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早期全額支払割引 2021年8月31日（火）までに全額お支払いの
お客様は旅行代金が15％割引

グランド特別割引 2021年6月30日（水）までに全額お支払いの
お客様は旅行代金が20％割引

早期申込割引 2021年10月31日（日）までにお申し込みのお客様は
早期申込割引の旅行代金が適用されます。

※各割引期限以降の客室タイプの変更及びお客様が交替された場合は割引代金が適用となりません。

客室番号のご希望は
お受けできません。

万が一のご病気や怪我に備え、海外旅行保険への加入をおすすめします。現地医療機関等での治療が必要となり緊急下船となった場合の搬送や治療費は特に高額にな
る場合が多く、病院や通訳の手配など保険会社が代行してくれるサービスもあり安心です。詳しくは旅行会社・販売店へお問い合わせください。海外旅行保険ご加入のすすめ

■旅行代金のお支払いについて：この旅行商品で利用する飛鳥Ⅱを手配するにあたり、事前にその運賃の全額の支払いが必要となります。このため、この旅行商品の旅行代金は、お申し込み時にお支払いい
ただく申込金のほか、2021年10月31日(日)までに残額をお支払いいただきます。グランド特別割引、早期全額支払割引をご利用の場合は各割引の適用条件として運航会社が定めた記載の期日までに全額
お支払いいただきます。2021年11月1日(月)以降にお申し込みの場合は、ご予約時に全額をお支払いいただきます。あらかじめご了承のうえお申し込みください。

※客室K、F、D3の販売は当面の間、休止いたします。販売を再開する場合は飛鳥クルーズのホームページなどでお知らせします。
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室E、Dは130％、客室Cは150％、客室A（和洋室を含む）は180%、客室Sは200％の割増代金となります。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。
※�客室Ｓではエキストラベッドを、客室A（和洋室を含む）、Ｃではソファベッドを使用することで３人利用が可能です（一部客室を除く）。3人目の旅行代金は客室タイプ（S、A、C）にかかわらず2,241,000円（早期
申込割引適用�1,995,000円/早期全額支払割引適用�1,904,000円/グランド特別割引適用�1,792,000円）です。
※燃油サーチャージは2020年10月1日現在不要ですが、今後原油価格の動向により旅行代金とは別にお客様にご負担いただく場合があります。
※Aコースのお客様で2022年3月15日神戸にて下船される場合は、1泊分の追加代金が必要です。

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

旅行代金（ABコース共通） 〈2名1室利用時�お一人様〉�� （単位：円）

グランド特別割引適用後の旅行代金 2,512,000 2,576,000 3,856,000 4,928,000 8,608,000
早期全額支払割引適用後の旅行代金 2,669,000 2,737,000 4,097,000 5,236,000 9,146,000
早期申込割引適用後の旅行代金 2,796,000 2,867,000 4,291,000 5,484,000 9,578,000
旅行代金 3,141,000 3,221,000 4,821,000 6,161,000 10,761,000

16歳で調理師になり、ホテル
等で料理長を務め、2004年に
中国料理「礼華（らいか）」を新
宿御苑前にオープン。南青山、
日比谷にも支店を持つ。

国府弘子
ジャズ・ピアノライブ

国立音楽大学卒業後、
NYでジャズ修行。1987
年デビュー、ソロピアノで
の演奏会からオーケスト
ラとの競演まで幅広い活
動で人気を集める。最新
作「ピアノ・パーティ」が
好評。

※出演者の乗船区間は変更となる場合がございます。また、都合により乗船できない場合がございます。

つのだ☆ひろ
歌い繋ごうあの頃の歌

中学時代からドラムを始
め、高校在学中にプロデ
ビュー。日本人離れした
パワフルなドラミングで
ジャンルを問わず多くの
ミュージシャンと共演。作
詞・作曲家としても多くの
ヒット曲を送り出している。

錦織 健
テノール・リサイタル

国立音楽大学卒業。文化庁
在外研修員としてミラノに、
五島記念文化財団の留学生
としてウィーンに留学。1986
年のデビュー後、数多くのオペ
ラやコンサートに出演。テレビ・
ラジオへの出演やオペラ・プロ
デュースも行うなど幅広く活躍。

飛鳥Ⅱを離れ、陸路・空路で内陸観光を
お楽しみいただく宿泊を伴うツアーです。

ランドツアー
（予定／別料金／定員制）

●エアーズロック観光

●マウントクック観光

Land Tour

終日航海日こそ
クルーズの
醍醐味
一日海を眺めゆっくりするもよし、アク
ティブに遊ぶもよし。何もしない自由、
何でもできる自由をお楽しみください。

都市も
自然も楽しむ
オーストラリア
自然豊かなケアンズ、洗練された海洋
都市シドニー、歴史ある街メルボルン、
初寄港地のバーニー（タスマニア島）へ。

3つの
アイランドを
満喫する
南太平洋に浮かぶポートビラ（バヌアツ）
では、地元の方 と々交流会を企画。サイパ
ン・グアムも羽を伸ばしてお過ごしください。

メルボルン

グアム

大いなる
自然を体感
ニュージーランド
静謐と壮観のミルフォードサウンドと、ヨッ
ト文化が浸透した帆の街・オークランド。
南島・北島のハイライトを訪れます。

フィヨルド
航行は圧巻！

イベントや講座も豊富

ミルフォードサウンドを通航する飛鳥Ⅱ
世界遺産view point

クレイドルマウンテン（バーニー）観光
世界遺産

乗船 神戸～サイパン 乗船 グアム～横浜 乗船 ケアンズ～シドニー乗船 シドニー～オークランド

※天候や今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況、寄港地の受入れ状況、その他の事情に
よりスケジュールおよび船内サービス・イベント、寄港地観光ツアー等が変更もしくは中止とな
る場合がございます。
※ご予約の際は「飛鳥Ⅱ�新型コロナウイルス感染症対策プラン（運航会社：郵船クルーズ株式会
社発行）」の全文をご確認の上、お申し込みください。対策プランは随時更新いたします。
※横浜乗船のお客様は2月3日神戸では上陸できません。
※神戸下船のお客様は3月14日横浜では上陸できません。
※各国、出入国審査にはお時間を要する場合がございます。

■旅券・査証について（裏表紙�旅行条件内の案内もご覧ください）
●クルーズ下船日に有効期限が６ヵ月以上残っている旅券（パスポート）が必要です。
●サイパン、グアムではESTA(電子渡航認証システム)による認証取得または査証（ビザ）が
必要です。査証は米国査証免除プログラムの非適格条項に該当する場合に必要です。オースト
ラリアではETAS（豪州電子渡航許可）または査証（ビザ）が必要です。ニュージーランドでは
NZeTA（電子渡航認証）または査証（ビザ）が必要です。
●各国、新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、入国制限がある場合がございます。

美しいビーチでゆっくり

シドニーでは2日間滞在

船上からの夕日は最高

日ごとに
変わる

海の色を
楽しむ

このほか、オセアニアグランドクルーズを彩るイベントを多数ご用意しております！

ゲストシェフSpecial Cuisine ディナー

ダイナミックな
入港シーン

view point

Entertainment ライブゲストエンターテイナー

2022年
オセアニアグランドクルーズ

■食事：A・Bコース共通＝朝40回、昼40回、夕40回����� 初寄港 ��飛鳥Ⅱ初寄港
観光 ��寄港地観光ツアーは別料金・定員制です。� N ��オーバーナイトステイ：1泊停泊します。
クルーズ特典 ��寄港地での観光ツアーまたはイベントへ、ご乗船の皆様をご案内します。

A 横浜発着 2022年 2月2日（水）  ▲  3月14日（月）  41日間
B 神戸発着 2022年 2月3日（木）  ▲  3月15日（火）  41日間

月日 寄港地 国・地域 コース

2
月

2 水 横浜 日本 午後出港 A
3 木 神戸 日本 午後出港 B
7月 サイパン 北マリアナ諸島 観光

13日 ケアンズ オーストラリア クルーズ特典 観光

17 木
シドニー オーストラリア

クルーズ特典 N 観光

18 金 観光

20日 メルボルン オーストラリア 観光

21月 バーニー 初寄港 オーストラリア 観光

24 木 ミルフォードサウンド通航

27日 オークランド ニュージーランド 観光

3
月

3 木 ポートビラ バヌアツ クルーズ特典

10 木 グアム アメリカ 観光

14月 横浜 日本 午前入港

15 火 神戸 日本 午後入港

中国料理「礼華」

新山重治
スペシャルディナー

世界遺産

世界遺産

※特典ツアーは
不参加もしくは
不催行の場合で
も他寄港地観光
ツアーへの振替
えや相当額の補
償はありません。

ケアンズ特典ツアー
「キュランダ半日観光」

バヌアツ×飛鳥Ⅱ
交流イベント

シドニー特典ツアー
「シドニー半日観光」

Asuka Special
クルーズ特典 オセアニアの魅力をさらに盛り上げる 船上の特別企画

文藝春秋×飛鳥II 
コラボレーション

1948年高知市生ま
れ。97年に「蒼龍」
でオール讀物新人
賞を受賞しデビュー。
2002年には『あか
ね空』で直木賞を受
賞する。『損料屋喜八
郎始末控え』『欅しぐ
れ』『朝の霧』『戌亥の
追風』『つばき』『桑港
特急』『ジョン・マン』
など著書多数。

山本 一力
トークショー

世界遺産 世界遺産
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乗船 グアム～横浜

冬の日本を出発し、飛鳥Ⅱは一路オセアニアへ。1カ月半ゆったりと巡ります。
南半球でしか見ることができない星空、海鳥や海洋生物との出会い…… かけがえのない感動が待っています。
贅沢な洋上時間と魅力あふれる寄港地での観光をお楽しみください。

南半球を巡る
20226030


