
創設1周年記念特別商品

飛鳥Ⅱ飛鳥Ⅱ
 横浜港～門司港クルーズと山陰の絶景・名所を訪れる 4日間 横浜港～門司港クルーズと山陰の絶景・名所を訪れる 4日間

 2021年5月24日（月）～5月27日（木） 2021年5月24日（月）～5月27日（木）

横浜港発／羽田空港着

3910033-001〈エスコート〉　　B券 船室タイプ 必須選択手40コースコード

2021年5月24日（月） ５月27日（木）

単位：円旅行代金 (お一人様/2名1室利用の場合）（Cスイートは3名1室） ※子供・幼児代金の設定はありません。

※上記代金は2名1室利用の場合となります。（Cスイート除く）各カテゴリー2名様でお申込みください。 ※Cスイートは2名1室の設定がござ
いません。3名1室のみ設定となります。3名様でお申込みください。又、3人目の方は備え付けのソファベッドでのご提供となります。 ※飛鳥Ⅱ
のキャビンは全室海側となりますが、Kステート及び一部の客室では視界の一部が遮られます。Kステートはバルコニーはございません。 

●現地添乗員／3日目：門司港から４日目：萩・石見空港まで同行いたしますが、「飛鳥Ⅱ」船内では船内スタッフ
　がお世話いたします。
●利用予定ホテル／大谷山荘〈曙〉  ●食事条件／朝3回、昼3回、夕3回  
●利用予定航空会社／全日本空輸　●利用予定バス／サンデン観光バス　
●最少催行人員／14名様（2名様より受付）

※１ 元乃隅神社境内・参道（鳥居）は立入不可となります。（3/1現在）
K：ステート E：バルコニー D：バルコニー C：スイート 3名1室

168,000 188,000 198,000 208,000

日次 スケジュール日 付 （表中の◎：入場観光、○：下車観光、～：船）

５/24
（月）1 〈船中泊〉HHC

横浜港（15：30集合／17：00出港）～（飛鳥Ⅱクルージング）～
「飛鳥Ⅱ」船内で各種イベント・お食事をお楽しみください。

2 ～（飛鳥Ⅱクルージング：終日航海）～
「飛鳥Ⅱ」船内で各種イベント・お食事をお楽しみください。

3

4

〈長門湯本温泉泊〉ABC

ABH

〈船中泊〉ABC
５/25
（火）

５/26
（水）

５/27
（木）

～門司港（7：00／9：00頃下船開始） ○門司港散策（60分）
○赤間神社（約30分） 下関春帆楼本店［昼食］（約75分）
○角島大橋（約40分） ○元乃隅神社※１（約30分） ホテル着（1６：40頃）

萩・石見空港（17：00頃着／18：00発） 羽田空港着（19：45）

ホテル発（10：00） ◎秋芳洞（約60分） ○萩散策（約2時間）

○松陰神社・松下村塾（約30分） 恵比須ケ鼻造船所跡（車窓）
※昼食：萩焼会館にて瓦そば弁当（60分）

a
ANA728便

★改装した客船「飛鳥Ⅱ」に2泊3日乗船
★山陰の絶景スポット「角島大橋」、「元乃隅神社」や日本三大鍾乳洞の「秋芳洞」
　を訪れます。
★3日目の昼食は〈下関春帆楼〉にてふく会席、4日目の昼食は萩の郷土料理「瓦
　（かわら）そば」弁当をご堪能ください。

お楽しみポイント

角島大橋角島大橋 〈下関春帆楼〉ふく会席イメージ〈下関春帆楼〉ふく会席イメージ元乃隅神社元乃隅神社

飛鳥IIイメージ　Photo by TSUNEO NAKAMURA飛鳥IIイメージ　Photo by TSUNEO NAKAMURA

ASUKA PLAZAASUKA PLAZA

168,000円～208,000円168,000円～208,000円
おとなお一人様 旅行代金／2名1室利用（Cスイートは3名1室）おとなお一人様 旅行代金／2名1室利用（Cスイートは3名1室）



この書面は、旅行業法第12条の４の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の５の定めるところの契約書面の一部となります。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認のうえお申し込み下さい。赤い風船旅行条件書 21.1月改定

2020年春、改装した「飛鳥Ⅱ」とともに新たな旅へ出かけませんか

赤東21-0904旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店（営業所）での取引きに関する責任者です。この旅行
契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。https://www.ntar.co.jp/ NTARいい旅

１.募集型企画旅行契約
（１）赤い風船は（株）日本旅行（以下「当社」といいます）が企画・募集し
実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型
企画旅行契約を締結することになります。
（２）募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている
条件のほか、ご旅行お申し込み時にお渡しする旅行条件書、出発前に
お渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の
部によります。
２．旅行のお申し込みと契約の成立
（１）申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金
または旅行代金の全額を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行
代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いします。
（２）電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段によるお申し
込みを受け付けます。この場合予約の時点で契約は成立しておらず、
当社から予約の旨を通知した後、予約のお申し込みの翌日から起算して
3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と
申込金を提出されない場合は、お申し込みはなかったものとして取り
扱います。
（３）申込金（お一人様につき）

（４）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（３）の申込金を受領
したときに成立したものとします。
（５）通信契約による旅行契約は、当社らがお申し込みを承諾する通知を
発し、当該通知がお客様に到達した時に成立します。
３．旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前にあたる
日より前にお支払いいただきます。

４．旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない
場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始
日の前日から起算してさかのぼって13日前に当たる日（日帰り旅行は
３日前）より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額
をお返しします。
５．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（１）パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、
食事代、入場料、消費税等諸税、空港施設使用料及び添乗員同行費用が
含まれます。
（２）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は
含まれません。
６．お客様からの旅行契約の解除（取消料）
（１）お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払い
いただいて、旅行契約の解除をすることができます。この場合、既に収受
している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い
戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を
申し受けます。（2021年5/1～4は、ご宿泊のみの場合でも下記の取消料が
適用されます。）

（２）なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨を
お申し出いただいた日とします。

（３）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人数等を変更される
場合、旅行費用全額に対して取消料が適用されます。
（４）宿泊のみご予約になった場合

※ただし、2021年5/1～4にご宿泊の場合は、（1）の取消料が適用と
なります。
７．個人情報の取り扱いについて
（1）株式会社日本旅行（以下「当社」といいます）及び下記「販売店」欄
記載の受託旅行業者は（以下「販売店」といいます。）ご提供いただいた
個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・
宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続のため、
④当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続
のため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン
情報の提供、旅行に関する情報提供のため、に利用させていただきます。
（2）上記②、③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、
搭乗便名等を輸送・宿泊機関、土産物店に提供する事があります。
（3）当社及び当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個人
情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社
の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させて
いただきます。なお当社グループ会社の名称は当社のホームページ
（https://www.nta.co.jp/）をご参照下さい。
8.ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は2021年1月１日を基準としています。また旅行代金は2021
年3月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

旅行開始後の解除
または無連絡不参加 当日 前日 2日前3日前4日前5日前6日前7日前 8日前～20日前
100％1～14名 50％ 20％ 無料
100％15～30名 50％ 20％ 無料
100％31名以上 50％ 30％ 10％

旅行代金
申込金

20,000円未満
5,000円以上

20,000円以上50,000円未満
10,000円以上

50,000円以上100,000円未満
20,000円以上

100,000円以上
旅行代金の20％以上

旅行契約の解除期日 取消料
右記日帰り旅行以外 日帰り旅行

無料
旅行代金の20％
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

無料
無料

旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
①21日目に当たる日以前の解除
②20日目に当たる日以降の解除（③～⑦を除く）
③10日目に当たる日以降の解除（④～⑦を除く）
④7日目に当たる日以降の解除（⑤～⑦を除く）
⑤旅行開始日前日の解除
⑥旅行開始日当日の解除（⑦を除く）
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加

長門湯本温泉
ご宿泊ホテル

●お部屋：和室又は洋室バス・トイレ付
●夕食：レストラン（和会席）
●朝食：レストラン（バイキング）

大谷山荘〈曙〉

当社では日本旅行業協会策定の「旅行業におけるコロナウイルス対応ガイドライン」に基づき適切な衛生管理と感染防止に努めております。
また、当パンフレット掲載の交通機関や観光・宿泊施設の各業種によるガイドラインに準じた機関・施設を利用しています。

ご旅行に
際しての
お願い

・ご出発前にご利用施設のホームページ等をご参照いただくとともに、ご不明な点は係員にご相談ください。
・感染防止対策等の一環で、施設により検温、体調に関するアンケート等を実施する場合があります。あらかじめご了承ください。
・ご出発に際して感染症が疑われる症状や発熱等がある場合はご旅行をご遠慮いただくことがございます。また、ご旅行中に同様な事象が
 ありました場合は最寄り保健所等へのご相談をいただく場合もございます。その際は、お申込み窓口にご相談ください。
・ソーシャルディスタンスをこころがけた行動をお願いいたします。ご旅行中は飛沫感染予防のため、マスクのご着用をお願いいたします。
国土交通省により発表された新しい旅のエチケットについてもご一読いただきますようお願いいたします。

ご旅行帰着後2週間以内に新型コロナウイルスと診断された場合には、
速やかに当社お申込み窓口までご連絡ください。ご報告内容につい
ては当社の把握する接触者への注意喚起に使用させていただきます
が、お客様の個人情報については適切に取扱いさせていただきます。

●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。
●ご出発の30日前（30日前が土・日・祝日の場合は、その前の平日）の時点でお申込みが最少催行人員未
満の場合は、催行を中止します。
●お申込み最終締切・・・ご出発の44日前まで予約を受付けます。ただし、該当の日が土・日・祝日の場合は
その前の平日が最終締切となります。
●定員になり次第締め切りさせて頂く場合があります。
●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はいただけません。
　・2つ以上のクルーズ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、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。
●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。
●ショーなどをご覧いただく「ギャラクシーラウンジ」の入場はデッキ毎にご案内し、着席時に客室番号をお
伺いいたします。また、当面の間、飲料の提供は中止とさせていただきます。
●新型コロナウイルス感染症対策に万全を期する為、体質上（アレルギー）の理由で食べ物に制限をお持
ちの方への特別食の対応は当面の間、中止いたします。食材の情報についてはご乗船後に係員にお尋ね
ください。対応再開の際は飛鳥クルーズのホームページ等でお知らせします。
●横浜港大さん橋国際客船ターミナル内にございます「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｡ 
●掲載のスケジュールは2021年3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別途お渡しする「旅行条件書」をご参照ください。
●本コースが催行確定していても船会社の諸事情によりツアーがキャンセルとなる場合がございます。

〈特別な配慮を必要とする方のお申込みについて〉
お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。
特別な配慮・措置が必要となる可能性のある方は、ご相談させていただきますので係員に必ずお申し出ください。

飛鳥Ⅱご乗船に先立ち、唾液検体採取による新型コロナウイルスの事前PCR検査を実施いたします。当検査実施により事前に
お客様の感染の有無をご確認いただき、船内における感染症予防を図ります。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

①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。
②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。
③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。
④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。
⑤ご乗船当日の乗船受付で実施する検温にて、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。

なお、上記①～⑤のいずれかに該当するお客様の同行者様（*1）もご乗船いただけません。
（*1）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。住居が別でご乗船当日に合流するお客様同士はご乗船い
ただけます。

ご乗船受付時は必ずマスクをご着用ください。「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
出いただくほか、ご乗船の皆様に「検温」を実施いたします。 ※乗船前14日間の健康状態の確認など。
ご乗船中は客室内とお食事、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。 
※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。

事前検査の流れ（検査会社：ジェネシスヘルスケア株式会社）
①事前検査キットを検査会社よりご自宅に送付いたします。
②検査キットが届き次第、同封の案内に従い検体を採取し、指定の方法にて検体を所定の送付先にご返送ください（送料無料）。
③検査結果はご乗船前日までに専用ホームページにてお客様ご自身でご確認ください。「高リスク」「再検査」の場合はお申し
込み旅行会社よりご乗船前日までにご連絡いたします。

※本事前検査の結果は「高リスク」「低リスク」「再検査」にて表示されます。 それぞれ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。
※検査費用はクルーズ代金に含まれます。
※ジェネシスヘルスケア株式会社PCR検査キットご利用ガイドはこちら

　https://covid-19.genelife.jp/guide/cvp200715/
　  ご注意：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。

クルーズお申し込み時に、事前ＰＣＲ検査の実施について、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。

共通のご案内 －必ずお読みください－ 飛鳥Ⅱの新型コロナウイルス感染症対策について
飛鳥Ⅱではお客様と乗組員の感染症予防ならびに船内衛生に万全を期するため、各種対策に取り組んでまいります。
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。
■乗船条件（抜粋）

唾液検体による事前PCR検査を実施します〈必須〉重要なご案内

■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。

乗船受付時

乗 船 中

■「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）

※「飛鳥Ⅱ 新型コロナウイルス感染症対策プラン」の内容は変更
　になる場合がございます。ご乗船前に上記ホームページにて
　最新情報を必ずご確認ください。

https://www.asukacruise.co.jp/
coronavirus_information/

客室一例客室一例

露天風呂露天風呂

※船内は感染症対策により、船内サービス、イベン
ト、一部の施設の営業が変更もしくは中止する場
合がございます。
※露天風呂は停泊時および航路上の都合や天候、
運用上等の理由により営業時間が限られます。グランドスパ露天風呂グランドスパ露天風呂

リドカフェ＆リドガーデンリドカフェ＆リドガーデン

客室内共通設備：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/
クローゼット

快適な生活空間と上質なサービスは飛鳥Ⅱならでは。
K:ステートK:ステート D:バルコニーD:バルコニー

イメージイメージ イメージイメージ

受託販売　東京都知事登録旅行業第2-5483号

TEL.0570-048908
〒104-0045 東京都中央区築地5-4-18 汐留イーストサイドビル7F
総合旅行業取扱管理者　新屋 万智子

（株）日本旅行リテイリング
東日本いい旅予約センター

赤 い 風 船 東 日 本 事 業 部
〒131-8565 東京都墨田区堤通1-19-9
リバーサイド隅田セントラルタワー6階

一般社団法人 日本旅行業協会正会員

 
 


