オプショナルツアーのご案内
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11月7日㈪ 長崎市

Q 船内の服装の目安は？

◆旅行代金（お一人様）※昼食代（C・F・Gコースは除く）、施設入場料（F・Gコースは除く）が含まれております。

昼食付
A コース
長崎の世界遺産と名所めぐり

B コース

★長崎造船所史料館 ★長崎県歴史文化博物館
★大浦天主堂 ★グラバー園

★大野教会堂 ★出津教会堂
★旧出津救助院 ★ド・ロ神父記念館

◆定員/80名
◆最少催行人員/20名

旅行
代金

◆定員/23名
◆最少催行人員/15名

長崎造船所史料館（イメージ）

旅行
代金

★平和公園 ★一本柱鳥居(車窓) ★浦上天主堂(車窓)
★眼鏡橋 ★べっ甲店 ★大浦天主堂 ★グラバー園

★風頭公園 ★凧店 ★龍馬像 ★龍馬通り
★亀山社中記念館 ★眼鏡橋 ★べっ甲店

E コース

G コース

旅行
代金

16,000円

1台

旅行
代金

旅行
代金

2,500円

長崎港

高島

40,000円

【6時間まで】
※1台あたり最大4名

【男性】
スーツ、ジャケットなどの上着。ネクタイ（ア
スコットタイ、ループタイ等含む）について
は着用をお勧めします。ハイカラーシャツに
ネクタイなし等、ネクタイの有無については
お客様にお任せいたします。
【女性】
ワンピース、
ツーピースなど。

軍艦島「端島」

長崎市周辺

【男性】
襟付きのシャツとスラックス。
ネクタイは必要ありません。
Tシャツ、短パンは不可。
【女性】
ワンピースやブラウスと
スカート、スラックスなど。

Q 船内ではすべて日本語で大丈夫ですか？

A

外国人クルーも基本的な日常会話はできま
すので、
ご安心ください。

Q クルーズ中のイベントやショーは
どうやって知るの？

A 船内イベントなどについては、毎日客室にお届

けする船内新聞「アスカデイリー」にてご案内い
たします。お食事やドレスコード（服装指定）など
の情報もこの船内新聞にてご確認ください。

Q 車椅子での乗船はできますか？ Q 安全への対処はどうなっていますか？ Q テレビは見られますか？
BS1、
BSプレミアム、
海外クルーズではCS放送で
では、
「非常時におけるお客様の避難訓練」を実
事前のご
A 日本の沿岸ではNHK
A 飛鳥Ⅱ
A 専用の客室をご用意しています。
NHKワールド、
ワールドプレミアム
（NHK海外向け番組）
がお楽しみいた
施しています。船内に非常警報を流し、避難集合場所
連絡と同伴者のご同行をお願いします。
※電動車椅子をご利用には一部制約がござ
いますので事前にご相談下さい。

にお集りいただき、避難経路・避難用具のご説明をい
たしますので、
必ずご参加ください。

Q 船内での喫煙できますか？
A 客室での喫煙はできません。パブリックエリ

Q 支払いや精算方法は？
A 船内でのお支払いはすべてサインでお済ませいただけま

アでは受動喫煙対策として喫煙場所を限定
させていただいております。

お申し込みからご出発まで

1

ご予約

す。下船当日に明細書をレセプションにお持ちになり、現金
またはクレジットでご精算ください。

2

だけます。
（一部の海域では受信できないこともございます）

Q 船酔いが心配なんですが？
A「飛鳥Ⅱ」は、横揺れ防止用のフィン・スタビライザーを装備しており、揺れの

少ない船として高い信頼を得ています。万一、船酔いした場合はご遠慮なく
クルーにお申し出ください。酔い止めの飲み薬などをご用意しております。

お支払い

お電話または店頭でご予約ください。
ご予約をいただいた後、当社からご予約内容の確認書・参加申込書とお申込金の振込用紙
また、
送迎バス・観光オプショナルツアーをご希望の場合は合わせてご予約ください。 をお送りいたしますので、届きましたら7日以内に郵便振替または、当社店頭（取扱店）に
てお申込金としてお一人様につき50,000円をお支払いください。期日までにお申込金
※いずれも満席の場合がございますので、
お早めにご予約ください。
のお支払いがない場合は、予約がなかったものとして取扱いさせていただく場合がござい
（ご予約後の変更はできない場合もございます。）
ます。
尚、残りのご旅行代金（オプショナルツアー代金含）は、7月29日までにお支払いを
※参加者全員の方のお名前・住所・電話番号が必要となります。
お願いします。
（ 8月8日以降のキャンセルについては取消料が必要となります。）
（別途、
参加申込書をご提出いただきます。）

3

ご出発前

最終日程表・乗船券・手荷物タグ等を10月下旬
頃を目途に代表者の方に、お送りさせていた
だきます。
オプショナルツアー・送 迎バスの 新 規 お申し
込み、変更は10月7日で締め切らせていた
だきますのでご了承ください。
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岡山・水島港 発
広島・宇品港 着

日本最大 の
豪華客船

秋の長崎・上五島クルーズ
4日間の旅

日本と西洋文化の交わる地・長崎と上五島へのチャータークルーズ
日本の近代文明発展の地で世界遺産を訪ねる旅
旅行期間

2016年

（日）
〜9日
（水）
11月6日

県内各地、福山より無料送迎バス付

岡山着（水島港着）

16,500円

昼食付

★キリシタン洞窟

K コース

（イメージ）

★旧五輪教会堂

長崎市／軍艦島「端島」
（イメージ）

旅行
代金

◆定員/40名 ◆最少催行人員/15名

長崎

※天候、その他の事情により、
航路が変更となる場合があります。

★頭ヶ島天主堂

16,500円

L コース

お手軽な上五島半日 午前

岡山

（水島）

上五島

キリシタンクルーズ
上五島の名所めぐりと地魚料理
キリシタン洞窟（イメージ）

広島

（中通島）

J コース

★頭ヶ島天主堂

広島着（宇品港着）

（宇品）

◆旅行代金（お一人様）※昼食代（K・L・M・Oコースは除く）、施設入場料（Mコースは除く）が含まれております。

キリシタンクルーズ
上五島の名所めぐりと名物地獄炊きうどん
★旧五輪教会堂

眼鏡橋
平和 浦上
公園 天主堂
亀山社中
稲佐山
記念館
長崎造船所史料館
風頭公園
（龍馬像）
グラバー園
大浦天主堂
伊王島

稲佐山からの夜景（イメージ）

◆定員/40名 ◆最少催行人員/20名

昼食付

◆定員/40名 ◆最少催行人員/15名

ド・ロ神父記念館
旧出津救助院

観光タクシープラン

昼食代・入場料別途

H コース

亀山社中記念館（イメージ）
大野教会堂
出津教会堂

★稲佐山※雨天決行

軍艦島「端島」
（イメージ）

11月8日㈫ 上五島

★キリシタン洞窟

17,000円

稲佐山夜景観賞

★当日ドライバーと相談の上、
ご自由に観光をお楽しみください。
（小型タクシー貸切利用）
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旅行
代金

F コース

軍艦島上陸と
中華ランチ

◆定員/80名 ◆最少催行人員/20名

いただけます。
■ティータイム〜夕食前／ラウンジにて、
ケーキや
軽食などをお召し上がりいただけます。
■ディナー／洋食のコースメニューをご用意して
おります。
（夕食は2回制となります）。夕食後は
麺類やフルーツなどのお夜食もお楽しみいただ
けます。
※一部のソフトドリンク、アルコール飲料は有料となります。

現地案内人・昼食付

◆定員/15名
◆最少催行人員/10名

グラバー園（イメージ）

昼食付

★高島(石炭資料館・岩崎弥太郎銅像)
★軍艦島上陸

出津教会（イメージ）

カジュアル/2日目・3日目

室から直接ダイヤル通
話ができます
（有料）。公衆電話での通話には、Edy（電子マネー）および100
円硬貨をご利用いただけます。
■FAX／レセプションでご利用いただけます（有料）。
■携帯電話／海域によって電波が届きます。オープンデッキおよび自身のキャビ
ンにてご使用ください。
■Eメール、インターネット／船内のパソコンからご使用いただけます。11デッキコ
ンピュータプラザ、パームコート、
ビスタラウンジではインターネット接続サービス
「飛鳥ⅡWi-Fiサービス」をご利用いただけます。
（有料）

飛鳥Ⅱで行く

第7回 両備ホールディングス・山陽新聞社共同チャータークルーズ

インフォーマル/1日目

Q 食事はどのようなものがありますか？ Q 陸上との連絡はとれますか？
・昼食／和食メニューか洋食ビュッフェをお選びく
A ■電話／国内外とも航海中は、船内の公衆電話及び客
A ■朝食
ださい。昼食後はハンバーガーなどの軽食をお楽しみ

亀山社中記念館・龍馬通り散歩と
長崎卓袱料理(ウォーキング約3km)

8,000円

※天候状況により上陸できない場合があります。

※色落ちの激しいジーンズ（ストーンウォッシュ・ケミカルウォッシュ
など）やダメージの激しいジーンズ（穴あき・ほつれなど）は引き
続きご遠慮ください。
※フォーマル・インフォーマルの日にはジーンズはご遠慮下さい。

14,000円

D コース

旅行
代金

（17時頃）からご就寝までの時間は、インフォーマルとなります。
ドレスコード（服装指定）にしたがって、
クルーズならではのおし
ゃれをお楽しみください。
カジュアルの日に限り、
ジーンズを着用可能です。

昼食付

C コース
お手軽な長崎半日
◆定員/40名
◆最少催行人員/20名

A 日中はカジュアルな服装でお過ごしいただけます。初日の夕方

知られざるキリシタンの里・外海と
伊勢海老活きづくり料理

13,000円

クルーズライフ Q & A

事前受付・事前支払

長崎港へ入港する飛鳥Ⅱ
（イメージ）
上五島／頭ヶ島天主堂（イメージ）

お手軽な上五島半日 午後

宇久島
小値賀島
野崎島

★頭ヶ島天主堂 ★青砂ヶ浦天主堂 ★矢堅目の塩本舗
旅行

◆定員/40名 ◆最少催行人員/10名 代金

M コース

7,000円

昼食代・入場料別途

★頭ヶ島天主堂 ★青砂ヶ浦天主堂 ★矢堅目の塩本舗
頭ヶ島天主堂（イメージ）

旅行

◆定員/80名 ◆最少催行人員/20名 代金

観光タクシープラン

★当日ドライバーと相談の上、ご自由に観光をお楽しみください。
（小型タクシー貸切利用）

1台

30,000円

【5時間まで】
※1台あたり最大4名

7,000円

飛鳥Ⅱ
錨泊予定地

五島うどん作り体験

昼食付
P コース
上五島ウォーク

「五島うどん」は、五島の風土に育まれ、歴史と
伝 統に培われた自然 食 品です。遣 唐 使 の 時 代
に、五 島 列 島に伝わり、うどん の ル ーツと言わ
れています。

★矢堅目公園 ★矢堅目の塩本舗 ★冷水教会
★青砂ヶ浦天主堂

福江島

◆定員/各10名
旅行
◆最少催行人員/5名 代金

午前 午後

4,000円

青砂ヶ浦
天主堂
頭ヶ島天主堂

（新上五島町青方港）

五島列島

O コース

矢堅目公園

矢堅目の塩本舗
冷水教会

中通島
若松島

奈留島
久賀島

キリシタン洞窟

旧五輪教会堂

（約10km・120分）

（イメージ）

◆定員/20名
旅行
◆最少催行人員/10名 代金

7,000円

※各コースには定員がございます。満席になり次第締切りますので、お早めにご予約ください。また、ご予約後のコース変更はできない場合もございますのでご了承ください。
※各オプショナルツアーの訪問先は一部変更となる場合がございます。詳細は最終行程表でご案内させていただきます。

キリスト教の
伝来から浸透、
復活までの
歴史を物語る島々

PHOTO BY TSUNEO NAKAMURA

飛鳥ⅡCABIN PLAN

全室バスタブ、
シャワー、
トイレを完備しています。
キャビンプラン（客室） 飛鳥Ⅱには、

質の高いサービスとゆとりの居住スペース。快適な生活空間をご提供します。
飛鳥Ⅱの客室は上質のインテリアが自慢です。客室はすべて海側に面し、バスタブを完備。ベッドはプルマン式
のベッドではなく、
ツインタイプのベッドが配置されています。すべてのカテゴリーで、ゆとりある室内が広がり、
快適なクルーズライフをお約束いたします。
全客室禁煙となります。

※お好みに合わせてお選びいただけるよう、
さまざまなタイプのお部屋をご用意しております。

ト
S ロイヤルスイー
●バルコニー付/88.2㎡

プレゴ

PREGO

極上のベッドで穏やかな眠りを

ベッドメーカー「シモンズ」と飛鳥Ⅱがマットレスを共同開発、全客室
にご用意しました。
心からリラックスしていただけるよう、
快適な眠りをお届けします。

ト
A アスカスイー
●バルコニー付/45.8㎡

S・A客室ご利用のお客様限定

プレミアダニング

全客室

ト
C スイー
●バルコニー付/33.5㎡

Ⅱ」へようこそ！

「飛 鳥
洋 上 のリゾート

多彩な楽しみを演出する、充実の施設。

飛鳥Ⅱは、お客様が過ごすライフスタイルにあった楽しみ方を、上質なサービスとともに演出します。
朝から夜まで、時にはゆったりと、時にはアクティブに。
華やかなエンターテイメントから、至福のリラクゼーションまで……
多彩な施設と上質なサービスで、
クルーズライフを心ゆくまでお楽しみください。

ディナータイムは大きな窓からの眺
望とプライベートな空間で、ゆったり
とディナーを。

※フォーシーズン・ダイニングルームで
もディナーをお楽しみいただけます。
※ソフトドリンクの他、ビール・炭酸飲料
を無料にてお召し上がりいただけます。

さまざまな無料サービス

さまざまな無料サービス

■ご乗船時にウェルカムシャンパン、
カナッペ、
フル
ーツをご用意。
■「海彦」
メニューを含む、ルームサービスおよび客
室内のソフトドリンク、
アルコール。
■ランドリーサービス
■新聞お届けサービス
リビングルーム●ダイニングエリア●プライベー
トバルコニー●セパレートベッドルーム●ツイン
ベッド●バスルーム
（海側、
ジャグジー付）●ウォー
クインクローゼット●シャワー付トイレ●ゲスト用トイレ●CDプレーヤー●ブルーレイプレーヤー
●テレビ
（リビングルーム・寝室）●冷蔵庫●金庫●双眼鏡●ドライヤー●ロクシタン製バスアメニ
ティ●室内インターネットサービス●ノートパソコン●プリンター●コーヒーメーカー●資生堂ス
キンケア●浴衣（大人用のみ）●バスローブ
※エキストラベッドにより、3名様までご利用いただけます。

■ご乗船時にウェルカムスパークリングワイン、クッキーをご用意。
■ソフトドリンクやお茶類のルームサービス。
■冷蔵庫にビール、
ジュース、
ウーロン茶、
ミネラルウォーター
をご用意。

※備えつけのソファベッドにより、3名様までご利用いただけます。

S・A・C客室をご利用のお客様には、朝・昼・夕食を客室へ
お届けするサービスがございます（無料・予約制）。
穏やかな日には、ぜひバルコニーでお食事を。
クルーズならではの体験です。

※備えつけのソファベッドにより、3名様までご利用いただけます。

宅配便で荷物を送られると、お客様の船内の客室までお届けいたします。重いスーツケースなどをお持ちの方に
は大変便利です。なお、荷物には現金など貴重品や壊れやすいものなどは入れないようにご注意ください。
※送料はお客様ご負担となります。※宅配便取り扱いの手続き方法については、最終日程表でご案内します。

朝食
オーダー
カード

D E バルコニー
●バルコニー付/22.9㎡

フィットネスセンター
海彦

トルーム
F K ステー
●角窓（バルコニーなし）/18.4㎡

リドカフェ＆リドガーデン
グランドスパ
ウィンブルドンコート

プレゴ

シーホースプール

●プライベートバルコニー●ツインベッド
●テレビ ● D V Dプレー ヤ ー ● バスタブ
●シャワー ●シャワー 付トイレ● 冷 蔵 庫
●金庫●ドライヤー●バスアメニティ

●ツインベッド●テレビ●DVDプレーヤー●バスタブ●シャワー●
シャワー付トイレ●冷蔵庫●金庫●ドライヤー●バスアメニティ
※Kステート
（7デッキの一部客室）
は未就学児（6歳以下）
を含む場合に限り、
ソファベッドをご使用いただくことにより、
3名様でご利用いただけます。

マリナーズ
クラブ
シガーバー

フォトショップ

ハリウッドシアター

フォーシーズン・ダイニングルーム
ピアノバー

※面積にはバルコニーが含まれます。
※救命ボートや救命いかだ、
乗下船用タラップなど、
客船に固有の設備のため、
Kステートおよび一部の客室は眺望がさまたげられます。
※ベッドは、
ナイトテーブルを挟んでの設置も可能です。
※一部イラストと形状の異なる客室もございます。

旅行期間

■募集人員：400名

2016年11月6日
（日）
〜9日
（水）

※満員になり次第、
締め切らせて
いただきます。

客室と旅行代金（大人お一名様）

お部屋タイプ

S：ロイヤルスイート

階数

■客室は2人1室利用

広さ

10階 バルコニー付
88.2m2

A：アスカスイート

10階

C：スイート

10階

客室数 お１人様の旅行代金

2室

バルコニー付
45.8m2

12室

バルコニー付
33.5m2

15室

バルコニー付
22.9m2

56室

D：バルコニー

9階

E：バルコニー

8階 バルコニー付
22.9m2

41室

F：ステートルーム

7階

角窓
18.4m2

37室

K：ステートルーム

7・8階

角窓
18.4m2

32室

658,000円
458,000円
358,000円
238,000円
228,000円
188,000円
168,000円

※面積にはバルコニーが含まれます。※(注）
Ｋステート及び一部の客室は、救命ボート等により窓からの眺望が一部遮られます。
※お一人様での一室利用の場合、旅行代金は上記金額の150%になります。
※こども
（2歳〜小学生）の旅行代金は、大人旅行代金の40，
000円引きとなります。
※幼児（2歳未満）は大人1名様に対して1名様無料（食事・ベッドなし）※6ヶ月未満の幼児、妊娠6ヶ月を過ぎたご婦人はご乗船いただけません。

＆

カフェ

フォーシーズン・
ダイニングルーム

旅行日程
日 時 発着港 時 刻

レストラン

主 な 旅 程

食事

岡山県内各地（岡山・倉敷・玉野・赤磐・津山・新見）及び福山より
水島港までお送りいたします。
11/6 水 島 港 08：15 乗船開始
〜デッキでのセイルアウェイパーティーが出港の雰囲気を盛り上げます。〜
（日）
昼食
10：00 水島港 出港
夕食
豪華客船「飛鳥Ⅱ」にてごゆっくりお過ごしください。
クルーズ中は多彩な船内イベントや華麗なショーをお楽しみください。船内（泊） 夜食

朝食から夕食まで、ゆっ
くりとお食事をお楽しみ
いただけるメインダイニン
グです。

リドカフェ＆
リドガーデン
広い窓から海を眺めなが
らブッフェ・スタイルの朝食・
昼食をお召し上がりいただ
けます。午後にはハンバー
ガーやアイスクーリームなど
の軽食をどうぞ。

長 崎 港 11：00 長崎港 入港
世界遺産：軍艦島へのクルーズや長崎周辺の観光などのオプショナ
11/7
ルツアー（別途有料）でお楽しみください。
※詳しくは後日詳しいパンフレットをお送りいたします。
（月）
長 崎 港 22：00 長崎港 出港
クルーズ中は盛り沢山の船内イベントや華麗なショーなどをお楽しみください。 船内（泊）

朝食

上 五 島 07：00 テンダーボートまたは地元のボートでの上陸予定です。
キリシタンクルーズや上五島の教会観光などのオプショナルツアー
11/8 （錨泊）
(別途有料)で、お楽しみください。
（火） 上 五 島 17：00 上五島出港
クルーズ中は盛り沢山の船内イベントや華麗なショーをお楽しみください。 船内（泊）

朝食

ザ・ビストロ

昼食
夕食
夜食

デニッシュ類などの軽食
をコーヒー、紅茶、
ソフト
ドリンクとともに、
お楽しみ
ください。
夕刻には軽 食などもご
用意しています。

昼食
夕食
夜食

ゆっくりと流れる時間の中で思い思いの時を心ゆくまでご堪能ください。朝食
11/9
昼食
クルーズ中は多彩な船内イベントなどでお楽しみください。
（水） 宇 品 港 14：00 宇品港（広島）入港
宇品港より送迎バスにて岡山県内各地及び福山へお送りいたします。
※旅行日程は天候状況や止むを得ない事情などにより、変更になる場合がございます。
また、11月8日
（火）上五島ではテンダーボート又は地元ボートでの上陸予定です。天候によっては上陸できな
い場合があります。その場合の旅行代金の減額・払戻はございません。なお、安全確保のため車椅子での上陸
ボートへの乗船はできません。

◆岡山専用Ⓟ ◆山陽専用Ⓟ ◆倉敷インター前Ⓟ ◆両備バス倉敷
無料送迎バス（出発場所） ◆岡山市営駅南駐車場
◆玉島Ⓟ ◆高速津山Ⓟ ◆新見（城山駐車場） ◆福山駅北口 ◆水島港乗船者用臨時Ⓟ

◆両備バス玉野

※お座席、駐車場（Ⓟ）は限りがございます。お早めにご予約ください。※各出発時間は後日ご案内します。 ※水島港の飛鳥のりば受付に直接お越しいただくこともできます。

海彦
厳選のネタが自慢の江
戸前鮨や一品料理、小
皿料理などを、
銘酒ととも
にお召し上がりください。
（有料）

ラウンジ

＆

バー

思い出深い旅の時間を形づくる、
個性豊かな9つのラウンジ＆バー

パームコート
観葉植物が配されたパー
ムコートは昼間は陽光あ
ふれ、抜群の開放感。夜は
音楽とともにお酒をお楽し
みください。

ピアノバー
お仲間との待ち合わせ
や、食前酒をお召し上が
るのにもぴったりのバー
です。

マリナーズクラブ
お仲 間との語らいをお
楽しみいただけるメイ
ンバー。

シガーバー
愛煙家の方がゆったりと
くつろげるバー。葉巻（有
料）
もお楽しみください。
喫煙スペースとして24時
間利用可能。

ギャラクシーラウンジ
※イラスト内に表示されていない施設もございます。

思い思いの夢が広がる、洋上の一日（一例）

リドカフェ（イメージ）

ゆったりとした時間の中で過ごす、至福のひととき…。一日が優雅に過ぎていきます。
海風を感じながら温かい朝食を…ゆったりした洋上の一日の始まり。
朝目覚め、デッキに出て海と「おはよう」の挨拶をかわしたら、快
適な船旅の一日がスタート。炊きたてごはんの和食メニューと、
海 風を感じながらの洋 食ビュッフェ、お好きなほうをお選びくだ
さい。朝食後は船内を散策したり、デッキゲームにカルチャー教
室など、思い思いにお過ごしいただけます。

マリナーズクラブ（イメージ）

エンターテイメント

アミューズメント

スポーツ ＆ リラクゼーション

クルーズを一段と盛り上げる夜の楽しみ

船旅を快適に、
そしてエンジョイするために

身体と心を解放してくれる楽しみ＆癒しの空間

アスカ アヴェダ サロン＆スパ
ギャラクシーラウンジ

モンテカルロ

オリジナルのプロダクショ
ンショーをはじめ、
コンサ
ートなどが開催されるホ
ールです。

ルーレットやスロットマシー
ンなどで運試し。本場のカ
ジノの雰囲気をご満喫くだ
さい。
（有料）

ハリウッドシアター

ライブラリー

迫力の大画面と優れた
音響効果を誇るシアター
で、名画や話題作をご
鑑賞ください。

純文学から雑誌まで幅
広い蔵書を誇るライブラ
リーは24時間ご利用い
ただけます。

植物由来のヘアケア・スキンケア商品で世界でも高い評価
を得ている「 A V E D A 」初の洋 上サロン＆スパです（ 有
料）。海を見ながらのスタイリングスペース、完全個室のヘ
ッドスパルーム、
ご友人やご夫婦で施術を受けられるペア
ルームの他、充実した品揃えのショップやネイルサロンも併
設されています。男性もご利用いただけます。

社交ダンスをお楽しみい
ただけます。
ドレスアップ
して優雅な時間をご堪
能ください。

クラブスターズ
カラオケやディスコダンス
を、お仲間とご一緒に、
和気あいあいとお楽し
みください。
※催し物が行われない場合
もございます。

アスカ
コレクションズ
飛鳥ⅡオリジナルグッズやT
シャツ、バッグなどを取り
揃えたセレクトショップな
ど、
4店舗がございます。

コンピュータ
プラザ
Eメールやインターネットが利
用可能です。
（有料）
（停泊
中はご利用いただけない場
合もございます。）

8：00

さわやかな海風を頬に受け、朝の海を眺め
ながらデッキを散歩。
ウォーキング後はリドカ
フェで洋食ビュッフェ、和食だったらフォーシ
ーズン・ダイニングルームで温かい朝食を。

特別講座

長崎凧作り教室

ストレッチができるスタ
ジオに隣 接して、豊 富
な機 種のトレーニング
マシーンをご用意して
います。

10：00

青空の下、
シャッフルボード
やカローリング、パットゴルフ
などのデッキゲーム大会を開
催。
お楽しみください。

長崎では凧のことを「ハタ」と呼び、波に千鳥、丹後縞、
日の丸など、シンプルで洗練されたデザインの伝統工
芸品です。骨組みに和紙をのりづけし、張り上げる作業
を体験していただきます。※人数に限りがございます。

光り輝く海を存分に味わいたい…やすらぎと癒しの時間。
飽きのこない和食と洋食メニューから選べる飛鳥Ⅱのランチは、
ゆったりと時間をかけて。会話がはずめば、
そのまま陽光の
降り注ぐパームコートや、
リドカフェでアフタヌーンティーをお楽しみください。
プールやフィットネスセンターで軽く汗を流したら、
眺望が自慢のグランドスパでリラックスするのもおすすめです。

12：00

フィットネスセンター
クラブ2100

（ながさきはた）

フォーシーズン・ダイニングルーム（イメージ）

ビスタラウンジ
船首の壮大なパノラマを
眺められるラウンジです。
夜はカクテルのグラスを
片手にくつろぎのひととき
をお過ごしください。

モンテカルロ
レセプション

飛鳥Ⅱシップデータ ■全長・全幅/241m×29.6m ■総トン数/50,142GT ■喫水/7.8m ■航海速力/最高21ノット
■乗客数/872名 ■乗組員数/約470名 ■客室数/436室（全室海側）

※諸事情によりゲストエンターテイナーが変更または、イベントが
中止になる場合があります。

お好みのレストラン＆メニューが選べる、
充実のカフェ＆ダイニング

ビスタラウンジ

クラブ2100

※片岡シェフによる料理提供は、航海３日目のディナーに限ります。
※Kステートは、眺望がさまたげられます。

コンピュータープラザ
パームコート

ビスタラウンジ（イメージ）

片岡 護／１９４８年９月１５日、
４人兄弟の末っ子として生ま
れる。工業デザイナーを志していたが、一転、
イタリア料理
人志望となり、
１９６８年、
ミラノ総領事付き料理人としてイタ
リアへ渡る。公邸で５年働き、その間、
イタリア料理の食べ
歩きに精を出す。
１９７４年帰国。
「小川軒」で２年間修業し、
１９７６年から
「マリー
エ」のシェフを６年間つとめ、
１９８３年、
西麻布に
「アルポルト」
を
オーナーシェフとして開店。
日本での本格イタリア料理の草分け的存在として注目される。
手掛ける本格イタリア料理は「一皿のアート」
と絶賛され、
パス
タ料理の名手としても名高い。
その味はもちろん、
やさしく気さ
くな人柄でも、
多くのファンに支持を得ている。
現在、各地でレストランのプロデュース、テレビ、雑誌、料理教室、講
演、各種イベントなど多方面で活躍し、著書も多数出版している。

リビングエリア●プライベートバルコニー●テレビ●DVDプレ
ーヤー●ツインベッド●ジャグジー付バスタブ●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●冷蔵庫●金
庫●ドライヤー●ロクシタン製バスアメニティ●バスローブ

宅 配 便 をおすすめします。

インルームダイニングサービス

アスカ アヴェダ
サロン＆スパ

片岡 護氏 プロフィール

リビングエリア●プライベートバルコニー●ツインベッド●ジャグジー付バ
スタブ●シャワーブース●ウォークインクローゼット●シャワー付トイレ
●テレビ●DVDプレーヤー●冷蔵庫●金庫●ドライヤー●ロクシタン製
バスアメニティ●バスローブ

スイートルームをご利用の方へ

イタリアンの巨匠・片岡護シェフを
ゲストシェフに
！
お招きすることが決定！

さまざまな無料サービス

■ご乗船時にウェルカムスパー
クリング ワ イ ン 、カ ナッペ 、
クッキーをご用意。
■軽食、
ソフトドリンク、お茶類
のルームサービス。
■ 冷 蔵 庫にビ ー ル 、ジュー ス、
ウーロン茶、ミネラルウォー
ターをご用意。

アスカラウンジ（イメージ）

やわらかな陽光の中、デッキでランチ。ゆった
りとした時間が流れます。
フォーシーズン・ダイ
ニングルームでは和食もお選びいただけます。

14：00

パームコートでのんびりアフタヌーンティーと特製ケ
ーキを楽しんだり、アクティブにフィットネスで汗を流
すなど、洋上の時間を気ままにお楽しみください。

16：00

開放感あふれるグランドスパで大海原を眺めながら
ゆっくり入浴。アスカ アヴェダ サロン＆スパ（有料）で
はマッサージで至福のひとときをどうぞ。

大人のクルーズライフは夜の帳が降りてからが本番。
夕食は、
ドレスアップをしてフォーシーズン・ダイニングルームへ。
コースメニューに舌鼓を打った後は、
プロダクションショーやゲストコンサートの観賞はいかがでしょう。
ご自分でダンスを
という方はクラブ2100へどうぞ、本格カジノに個性溢れるバー…。夜はまだまだ続きます。

ウィンブルドンコート
晴れた日のオープンデ
ッキでのパドルテニス
は気分爽快。

※写真はすべてイメージです。

17：30

おしゃれにドレスアップしてフレンチディナー。
四季折々の食材をふんだんにつかった本格
的なフルコースとワインをご堪能ください。

19：30

オリジナルプロダクションショーや、華麗な
ステージ、
カジノ
（有料）やダンスなど、華や
かな夜のエンターテイメントを楽しみます。

21：00

シックな英国風のインテリアのマリナーズクラブでグ
ラスをかたむけたり、シガーバーで葉巻とウイスキー
を楽しむなど、贅沢な大人の時間が流れます。

