
○
○ 日

川 ����S∴ 
－ � � �整誓，撥灘圏／∵鷲 

∴∴子＿∴ 」．買 

木



看ご旅行条件
●最少催行人員．300名様　●添乗員：各地より添乗員が同行してお世話いたします。
●食事‘朝食4回、昼食5回、夕食4回　●利用バス会社、屋久島交通、四万十交通、嶺北観光自動車、さくら観光

日次 �朋（曜） �スケジュールii腿入場観光圏＝下車観光 �ヨ： � �夕 � 

1 �7／7 （日） �（送迎パス又はタ勇一）　　　はしふいつくぴいなすクルーズ � �○ �○ �担 各地竺聖二竺三三二名古屋港～…〉、／豊＼～＼へ一〈船中（泊） ����ン ユ 
14：00出港 ����ア lレ 

2 �7／8 �終日クルーズ・瀬戸内海経由（船内の豊富なイベントをお楽しみください〉 �○ �○ �（⊃ �褒 ン 
（月） �…へ船中（泊） ����エ ア Iレ 

3 �7／9 （火） �〈一七菖サー〈屋久島・宮之浦港（屋久島島内観光）へヘ〈／jiへ／＼〈船中（泊〉 �○ �（⊃ �○ �女 〈島内胱〉8：00入港　　　　　　18：00出発 ����ン エ ア 

lレ 

4 �7／10 �～〉主へ〈〈土佐清水・あしずり港（足摺観光）ハ～－〈／占卜一～…船中〈泊） �○ �○ �（‾） �褒 
（水） �〈島内観光〉　8：00入港　　　　17：00出発 ����ン ユ ‾i7 ノ ル 

5 �7／11 （木） �～〉…亀　　　名古屋港入港一一（送迎パス又はタクシー）各地 �（〕 �○ � � 
14：00入港 

※スケジュール・寄港地・入出港時間・航路・イベント等の内容、日程は諸事情により変更となる場合かございます。
※気象・海象などの条件により、上陸できない場合もございますので、予めご了承ください。尚、その場合のご旅行代全の減額は致しかねます。
※後日、改めて集合・解散地（および時刻）をお知らせ致します。

キャビン（客室）のご案内
全室海側を望むゆとりの客室、
快適にお過ごしいただける寛ぎの空間です。
快適なクルースライフを演出するこだわりの客室。全室海側に面し、大海原を望む窓をご用意しました。

シャワー・トイレも全室完備。インチノアにもこだわり、色調をアイボリーにまとめた温かい雰囲気を演出します。

洋上の寛ぎを贅沢にお過ごしいただけるよう上質な空間をご用意しました。

客室タイプ �害室の設備 ��広さ （H） �旅行代金／お一人様 
2名機l重利用 �3名機1室利用 

ステートルームJ �海側（丸窓）、ツインベッド、シャワー付 �5階 �15．3 �215，000円 �179，000円 

ステートルームH � �5、6階 �15．3 �246，000円 �226，000円 

ステートルームG �海側（角窓）、ツインベッド、シャワー付 �6階 �15．3 �258，000円 �238，000円 

ステートルームF � �8階 �15．3 �282，000円 �262，000円 

ステートルームE � �9階 �15．3 �292，000円 � 

デラックスルーム �海側（角窓）、ツインベッド、バスタブ付 �9階 �23．5 �365，000円 � 

スイートルーム � �10階 �35 �428，000円 � 

ロイヤルスイートルームB （1003i1004号室） �海側、バルコニー、ツインベッド、バスタブ付 �10階 �65 �625，000円 � 

ロイヤルスイートルームA （100日002号室） � �10階 �65 �650，000円 � 

※客室（こはご家庭で使用している電気製品（100v／60Hz）用の電源コンセントの他、テレビ冷蔵庫、クロー

ゼット、ドレッサー、金庫、タオル、ドライヤーなどをご用意しております。（ただし、寝間着はご用意ください。）ま
た、バスタブ（ロイヤルスイート・スイート・デラックスのみ）、シャワー（ステート）、ウォシュレット型トイレを備

えております。※船内には大浴場もございます。※客室の面積にはバルコニーを含みます。※各客室階に
は、無料でご利用いただけるセルフランドリーがございます。※客室を含む船内はすべて禁煙です。（スモー
キングコーナーをご利用ください。）※救命ボート、乗下船用タラップなど客船固有の設備のために、一都眺
望が妨げられる客室がござます。※3名l室利用の場合は、3名横目はソファーベッド利用となります。※子
供代金／2歳未満の幼児は、大人l名桜に対しl名無料（食事、ベッドなし）、2歳以上小学生以下は大人代金の
75％、中学生以上は大人代金と同額となります。※シングル利用はステートルームG・H・Jのみ可能です。2

名l室代金の160％となります。相部屋の設定はございません。

／表書i？、 

ノ」し●　　　　　ノ　　　1　　　　　　7　　　　　　ノ　　l　　　　　）　　　　　）再 ��なサービスでおもてか 

⊃㌦’＿。、＿サロンクラス ��無料でご利用いただけます 

∴TlW甲羅∴十・十 ��柄は除く） 冷蔵庫内のお飲物 レ飲料を除くお飲物・軽食）＿即日 による特別なメニューときめ なし。二人掛けテーブルにて ］刺すます。 巳重の方はご利用いただけません。 

1 �　ス（ア ダイニングでは専属シェフ 釧かなサービスでおもて ゆったりと食事をお楽しみ 

※タイニングサロンは未就学リ 



地上では味わえない

船上だけの至福の時間を
お届けします。
クルーズという旅のステージには、地上とはまったく違う世界が広がっています。

この素晴らしい時間を存分にお楽しみいただく為に、最高級の木テルの安らぎや、
バラエティーに富んだ施設やイベントと、他にはない旅のスタイルをご用意しております。

1－諦専鍵盤盤盤 �“∴噂頭雫や∵一＿ 錦絵窪 

1㌢ギ　｝－ �� � 

董皇奮，。一点∴亘 �＄定一＿i∵ �� 

0メインダイニングルーム
「はしふいつくびいなす」が誇るメインダイニング。旅のシーンに合わせ趣

向を凝らしたフルコースディナーやスイーツなどバラエティー（こ富み、

健康にも配慮したこだわりのメニューがお楽しみいただけます。

I＿一一・一一一一一トガラウンジ（ナムコーナー）　　　　　　　　　紅玉 
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博髄璽洞壷≡蓋蓋　裏叩“き軸　＿認 ��　　　　　1度に10－15人が利用” 迎宴医書霊　　　　　堂浴室です。海を眺めな 
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‾罵i日　　　　　高ノ抑ン：ェントランスロ ��　　　　　主iiゝ（ヵ、し ピ‾II「＿＿＿＿－＿＿。メインラウンジ　－　議書 

シアター　　　　　　　　　　　　　書幅　25．0 

議書盤㌫ズライフをQ＆A薫
田繭晴間申幅腿胴囲日日胞田圃開閉園田

A旅行代全には、運賃・客室使用料金・食事料金・ショーなどのイベント参加費などが含まれております。別途お支
払いが必要な費用は、アルコール飲料などのお飲み物代・ショップでのお買い物代・びいなすサロン利用代・ク
リーニング代・一部のアート＆クラフト教室の教材費などの個人的諸費用です。

田園困回菌開田開田陸田

A船内はキャッシュレスカード対応なので、現金を持ち歩く必要がなく、その都度伝票にサインするだけでOKです。
ご精算は下船前に一括となりますので、現金またはクレジットカードでお支払ください。ご利用いただけるクレジット

カードは、ダイナース・JCB・ViSA・DC・MUFG・UC・MASTER・AMEX・NiCOSです。

A船内のパソコンからEメールのみご利用いただけます（有料）。メールアルスは、そのクルーズ中でのみ使用でき
るものとなります。

田圃麟田園即山田的閏明圏隅田

A「はしふいつくびいなす」はフィンスタビライザー（桟揺れ防止装置）を装備し、横揺れを最小限に抑えるよう建造されて
いますが、万一、気分が悪くなったり体調がすぐれない時は、医師と看護師が乗船しておりますのでご相談ください。

※酔い止め薬はフロントにご用意しておりますが、現在治療を受けられている方や小さなお子様は、かかり付けの医師
に相談するなどお体に合った酔い止め薬のご用意をおすすめします。

顕開聞田園圏掴四隅関田開園囲園田

A車椅子でも動きやすい設言†の客室（デラックスルーム）を2室ご用意しています。また、メインラウンジ入口のス
ロープをはじめ、船内のいたる所に多くの配慮をしていますが、船内では同伴者のご同行をお願いします。

※電動車イスは船内利用できません。

田園四囲四囲出国繭園田

A船内では一切必要ございません。お気違いなくクルースをお楽しみください。

A客室のある階には、無料でご利用いただけるセルフランドリーがあり、洗濯機・乾燥機・洗剤・アイロンなどを完備し
ております。またドライグノー二ンク（有料、ロイヤルスイートルームのお客様は無料でご利用いただけます）のオー
ダーも承ります。
※ドライクリーニングは、クルースによって営業しない場合もございます。

日田幽閉串間四境前歯商圏E

A日本沿岸を航行中は、船内でも携帯電話をご利用いただける海域もございます。沿岸部以外を航行中は、船内に
公衆電話を設置していますのでご利用ください。

書冊〇四回国剛権助帥幌翻園服繁HH

Aルスコートは夕方以降お休みになられるまでの服装規定です相中は普段通りの活動しやすい服装でお過ごしく
ださい。ジーンズやショートパンツでもOKです。今回のクルーズのドレスコードは全日カジュアルとなります。

〃罪麗日商Ⅲ獲“

男性／／／／襟付きのスポーツウエア、
カジュアルジャケットなど。

女性／ブラウスとスカート、
スラックスなどの快適な服装。

※Tシャツ・ショートパンツ∵ダメージの

はげしいジーンス・サンダル履きは

ご遠慮ください。

擁

童謡垂重量壷壷
eメインラウンジ
ダンスフロアを取り囲むようにゆったりと広く配

置された客席。観る、楽しむ、語らうと様々なシー
ンで活躍する社交のひとときを演出します。

フレンチのフルコースから和食や創作

料理まで、旬の食材や寄港地ならで
はの特産品を使った料理長自慢の料

理をお楽しみください。

、つくびいなす

98年4月○総トン数　26．594トン

620名　鵜客室数　230空　音全長1834m

m　営喫水　65mS巡航速力185ノット

CabinLifi 
過ご　し方は、お客様次第 

∴圭”i一、． 

豪華客船はしふいつくぴぃなすでのある日の一日（一例です）

モーニングウオーク
潮風を浴びながらのモーニングウオークなどの様々なアクティビティが満載です。

アーリーモーニングティー
早起きのお客様のために、コーヒーと焼き立てのマフィンなどをご用憲致します。

朝食
気分に合わせて、和食または洋食からお遊びいただけます。
和食はテーブルにセット、洋食はフードパーをご利用ください。

モーニングティー
コーヒー・紅茶・ジュースや小菓子などをご用意していますので

寛ぎの時間をお楽しみください。

カルチャー教室「歌声教室」
なつかしい童謡・唱歌などを－鯖に楽しく歌いましょうi

昼食
自営か）で和食・洋食を中′高二多彩なメニューをご用意しています。
食後は映画鑑賞や大浴場・サウナなどでゆっくりとおくつろぎください。

イベント「デッキスポーツ」
スポーツデノキにてソーシャルスタッフとともに体を動かします。

シャッフルポート輪投げ・スカットポールなどをご用意しています。

アフタヌーンティー
午後のひとときをゆったりとお過ごしいただくのもクルーズならではの
楽しみ方です。コーヒー、紅茶やパティシ工特製スイーツをどうぞ。

ビンゴゲーム大会
ピンコゲーム大会で素敵な景品をケントしましょうi

船上からの美しいサンセット
デッキより水平線（こ沈む夕陽をお楽しみ下さい。

夕食
本格的なディナーから素敵な夜は始まります。フランス料理のフルコース
から旬の味覚を生かした和食まで調理長自慢のメニューをどうぞ。

メインショー
メインホールでは、毎晩エンターテイメントショーを開催いたします。

歌謡ショーや漫才など日中とはひと味違った華やかな雰囲気が夜を
包みます。

ダンスタイム
メインラウンジがダンスフロアにか）ます。本給的な生バンドの伴奏にあわせて華麗

に締りましょう。ゲームコーナーではルーレットやブラックジャックをお楽しみください。

夜食
おにぎりや麺類、スイーツなどをご用意しています。



鹿児島県南部に位置する「屋

植物まで、連続的に分布する植
久島」o亜熱帯植物から亜寒帯ヤクスギランド　　　　　　　　志戸手ガジュマル園　　　屋久杉自然館

…麗萱欝藷繋護鬱譲襲讃襲護
についても学習できます。　　　　　　　　見られます。　　　　　　　　　久杉の木組みと栂ブロック敷きの床が、木のぬ

くもりを感じさせます。

一 iiSr 軸：iii 肇 �豆前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年珊一 11、1詔〕J／ 1来島海峡大橋81 櫛）112：00頃 ／語豊謹i 藍∴∴墨 � �㌔剥離砦　、つiii融 �　　　　言＼∴∴㍉∴ 題漢藍醍墨名古屋港 

∴∴∴∴■ l 十 ノノ続勤王た �∴∴十一：言上 大橋悶 �「∴∴三三モ ア 

：30頃日／i 

裏や＼　　　∴＿ ii言∵亨∴∴∴′了 

（ �● �� 音に二m葛　　　　　　　　　　　　園j �� � �1m＝ �軍曹回書 隷繍1－ 二一・′　／ 　／　†鯛8：00頃入港 

＼ii∴轟き∴！ 

囲開園足摺観光 〆　　　」m 　　　　　事 ���　l遥麗脳離 ∴三宅鎗漢譲綴翳 

＿”＿＿∴鋲簾裏書愈 �薄霧裏－＿ �足摺岬 ���四万十Ii � 

三三∴二二∴ t雪国轟孟誌議∴ �笹i多子1－ �足摺宇和海国立公園に指 定されている足摺岬は、 四国最南端の岬です。展 望台からは270度以上の 視界が広がり、彼方にの ぞく水平線がアーチ状に �∴「∴∴∴∴∴ † ヽhゞ幸 ��津野町不入山に端を 町、四万十町、四万十 四回最長の大河‘ 196km）。上流から‾ 残っている沈下橋は Iiiの増水時に水面下i 

ー／定かや∴∴岬融組織 　　壌議羽田噛一 重四囲四囲田園取離歎灘饗懸灘離離愁 � 

見えるため、地球が丸いこ とを実感できます。 ���流失しないように作ら 

足摺海底線

発し、中土佐　足摺宇和海国立公園に位置する足
十市を流れる 摺海底館は中四国唯一の海中展

す（全長　堂塔です。独特のデザイン性は建
葉物としても高い評価を得ていま下流に数多く

、欄干がなく　す。階段を降りれば、16個の丸窓
こ沈むことで　から大自然を鑑賞でき、海の中と
れた橋です。いう非日常の空間でゆったりとし

た時間を過ごすことができます。

お申込み時の注意事項と案内
【お申し込み条件l tその他）
●a障害をおもちの万、b健康を書している方、C妊娠中の方は、その旨をお申し出ください。またb（こ該当する方は、健康診断書の堤出をお願いいた　●記載されたスケジュール、航路は天候等により変更される場合もございます。

します。また当社の判断で参加をお断わりさせていただくか、同行者の同行を条件とさせていただく場合があります。
●15歳未満の方は、保護者の同行が条件となります。
●15歳以上20歳未満の方（ふ単独でもご参加できますが、保護者の同意書が必要です。

1．旅行代金
●子供代金（2歳以上小学生以下）は大人代金の75％となります。2歳未満の幼児は、大人l名樹こ
つきl名無料（食事ベッドなし）となります。

●2歳以上小学生以下のお子機に（ふ船内の昼食夕食はお子様メニューをご用漂することができま
すので、ご希望の方はお申込時にお申し出ください。

●ステートルームFGHJは3名桜で利用できます。その塔合、ツイン＋ソファーベッド（補助ベッド）の利用となります。

2．旅行代金に含まれるもの
●旅行日程中iこ明示かされた送迎パスクルーズ代金・クルーズ中の船内における軽食夜食も含む
全食事及び食事時のコーヒー紅茶は旅行代金に含みます。（ソフトドリンクアルコールは有料です。）

3．旅行代金に含まれ標いもの
上記の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
●食事時及び各施設でのアルコール飲料代金
●クリーニング代金電話電報代金等個人的性質の謹賀用及びそれに伴う税・サービス料
●お客様のご希望により生ずる日樹こ含まれないその他の追加代金（見学料食馨代金写真代金・交通費等）
●こ自宅から発着地までの交通費・宿泊費

4．お申し込み金

旅行代金の20％

5．添乗員　出発地より同行し、旅程管理業覇を行います。

※車イス、医療器具（酸素ボンベ、注射器等）を持ち込む場合はその旨をご予約時に申し出ください。電動車イスは船内利用できません。
※妊娠中及び6ケ月未満のお子様はご乗船いただけません。
●アレルギー対応の食事を希望される方は、ご予約時にお申し出下さい。

6天候によるスケジュールの変更
記載されたスケジュール、航路は天候により変更する場合もございます。

7．最少催行人員300名桜
8取消料（お客様による旅行契約の解除）

取消料 

21日前まで �無料 

旅行代金の100犯 

9．募集締切日
2019年4月末日（定員になり次第締切らせて頂きます。）

10．旅行条件の基準
本旅行条件は2018年10月15日を基準日として作成しております。

布U．
旅行企画・実施

株式会社農協調光
観光庁長官登録旅行業第939号

中部統括事業部
〒460－0003　名古屋市中区錦3－3－8

（JAあいちビル函館9階）

織豊牒監嘉

「Nツアーは地球にやさしい旅づ
くりをめざしています。美しい自
然や自重標文化遺産を守るため、
環境保全にご協力ください。」

旅行業公正取引
協議会会員

ホームページ開設由

httpi／／WWWntOUrCOlP／

●お問い合わせ・お申し込みは

吉山高　一【i、一十滴、塙〔薫縁2－291弓

となみ野セントラルツアー鯨
i騨口踊畠山蛍駄馬素宮背的一日

忙し0763－32・－8625FAY n7鵠－32－8633

忘鶉舘離籍能会吉田知花　孝志

i　富山版　i

鮪灘棚拍手略とは読富源の旅宿収倣う湘講での励iき柵拝ですこの臨「難星間し、旭、障からの，訪朝にご不眺捕ごむ、ましたらご蘭軽く1，脇行馴臨時増祐二ご鮎川さい


