377,300
332,500 405,250
336,000 409,800
385,500 532,800

■旅行代金：大人お1人様（子供代金同額）単位：円 ※新横浜着・東京着同額です。

K：ステート

F：ステート

E：バルコニー

D：バルコニー

C：スイート

2名1室客室タイプ 1名1室

284,000 344,700
306,000 373,300
327,500 401,250
331,000 405,800
380,500 528,800

■旅行代金：大人お1人様（子供代金同額）単位：円 ※新横浜着・東京着同額です。

A B

創業100余年の歴史と伝
統を誇る老舗名門ホテル。
風光明媚な奈良公園の高
台にあり、文化財指定の旧
大乗院庭園に連なってい
ます。和と洋を調和させた
宮殿のようなホテルで、優
雅なひとときをお約束いた
します。

　大仏さまで有名な東大寺。世界
最大の木造建築である大仏殿や
伝統行事の「お水取り」の舞台で
ある二月堂を巡ります。薬師寺は
天武天皇の皇后病気平癒を祈願
して建立された古刹。1998年に「
古都奈良の文化財」として、世界
遺産に登録されました。

地元奈良の食材をふんだんに使った
イタリア料理店。オルケストラの調べの
ように五感を震わせるオリジナリティー
溢れるメニューをお楽しみください。

あらゆる技巧を駆使し、1本のギター
で弾いているとは思えない鮮やか
で迫力のあるアレンジや、あたたかく
繊細なプレイは海外でも評価が高く、
世代を超えて支持を受けている。

クラシックからポップスまでジャンルに
とらわれない音楽センス、華麗なステ
ージパフォーマンスで人気を博す。ま
た演奏だけでなく、作・編曲・プロデュ
ースも広く手掛けている。

滋賀と京都にまたがる比叡山。その
懐に静かに佇む山上のオーベルジ
ュ。近江の発酵食文化を採り入れた
新感覚フレンチをお楽しみください。

世界
遺産

近江八幡・水郷巡り

「近江西川」にて
近江牛すきやき御膳

　日本三大水郷のひとつにあげら
れている近江八幡の水郷。その景
観の美しさは「春色・安土八幡の水
郷」として、琵琶湖八景のひとつに
数えられています。昔と変わらない自
然のままの日本の原風景を存分に
味わってください。

昭和22年創業の「近江西川」にて、日本三
大和牛の一つ、近江牛のすきやき御膳を
堪能！

飛鳥II
2020

N E X T  S TA G E

YU I P R I MA

2020年春、「飛鳥II」はリニューアル工事を
終え、守り続けてきた“和のおもてなし”は
そのままに、新たな環境規制への対応、
さらなる安心・安全への配慮、船内施設の
改装などを行ない、移り変わる時代の
ニーズとお客様の想いに寄り添って
まいります。2020年春、「飛鳥II」は
いよいよ、次のステージへ。

デザイナーの水戸岡鋭治氏と数多くの
プロ集団によって誕生した「ゆいプリマ」。
妥協のない技と感性を結集した豪華バス。

愛され続けるふたつの港街、横浜から神戸へ。
ゆったりと2泊3日の豪華クルーズライフを満喫。
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へ。インターネット（別
料金）をご利用いただけたり、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。

e-Square（CGイメージ）

香港（イメージ）

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お楽しみいただけます。

神姫バスグループが「いまだかつてないバス旅」をコンセプトに作った、居心地がよく、
乗っているだけでワクワクする、長旅でも疲れないバス「ゆいプリマ」を使用します。

グランドスパ/露天風呂（CGイメージ）

生まれ変わる、「リドカフェ&リドガーデン」

おもてなしの心を込めた一皿に
春の彩りときらめきを添えて

カジュアルなビュッフェレストラン「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。

旬の食材や寄港地ならではの食材にこだわり、工
夫を凝らした料理は飛鳥Ⅱの自慢です。この季節
には飛鳥第11代総料理長、瀧淳一が春の味わ
いと彩りを一皿一皿に込めたフルコース「春の日
ディナー」を、昼食には和の味わい「春御膳」をご
用意します。

※改装情報につきましては2019年11月時点のものであり、内容及びイメージは変更・中止となることがございます。 ※画像は完成予想のイメージCGです。実際とは異なる場合がございます。

1名掛けと2名掛けシートを6列に配置した18人乗り仕様
で、シートピッチは1,050mmとリラックスできる広さです。

車内のカウンター
やトイレは木をふ
んだんに使った落
ち着いたインテリ
アで、まるでリビン
グのような雰囲気
です。

経験豊かな「ゆいプリマ」専属のドライバーとアテンダント
が同行し、お客様をサポートします。親しみやすく、ちょっと贅
沢な旅のコンシェルジュとして好評です。

押尾コータロー NAOTO
（アコースティックギター） （ヴァイオリン）
押尾コータロー×NAOTO

潮風+波音+極上サウンドにつつまれる
スタイリッシュなスペシャルステージが初登場！

イメージ

イメージ

イメージイメージ
イメージ

● 横浜港

東京

新横浜

奈良

比叡山

新大阪
● ●

● ●

●

●

●

●

京都

＝Aコース
＝Bコース

リドカフェ&リドガーデン（CGイメージ） イメージ

アスカプラザ（CGイメージ）

飛鳥Ⅱ 春うらら 横浜・神戸クルーズ

観光

グルメ

観光

グルメ

イメージ

イメージ

イメージ東大寺（イメージ）

お部屋の一例 イメージ

イメージ

神戸港

近江八幡

飛鳥Ⅱ/横浜港（イメージ）PHOTO BY TSUNEO NAKAMURA

※露天風呂は停泊時および航路上の都合や天候、運用上等
　の理由により営業時間が限られます。



春の日ディナー（イメージ）

発行日2019年11月28日T-19-031

旅行企画・実施
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
ホームページアドレス http://www.ytk.jp

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。

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

（一社）日本旅行業協会正会員
　　

クルーズセンター
〒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
〒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

東 京☎03-5213-9987
横 浜☎045-640-6560

郵船グループ

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターまで

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

薬師寺（イメージ）

春うらら 横浜・神戸クルーズ&
ラグジュアリーバスで巡る旅飛鳥II

■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。
■旅行のお申込みと契約の成立時期
●当社にて、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、当社がその通知を発したときに成立し、当社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21日目に当たる日より前にお支払い頂きます。
■旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した船舶の運賃・料金、専用バスの料金、新幹線（グリーン車）
の運賃・料金、観光料金（寺院拝観料など）、食事料金（税・サービス料金を含
む）、添乗員同行費用、団体行動中のチップ 
※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
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、
自宅から横浜港、新横浜駅または東京駅からご自宅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出来ます。但し、契約解除のお申し出は、お申込みの郵船
トラベルクルーズセンター営業時間内にお受けします。

※1 取消料の基準となる旅行代金とは、旅行代金に追加代金を加算し割引
代金を減じた合計金額です。
※2 お客様の取消により1人１部屋となった場合、１人部屋利用旅行代金との
差額が必要となります。

■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
この旅行条件は2019年11月20日を基準としています。また、旅行代金は
2019年11月20日現在の有効なものとして公示されている運賃・規則を基
準として算出しています。
■個人情報の取扱い
当社は、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、又は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､保険会社、土産物店等に対し
､お客様の氏名､生年月日、住所等を､予め電磁的方法等で送付することに
よって提供します。このほか、当社は、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。

旅行条件（要約） 旅行条件は、下記によるほか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。

ご案内とご注意
■旅行代金のご案内
●旅行代金は、消費税など諸税を含んでおります。
●2歳未満の幼児は無料ですが、食事とベッドのご用意はございません。ご旅

行申込時に同伴する旨をお申し出ください。
■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、取り消しされたお客様

には既定の取消料を、客室をお一人でご利用になられるお客様には１人部
屋利用旅行代金との差額が必要となります。

■客室番号のご希望について：客室番号のご希望は承っておりません。
■船室の3人利用時のご案内
●Kステートの一部では、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。

この場合の代金はお問い合わせください。
●Dトリプル客室は備え付けのソファベッドを利用することで3人利用が可能

です。3人目の代金はお問い合わせください。
■お申込みに際してのご案内

●6か月未満の乳児はご参加頂けません。
●15才未満の方は、保護者の同行（同室）が条件となります。未就学児（6歳

以下）のお子様は、ご旅行前に船会社指定の承諾書の提出が必要となりま
す。

●15歳以上20歳未満の方は単独でもご参加いただけますが、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。ご旅行前に船会社指定の診断書
および承諾書を提出頂きます。

●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、お客様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お客様の負担となります。 

●電動車いすをご使用の場合、前項のほか使用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。

●健康上および体質上の理由で食べ物に制限をお持ちのお客様はご旅行前
にお申し出頂き、船会社指定のお伺い書の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当社へ予めお申し出ください。
●テレビ・雑誌等の取材のため、報道関係者が予告なく乗船する場合がござ

います。

旅行契約の解除期日 取消料
無　料

旅行代金の20％
旅行代金の30％

旅行開始日から起算して21日前まで
旅行開始日から起算して20日前から8日前まで

旅行開始日の前日
旅行開始日当日

旅行開始後または無連絡不参加

旅行開始日から起算して7日前から2日前まで
旅行代金の40％
旅行代金の50％

旅行代金の100％

国内旅行保険への加入のすすめ
ご旅行中に病気、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。

飛鳥II SHIP
DATA

● 船籍/日本　● 全長/241m　● 全幅/29.6m　● 総トン数/ 50,142GT　● 喫水/ 7.8m ● 航海速力/最高 21ノット　
●横揺れ減揺装置/フィン・スタビライザー　●乗客数/872名　●乗組員数/約470名　●客室数/436室(全室海側)（2019年11月現在）

KFED バルコニー（D：9デッキ、E：8デッキ） ステート（F：7デッキ、K：7・8デッキ）C スイート（10デッキ）

過ごしやすさを重視した、
くつろぎのスイート
バルコニー付/33.5㎡
●リビングエリア ●プライベートバルコニー 
●ツインベッド ●バスタブ ●シャワーブース 
●シャワー付トイレ ●ウォークインクローゼット
●テレビ ●冷蔵庫（ジュース、お茶の他、ビール） ●お水 
●金庫 ●ドライヤー ●バスアメニティ ●バスローブ

プライベートな眺望を楽しめる
陽光あふれるバルコニー
バルコニー付/ 22.9㎡
●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 
●クローゼット ●テレビ ●冷蔵庫(ジュース・ お茶) 
●お水 ●金庫 ●ドライヤー 
●バスアメニティ

機能的なステートルームも
全室バスタブ付き
角窓(バルコニーなし)/18.4㎡
●ツインベッド ●バスタブ ●シャワー 
●シャワー付トイレ ●クローゼット ●テレビ 
●冷蔵庫(ジュース・お茶) ●お水 
●金庫 ●ドライヤー 
●バスアメニティ

お部屋の一例 お部屋の一例 お部屋の一例

※面積にはバルコニーが含まれます。※サービス内容および船内施設・客室は2019年11月現在のもので、今後変更・廃止となる場合がございます。 ※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、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。 ※客室内はバルコニーを含め全面禁煙です。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。

アスカプラザ（CGイメージ） 横浜を出航する飛鳥II（イメージ） 春御膳昼食（イメージ） 本場ラスベガススタイルのショー（イメージ）

横浜港発／新横浜駅・東京駅着 神戸港下船後、添乗員同行YUI PRIMA×

289,000円～385,500円
（Kステート・2名1室ご利用/大人お1人様） （Cスイート・2名1室ご利用/大人お1人様）

旅行代金

284,000円～380,500円
（Kステート・2名1室ご利用/大人お1人様） （Cスイート・2名1室ご利用/大人お1人様）

旅行代金

Aコース：古都奈良の世界遺産巡りと大和食材のイタリアンに舌鼓

Bコース：世界遺産・延暦寺とノスタルジックな町並み近江八幡

■旅行期間：2020年3月22日○日～3月25日○水 4日間（船中2泊、ホテル1泊） 各17名様
限定募集！

世界
遺産

YUI PRIMA（イメージ）

飛鳥II（イメージ）撮影：PHOTO BY TSUNEO NAKAMURA

ビスタラウンジ（イメージ）

近江八幡・水郷めぐり（イメージ）※写真は夏の時期


