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2日目観光オプショナルツアー

オプショナルツアーのご案内 事前受付・事前支払

2017年10月14日（土）～17日（火）
神戸発（神戸港発）県内各地、福山より無料送迎バス付 岡山着（水島港着）

旅行期間

※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。

◆旅行代金（お一人様）※昼食代（E・Fコースは除く）、施設入場料（Fコースは除く）が含まれております。10月15日㈰ 日 向

10月16日㈪ 鹿児島 ◆旅行代金（お一人様）※昼食代（K・Pコースは除く）、施設入場料（Pコースは除く）が含まれております。

J・K・Mコース Lコース Mコース Oコース

Jコース

3日目観光オプショナルツアー

お申し込みからご出発まで

1 ご 予 約
お電話または店頭でご予約ください。
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。
※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。
（ご予約後の変更はできない場合もございます。）
※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。
（別途、参加申込書をご提出いただきます。）

2 お支払い
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
をお送りいたしますので、届きましたら8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
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
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31日までにお支払いを
お願いします。（7月16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。）

3 ご出発前
最終日程表・乗船券・手荷物タグ等を9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。
送迎バス（乗降場所）・オプショナルツアーの
ご変更は9月15日で締め切らせていただき
ますのでご了承ください。

クルーズライフQ&A
Q 船内の服装の目安は？
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（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。
※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。

A

Q 食事はどのようなものがありますか？
■朝食・昼食／和食メニューか洋食ビュッフェをお選びく
　ださい。昼食後はハンバーガーなどの軽食をお楽しみ
　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。

A
Q 陸上との連絡はとれますか？
■電話／国内外とも航海中は、船内の公衆電話及び客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）

A

Q クルーズ中のイベントやショーは
　どうやって知るの？
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。

A

Q 車椅子での乗船はできますか？
専用の客室をご用意しています。事前のご
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。

A

Q 船内での喫煙できますか？
客室での喫煙はできません。パブリックエリ
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。

A
Q 船酔いが心配なんですが？
「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。

A

Q テレビは見られますか？
日本の沿岸ではNHK BS1、BSプレミアム、海外クルーズではCS放送で
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
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）

A
Q 安全への対処はどうなっていますか？
飛鳥Ⅱでは、「非常時におけるお客様の避難訓練」を実
施しています。船内に非常警報を流し、避難集合場所
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。

A

Q 支払いや精算方法は？
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
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。

A

Q 船内ではすべて日本語で大丈夫ですか？
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。

A

カジュアル/1日目・2日目
【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。

インフォーマル/3日目
【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。
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A
B
C
D
E
F

いいとこどり高千穂いいとこどり高千穂
現地案内人と行く！ 高千穂を満喫現地案内人と行く！ 高千穂を満喫
日向の絶景と“ひょっとこ踊り”観賞日向の絶景と“ひょっとこ踊り”観賞
日向の絶景とやっぱり青島日向の絶景とやっぱり青島
日向の絶景半日日向の絶景半日

★高千穂峡　★高千穂神社　
★天岩戸神社 13,000円 昼食付

〈郷土料理〉
◆定員/100名 
◆最少催行人員/20名

旅行
代金

★天岩戸神社 ★天安河原 ★歴史民俗資料館
★高千穂神社 ★高千穂峡 14,000円 昼食付

〈郷土料理〉
◆定員/30名 
◆最少催行人員/20名

旅行
代金

★牧水公園（生家・若山牧水記念文学館）　★大御神社
★美々津の街並み　★はまぐり碁石の里　
★願いがかなうクルスの海　★日向岬（馬ヶ背展望所・日向岬展望台） 12,000円 昼食付

〈郷土料理〉
◆定員/30名 
◆最少催行人員/20名

旅行
代金

★青島　★宮崎神宮
★大御神社　★願いがかなうクルスの海 
★日向岬（馬ヶ背展望所・日向岬展望台） 13,000円 昼食付

〈和洋食〉
◆定員/30名 
◆最少催行人員/20名

旅行
代金

★日向岬（馬ヶ背展望所・日向岬展望台）
★願いがかなうクルスの海 　★大御神社
★はまぐり碁石の里 各6,500円 食事なし◆定員/各50名 

◆最少催行人員/各20名
旅行
代金

★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。（7時間まで）小型タクシープラン小型タクシープラン 40,000円 ◆定員/1台あたり

　　　 最大4名
1台

午前/午後

貸切 食事なし

薩摩の小京都“知覧” ★知覧武家屋敷　★知覧特攻平和会館
★奄美の里 13,000円 昼食付

〈郷土料理〉G ◆定員/30名 
◆最少催行人員/20名

旅行
代金

はじめての大隅半島と桜島 ★鹿屋航空基地史料館　★荒平天神
★有村溶岩展望所 13,000円H ◆定員/30名 

◆最少催行人員/20名
旅行
代金

薩摩焼の里・沈壽官窯と長島美術館 ★沈壽官窯　★長島美術館　★仙巌園
★焼酎蔵 12,500円J ◆定員/30名 

◆最少催行人員/20名
旅行
代金

よかとこどり! 鹿児島半日 ★城山公園　★維新ふるさと館
★仙巌園 8,000円K ◆定員/50名 

◆最少催行人員/20名
旅行
代金

龍馬ハネムーンウオーク ★犬飼滝～坂本龍馬像　★嘉例川駅
★西郷公園　＜歩行距離約5km・現地案内人付＞

★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。（6時間まで）

13,000円L ◆定員/15名 
◆最少催行人員/10名

旅行
代金

かごしま探検の会と訪ねる歴史物語 ★南州寺　★石橋記念公園
★仙巌園　★照国神社 13,000円M ◆定員/15名 

◆最少催行人員/10名
旅行
代金

32,000円O ◆定員/20名 
◆最少催行人員/10名

旅行
代金

昼食付
〈中華料理〉

昼食付
〈和 食〉

食事なし

昼食付
〈麹の郷土料理〉

昼食付
〈和 食〉

昼食付
〈洋 食〉

★出水駅　 【肥薩おれんじ鉄道】　 川内駅
＜おれんじ食堂＞

40,000円P ◆定員/1台あたり
　　　 最大4名

1台 食事なし

動くレストラン「おれんじ食堂」貸切

小型タクシープラン貸切

兵庫・神戸港 発
岡山・水島港 着

日本最大の
豪華客船
日本最大の
豪華客船 で行く飛鳥Ⅱ

第8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第8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

宮崎・鹿児島、南九州の神話・歴史と
大自然チャータークルーズ

宮崎・鹿児島、南九州の神話・歴史と
大自然チャータークルーズ

※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。

細
島

神々が住まう神秘の「高千穂」、 知られざる絶景の地「日向」、 
幕末維新ゆかりの地「鹿児島」など南九州豪華客船の旅 

4日間の旅秋の日向 ・鹿児島クルーズ

【鹿児島】仙巌園（イメージ）【宮崎】高千穂峡（イメージ）

（イメージ）

【鹿児島】荒平天神（イメージ）

神戸開港150年記念

仙巌園（イメージ） 坂本龍馬新婚湯治碑（イメージ） 石橋記念公園（イメージ） ⒸＫ．Ｐ．Ｖ．Ｂ 肥薩おれんじ鉄道【おれんじ食堂】（イメージ）

長島美術館（イメージ）

A・Bコース A・Bコース C・D・Eコース

C・D・Eコース

高千穂峡（イメージ）

天岩戸神社（イメージ） クルスの海（イメージ）

Dコース

青島（イメージ） 日向岬（イメージ）

521
300

Gコース Hコース

知覧武家屋敷通り（イメージ） 鹿屋航空基地史料館（イメージ）

【宮崎】日向岬（イメージ）

PHOTO BY TSUNEO NAKAMURA

※詳しくはお問い合わせください。

S：ロイヤルスイート A：アスカスイート C：スイート のお客様は

申込んでいた旅行を一定の事由で当日キャンセルしても
キャンセル料が保険金として戻ってきます！

チ ケ ット ガ ー ド

付付

◆その他●6ヵ月未満の乳児はご乗船いただけません。海外長期クルーズ（クルーズ期間31日以上、区間乗船も含む）には未就学児（6歳以下）もご乗船いただけません。　●15歳未満の方は、保護者の同行（同室）が条件となります。
●15歳以上20歳未満の方は単独でもご乗船いただけますが、保護者の同意書が必要です。　　●妊娠中の方はお申し出ください。その際には乗船前に当社指定の診断書及び承諾書が必要となります。
●乳幼児（6歳までの未就学児）のお子様、妊娠中のお客様、電動車椅子をご利用のお客様にはご乗船前に当社指定の承諾書が必要となります。電動カートの船内使用はできません。
●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乗船前にお申出いただき、当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お申し込み旅行会社へ予めお申し出ください。
●車椅子をご使用されるお客様は事前にお申し出ください。原則としてお客様1名様に対して1名の介助いただけるご同伴者様（同室）の乗船をお願いいたします。また、ご同伴者様は車椅子ご使用のお客様と共に行動していただきます。単独行動はご遠慮ください。



ビスタラウンジ（イメージ）

飛鳥ⅡCABIN PLAN キャビンプラン（客室）

S ロイヤルスイート
●バルコニー付/88.2㎡

A アスカスイート
●バルコニー付/45.8㎡

C スイート
●バルコニー付/33.5㎡

※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となります。※一部イラストと形状の異なる客室もございます。

スイートルームをご利用の方へ

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●バスアメニティ
●バスローブ

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●バスアメニティ●バスローブ

さまざまな無料サービス

インルームダイニングサービス
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。
ご注文は乗船後に承ります。

※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。 ※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。 ※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。

■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。
■クリーニングサービス　■無料宅配サービス
■新聞お届けサービス     ■無料Wi-Fiサービス
■客室内専用パソコンサービス

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、
　お茶、お水をご用意。

さまざまな無料サービス

朝食
オーダー
カード

※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、ビールを無料にて
お召し上がりいただけます。

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。

D E バルコニー●バルコニー付/22.9㎡ F K ステート●角窓（バルコニーなし）/18.4㎡

●プライベートバルコニー●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

●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。

※Kステートは、眺望がさまたげられます。

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。

■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、お茶、お水
　をご用意。

宅配便をおすすめします。

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。

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。

※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。

飛鳥Ⅱには、全室バスタブ、シャワー、トイレを完備しています。

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。

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。

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。

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）

フォーシーズン・ダイニングルーム リドカフェ＆リドガーデン ザ・ビストロ 海　彦

パームコート ビスタラウンジ ピアノバー マリナーズクラブ シガーバー

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。

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。

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。

お仲間との語らいをお楽しみいた
だけるメインバー。

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。

アスカ アヴェダ サロン＆スパ
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「AVEDA」
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。

ラウンジ ＆ バー

お好みのレストラン＆メニューが選べる、充実のカフェ＆ダイニングレストラン ＆ カフェ

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

エンターテイメント クルーズを一段と盛り上げる夜の楽しみ

アミューズメント 船旅を快適に、そしてエンジョイするために

スポーツ ＆ リラクゼーション

マリナーズクラブ（イメージ）

フォーシーズン・ダイニングルーム（イメージ）

グランドスパ（イメージ）

リドカフェ（イメージ）

身体と心を解放してくれる楽しみ＆癒しの空間

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。

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。

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。

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。

ギャラクシーラウンジ ハリウッドシアター クラブ2100 クラブスターズ

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）

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。

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。

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。）

モンテカルロ ライブラリー アスカコレクションズ コンピュータプラザ

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。

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。

フィットネスセンター ウィンブルドンコート

※写真はすべてイメージです。

洋上のリゾート「飛鳥Ⅱ」へようこそ！
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。

■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）

飛鳥Ⅱシップデータ

アスカ アヴェダ
サロン＆スパ

フィットネスセンター
海彦

プレゴ

クラブ2100

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
レセプション
モンテカルロ

ギャラクシーラウンジ

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

シーホースプール
コンピュータープラザ

パームコート
ビスタラウンジ

※イラスト内に表示されていない施設もございます。

※Ⓟマークの乗降場所にはお客様専用駐車場がございます。台数に限りがあるため予約制（先着順）となります。駐車場をご利用の場合は必ずお電話にてお申し込みください。

旅行期間 ■募集人員：400名
※満員になり次第、
　締め切らせて
　いただきます。

◆岡山市営駅南駐車場　◆岡山専用Ⓟ　◆山陽専用Ⓟ　◆倉敷インター前Ⓟ　◆両備バス倉敷　
◆両備バス玉野　◆玉島Ⓟ　◆高速津山Ⓟ　◆新見（城山駐車場）　◆福山駅北口無料送迎バス（乗降場所）

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。
※3名様利用のソファベッドはシモンズ製ではありません。

全客室

全客室（バルコニー含）禁煙となります。

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●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

S：ロイヤルスイートS：ロイヤルスイート バルコニー付
88.2m2 2室 658,000円10階

A：アスカスイートA：アスカスイート バルコニー付
45.8m2 12室 458,000円10階

C：スイートC：スイート バルコニー付
33.5m2 15室 358,000円10階

D：バルコニーD：バルコニー バルコニー付
22.9m2 56室 238,000円9階

E：バルコニーE：バルコニー バルコニー付
22.9m2 41室 228,000円8階

F：ステートF：ステート 角窓
18.4m2 37室 188,000円7階

K：ステートK：ステート 角窓
18.4m2 32室7・8階 168,000円

客室と旅行代金（大人お一名様）
お部屋タイプ 広さ階数 客室数 お１人様の旅行代金

■客室は2人1室利用

※面積にはバルコニーが含まれます。※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ヶ月未満の幼児はご乗船いただけません。

S・A客室ご利用のお客様限定
プレミアダイニング
プレゴ PREGO

※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、その場合の旅行代金の
　減額・払戻はございません。

2017年10月14日（土）～17日（火）
旅行日程

10/14
 （土）

14：30

16：00

16：30

神戸港

夕食
夜食

朝食

昼食

夕食
夜食
朝食

昼食

夕食
夜食

朝食
昼食

岡山県内各地（岡山・倉敷・津山・新見）及び福山より神戸港ま
で送迎バスにてお送りいたします。
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。～
神戸港 出港
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）

10/15
 （日）

10/16
 （月）

細島港（日向） 入港
高千穂峡や日向市内観光などのオプショナルツアー（別途有料）
をご用意いたします。
細島港（日向） 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）

鹿児島港  入港
知覧や桜島、鹿児島市内観光などのオプショナルツアー（別途
有料）をご用意いたします。
鹿児島港 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をお楽し
みください。   　　　　　　　　　　　　　　　　　船内（泊）

水島港

08：00

07：30

細島港
（日向）

（日向）
17：00細島港

鹿児島港

16：00鹿児島港

10/17
 （火）

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。
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。
水島港 入港
水島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。

日　時 発着港 時 刻 主 な 旅 程 食事

フレンチの巨匠・上柿元 勝シェフを
ゲストシェフにお招きすることが決定！！
フレンチの巨匠・上柿元 勝シェフを
ゲストシェフにお招きすることが決定！！

プロフィールプロフィール

※上柿元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。
※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。※松崎しげる氏によるメインショーは、航海2日目の夜に開催します。

※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。

上柿元 勝氏上柿元 勝氏
シェフシェフ

プロフィールプロフィール
松崎 しげる氏松崎 しげる氏
歌手歌手

ゲスト エンターテイナー

上柿元 勝（かみかきもと まさる）／
1950年鹿児島県に生まれる。
1981年神戸ポートピアホテル
「アラン・シャペル」のグランシェ
フを10年間務める。1992年ハ
ウステンボスホテルズ常務取
締役総料理長及び、ホテルヨ
ーロッパ総支配人を務める。
2012年一般社団法人 日本エ
スコフィエ協会(フランス料理の
シェフの会)副会長就任。2015
年鹿児島にて山形屋レストラン
「ル・ドーム」プロデュース。2016
年厚生労働省より「現代の名
工(卓越した技能者)」に選ばれ
る。フランス共和国より農事功

労章「オフィシエ」受章。一般社団法人日本エスコフィエ協会副会長。長崎県
観光マイスター。薩摩大使。NHK「きょうの料理」講師。フランス料理アカデミー
会員。著書『ソース』（柴田書店）

1949年11月19日、東京生まれ。
1970年デビュー。
1977年「愛のメモリー」で日本レ
コード大賞歌唱賞受賞。国内
外、数々の音楽祭で受賞の実
績を持つ実力派であり、年間数
多くのステージをこなし「ディナ
ーショーキング」の異名を持つ
エンターテイナーである。ドラマ・
CM・バラエティ・ミュージカルと幅
広く活動。2005年に松崎自身の
念願だったチェコ・フィルハーモ
ニー管弦楽団と共演し、自らの
人生に影響を与えた名曲の数
数をその歌唱力で表現したCD
をリリース。2008年にはクレイジ
ーケンバンド横山剣氏、リリー・フ

ランキー氏とタッグを組み親子の絆をテーマにリリースされた「オヤコのマーチ」が
話題に。同年、元気のない日本を盛り上げよう！とガンバレ応援ソングを集めた自身
初の邦楽カヴァーアルバムをリリース。2011年にはデビュー40周年を迎え、ベストア
ルバムをリリース。翌年には「愛のメモリー」35周年記念企画シングルをリリース。
1977年8月10日のオリジナルの発売以来、実に35年ぶりの同作品のオリコンランキ
ングチャートインを果たす。還暦を超えてもますます精力的に活動を続けている。

2日目夜の
メインショー

3日目ディナ
ー

アスカプラザ（イメージ）
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