
    ミコノス（ギリシャ）   チビタベッキア▶ローマ（イタリア）   アムステルダム（オランダ）   ニューヨーク（アメリカ）   ホノルル（アメリカ）

日本美術の至宝も数多く揃う“美の殿堂”
ボストン美術館を、飛鳥Ⅱのお客様だけで
ご見学いただく特別な時間を設けました。
※美術館閉館後、見学ルートを指定して
　ご案内いたします。

ボストン美術館を
飛鳥IIのお客様だけで貸切り！

クルーズ
ポイント

お客様全員をご案内！（追加料金不要）

Aコース  横浜発着 2018年3月25日（日）▶ 7月4日（水）102日間
Bコース  神戸発着 2018年3月26日（月）▶ 7月5日（木）102日間
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2018年世界一周クルーズ
さあ、飛鳥IIで夢の航海へ！速報！

早めのご予約がお得！

102日間330万円！
ワールド特別割引旅行代金／Kステート

2名1室利用時のお1人様代金

※客室番号のご希望はお受けできません。

2017年6月30日までに
全額お支払いいただいた場合、

2017年4月上旬 販売開始予定
詳しくは旅行会社または郵船クルーズ（株）までお問い合わせください。

●チビタベッキア●

システィーナ礼拝堂
貸切り名画鑑賞

●リスボン●

ジェロニモス修道院にて
貸切りディナー

飛鳥II 特選プレミアツアーも目白押し（     ）

この他、飛鳥Ⅱならではの特選プレミアツアーを計画しています！ どうぞお楽しみに。

ミケランジェロの大作「最後の審判」 ジェロニモス修道院

世
界
遺
産

世
界
遺
産

別料金
定員制



運航会社 〒220-8147 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー　www.asukacruise.co.jp

歴史、芸術、文化に触れる旅
人生を豊かにするクルーズ
2018年、飛鳥Ⅱでしか叶えられない世界一周が満を持して登場です。
航路のハイライトは地中海。唯一無二の光景が迎えるミコノス、マルタから
イタリア、スペインの歴史ある港町へと皆様を誘います。８つの初寄港地
を盛り込んだ新鮮味あふれる大航海。クルーズポイントとして「ボストン
美術館貸切り鑑賞」へ皆様をご案内するツアーをご用意しました。また、
オプショナルツアーで世界遺産バチカン・システィーナ礼拝堂の貸切り
鑑賞や、リスボン・世界遺産ジェロニモス修道院での貸切りディナーを
はじめ、特別体験も随所にちりばめました。
飛鳥Ⅱが、壮大な夢の船旅へご案内いたします。

月日 寄港地 国名
3／	25	日 横浜 日本

3／	26	月 神戸 日本

4／	 2	月 シンガポール シンガポール

4／	 4	水 プーケット タイ

4／	 8	日 マーレ（錨泊） モルジブ

4／	12	木 サラーラ オマーン

4／	18	水 スエズ運河通航
4／	21	土 ミコノス（錨泊） ギリシャ

4／	23	月 バレッタ マルタ

4／	25	水
初寄港 チビタベッキア イタリア

4／	26	木
4／	28	土 初寄港 バレンシア スペイン

4／	30	月 マラガ スペイン

5／	 1	火 初寄港 ジブラルタル イギリス領

5／	 2	水
リスボン ポルトガル

5／	 3	木
5／	 5	土 初寄港 ビルバオ スペイン

5／	 8	火 アムステルダム オランダ

5／	10	木 初寄港 ハンブルク ドイツ

5／	12	土 ロサイス イギリス

5／	15	火 ダブリン アイルランド

5／	22	火 初寄港 ハリファックス カナダ

5／	24	木 初寄港 セントジョン カナダ

5／	26	土
ボストン アメリカ

5／	27	日
5／	29	火 ニューヨーク アメリカ

5／	31	木 初寄港 ボルチモア アメリカ

6／	 3	日 ナッソー バハマ

6／	 7	木 カルタヘナ コロンビア

6／	 8	金 パナマ運河通航
6／	11	月 プエルトケッツァル グアテマラ

6／	17	日 サンディエゴ アメリカ

6／	23	土
ホノルル アメリカ

6／	24	日
7／	 4	水 横浜 日本

7／	 5	木 神戸 日本

2018年 世界一周クルーズ

2018年 世界一周クルーズ 旅行代金  〈A・Bコース共通〉  （お一人様　単位：円）

客 室タイプ K：ステート F：ステート E：バルコニー D：バルコニー／D3：ディートリプル C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

ワールド特別割引旅行代金 3,300,000 3,900,000 5,000,000 5,200,000 8,000,000 11,000,000 21,000,000
早期全額支払割引旅行代金 3,506,000 4,143,000 5,312,000 5,525,000 8,500,000 11,687,000 22,312,000

早期申込割引旅行代金 3,671,000 4,338,000 5,562,000 5,785,000 8,900,000 12,237,000 23,362,000
通常旅行代金 4,125,000 4,875,000 6,250,000 6,500,000 10,000,000 13,750,000 26,250,000

●客室をお2人様でご利用の場合のお1人様あたりの代金です。●客室をお1人様でご利用の場合、客室K・Cは上記旅行代金の160％、客室F・Eは上記旅行代金の135％、客室Dは上記旅行代金の140％、客室Aは上記旅行代金の
180％、客室Sは上記旅行代金の200％となります。ただし、お1人様でご利用いただける客室には限りがございますのであらかじめご了承ください。●お申し込み時に申込金として旅行代金の10％を、2017年7月31日（月）までに中間金として旅
行代金の20％を、残金は2017年11月30日（木）までにお支払いください。※2017年8月1日（火）以降にお申し込みの場合は、申込金と中間金を合計し、旅行代金の30％相当額をお支払いください。※ワールド特別割引、早期全額支払割引を
ご利用の場合は、各期日までに全額お支払いください。●2018年3月25日横浜～7月4日横浜、2018年3月26日神戸～7月5日神戸、2018年3月25日横浜～7月5日神戸、2018年3月26日神戸～7月4日横浜は同一旅行代金です。

OPTIONAL TOUR オプショナルツアーも充実！

● プーケット（タイ）
			ジェームズボンド島・パンガー湾観光
● マーレ（モルジブ）
			水上飛行機から眺めるモルジブ観光
● バレンシア（スペイン）
			火祭り博物館とバレンシア半日観光
● ビルバオ（スペイン）
			バスク地方サンセバスチャン観光
● ハンブルク（ドイツ）
			世界遺産の美しい街リューベック観光
● ロサイス（イギリス）
			世界遺産エジンバラ観光
● ハリファックス（カナダ）
			世界遺産の海辺の街ルーネンバーグ観光
● ボストン（アメリカ）
			ナイアガラの滝2泊3日
● ボルチモア（アメリカ）
			ワシントンD.C.観光
● カルタヘナ（コロンビア）
			世界遺産カルタヘナ旧市街観光
● プエルトケッツァル（グアテマラ）
			世界遺産アンティグア観光　　　　など

  プーケット▶パンガー湾（タイ）

  ハンブルク▶リューベック（ドイツ）

  ボストン▶ナイアガラの滝（アメリカ）

●マーレ、ミコノスでは、テンダーボートまたは地元ボートで上陸の予定ですが、天候によっ
ては上陸できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、安全確保のため、
車椅子でのテンダーボート、地元ボートへの乗船はできません。
初寄港 飛鳥Ⅱ初寄港地
※記載されたスケジュールは、天候その他の事情により変更となる場合がございます。
※掲載の写真は全てイメージです。写真の一部はオプショナルツアーでお楽しみいただける
ものです。

●こちらは飛鳥Ⅱ 2018年世界一周クルーズの速報版であり、こちらの広告では申し込みを承っておりません。クルーズの詳細を記載した募集広告は2017年3月中旬頃を予定しています。
　飛鳥Ⅱ 2018年世界一周クルーズについては旅行会社または郵船クルーズ（株）へお問い合わせください。

2017年8月31日（木）までに全額お支払いいた
だくと、通常旅行代金より15％割引となります。早期全額支払割引 客室番号のご希望を

お預かりいたします。★

2017年6月30日（金）までに全額お支払いいた
だくと、通常旅行代金より20％割引となります。ワールド特別割引 客室番号のご希望は

お受けできません。

2017年11月30日（木）までにお申し込みのお客様は、
早期申込割引旅行代金にてご利用いただけます。早期申込割引 客室番号のご希望を

お預かりいたします。★

★：ただし、客室番号の最終決定は乗船券発券時に確定します。ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。

◆早めのご予約がお得！ 割引のご案内

オプショナルツアーは別料金・定員制です。掲載のツアー名称・内容は変更となる場合がございます。

Aコース：横浜発着 3月25日（日）〜7月4日（水）
Bコース：神戸発着 3月26日（月）〜7月5日（木）


