
スケジュール＆代金 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ・割引など

[1] 博多発着 済州島オータムクルーズ 2020.10.16（金） - 10.19（月）

博多～済州島(韓国)～博多　（3泊4日） \143,000 ～ 696,500

[2] 秋の博多ワンナイトクルーズ 2020.10.19（月） - 10.20（火）

博多～博多　（1泊2日） \50,500 ～ 246,000

[3] 博多発 瀬戸内オクトーバークルーズ 2020.10.20（火） - 10.22（木）

博多～(瀬戸内海)～神戸　（2泊3日） \107,500 ～ 520,000

[4] JAZZ ON ASUKAⅡ with BLUE NOTE TOKYO 2020.10.24（土） - 10.26（月）

横浜～横浜（2泊3日） \118,000 ～ 601,000

[5] アニバーサリーオープニングクルーズ 2020.10.26（月） - 10.31(土)

横浜～長崎～鹿児島～横浜（5泊6日） \294,000 ～ 1,461,000

[6] 秋の休日 仙台・ひたちクルーズ 2020.10.31（土)　- 11.3（火・祝）

横浜～仙台～常陸那珂～横浜（3泊4日） \168,000 ～ 819,000

[7] 横浜発着 小笠原クルーズ 2020.11.4（水） - 11.9（月）

横浜～父島～横浜（5泊6日） \294,000 ～ 1,433,500

[8] 秋の行楽 四日市クルーズ 2020.11.16（月) - 11.18（水）

横浜～四日市～横浜（2泊3日） \106,500 ～ 519,000

[9] ザ・グレン・ミラーオーケストラ クルーズ 2020.11.18（水） - 11.20（金）

横浜～横浜（2泊3日） \118,000 ～ 601,000

[10] 秋の連休 新宮・四日市クルーズ 2020.11.20（金） - 11.23（月・祝）

横浜～新宮～四日市～横浜（3泊4日） \176,500 ～ 860,000

[11] 奄美・琉球・台湾クルーズ 2020.11.23（月・祝） - 12.4（金）

横浜～石垣～基隆(台湾)～那覇～古仁屋～横浜（11泊12日） \836,000 ～ 3,894,000

[12] Xmas 横浜 週末ワンナイトクルーズ A 2020.12.5（土） - 12.6（日）

横浜～横浜（1泊2日） \62,000 ～ 287,000

[13] 横浜スペシャルクリスマス ON ASUKAⅡ 2020.12.6 (日） - 12.8（火）

横浜～横浜（2泊3日） \123,500 ～ 601,000

[14] Xmas ハーバーライト横浜・神戸クルーズ 2020.12.8 (火） - 12.10（木）

横浜～神戸（2泊3日） \112,000 ～ 519,000

[15] 神戸スペシャルクリスマス ON ASUKAⅡ 2020.12.10（木） - 12.12（土）

神戸～神戸（2泊3日） \123,500 ～ 601,000

　　　　飛鳥Ⅱ 2020年下期商品

　　　クルーズ名

*スイートトリプルキャンペーン

*早期申込割引30%
*アスカクラブ早期全額支払割引5%



スケジュール＆代金 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ・割引など

　　　　飛鳥Ⅱ 2020年下期商品

　　　クルーズ名

[16］ Xmas 神戸 週末ワンナイトクルーズ 2020.12.12（土） - 12.13（日）

神戸～神戸（1泊2日） \62,000 ～ 287,000

[17] Xmas 神戸・名古屋ワンナイトクルーズ 2020.12.13（日） - 12.14（月）

神戸～名古屋（1泊2日） \50,500 ～ 246,000

[18] Xmas 名古屋ワンナイトクルーズ 2020.12.14（月） - 12.15（火）

名古屋～名古屋（1泊2日） \56,000 ～ 259,500

[19] 名古屋発着 高知クリスマスクルーズ 2020.12.15（火） - 12.17（木）

名古屋～高知～名古屋　（2泊3日） \112,000 ～ 519,000

[20] 名古屋発 Xmas グループサウンズ クルーズ 2020.12.17（木） - 12.19（土）

名古屋～横浜　（2泊3日） \123,500 ～ 601,000

[21] 横浜ウィークエンドクリスマスクルーズ 2020.12.19（土） - 12.21（月）

横浜～横浜（2泊3日） \123,500 ～ 601,000

[22] 横浜ゆったりクリスマスクルーズ 2020.12.21（月） - 12.23（水）

横浜～横浜（2泊3日） \112,000 ～ 519,000

[23] Xmas 横浜ワンナイトクルーズ B 2020.12.23（水） - 12.24（木）

横浜～横浜（1泊2日） \56,000 ～ 259,500

[24] クリスマスイブ横浜ワンナイトクルーズ 2020.12.24（木） - 12.25（金）

横浜～横浜（1泊2日） \56,000 ～ 259,500

[25] Xmas 横浜 週末ワンナイトクルーズ C 2020.12.25（金） - 12.26（土）

横浜～横浜（1泊2日） \62,000 ～ 287,000

[26] ニューイヤー グアム・サイパン クルーズ 2020.12.26（土） -2021.1.4（月）

横浜～グアム～サイパン～横浜（9泊10日） \605,000 ～ 2,948,500

[27] 初春 四日市ウィークエンドクルーズ 2021.1.23（土） - 1.25（月）

横浜～四日市～横浜（2泊3日） \112,000 ～ 546,000

*スイートトリプルキャンペーン

*シニア割引10%

※上記スケジュールは天候その他の事情により変更となる場合がございます。

*スイートトリプルキャンペーン

*50代割引10%

*ファミリー割引5%
*アスカクラブ早期全額支払割引5%
*子供代金キャンペーン
*ベビーシッター&キッズルーム

*スイートトリプルキャンペーン


