
総合パンフレット春・初夏号

国 内クル ーズ

2022/03
～

2022/05

MARCH

MAY

LINE-UP

2022

CRUISE

総合パンフレット春・初夏号

国 内クル ーズ

2022/03
～

2022/05

MARCH

MAY

LINE-UP

2022

CRUISE



華やぎの春と 若 葉 輝く初 夏を 飛 鳥Ⅱで

01SPRINGSPRING

花々の香りに誘われて、花々の香りに誘われて、
季節を愛でる季節を愛でる

● 神戸発着 春の岩国・中津クルーズ   《ダブル乗船／Cスイートトリプル》    P.8
● 春の土佐・みやこ大阪クルーズ   《ダブル乗船／Cスイートトリプル》   P.9
● 春の東北 小名浜・宮古クルーズ  《Cスイートトリプル》 P.10 

日本各地が桜の見ごろを迎えるこの季節、桜前線を追いかけて名所を
訪ねる旅へ。洋上では春の日ディナー・春御膳もお楽しみいただけます。

02CRUISE in MAYCRUISE in MAY

風薫る5月、風薫る5月、
九州への旅がさらにお得に九州への旅がさらにお得に

● 神戸発着 薫風の長崎・日南クルーズ   《ダブル乗船／Cスイートトリプル／ W・Aスイート体験》    P.20
● 初夏の西海道 悠々クルーズ   《ダブル乗船／Cスイートトリプル／ W・Aスイート体験》    P.22

5月には九州を訪れるクルーズを設定いたしました。新緑まぶしい季節、
ダイナミックな景色に心が洗われます。

03PREMIER CRUISEPREMIER CRUISE

プレミアクルーズプレミアクルーズでで
贅沢な週末を贅沢な週末を

● Ａ-styleクルーズ ～春爛漫～ 《初乗船者向け特典》 P.11
● 神戸Ａ-trip クルーズ ～フランス気分～ 《ミドルエイジ10%割引》 P.19
● 神戸Ａ-styleクルーズ ～春彩～ 《初乗船者向け特典》 P.21

ゲストシェフ＆ゲストエンターテイナーが乗船する「A-styleクルーズ」、
洋上で海外旅行気分を楽しめる「A-tripクルーズ」はクルーズが初め
ての方にもぴったり。飛鳥Ⅱこだわりの週末旅です。

ドミニク・シャニョン 髙良康之 シェフ

大澤誉志幸・山下久美子 日髙良実 シェフ 夏川りみ

《ダブル乗船割引》  
対象クルーズ2コースに乗船いただくと、指定クルーズの旅行代金が10％割引になります。
●対象クルーズ

2コース
乗船

3/30発 神戸発着 春の岩国・中津クルーズ
5/15発 神戸発着  薫風の長崎・日南クルーズ 旅行代金10%割引

2コース
乗船

4/6発 春の土佐・みやこ大阪クルーズ
5/24発 初夏の西海道 悠 ク々ルーズ 旅行代金10%割引

お得な
キャンペーン

《ミドルエイジ10%割引》  
40～50歳代のお客様の旅行代金が10%割引!

《初乗船者向け特典》  
飛鳥クルーズ初乗船となる方には飛鳥Ⅱ船内で利用できる船上クーポンをプレゼント！

美味しい春を召し上がれ

春の日ディナー／春御膳

春ならではの季節限定メニュー「春の日ディ
ナー」と、ご昼食には「春御膳」をご提供い
たします。春らしい華やかな彩りと、旬の味
覚をお楽しみいただけます。
※3月30日発「神戸発着 春の岩国・中津クルーズ」から4月23日
発「門司発着 春のウィークエンドクルーズ」までご提供いたします。

お得な
キャンペーン

イメージ

イメージ
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《ミドルエイジ10%割引》  
40～50歳代のお客様の旅行代金が10%割引!

華やぎの春と 若 葉 輝く初 夏を 飛 鳥Ⅱで

04HOLIDAYSHOLIDAYS

ゴールデンウィークゴールデンウィークのの
ご旅行にご旅行に

● ゴールデンウィーク ひたち・大船渡クルーズ     P.16
● ゴールデンウィーク 北海道・青森クルーズ      P.17

春の大型連休にクルーズはいかがでしょう。春の花を楽しみ、新緑の美しい季
節を洋上からのんびりと。少し長めの7日間のクルーズもご用意しております。

05from / to MOJIfrom / to MOJI

九州からのご乗船に。九州からのご乗船に。
気軽に門司から気軽に門司から

● 門司発着 金沢・境港 春の日本海クルーズ  《Cスイートトリプル／ W・Aスイート体験》    P.14
● 門司発着 春のウィークエンドクルーズ 《ミドルエイジ10%割引》 P.15

九州エリアにお住まいの方の乗船に便利な門司発着のクルーズを2本
設定いたしました。

お得な
キャンペーン

06ONE-WAY CRUISEONE-WAY CRUISE

2つの港町をゆったりと結ぶ2つの港町をゆったりと結ぶ
“移動型”クルーズ“移動型”クルーズ

● 神戸発 のんびり春旅 神戸・横浜クルーズ  《おひとりD旅／Cスイートトリプル／W・Aスイート体験》   P.12
● 春の横浜・門司クルーズ  《おひとりD旅／Cスイートトリプル／ W・Aスイート体験》   P.12
● 初夏の横浜・神戸ぶらり旅クルーズ   《おひとりD旅／Cスイートトリプル／ W・Aスイート体験》   P.13
● 神戸発 初夏の神戸・横浜ぶらり旅クルーズ  《おひとりD旅／Cスイートトリプル／W・Aスイート体験》   P.13

２つの港を結ぶ “移動型” クルーズでは、短い日程でもゆったり船内を
満喫いただけるよう、すべてのコースに終日航海日が。下船後には気
ままに観光もお楽しみいただけます。

お得な
キャンペーン

※各クルーズおよびキャンペーンの詳細はP.4およびクルーズページをご参照ください。 ※写真はすべてイメージです。

《おひとりD旅キャンペーン》  
バルコニーを独り占め。気ままな一人旅におすすめです。

《Cスイートトリプルキャンペーン》  
気の合う仲間とご一緒に。お得にスイート客室を3人利用。

《W・Aスイート体験キャンペーン》  
休日は贅沢に。ワンランクアップの旅行をお得に設定。

イメージ
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アスカクラブ会員様向け「飛鳥クルーズご優待割引券」
日本郵船株式会社「株主様ご優待割引券」＊をご利用いただけます！

＊�日本郵船株式会社「株主様ご優待割引券」はほかの割引との併用はできません。
※上記割引券をご利用の場合は、各券面の利用規定をご確認ください。

出発月 出発日 

▲  

帰着日 クルーズタイトル 掲載頁

3月 3/30（水） 

▲

 4/4（月） 6日間 神戸発 神戸発着 春の岩国・中津クルーズ ダブル乗船 Cスイートトリプル P. 8

4月

4/4（月） 

▲

 4/6（水） 3日間 神戸発 神戸発 のんびり春旅 神戸・横浜クルーズ おひとりD旅 Cスイートトリプル W・Aスイート体験 P. 12

4/6（水） 

▲

 4/11（月） 6日間 横浜発 春の土佐・みやこ大阪クルーズ ダブル乗船 Cスイートトリプル P. 9

4/11（月） 

▲

 4/15（金） 5日間 横浜発 春の東北 小名浜・宮古クルーズ Cスイートトリプル P. 10

4/15（金） 

▲

 4/17（日） 3日間 横浜発 A-style クルーズ ～春爛漫～ 初乗船者向け特典 P. 11

4/17（日） 

▲

 4/19（火） 3日間 横浜発 春の横浜・門司クルーズ おひとりD旅 Cスイートトリプル W・Aスイート体験 P. 12

4/19（火） 

▲

 4/23（土）5日間 門司発 門司発着 金沢・境港 春の日本海クルーズ Cスイートトリプル W・Aスイート体験 P. 14

4/23（土） 

▲

 4/25（月） 3日間 門司発 門司発着 春のウィークエンドクルーズ ミドルエイジ10％ P. 15

4/28（木） 

▲

 5/2（月） 5日間 横浜発 ゴールデンウィーク ひたち・大船渡クルーズ P. 16

5月

5/2（月） 

▲

 5/8（日） 7日間 横浜発 ゴールデンウィーク 北海道・青森クルーズ P. 17

5/8（日） 

▲

 5/11（水） 4日間 横浜発 グループサウンズクルーズ シニア10％ Cスイートトリプル P. 18

5/11（水） 

▲

 5/13（金）3日間 横浜発 初夏の横浜・神戸ぶらり旅クルーズ おひとりD旅 Cスイートトリプル W・Aスイート体験 P. 13

5/13（金） 

▲

 5/15（日） 3日間 神戸発 神戸A-trip クルーズ ～フランス気分～ ミドルエイジ10％ P. 19

5/15（日） 
▲

 5/20（金） 6日間 神戸発 神戸発着 薫風の長崎・日南クルーズ ダブル乗船 Cスイートトリプル W・Aスイート体験 P. 20

5/20（金） 

▲

 5/22（日） 3日間 神戸発 神戸A-style クルーズ ～春
はる

彩
いろ

～ 初乗船者向け特典 P. 21

5/22（日） 

▲

 5/24（火） 3日間 神戸発 神戸発 初夏の神戸・横浜ぶらり旅クルーズ おひとりD旅 Cスイートトリプル W・Aスイート体験 P. 13

5/24（火） 

▲

 5/30（月） 7日間 横浜発 初夏の西
さ い か い ど う

海道 悠 ク々ルーズ ダブル乗船 Cスイートトリプル W・Aスイート体験 P. 22

Contents  2022年3月～5月クルーズスケジュール

飛鳥Ⅱ撮影�：�中村武弘、高嶋一成、高橋敦史、永島岳志、斉藤美春、田村浩章、一寶堂、ソニーPCL、浪漫堂

記
号
の
見
方

観光 寄港地観光ツアー：寄港地での観光ツアーです（別料金・定員制）。記号がついている
写真の観光地には、寄港地観光ツアー等で訪れることができます。

昼食に春御膳を提供します。 ※�春御膳／春の日ディナーはメニューが決まっているため、対象
クルーズに2回以上ご乗船された場合でも、同じメニューが
提供されます。

春の日ディナーを提供します。

飛鳥クルーズのお得なキャンペーン

対象クルーズ2コースに
乗船いただくと、指定の
クルーズの旅行代金が
10％割引になります。
※詳しくはP2およびクルーズ
ページをご覧ください。

ダブル乗船割引

ダブル
乗船

対象クルーズが飛鳥クルーズ初乗
船となるお客様には船内で利用でき
る船上クーポンをプレゼントします。
●客室K・E・D：5,000円分
●客室C・A・W・S：10,000円分
※船上クーポンは飛鳥Ⅱ船内でのみご利用いただけま
す。ご利用いただけなかった分の返金はございません。

初乗船者向け特典

初乗船者 
向け特典

60歳以上のお客様は、
旅行代金が10％割引に
なるクルーズです。
※客室K・Sを除く。
※下船日に満60歳以上のご本
人様が対象です。詳しくはク
ルーズページをご覧ください。

シニア10%割引

シニア
10%

40～50歳代のお客様
は、旅行代金が10％割
引になるクルーズです。
※対象：ご本人様に限ります。
※詳しくはクルーズページをご
覧ください。

ミドルエイジ10%割引

ミドルエイジ
10%

Ｄバルコニーのお
一人様割増代金が
お得。

おひとりD旅

おひとりD旅
キャンペーン

Cスイートトリプル

Ｃスイートを3名様でご利用
の場合、3人目の旅行代金
が通常Ｋステート相当額の
ところ、Ｋステートの25％相
当額でご乗船いただけます。
※一部客室を除く。

Cスイートトリプル
キャンペーン

W・Aスイート体験

W 和洋スイート・A
アスカスイートの旅
行代金がお得。

W・Aスイート体験
キャンペーン

飛鳥Ⅱ 運航会社からのご案内
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■ 全クルーズ共通のご案内（一部ご案内は当面の間の対応となり、変更となる場合もございます。）

◦ご予約の際には、「飛鳥Ⅱ�新型コロナウイルス感染症対策プラン（随時更新／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。

◦飛鳥Ⅱの乗客数は最大872名ですが、ソーシャルディスタンスの確保のため、当面の間、定員数を
制限して申し込みを承ります。各クルーズ乗客数が200名に満たない場合は運航を中止する場合
がございます。
◦Fステートの販売は当面の間休止します。ただし、運航会社の都合によりKステートでお申し込み
のお客様を一部Fステートへご案内する場合がございます。販売を再開する場合は飛鳥クルーズ
のホームページ等でお知らせします。
◦感染症拡大防止の観点から、当面の間、次のパターンではご乗船いただけません。
◦運航会社指定のクルーズ以外を連続して乗船すること。
◦下船日から起算して14日以内に再度乗船すること。
◦天候や今後の感染状況、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、ゲストシェフ、ゲストエンターテイナー、寄港地観光ツアー等が予告なく変更もし
くは中止となる場合がございます。
◦船内施設はご利用人数を制限してご案内します。また、一部の施設は営業を中止する場合がござ
います。
◦ご乗船受付時およびご乗船中、寄港地観光時は、客室内とお食事・ご入浴・プール利用時を除き、
必ずマスクをご着用ください。お食事などマスクを外される際は、会話はご遠慮ください。
※5歳以下のお子様に限り、マスク着用は必須ではありません。

◦プレミアダイニング「ザ・ベール」でのご夕食はオープンシーティングを中止し、2回制でご案内します。
◦ご夕食は1回目、2回目のご希望がある場合にはお申し込みの旅行会社・販売店へお申し出くださ
い。ご希望多数の場合は、客室S・W・A・C・D・E・K�の順に、それぞれ飛鳥クルーズの累計宿
泊数の多い方からご希望を優先して承ります。※ご夕食は指定席となる場合がございます。

◦ショーなどをご覧いただく「ギャラクシーラウンジ」は自由席です。着席時に乗船証を確認いたし
ます。また、当面の間、飲料の提供は中止とさせていただきます。なお、感染症対策のため入場前
の混雑が見込まれるショーの場合は、デッキ（客室階）毎にご案内させていただく場合がございま
す。詳しくはご乗船後、船内新聞等でご案内します。※指定鑑賞エリアの設定のあるコースを除く。
◦横浜港大さん橋国際客船ターミナル内の「アスカラウンジ」はご利用いただけません。
◦着岸予定の港であっても、天候その他の事情により、テンダーボートまたは地元ボート（以下「上
陸用ボート」といいます）での上陸に変更となる場合があります｡

◦上陸用ボートで上陸予定の寄港地は、天候によっては上陸できない場合もございます。また安全
確保のため、車いすでの上陸用ボートへのご乗船はできませんので、あらかじめご了承ください。
なお、乳幼児をお連れの場合、「だっこ紐」等をご使用になり、両手が自由な状態でご乗船ください。

◦写真は全てイメージです。一部改装前や感染症対策を行う前に撮影した写真が含まれます。
◦掲載内容は2022年1月現在のものです。今後、クルーズの内容を変更または中止する場合は、
飛鳥クルーズのホームページ等にてお知らせします。お申し込みのお客様には旅行会社よりご連
絡を申し上げます。

◦詳しい旅行条件等については裏表紙および「旅行条件書」をご参照ください。

新型コロナワクチン接種完了後、14日以上経過していることおよび、「飛鳥Ⅱ�新型コロナウイルス感染症対
策プラン（随時更新／運航会社：郵船クルーズ株式会社発行）」の内容、並びに、お客様の個人情報を郵
船クルーズ株式会社およびお申し込み旅行会社・販売店、検査会社へ提供することについてご同意いただ
くことがクルーズお申し込みをお受けする条件となります。

ご乗船の皆様へPCR検査を２回実施します  必須   ※検査費用はクルーズ代金に含まれます。
医師による確定診断ではございませんが、医療機関で行われているPCR検査と同等程度の精度となります。

₁ ご乗船前の事前PCR 検査について
● 事前PCR検査の流れ

事前検査キットがご自宅に届き次第、同封の案内に従い検体を採取し、ご返送ください（送料
無料）。検査結果はご乗船前日までにお客様ご自身でご確認ください。結果が「低リスク」でな
い場合はお申し込み旅行会社よりご乗船前日までにご連絡します。

₂  ご乗船当日のPCR検査について
●�ご乗船受付前にご乗船の皆様へPCR検査および検温、本人確認を実施いたします。
●�検体採取は陸上の施設で実施します。
● PCR検査の受付は午前中となる場合があります。検査が午前中の場合、クルーズの食事回数
とは別に、昼食または軽食をご提供いたします。

●�乗船前14日間の健康状態等の確認のために「飛鳥Ⅱ�感染症に関する質問票」に必要事項を�
ご記入の上ご提出ください（内容によってはPCR検査前に乗船をお断りする場合もございます）。

※�検体採取会場・受付時間および本人確認に必要な書類等は出発前にお送りする各種ご案内をご確認ください。
※検査に時間を要し、乗船時間、出港時刻の変更が生じる場合があります。
※検体採取会場へは必ずマスクをご着用のうえ、お越しください。
※�PCR検査で「高リスク」となった場合はご同行者様を含めご乗船いただけません。病院や自宅等への交通費は
お客様ご負担となります。厚生労働省の通達により公共交通機関はご利用いただけないため、高額になる場合
があります。

※詳しくはお申し込みのお客様に別途ご案内します。

！ ご注意： PCR検査について、今後の状況により検査時期・方法の変更または取り止める
場合がございます。PCR検査方法はお申し込みのお客様に別途ご案内します。

下記のいずれかに該当するお客様はご乗船いただけません

₁�日本国内で承認された新型コロナワクチン接種を完了していない
お客様のうち運航会社所定の条件を満たさない場合。
※�2回の接種完了が必要です（各製薬会社が定める所定の接種回数）。
※2回目接種完了後、14日以上経過していることが必要です。
※�ご乗船日の前日から起算して14日前までにワクチン接種を完了していない
お客様は、乗船日の3日前から乗船前日までにPCR検査を受検の上、低リス
クを確認できるものを取得ください。検査費用はお客様のご負担となります。
※お子様も同条件です。

₂�ご乗船前日より遡って14日以内に、発熱（37.5度以上）、咳、の
どの痛み、全身の倦怠感、味覚・嗅覚の異常などのいずれかの症
状があるお客様。
※新型コロナワクチン接種後の上記症状も含みます。

₃�ご乗船前日より遡って14日以内に、海外（新型コロナウイルス感
染症発生国に限らず全ての国と地域）へ渡航歴のあるお客様。

₄�ご乗船前日より遡って14日以内に、新型コロナウイルス感染者
もしくは感染疑いのある方と濃厚接触が疑われるお客様。また
は、新型コロナウイルス感染者が立ち入ったとされる場所に居合
わせたお客様。

5�ご乗船前の事前PCR検査にて、検査結果が「高リスク」もしくは
「再検査」と判定されたお客様。
6�ご乗船当日に実施する検温にて、発熱（37.5度以上）のあるお客様。
※当日の検温で37.0度以上の方は、再検温させていただきます。

7�ご乗船当日のPCR検査にて、検査結果が「高リスク」と判定され
たお客様。

なお、上記1～7のいずれかに該当するお客様のご同行者様（*1）も�
ご乗船いただけません。
（*1）��ご同行者様：船内での同室・別室に関わらず住居を共にしている方、ご家族および、

船内にて同室の方（ご同室の方が「ご乗船当日PCR検査」にて「高リスク」判定の場
合、住所が別で当日合流されるお客様についても、ご乗船いただけません）。

■ 乗船条件

ワクチン未接種のお客様へ
●�ご乗船日の前日から起算して14日前までにワクチン接種を完了していな
いお客様は、ご乗船の3日前から前日までにご自身で民間または医療機
関のPCR検査をお受けください。
●�このPCR検査は運航会社指定の方法に限ります。「飛鳥Ⅱ�新型コロナウ
イルス感染症対策プラン」を必ずご確認ください。
●�以下に記載の運航会社実施による2回のPCR検査とは別途受検が必要
です。検査費用はお客様のご負担となります。
●�ご乗船当日に、PCR検査の検査結果（低リスク）を確認できるものをご
提示いただきます。
事前 PCR 検査 

「低リスク」 判定 ▶ 3日前〜前日PCR 検査 
「低リスク」 判定 ▶ 当日PCR 検査 

「低リスク」 判定
運航会社実施 ご自身で手配をお願いします 運航会社実施

ご乗船前にワクチン接種をお勧めしております
飛鳥Ⅱご乗船に際し、新型コロナワクチン接種を推奨しています（各製
薬会社が定める所定の接種回数）。お申し込みの際に新型コロナワクチ
ン接種完了の旨を旅行会社へお知らせください。ご乗船当日にワクチ
ン接種完了を確認できるものをお持ちください。
※�お申し込み時にワクチン接種が完了していない場合は、ご乗船日の前日から起算して14
日前までにワクチンを接種いただき、その旨を旅行会社へお知らせください。

ご乗船当日にPCR検査を実施します 
（午前集合となる場合があります）

事前のPCR検査に加え、ご乗船当日にも、乗船受付前にPCR検査を実施します。
乗船直前の検査によりウイルスが船内に持ち込まれるリスクを軽減します。

事前 PCR 検査
「低リスク」 判定 ▶ 当日PCR 検査

「低リスク」 判定 ▶ 乗船受付 ▶ ご乗船！

※�PCR検査について、今後の状況により検査時期・方法の変更または取り止める場合がございます。
PCR検査方法はお申し込みのお客様に別途ご案内します。

01 02

お食事の際の感染症対策
お食事などマスクを外される際の感染症対
策として、ご同室・ご家族以外のお客様との
相席を制限させていただく場合があります。
朝食から夜食まで、飛鳥Ⅱらしい味わい豊か
で華やかなお料理をお楽しみいただけます。

寄港地での過ごし方
寄港地では、寄港地観光ツアー（別料金・定員制）をご用意します。
また、一部の港では、港と市内中心地などを結ぶシャトルバス（追
加料金不要）を運行します。お好みにあわせてお過ごしください。
※�今後の感染状況により寄港地
での自由行動を制限する場合
があります。感染状況により寄
港地観光ツアーは運航会社が
感染症対策を調査した企画・
実施のツアーに限らせていただ
く場合があり、半日ツアーへの
行程の変更、シャトルバスの運
行中止など、内容を変更する場
合があります。

03 04

飛鳥Ⅱの新型コロナウイルス感染症対策について（一例）  ～新型コロナワクチン接種をお勧めしております～

※今後の感染状況等により掲載内容から変更となる場合がございます。

当パンフレットに掲載のクルーズでは、乗船前に新型コロナウイルス感染症検査を受検いただきます。乗船前検査の内容等につきましては、一般社団法人日本外航客船協会が専門家等の 
ご意見も踏まえ更に検討を進めておりますが、検査内容が変更される場合は、飛鳥クルーズのホームページにて（    「飛鳥Ⅱ  新型コロナウイルス感染症対策プラン」の改訂をもって）改めて 
お知らせいたします。なお、諸条件が変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

■「飛鳥Ⅱ 新型コロナウイルス感染症対策プラン」はこちらからご覧いただけます（飛鳥クルーズホームページ）
https://www.asukacruise.co.jp/coronavirus_information/　※「飛鳥Ⅱ�新型コロナウイルス感染症対策プラン」の内容は随時更新されます。

　ご乗船前に左記ホームページにて最新情報を必ずご確認ください。
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神戸

中津

岩国

4/2
中津 大分・中津の自然景観と城下町の風情

黒田官兵衛築城の中津城や福沢諭吉旧居といった
史跡、奇岩が連なる絶景で知られる国の名勝・耶馬
渓、古くより多くの信仰を集めた宇佐神宮など見ど
ころが豊富です。
観光  中津城と耶馬渓、宇佐神宮半日観光 ほか
シャトルバス（予定） 福沢諭吉旧居・記念館周辺

錦帯橋

桜 色 に 染 まる
うらら か な
春 の 瀬 戸 内

ASUKA SPECIAL

三味線三丁で独創的な楽曲を生み出す
柴田三兄妹（津軽三味線）
profile
兄・雅人が15歳から津軽三味線を冨塚孝に師事。兄
の影響で妹の佑梨、愛も津軽三味線を始める。津軽三
味線全日本金木大会団体の部で五連覇を達成。

唯一無二のトークで魅了する
山田雅人（タレント）
profile
大阪府出身。著名人に取材し
た人間ドラマをマイク一本で
語る独自の話芸で活躍。ドラマ

「渡る世間は鬼ばかり」に出演。

繊細にダイナミックに魅せる
鈴木和郎（ピアノ）
profile
谷村新司らの音楽監督・サポー
トを務める。国際音楽祭等で世
界的アーティストのオーケスト
ラアレンジも行う。

耶馬渓 観光

月日 発着スケジュール 入港 出港

3/30 水 神戸 17：00

31 木 クルージング   ─ ─

4/1 金 岩国 観光 8：00 17：00

2 土 中津 観光 8：00 17：00

3 日 クルージング ─ ─

4 月 神戸 9：00

■食事：朝5回、昼4回、夕5回（ 春御膳　 春の日ディナー）
観光 寄港地観光ツアー：別料金・定員制
※ 天候その他の事情により航路が
　変更となる場合がございます。
※花は気象状況等によりご覧いただけない
　場合がございます。

神戸発着 春の岩国・中津クルーズ
神戸発  2022年3月30日（水） ▲  4月4日（月） 6日間　 Cスイートトリプル

詳細はP.4へ
 

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉 （単位：円）

客室タイプ K：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 W：和洋スイート S：ロイヤルスイート

旅行代金 333,500 425,000 435,500 650,500 829,000 902,500 1,443,500
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室E、Dは130％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

3人利用がお得！

ダブル
乗船

本クルーズにご乗船の
お客様は、「神戸発着 薫
風の長崎・日南クルーズ

（5月15日発 /P.20)」の
旅行代金が10％割引
になります。

4/1
岩国 錦帯橋を桜が彩る

5連のアーチ構造で知られる
錦帯橋を川沿いの桜が彩る季
節に訪れます。日本三景の一
つ、安芸の宮島では、海上に浮
かぶような社殿で有名な嚴島
神社もご覧いただけます。
観光  宮島半日観光 ほか
シャトルバス（予定） 錦帯橋周辺 嚴島神社 観光

世界遺産
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高知

大阪
横浜

春の土佐・みやこ大阪クルーズ
横浜発  2022年4月6日（水） ▲  4月11日（月） 6日間　 Cスイートトリプル

詳細はP.4へ
 

花 ひ らく
春 の 宵 を

ゆ るり満 喫

東寺 観光

月日 発着スケジュール 入港 出港

4/6 水 横浜 17：00

7 木 クルージング  ─ ─

8 金 高知 観光 8：00 17：00

9 土 大阪 観光 8：00 22：00

10 日 クルージング ─ ─

11 月 横浜 9：00

■食事：朝5回、昼4回、夕5回（ 春御膳　 春の日ディナー）
観光 寄港地観光ツアー：別料金・定員制
※ 天候その他の事情により航路が
　変更となる場合がございます。
※花は気象状況等によりご覧いただけない
　場合がございます。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉 （単位：円）

客室タイプ K：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 W：和洋スイート S：ロイヤルスイート

旅行代金 333,500 425,000 435,500 650,500 829,000 902,500 1,443,500
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室E、Dは130％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

3人利用がお得！

4/8
高知

太平洋に臨む
龍馬の故郷

山内家の居城・高知城や坂本龍馬
記念館、桂浜など見所も豊富です。
桂浜では太平洋を眺めるように坂
本龍馬の銅像が立っています。
観光  桂浜と高知市内半日観光、牧野植物園観光 ほか
シャトルバス（予定） 桂浜周辺

桂浜

ダブル
乗船

本クルーズにご乗船
のお客様は、「初夏の
西海道 悠々クルーズ

（5月24日発 /P.22)」の
旅行代金が10％割引
になります。

ASUKA SPECIAL
モノマネ☆ジェットコースター
ノブ＆フッキー（ものまねタレント）

profile
ノブこと小沢信弘と
フッキーこと葺本光秀
のものまねコンビ。和
田アキ子や五木ひろ
し、アリスなどのグルー
プまで、幅広いものま
ねレパートリーをもつ。

映画音楽やスタンダードまで幅広いレパートリー
カサブランカ四重奏（フルート カルテット）

profile
日本フィルハーモニー交響楽団の首席奏者、真
鍋恵子を中心に、オーケストラやソリストとして
活躍している演奏家のユニット。

4/9
大阪

春の風吹く古都で
桜に酔いしれる

奈良・吉野山の可憐な山桜、京都・東寺の夜桜な
ど、関西の桜の名所をお楽しみいただけます。
世界遺産の東寺では桜がライトアップされ、境
内が幻想的な雰囲気に包まれます。
観光  夜の東寺拝観、春の吉野山観光 ほか

※ 夜の東寺拝観は2021年は3月19日〜4月18日に開催さ
れました。開催時期は2022年2月頃に発表されます。開
催状況によりツアーは中止になる場合があります。

吉野山の桜 観光

世界遺産

世界遺産
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小名浜

横浜

宮古

春の東北 小名浜・宮古クルーズ
横浜発  2022年4月11日（月） ▲  4月15日（金） 5日間　 Cスイートトリプル

詳細はP.4へ
 

春 の 陽 気 に 誘 わ れ
桜 前 線 とともに

東 北 へ

三春滝桜 観光

ASUKA SPECIAL
本物より本物らしい職人芸
ノブ&フッキー（ものまねタレント）

国際的に活躍する若き実力派
髙木凜々子（ヴァイオリン）

profile
バルトーク国際コンクール第2位
をはじめ国内外のコンクールで多
数入賞。ソリストとして読売日本交
響楽団など国内外の主要オーケス
トラと共演、国内外でリサイタル
活動を積極的に行っている。

月日 発着スケジュール 入港 出港

4/11 月 横浜 17：00

12 火 小名浜 観光 8：00 17：00

13 水 宮古 観光 8：00 17：00

14 木 クルージング   ─ ─

15 金 横浜 9：00

■食事：朝4回、昼3回、夕4回（ 春御膳　 春の日ディナー）
観光 寄港地観光ツアー：別料金・定員制
※ 天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。
※花は気象状況等によりご覧いただけない場合がございます。

4/12
小名浜 みちのくで春を満喫

水族館「アクアマリンふくし
ま」などが人気の小名浜か
らは、日本三大桜にも数え
られるベニシダレザクラの
古木「三春滝桜」を訪れる
観光ツアーをご用意します。
観光  三春滝桜半日観光、
 小名浜半日観光 ほか
シャトルバス（予定）

アクアマリンふくしま周辺 アクアマリンふくしま

4/13
宮古 美しく豊穣なる三陸の海

白くとがった岩が青い海に映
える浄土ヶ浜など、三陸ならで
はの景勝を訪ねます。「三鉄」
の名で地元に親しまれている
三陸鉄道の乗車体験も人気
です。
観光  三陸鉄道乗車体験 ほか
シャトルバス（予定）

浄土ヶ浜周辺 浄土ヶ浜

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉 （単位：円）

客室タイプ K：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 W：和洋スイート S：ロイヤルスイート

旅行代金 274,000 347,000 355,500 527,500 670,500 729,000 1,162,000
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室E、Dは130％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

3人利用がお得！
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R e s t a u r a n t  L 'A F F I N A G E

YASUYUKI TAKARA
S P E C I A L  G U E S T

RIMI NATSUKAWA

横浜

A-style クルーズ〜春爛漫〜
横浜発  2022年4月15日（金） ▲  4月17日（日） 3日間　 週末利用  初乗船者向け特典

ASUKA SPECIAL

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉 （単位：円）

客室タイプ K：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 W：和洋スイート S：ロイヤルスイート

旅行代金 151,500 192,500 197,500 292,000 370,500 403,000 641,000
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室E、Dは130％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

A-styleクルーズで優雅な休日を
週末を利用した日程で、夏川りみのスペシャルステージと、
髙良康之シェフによるスペシャルディナーを心ゆくまで堪能
できる飛鳥Ⅱのプレミアクルーズです。ゆったりとした時間が
流れる洋上の休日をお楽しみください。

月日 発着スケジュール 入港 出港

4/15 金 横浜 17：00

16 土
クルージング   
★スペシャルステージ
★スペシャルディナー

─ ─

17 日 横浜 9：00

■食事：朝2回、昼1回、夕2回（ 春御膳　 春の日ディナー）

※ 天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

心に染み入る凛とした歌声

夏川りみスペシャルステージ
profile
沖縄県石垣市出身。2001年「涙そうそう」をリリースし、大ヒット。116週連
続チャートイン。2002年、NHK 紅白歌合戦に初出場し、以降5年連続出場。

「童神」で第45回日本レコード大賞金賞受賞。「愛よ愛よ」で第46回日本レコー
ド大賞最優秀歌唱賞受賞。台湾、香港、上海、シンガポールなどでも公演を行
いアジアでの人気も高まる。沖縄県世界自然遺産大使に任命される。

フランス料理「レストラン・ラフィナージュ」
髙良康之 シェフ

profile
1989年渡仏。帰国後は「ル・マエストロ・ポール・ボキューズ・トーキョー」副
料理長、「南部亭」、「ブラッスリーレカン」料理長を経て、「銀座レカン」総料理
長を勤め上げ、2018年「レストラン・ラフィナージュ」を独立開業。ミシュラン
東京版にて1つ星を獲得。2021年、農林水産省料理人顕彰制度「料理マス
ターズ ブロンズ賞」を受賞。日本各地より届く良質な食材を中心に、丁寧に
仕立てたソースを軸に、現代の趣向を取り入れたフランス料理を展開。

客室S・W・Aのお客様には指定鑑賞エリアをご用意
※ アルバトロスソサエティ プラチナメンバー（飛鳥クルーズ累計1,000泊以上の方）のお客様にも指定鑑賞エリアを

ご用意いたします。客室C〜Kのお客様は自由席でお楽しみいただけます。

初乗船者 
向け特典

当クルーズが飛鳥クルーズ初乗船となるお客様には
飛鳥Ⅱ船内で利用できる船上クーポンをプレゼント！
客室K・E・D＝5,000円分
客室C・A・W・S＝10,000円分
※船上クーポンは飛鳥Ⅱ船内でのみご利用いただけます。
　ご利用いただけなかった分の返金はございません。
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神戸
横浜

門司
横浜

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉（単位：円）

客室タイプ K：ステート 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 W：和洋スイート S：ロイヤルスイート
D3：ディートリプル

旅行代金 133,500 168,000 172,000 253,500 288,500 313,500 555,000
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室Eは130％、客室Dは110％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

お一人様利用がお得！ 3人利用がお得！ スイート利用がお得！

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉（単位：円）

客室タイプ K：ステート 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 W：和洋スイート S：ロイヤルスイート
D3：ディートリプル

旅行代金 133,500 168,000 172,000 253,500 288,500 313,500 555,000
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室Eは130％、客室Dは110％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

お一人様利用がお得！ 3人利用がお得！ スイート利用がお得！

神戸発 のんびり春旅 神戸・横浜クルーズ
神戸発    2022年4月4日（月） ▲  4月6日（水） 3日間　 おひとりD旅  Cスイートトリプル

詳細はP.4へ
 W・Aスイート体験  

春の横浜・門司クルーズ
横浜発    2022年4月17日（日） ▲  4月19日（火） 3日間　 おひとりD旅  Cスイートトリプル

詳細はP.4へ
 W・Aスイート体験  

月日 発着スケジュール 入港 出港

4/4 月 神戸 17：00

5 火 クルージング   ─ ─

6 水 横浜 9：00

■食事：朝2回、昼1回、夕2回（ 春御膳　 春の日ディナー）

※ 天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

月日 発着スケジュール 入港 出港

4/17 日 横浜 17：00

18 月 クルージング  ─ ─

19 火 門司 8：45

■食事：朝2回、昼1回、夕2回（ 春御膳　 春の日ディナー）

※ 天候その他の事情により
　航路が変更となる場合がございます。

門司での下船は専用バスをご用意！
下船後、JR小倉駅付近まで下船バスを運行します。
※無料。詳細は日程表にてご案内いたします。

ASUKA SPECIAL
感性分析の第一人者
黒川伊保子 講演

profile
人工知能研究者、感性アナリスト、日本ネーミング
協会理事。奈良女子大学理学部物理学科卒。人工
知能エンジニアを経て、感性研究の専門家に。「妻の
トリセツ」などベストセラーをもつ作家でもある。

ASUKA SPECIAL
気軽に楽しく健美ボディを手に入れる
進藤 学 エクササイズ教室

profile
アルゼンチンタンゴダンサーを経て俳優デビュー。
その後＂オチョダイエット＂を考案し書籍を出版。
ダイエットインストラクターとしての活動をスター
ト。テレビ番組出演など活動の幅を広げている。

楽しみが広がる“移動型”クルーズ
ゆったりと時間をかけるほど楽しみが広がる。それがクルーズの魅力です。

下船後にお好みで観光を加えれば、自分だけの特別な旅の思い出になるでしょう。
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神戸
横浜

神戸
横浜

神戸発 初夏の神戸・横浜ぶらり旅クルーズ
神戸発    2022年5月22日（日） ▲  5月24日（火） 3日間　 おひとりD旅  Cスイートトリプル

詳細はP.4へ
 W・Aスイート体験  

初夏の横浜・神戸ぶらり旅クルーズ
横浜発    2022年5月11日（水） ▲  5月13日（金） 3日間　 おひとりD旅  Cスイートトリプル

詳細はP.4へ
 W・Aスイート体験  

月日 発着スケジュール 入港 出港

5/11 水 横浜 17：00

12 木 クルージング ─ ─

13 金 神戸 9：00

■食事：朝2回、昼1回、夕2回

※ 天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

月日 発着スケジュール 入港 出港

5/22 日 神戸 17：00

23 月 クルージング ─ ─

24 火 横浜 9：00

■食事：朝2回、昼1回、夕2回

※ 天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉（単位：円）

客室タイプ K：ステート 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 W：和洋スイート S：ロイヤルスイート
D3：ディートリプル

旅行代金 133,500 168,000 172,000 253,500 288,500 313,500 555,000
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室Eは130％、客室Dは110％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

お一人様利用がお得！ 3人利用がお得！ スイート利用がお得！

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉（単位：円）

客室タイプ K：ステート 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 W：和洋スイート S：ロイヤルスイート
D3：ディートリプル

旅行代金 133,500 168,000 172,000 253,500 288,500 313,500 555,000
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室Eは130％、客室Dは110％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

お一人様利用がお得！ 3人利用がお得！ スイート利用がお得！

ASUKA SPECIAL
日本で第一号のエアロビクスインストラクター
原田あつ子 体操教室

profile
エアロビクス、フィットネスの普及に大きく貢献する。
現在、顔から足にいたるまでのオリジナルプログラ
ムを創案し、心と体の能力開発プログラム「和の心・
和のエクササイズ」として広めている。

ASUKA SPECIAL
柔らかく優しい色彩で心癒されるパステル画
三木亜希子 パステルアート教室（有料／定員制）

profile
ハードパステルを削って粉にして
指で描く、誰でも簡単、綺麗に、楽し
く、早く描ける“魔法のようなお絵
描き”を伝えている。

「虹色のパラソル」

洋上で見つける自分だけの休日
デッキでのんびり海と空を眺めるひとときは船旅な
らではの贅沢。ゆったりとした時間が流れるクルー
ズで、自分だけの特別な時間をお過ごしください。

クルーズ後は自由気ままに観光
下船後の観光も楽しみの一つです。散策やグルメ、
ショッピングなどをお楽しみください。旅の思い出
がさらに印象深いものになるでしょう。

門司港レトロ

終日航海日にクルーズライフを満喫
洋上で目覚めたら丸1日が自由時間。多彩なイベン
トやアクティビティ、露天風呂でのくつろぎ時間など、
飛鳥Ⅱ の魅力を満喫していただけます。
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境港

金沢

門司

4/21
金沢

城下町らしい面影の残る
風情ある街並み

兼六園といった加賀藩ゆかりの史跡、金箔な
どの伝統工芸が受け継がれる古都。現代美
術を展示する金沢21世紀美術館も人気です。
観光  兼六園観光、料亭で味わう加賀料理 ほか
シャトルバス（予定） JR金沢駅周辺

ひがし茶屋街 観光

門司発着 金沢・境港 春の日本海クルーズ
門司発  2022年4月19日（火） ▲  4月23日（土） 5日間　 Cスイートトリプル

詳細はP.4へ
  W・Aスイート体験

海 都・門 司 か ら
めぐる
春 の 旅

由志園 観光

月日 発着スケジュール 入港 出港

4/19 火 門司 19：30

20 水 クルージング   ─ ─

21 木 金沢 観光 9：00 17：00

22 金 境港 観光 8：00 17：00

23 土 門司 8：00

■食事：朝4回、昼3回、夕4回（ 春御膳　 春の日ディナー）
観光 寄港地観光ツアー：別料金・定員制
※ 天候その他の事情により航路が
　変更となる場合がございます。
※花は気象状況等によりご覧いただけない
　場合がございます。
※4月19日門司では夕食をご用意します。
　乗船受付時刻は日程表でご案内します。

ASUKA SPECIAL
繊細かつ力強いバンドネオンの世界を堪能
平田耕治（バンドネオン）

profile
16歳で単身ブエノスアイレスに渡り、故カルロス・ラサリ、ネストル・
マルコーニなどに師事。アルゼンチンで結成した「CAMBAtango」
はアルゼンチン外務省派遣グループとしてポルトガルのフェスティ
バル「フェスタ・ド・アバンテ」に出演。2014年外国人としては異例
の２度目のアルゼンチン外務省の後援を受けニューヨーク公演を
行う。これまでに、フランス、カナダ、ウルグアイ、中国などで演奏。 

4/22
境港 鬼太郎と妖怪たちがお出迎え

漫画家・水木しげる氏の故郷で、
駅前通りには177の妖怪像が並
び、不思議な世界へと誘います。
島根との県境にあり、松江城や
出雲大社、由志園などの観光に
も最適です。
観光  由志園と松江堀川めぐり、
 出雲大社1日観光 ほか
シャトルバス（予定） JR境港駅周辺 出雲大社 観光水木しげるロード

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉（単位：円）

客室タイプ K：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 W：和洋スイート S：ロイヤルスイート

旅行代金 269,000 342,000 350,500 522,500 600,000 653,000 1,157,000
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室E、Dは130％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

3人利用がお得！ スイート利用がお得！

門司での下船は専用バスをご用意！
下船後はJR小倉駅付近まで下船バスを運行します。
※無料。詳細は日程表にてご案内いたします。
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門司

S P E C I A L  G U E S T

CIRCUS

門司発着 春のウィークエンドクルーズ
門司発  2022年4月23日（土） ▲  4月25日（月） 3日間　 週末利用  ミドルエイジ10％

ASUKA SPECIAL
4人が奏でるハートフルな歌声と
洗練されたハーモニー

サーカススペシャルステージ
profile

「Mr.サマータイム」、「アメリカンフィーリング」
が大ヒット。男女2人ずつ、3人姉弟＋従姉とい
うユニークなヴォーカルグループ。NHK 紅白
歌合戦などに出演、CM等での楽曲提供を行う。
2013年、叶央介、原順子が卒業。それに伴い吉
村勇一と、サーカスメンバー叶高の娘である、
叶ありさが加入し新たな歴史がスタート。

月日 発着スケジュール 入港 出港

4/23 土 門司 23：45

24 日
クルージング
★スペシャルステージ  ─ ─

25 月 門司 10：30

■食事：朝2回、昼1回、夕2回（ 春御膳　 春の日ディナー）

※ 天候その他の事情により航路が
　変更となる場合がございます。
※ 4月23日門司では夕食をご用意します。
　乗船受付時刻は日程表でご案内します。

洋上で優雅に過ごす
春の週末
実力派ボーカルグループ・サー
カスの極上なハーモニーに酔
いしれ、春を感じる美味に舌鼓。
華やぎに満ちた週末をゆった
りとお過ごしください。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉 （単位：円）

客室タイプ K：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 W：和洋スイート S：ロイヤルスイート

旅行代金 145,500 184,500 189,000 279,500 354,000 385,000 612,000

ミドルエイジ割引適用後 130,950 166,050 170,100 251,550 318,600 346,500 550,800
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室E、Dは130％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

40～50歳代のお客様は、旅行代金が10％割引になるクルーズです。
※対象：1962年4月24日〜1982年4月25日生まれ。ご本人様に限ります。

ミドルエイジ
10%

イメージ

イメージ

門司での下船は専用バスをご用意！
下船後はJR小倉駅付近まで下船バスを運行します。
※無料。詳細は日程表にてご案内いたします。 客室S・W・Aのお客様には

指定鑑賞エリアをご用意

※ アルバトロスソサエティ プラチナメンバー（飛鳥
クルーズ累計1,000泊以上の方）のお客様にも
指定鑑賞エリアをご用意いたします。客室C〜
Kのお客様は自由席でお楽しみいただけます。
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常陸那珂

横浜

大船渡

ゴールデンウィーク ひたち・大船渡クルーズ
横浜発  2022年4月28日（木） ▲  5月2日（月） 5日間　 連休利用

連 休 利 用
ひ た ち・み ち のく

春 探 訪

国営ひたち海浜公園

月日 発着スケジュール 入港 出港

4/28 木 横浜 17：00

29 金・祝 常陸那珂 観光 8：00 17：00

30 土 大船渡 観光 8：00 17：00

5/1 日 クルージング ─ ─

2 月 横浜 9：00

■食事：朝4回、昼3回、夕4回
観光 寄港地観光ツアー：別料金・定員制
※�天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。
※花は気象状況等によりご覧いただけない場合がございます。

4/29
常陸那珂 花と緑が彩る春の絶景

国営ひたち海浜公園をネモ
フィラが彩る季節に訪れま
す。丘一面が青く染まり、青
い空ととけ合う風景は感動
的です。日本三名園の一つ
偕楽園はツツジが見頃です。
観光  日本三名園・偕楽園と
弘道館 ほか
シャトルバス（予定）

国営ひたち海浜公園周辺

4/30
大船渡 みちのくの豊かな自然と歴史

奇岩が織りなす碁石海岸の絶景
で知られる大船渡。大船渡からは
奥州藤原氏の栄華がしのばれる
中尊寺の参拝をお楽しみいただ
けるツアーを予定しています。
観光  平泉・中尊寺と毛越寺、
 三陸鉄道乗車体験 ほか
シャトルバス（予定） 碁石海岸周辺偕楽園 観光 中尊寺 観光

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉（単位：円）

客室タイプ K：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 W：和洋スイート S：ロイヤルスイート

旅行代金 316,000 408,500 418,500 625,000 796,500 867,000 1,386,000
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室E、Dは130％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

世界遺産

ASUKA SPECIAL
華麗に流れる美しき旋律
米津真浩 & 小瀧俊治 （ピアノ連弾）

米津真浩  profile
東京音楽大学卒業。日本音楽コンクールピ
アノ部門第2位入賞。岩谷賞（聴衆賞）を受
賞。ソロ、室内楽等の演奏活動だけにとど
まらず、アウトリーチ活動にも積極的に力
を注ぐ。

小瀧俊治  profile
東京音楽大学卒業。コンセール・マロニエ
21第１位、東京芸術センター記念ピアノコ
ンクール感動賞、FUGA国際音楽コンクー
ル金賞受賞。多くのアーティストと共演を
重ね活動は多岐にわたる。

TADAHIRO 
YONEZU

TOSHIHARU 
KOTAKI

16

国
内
ク
ル
ー
ズ

月
出
発

4

20226118



青森

函館
釧路

横浜

ゴールデンウィーク 北海道・青森クルーズ
横浜発  2022年5月2日（月） ▲  5月8日（日） 7日間　 連休利用

大 型 連 休
羽 を 伸 ば し に
北 の 三 都 へ

釧路湿原 観光

5/6
釧路

豊かな命を育む
道東の大自然

多くの野生動物
が生息する釧路
湿原や、特別天
然記念物タンチ
ョウの見学など、
道東の魅力を楽
しめます。
観光  タンチョウと釧路湿原半日観光 ほか

5/4
函館

開港の歴史を感じる
瀟
 しょうしゃ 

洒な街並み
西洋建築や星型
の城郭・五稜郭
など、歴史と西
洋文化の面影が
ただよう、ノスタ
ルジックな街並
が魅力です。
観光  大沼国定公園観光、函館夜景観賞 ほか

函館夜景 観光 タンチョウ（イメージ）観光

月日 発着スケジュール 入港 出港

5/2 月 横浜 17：00

3 火・祝 クルージング ─ ─

4 水・祝 函館 観光 8：00 22：00

5 木・祝 青森 観光 8：00 17：00

6 金 釧路 観光 10：00 17：00

7 土 クルージング ─ ─

8 日 横浜 9：00

■食事：朝6回、昼5回、夕6回
観光 寄港地観光ツアー：別料金・定員制
※�天候その他の事情により航路が変更となる場合がございます。

ASUKA SPECIAL
光と影の幾何学ダンスアート
XTRAP（フィンガーイリュージョン）

profile
世界最大級のオーディ
ション番組「アジアズ
ゴットタレント」にて大
絶賛された。代表作の
「指の万華鏡」など、唯
一無二のパフォーマン
スで国内外で話題。

独自の奏法で魅了する
福居一大BAND（津軽三味線）

profile
津軽三味線全国大会
の三代目チャンピオ
ン・福居一大のバンド
プロジェクト。異ジャ
ンルの音楽手法を積
極的に取り入れ、観客
を魅了し続けている。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉（単位：円）

客室タイプ K：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 W：和洋スイート S：ロイヤルスイート

旅行代金 469,000 607,500 622,500 932,500 1,189,500 1,295,500 2,074,000
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室E、Dは130％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

5/5
青森

縄文遺産にねぶた
歴史と文化の扉を開く

ウォーターフロ
ント地区の散策
が楽しい青森。
2021年に世界文
化遺産に登録さ
れた三内丸山遺
跡も注目です。
観光  世界遺産三内丸山遺跡、八甲田観光 ほか
シャトルバス（予定） JR青森駅周辺

三内丸山遺跡 観光

世界遺産

17

国
内
ク
ル
ー
ズ

月
出
発

5

20226202



横浜
四日市

グループサウンズクルーズ
横浜発  2022年5月8日（日） ▲  5月11日（水） 4日間　 シニア10％  Cスイートトリプル

詳細はP.4へ
 

月日 発着スケジュール 入港 出港

5/8 日 横浜 17：00

9 月 クルージング
★スペシャルステージ ─ ─

10 火 四日市 観光 8：00 17：00

11 水 横浜 9：00

■食事：朝3回、昼2回、夕3回
観光 寄港地観光ツアー：別料金・定員制
※�天候その他の事情により航路が
　変更となる場合がございます。

ASUKA SPECIAL

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉 （単位：円）

客室タイプ K：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 W：和洋スイート S：ロイヤルスイート

旅行代金 204,500 259,000 265,500 394,500 501,500 545,500 870,000

シニア割引適用後 - 233,100 238,950 355,050 451,350 490,950 -
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室E、Dは130％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

3人利用がお得！

60歳以上のお客様は、旅行代金が10％割引になる
クルーズです。
※�下船日に満60歳以上のご本人様が対象です（1962年5月11日
までにお生まれの方）。　※客室K・Sを除く

シニア
10%

S P E C I A L  G U E S T

THE G.S
S P E C I A L  G U E S T

THE G.S

三原綱木／BLUE COMETS 
1966年に発売した「青い瞳」で人気となりＧＳ�
時代の火付け役となる。「ブルー・シャトウ」で日本
レコード大賞受賞、NHK紅白歌合戦に初出場。

鳥塚しげき・植田芳暁・島英二・加瀬友貴／
THE WILD ONES 
1966年結成。「想い出の渚」でデビュー。12弦�
ギターサウンドと爽やかなコーラスが人気となる。
「愛するアニタ」「青空のある限り」などが代表曲。

今井久／PURPLE SHADOWS 
1968年3月「小さなスナック」でレコードデビュー。�
従来のグループサウンズとは異なるフォーク調の
サウンドが大ヒットし、人気グループとなる。

ミッキー吉野／THE GOLDEN CUPS 
横浜で結成。抜群のビートとテクニックでハマっ
子の間で人気を集め、知名度が飛躍的にまして行っ
た。「長い髪の少女」「愛する君に」などが代表曲。

サポートメンバー 石橋誠章

乗船メンバー（予定）
profile

客室S・W・Aのお客様には指定鑑賞エリアをご用意
※�アルバトロスソサエティ�プラチナメンバー（飛鳥クルーズ累計1,000泊以上の方）のお客様にも指定鑑賞
エリアをご用意いたします。客室C〜Kのお客様は自由席でお楽しみいただけます。

夢中になって追いかけた、あの時のあの曲 THE G.S スペシャルステージ

5/10
四日市 お伊勢まいりも楽しめる

四日市からは東海道の宿場町として栄えた面
影が残る関宿や、おかげ横丁の散策も楽しい
伊勢神宮参拝へのツアーを予定しています。
観光  伊勢神宮・内宮観光、
 宿場町・関宿と椿大神社 ほか
シャトルバス（予定） 近鉄四日市駅周辺

伊勢神宮 観光 イメージ

※写真は全てイメージです。イベント内容は変更、中止となる場合がございます。
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神戸

S P E C I A L  D I N N E R
TEA TIME

※写真は全てイメージです。イベント内容は変更、中止となる場合がございます。

神戸 A-trip クルーズ ～フランス気分～
神戸発    2022年5月13日（金） ▲  5月15日（日） 3日間　 週末利用  ミドルエイジ10％  

月日 発着スケジュール 入港 出港

5/13 金 神戸 17：00

14 土 クルージング
★スペシャルステージ ─ ─

15 日 神戸 9：00

■食事：朝2回、昼1回、夕2回

※�天候その他の事情により
　航路が変更となる場合がございます。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉 （単位：円）

客室タイプ K：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 W：和洋スイート S：ロイヤルスイート

旅行代金 151,500 192,500 197,500 292,000 370,500 403,000 641,000

ミドルエイジ割引適用後 136,350 173,250 177,750 262,800 333,450 362,700 576,900
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室E、Dは130％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

洋上で
フランス旅行気分

ご好評にお応えしてA-tripクルーズ
が神戸発着で初登場します。「リドカ
フェ&リドガーデン」では、朝食や昼
食にフレンチビュッフェを実施。ティ
ータイムには、カラフルでかわいいマ
カロンをはじめとしたフランスならで
はのスイーツもご用意。船内はフラン
ス一色に染まり、洗練されたフランス
文化を感じていただけます。

ASUKA SPECIAL
新たな感性の洗練されたフレンチポップス
ドミニク・シャニョン （シンガー／ベース）
profile
C.I.Mパリ音楽院で作曲、アレン
ジを学び首席で卒業後、ヨーロッ
パ各地で活動。NHK教育テレビ
『フランス語会話』のレギュラーに
抜擢、その後本格的に日本で音
楽活動を開始。

フランスで修業したパティシエによるスイーツ
阿部竜馬 飛鳥Ⅱペストリーシェフ
profile
ホテルのパティシエとして勤務後、
渡仏。フランス・ブルターニュ地方
レンヌでローラン・ル・ダニエルシェ
フに師事。2011年に帰国し、以来
飛鳥Ⅱのパティシエとして勤務。

飛鳥Ⅱで海外旅行体験 
「A-tripクルーズ」

海外旅行へ行きたい！ 現地の美
食や芸術を堪能したい！ そうい
った想いにお応えできるよう、
2021年クルーの声で誕生した

「A-trip クルーズ」。現地の雰囲
気を味わっていただけるような、
お食事やショーをご用意し、大
変好評いただきました。今回は
フランス気分を再び！ のご希望
にお応えし、神戸発着で再登場
します。世界を旅し、知り尽くし
た飛鳥Ⅱだからこそ自信を持って

「洋上のフランス」へ案内いたし
ます。

40～50歳代のお客様は、旅行代金が10％割引になるクルーズです。
※対象：1962年5月14日〜1982年5月15日生まれ。ご本人様に限ります。

ミドルエイジ
10%

クルーが発案

イメージ

19

国
内
ク
ル
ー
ズ

月
出
発

5

20226208



神戸

長崎
油津
（日南）

開聞岳
 5/16 View Point

ゆっ たりめぐる
初 夏 の 九 州 旅

洋 上 ライフも 満 喫

神戸発着 薫風の長崎・日南クルーズ
神戸発  2022年5月15日（日） ▲  5月20日（金） 6日間　  Cスイートトリプル

詳細はP.4へ
  W・Aスイート体験

月日 発着スケジュール 入港 出港

5/15 日 神戸 17：00

16 月 クルージング ─ ─

17 火 長崎 観光 9：00 17：00

18 水 油津（日南） 観光 8：00 17：00

19 木 クルージング ─ ─

20 金 神戸 9：00

■食事：朝5回、昼4回、夕5回
観光 寄港地観光ツアー：別料金・定員制
※�天候その他の事情により航路が
　変更となる場合がございます。

ASUKA SPECIAL
多彩な音色、多彩な音楽
MINGLE

（ヴァイオリン/ピアノ/マルチリード）

profile
ヴァイオリンのKaoを中心に、ピア
ノ伊藤祥子、マルチリード演奏と編
曲の小田島亨で結成。ジャンルにと
らわれないサウンドを発信している。

篠笛とピアノの豊かな旋律
佐藤和哉 & 妹尾 武
佐藤和哉（篠笛・作曲家）
profile
2013年に自身作曲の『さくら色のワルツ』
が、ゆずの『雨のち晴レルヤ』のモチーフ
曲として採用され、NHK連続テレビ小説
「ごちそうさん」主題歌となる。

妹尾 武（ピアノ、作詞・作曲・編曲家）
profile
大学在学中に作曲した「So�Heavenly.」
が細野晴臣選曲・監修のアルバムに収録
され、プロとしての音楽活動を開始。様々
なアーティストへ楽曲を提供している。

ダブル
乗船

「神戸発着� 春の岩国・中津ク
ルーズ（3月30日発/P.8)」にご
乗船いただくと本クルーズの
旅行代金が10％割引になります。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉 （単位：円）

客室タイプ K：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 W：和洋スイート S：ロイヤルスイート

旅行代金 329,000 420,000 430,500 645,500 742,500 808,500 1,438,500

ダブル乗船割引適用後 296,100 378,000 387,450 580,950 668,250 727,650 1,294,650
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室E、Dは130％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

3人利用がお得！ スイート利用がお得！

5/18
油津 南風を感じる日南海岸

フェニックス（やしの木）が風に揺れる南国らしい
風景の日南海岸。周辺には鵜戸神宮や飫肥城下
町など歴史を感じるスポットも点在。
観光  鵜戸神宮半日観光 ほか　 シャトルバス（予定） 飫肥城下町周辺

5/17
長崎 異国情緒薫る坂の街

西洋と東洋の文化が混ざり合う雰囲気が
魅力の長崎。修復工事を終えた旧グラバー
住宅をはじめとした世界遺産が集まります。
観光  長崎の世界遺産めぐり、軍艦島を訪ねて ほか

鵜戸神宮 観光軍艦島 観光

旧グラバー住宅

世界遺産
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A C Q U A P A Z Z A

YOSHIMI HIDAKA

S P E C I A L  G U E S T

YOSHIYUKI OHSAWA
KUMIKO YAMASHITA

神戸

ASUKA SPECIAL

神戸発着 薫風の長崎・日南クルーズ
神戸発  2022年5月15日（日） ▲  5月20日（金） 6日間　  Cスイートトリプル

詳細はP.4へ
  W・Aスイート体験

月日 発着スケジュール 入港 出港

5/20 金 神戸 17：00

21 土
クルージング
★スペシャルステージ
★スペシャルディナー

─ ─

22 日 神戸 9：00

■食事：朝2回、昼1回、夕2回

※�天候その他の事情により航路が
　変更となる場合がございます。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉 （単位：円）

客室タイプ K：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 W：和洋スイート S：ロイヤルスイート

旅行代金 151,500 192,500 197,500 292,000 370,500 403,000 641,000
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室E、Dは130％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

山下久美子（ボーカル）
profile
1982年「赤道小町ドキッ」が大ヒット、その後もハ
スキーでキュートなヴォーカルとロック色の濃い
ポップスで�「こっちをお向きよソフィア」「瞳いっぱ
いの涙」がヒット。2020年に40th�Anniversary�
Album「愛☆溢れて�!�~Full�Of�Lovable�People~」
をリリース。その後もライブ活動中。

大澤誉志幸（シンガーソングライター）
profile
「そして僕は途方に暮れる」等の大ヒットでシンガー
としての地位を不動のものに。ソロ・アルバムを数多
く発表するかたわら、吉川晃司、アンルイスを始めと
する数多くのアーティストへの楽曲提供とプロデュー
スを行う。2021年、40周年記念ライブを実施。2022
年春、40th�Anniversary�Albumをリリース予定。�

東京・青山の名店 イタリア料理「アクアパッツァ」
日髙良実 シェフ
profile
神戸市出身。調理師学校を卒業後、フランス料理の道に進み、神戸ポートピ
アホテル「アラン�シャベル」に入る。その後イタリア料理に転向。1990年、独
自のイタリアンのスタイルを構築すべく「ACQUAPAZZA」のオープンととも
に料理長に就く。2003年、「ACQUAPAZZA」のオーナーシェフに就任。旬の
魚介そして野菜、穀物にこだわった独自の料理を提案し続けている。

客室S・W・Aのお客様には指定鑑賞エリアをご用意
※�アルバトロスソサエティ�プラチナメンバー（飛鳥クルーズ累計1,000泊以上の方）のお客様にも指定鑑賞エリアを
ご用意いたします。客室C〜Kのお客様は自由席でお楽しみいただけます。

A-styleクルーズで
贅沢なひとときを
週末を利用した日程で、大澤誉志幸&山下久美子によるス
ペシャルステージと、名店「アクアパッツァ」の日髙良実シェ
フによるスペシャルディナーを心ゆくまで堪能できる飛鳥Ⅱ
のプレミアクルーズ。ゆったりとした時間が流れる洋上の休
日をお楽しみください。

神戸 A-style クルーズ～春
は る

彩
い ろ

～
神戸発  2022年5月20日（金） ▲  5月22日（日） 3日間　 週末利用  初乗船者向け特典

初乗船者 
向け特典

当クルーズが飛鳥クルーズ初乗船となるお客様には
飛鳥Ⅱ船内で利用できる船上クーポンをプレゼント！
客室K・E・D＝5,000円分
客室 C・A・W・S＝10,000円分
※船上クーポンは飛鳥Ⅱ船内でのみご利用いただけます。
　ご利用いただけなかった分の返金はございません。

"カッコいい大人 " による"カッコいい大人 " のための珠玉のコラボレーション

大澤誉志幸 & 山下久美子スペシャルステージ

イメージ
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八代
鹿児島

佐世保
横浜

錦江湾クルージング
 View Point

初夏の西
さ い か い ど う

海道 悠 ク々ルーズ
横浜発  2022年5月24日（火） ▲  5月30日（月） 7日間　 Cスイートトリプル

詳細はP.4へ

W・Aスイート体験

ダブル
乗船

「春の土佐・みやこ大阪クルー
ズ（4月6日発/P.9)」にご乗船
いただくと本クルーズの旅行
代金が10％割引になります。

旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉 （単位：円）

客室タイプ K：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 W：和洋スイート S：ロイヤルスイート

旅行代金 394,000 503,000 515,500 774,000 890,000 969,000 1,725,000

ダブル乗船割引適用後 354,600 452,700 463,950 696,600 801,000 872,100 1,552,500
※客室をお一人様でご利用の場合には、客室Ｋは150％、客室E、Dは130％、客室C、A、Wは160％、客室Sは200％の割増代金となります。

3人利用がお得！ スイート利用がお得！
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5/26
佐世保

佐世保市制120周年の
特別な岸壁イベント

記念イヤーに佐世保へ入港。岸壁では地元の物産店やキッチ
ンカーが並ぶ、特別マルシェを開催。また、九十九島の多島海
美を望む展望エリアまでシャトルバスを運行。夜には飛鳥Ⅱの
お客様のために特別花火を打ち上げます。
※イベントの一部は天候その他の事情により
中止となる場合があります。

シャトルバス（予定） 九十九島観光公園周辺

月日 発着スケジュール 入港 出港

5/24 火 横浜 17：00

25 水 クルージング ─ ─

26 木 佐世保 14：30 21：30

27 金 八代 観光 8：00 17：00

28 土 鹿児島 観光 10：00 17：00

29 日 クルージング ─ ─

30 月 横浜 9：00

■食事：朝6回、昼5回、夕6回
観光 寄港地観光ツアー：別料金・定員制
※�天候その他の事情により
航路が変更となる場合がございます。

ASUKA SPECIAL
存在感あふれる「声」
Yae（シンガー）
profile��故藤本敏夫・歌手加藤
登紀子の次女。存在感あふれる
「声」で各地にファンの和を広げ
ている。

クラシックの名曲を再構築
トリオ・ローブ（ピアノ/サックス/ベース）
profile��クラシックにジャ
ズの要素を織り交ぜた、馴
染みやすくも味わい深いス
タイルが魅力。

5/28
鹿児島

雄大な桜島を
望む

島津家ゆかりの名勝・仙巌園観光や、
鹿児島一の繁華街・天文館の散策な
どをお楽しみください。
観光  仙巌園と鹿児島市内観光 ほか
シャトルバス（予定） 天文館周辺

九十九島

5/27
八代

くまモンポート八代に
初入港

たくさんのくまモンに出会える八代。
天守閣が復活した熊本城を訪れるツ
アーも企画しています。
観光  熊本城観光 ほか
シャトルバス（予定） 八代城跡公園周辺イメージ

くまモンポート八代

飛鳥Ⅱ と開聞岳

©2010　熊本県くまモン　＃154

蒔絵の重要無形文化財保持者
室瀬和美（漆芸家）

profile� 漆の装飾技法・蒔絵の重
要無形文化財保持者（人間国宝）。
創作活動に勤しむと共に文化財の
保存修復活動にも携わる。

飛鳥クルーズアンバサダーに就任
小山薫堂（放送作家・脚本家）

profile��TV『世界遺産』『料理の鉄
人』�映画『おくりびと』等を手がけ、
2025年の大阪・関西万博では、テ
ーマ事業プロデューサーを務める。

小山薫堂氏が乗船！！
くまモンをプロデュース

※乗船区間は未定です。
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