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●「ぱしふぃっく びいなす 新型コロナウイルス感染症に関する対策（運航会社：日本クルーズ客船（株）発行）」
の全文をご確認いただき、ご了承の上、お申し込みください。
●ご乗船のお客様には、弊社指定機関の事前検査をお受けいただきます。検査費用はクルーズ代金に含まれています。
●乗船当日、受付前に「体温測定」「抗原検査」の実施と「健康質問票」のご提出をお願いいたします。
●健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、認知症の方、食物アレルギー・動物アレルギーの
ある方、妊娠中の方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方、そのほか特別の配慮が必要とする方は、お申し込みの際
に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ぐにお申し出ください。）
あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。船内では同伴者のご同行をお
願いいたします。なお、安全上、ご乗船いただける車椅子の方の人数には限りがございます。また、車椅子はお客様ご自身でご用意ください。
●糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方は
新型コロナウイルス感染症を発症した場合、重症化するリスクが高いとされています。万一、症状が発生した場合、船上では適切な医療
体制の確保が困難なため、事前にかかりつけ医にご相談いただき、クルーズ乗船に支障がないことをご確認のうえ、お申込みください。

お申し込み時の注意事項とご案内 ●重症化するリスクが高いとされる呼吸器疾患にあたり、酸素ボンベ・酸素濃縮器等の呼吸器疾患用医療機器をご利用の方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事前にお申し出ください。所定のアレルギー調査票のご提出が必要です。内容によりご希望に添えない場合がございます。
●妊婦の方は、お申し込み時に必ずお申し出ください。所定の承諾書、診断書の提出が必要です。
　クルーズによりましてはご乗船をお断りする場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
●乗船前及び下船後の状況把握のため、厚生労働省　新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）のインストールを強くお勧めいたします。
●宿泊はすべて船内泊となります。　●最少催行人員：各150名様　
●添乗員は同行いたしませんが、船内では船のスタッフがご案内いたします。
●記載しているスケジュール・寄港地・航路・船内イベントは、気象・海象条件、新型コロナウイルスの感染
状況、寄港地の受入れ状況、その他の事由により変更・中止となる場合もございます。
●ゲストエンターテイナー、イベント内容は、予告なく変更、中止となる場合がございます。
●乗船受付開始時間の詳細は最終日程表にてご案内いたします。
●客室番号について：使用する客室番号を指定することはできません。
●感染症予防対策として、上陸時（自由行動中）の飲食は自粛いただきますようお願いいたします。

このクルーズはびいなす倶楽部
特典の対象となるクルーズです。

びいなす倶楽部とはびいなすクルーズをご愛顧くださるリピータークラブです。
ご入会には一度ぱしふぃっく びいなすのクルーズにご乗船いただく必要があります。
客室並びに船内クルーズデスク、フロントに申込書をご用意しております。

９月２５日（土）広島発着
9月３０日（木）下関発着 屋久島クルーズ世界自然遺産

9月 7 日（火）門司発金沢着 ぐるっと 門司・境港・金沢クルーズ

紀元杉（屋久島）

大川の滝（屋久島）
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2021年9月
【門司／広島／下関発】
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■お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りください。
●お申し込みの方法と契約の成立
申込書に所定の事項を記入し、1名あたり下記の申込金のお支払いが必要になります。申込金は旅行代金又は取消
料もしくは違約料のそれぞれ一部として取扱います。旅行契約は申込金を受領したときに成立するものとします。電話
等にてご予約の場合、当社が予約を承諾する旨を通知した日から起算して3日以内に手続きをお願い致します。

●旅行代金の支払い
　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21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
●旅行代金に含まれるもの
　旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃･料金及び宿泊･食事･船内イベント参加費用（一部材料費を除く）
［注］上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しは致しません。
●旅行代金に含まれないもの
　前項の他は旅行代金の中に含まれません。その一部を例示します。
飲料代･通信費等個人的諸費用及びそれに伴う税･サービス料、疾病･傷害に関する治療費、乗船港まで及び下船港
からの交通費、宅配便代、その他個人的費用、希望者のみ参加する各寄港地でのオプショナルツアーの旅行代金、
お客様のご希望によりお一人部屋を利用される場合の追加料金、任意の旅行保険料並びに携帯品保険料、客室タイプ
変更による追加代金
●参加人数の変更
　1室のご利用人員が変更になった時は、変更後の1室ご利用人数に応じた代金をいただきます。
●取消料等
　お申し込み後、お客様のご都合で取消をされる場合、下記の取消料を申し受けます。
（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）

●旅行条件の基準期日:旅行条件･旅行代金は2021年6月1日現在を基準としております。

●その他
･参加者数が明示した最少催行人員に達しなかった時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当た
る日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知致します。
･添乗員は同行致しませんが、船内では係員がお世話致します。
･お客様は当社が承諾した場合、1万円の手数料をお支払いいただくことにより、別のお客様に交替することができます。
･その他の事項に関しては、当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
●最少催行人員　各150名様
●個人情報について
（1）当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用さ

せていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関等につい
ては当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。）の
提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続（以下「手配等」といいます。）に必要な範囲内、
当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、
保険会社に対し、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申し込みいただく際には、これら
の個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスの御案内、当社の商品やキャ
ンペーンの御案内のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

（2）当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。こ
の個人情報は、お客様に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させ
ていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得
るものとします。
＊また、当社では（1）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（2）アンケートのお願い。（3）特典サービスの
提供。（4）統計資料の作成｡（5）当社の旅行商品のご案内。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあ
ります｡

お申し込みのご案内 （詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。）

旅行契約の
解除日 21日前まで

取消料 無料

20日前から
8日前まで
20％

7日前から
2日前まで
30％

旅行開始日の
前日
40％

旅行開始日の
当日（右記除く）

50％

旅行開始後または
無連絡不参加
100％

2021.7

旅行代金の総額
お申込金

15万円未満 15万円以上30万円未満 30万円以上
20,000円以上 30,000円以上 50,000円以上

A
A　ベース版　ベース店名A　約款：国内B 海外DF　ほか：I

ぱしふぃっく びいなすの情報は びいなすクルーズ 検 索

観光庁長官登録旅行業第1340号

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA15階

東京支店
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル3階

旅行企画
実　　施

JATA正会員 旅行業公正取引
協 議 会 会 員

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取り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、ご遠慮なく右記の取扱管理者にお尋ねください。

●お申し込み・お問い合わせは

クルーズ中に誕生日をお迎えのお客様にはパティシエ特製
バースデーケーキと記念写真を、ハネムーンや結婚記念日、
金婚式（50周年）、エメラルド婚式（55周年）、ダイヤモンド
婚式（60周年）、ブルースターサファイア婚式（65周年）、プ
ラチナ婚式（75周年）の結婚記念の年にご夫婦でご乗船の
お客様には記念写真（船長の署名入りカード・特製フォトフレ
ーム付）をプレゼント。
※クルーズお申し込み時に旅行会社にお申し出ください。

記念日を洋上で 素敵な思い出を

パティシエ特製
バースデーケーキ

記念写真
（特製フォトフレーム付）

カジュアルな服装で過ごせます。
気軽にクルーズをお楽しみいただけるよう
ドレスコード（夕方以降の服装規定）は全て
カジュアルに設定しています。
カジュアル
〈男性〉�襟付きのシャツにスラックスなど
〈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、ジャージ、極端なダメージのある
　ジーンズ、サンダル履きはご遠慮ください。©川上真理子

■お食事時のお飲み物（一部銘柄は除く） 
■ルームサービス（アルコール飲料を

除くお飲み物・軽食） 
■お部屋のミニバーセット 
■冷蔵庫内のお飲み物 
■映画ソフト（DVD）の貸出 
■ロイヤルスイートのランドリークリー

ニングサービス 
■ロイヤルスイートのインターネット

閲覧サービス

（1003）エレガント

ダイニングサロン
〈グラン・シエクル〉

定員2名（35㎡ 10階、バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー付
※スイートBは、救命ボートによりベランダの眺望が妨げられます。

スイート
A（1005～1018）
B（1019 1020）

ステートルームE・F・G・H
定員 E：2名 F〜H：2〜3名

（15.3㎡ シャワー・トイレ付）
※Hは丸窓

ロイヤルスイート
スイート 特別なサービスでおもてなし

♦専用ダイニングで専属シェフによる特別なメニュー
ときめ細やかなサービスでおもてなし。二人掛けテー
ブルでゆったりとお食事をお楽しみいただけます。
※ダイニングサロンは未就学児童の方はご利用いただけません。
※感染症対策の為、お客様の人数によっては食事時間が
交代制になる場合がございます。

♦乗船日にはお部屋にウェルカムスイーツを
お届けします。

 E :9階 
 F :8階

  G :6階 
 H :6・5階 

共通の
客室設備

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、ウォシュレット型トイレ

※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、一部眺望
が妨げられる客室がございます。

サロン
クラス

デラックスルーム
定員2名（23.5㎡ 9階、バス・トイレ付）
※ブルーレイプレーヤー付

追加代金無しでご利用いただけます

定員2名（65㎡ 10階、展望バス・トイレ・バルコニー付）
※ブルーレイプレーヤー、インターネット閲覧専用ノートパソコン付

ロイヤル
スイート 
A（1001 1002）
B（1003 1004）

サロン
クラス

サロン
クラス

デラックスルームご利用の方は、メインダ
イニングルームのお食事が2回制の場合、
ご希望の回数を指定いただけます。

全室海側の「洋上の我が家」



金沢

門司

境港

■子供代金：2歳以上小学生以下のお客様の旅行代金は大人代金の75％となります。なお、お子様のみでの客室のご利用は
できません。各客室には定員があり、定員を超えてご利用いただくことはできません。　
■2歳未満の乳幼児は、ご乗船条件としております事前PCR検査に必要な唾液検体採取困難なため、ご乗船いただけません。

■相部屋の設定はございません。
■ステートJは当面の間、販売を休止いたします。
■当面の間、乗客数をソーシャルディスタンス確保のため、
制限したうえでお申込みを受付します。

各クルーズ共通

ぐるっと 門司・境港・金沢クルーズ門司発
2021年9月7日（火） ▶ 9月9日（木） 門司発金沢着 2泊3日

足立美術館（境港） ■o  
窓枠をそのまま額縁に
見立てた「生の額絵」 

出雲大社（境港） ■o

日程 入港 出港 寄港地

9 / 7 火 19:00 門司
8 水 08:00 19:00 境港 ■o
9 木 10:00 金沢

●お食事／朝食2回・昼食1回・夕食2回
●ドレスコード／すべてカジュアル
●記載しているスケジュール・寄港地・航路・
船内イベントは、気象・海象条件、新型コ
ロナウイルスの感染状況、寄港地の受入
れ状況、その他の事由により変更・中止と
なる場合もございます。
●9／7の乗船受付は出港時間の約
4～3時間前より開始予定です。   
詳細は最終日程表にてご案内いたします。

キタノ大地と魔ほうの愛華
豪華絢爛！  
日本の奇術
日本の伝統で文化庁の無形
文化財にも指定されている
古典奇術「和妻（わづま）」を
正統に継承している二人の
豪華絢爛な和のマジックをお
楽しみください。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

客室タイプ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイートB スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA
2名様１室利用 94,000 100,000 104,000 114,000 142,000 188,000 198,000 316,000 334,000
1名様１室利用 119,000 127,000 132,000 176,000 220,000 294,000 310,000 500,000 529,000 
3名様1室利用 78,000 83,000 86,000

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）

びいなすの食
特別企画 下関グランドホテル 

× ぱしふぃっく びいなす 
関門海峡フレンチを

洋上のレストランで

豊かな自然に包まれた山口県は古くから
美食の文化が栄えた土地。関門海峡に位置
する下関グランドホテルの総料理長が厳選
した海幸山幸を使用したディナーをお楽し
みください。
下関グランドホテルと日本クルーズ客船は
新日本海フェリーを中心とする
SHKライングループの一員です。
https://www.snf.jp/company/shk/

o オプショナルツアー（予定・別代金）
■o 日本庭園「由志園」と聖なる岬の美保関

美保関灯台、美保神社、江島大橋（車窓）、由志園　
◆所要時間：約3.5時間　◆お食事：なし

■o 日本一の庭園 足立美術館と出雲大社参拝 
足立美術館、出雲大社　
◆所要時間：約8.5時間　◆お食事：昼食付

（イメージ）

乗船するすべての人の健康と安全を守ります
新型コロナウイルス感染症に関する対策

a． 乗船前日より遡って14日以内に b．　
乗船当日に左記
a-（1）の症状が
認められるお客
様

c. 
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

d.
乗船日当日の抗原
検査にて、検査結果
が「高リスク」と判定
されたお客様

（1）
発熱（37．5℃以上）、咳、呼吸困難、全身倦
怠感、咽頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嗅覚・味
覚 の異常など、健康状態に何らかの異常
の症状を有したことがあるお客様

（2）
新型コロナウイルス感染症
感染者もしくは有症者およ
びその方と濃厚接触したお
客様

（3）
海外の渡航歴が
あるお客様

1

3

4
5

8
7

6

2

●PCR検査　出発の約10日前にご自宅へPCR検査キットをお届けいたします。唾液を採取し検査会社へご送付ください。
●抗原検査　乗船当日の受付前に実施いたします。検査キットをお渡しします。約15分で検査結果が出ます。

PCR検査（乗船前）と抗原検査（乗船当日）のダブルチェックを実施します。

船に持ち込ませないための乗船条件を強化します。

検査費用はクルーズ代金に含まれています。高リスク・再検査と判定されたお客様はご乗船いただけません。
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・抗原検査と同等の精度となります。

●ご乗船の条件　下記いずれかに該当するお客様は、ご同行者も含め、ご乗船いただけません。

乗船当日も受付会場でスクリーニングを実施します。

船外から船内への
換気で常に密閉の回避を
しています。

多数が集まる
船内施設やイベントの
密集を避けます。

乗組員も
感染症対策を
徹底します。 寄港地にて上陸中も

感染予防対策を図ります。

お客様へも密接を避けるなど
防止策をお願いします。

マスクの着用、1日2回の体温測定、定期的な
PCR検査、感染症対策に関する教育・訓練を行
います。

●自由行動
上陸中もマスクを着用ください。また、寄港地（自由行動
中）での飲食は自粛いただきますようお願いいたします。

●ソーシャルディスタンス
船内ではマスク着用、咳エチケット、ソーシャルデ
ィスタンスを。
●シップスドクター
体調がすぐれない場
合は速やかに船医の
診察を受けていただ
きます。

マスクを着用のうえ受付会場へお越しください。
受付会場では、体温測定・抗原検査、健康質問票のご提出など乗船直前のスクリーニングをいたします。

●マルチ空調
客室・施設の空調は各々独立しており、絶えず船
外より新鮮な空気を取り入れ、直接船外に排気し
ています。

●レストラン
レストランでは感染予防のため座席数を減らし
十分な距離を確保します。
●施設＆イベント
収容人数の制限、イベント内容の変更や一部
中止とする場合がございます。

船内での新型コロナウイルス
感染予防対策

「ぱしふぃっく びいなす」 新
型コロナウイルス感染症に
関する対策（日本クルーズ
客船㈱発行）の本文は、ホー
ムページの新型感染症対策
サイトでご確認ください。
ホームページアドレス
https://www.venus-cruise.co.jp/info/infection.php

ご同行者様とは、住居を共にしている方、ご家族の方、船内で同室の方となります。
ご乗船をお断りする場合は、ご同行者様も含め、クルーズ旅行代金全額をご返金いたします。但し、乗船までの交通費や宿泊費、宅配便等の費用はお客様ご自身のご負担となり
ます。乗船日の受付時にご乗船をお断りする場合も、病院や自宅等への交通費はお客様ご自身のご負担となります。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。 

乗船前

乗船当日

乗船中

寄港中

事前の
PCR検査

乗船当日の
抗原検査

ダブル
検査+ =

●オプショナルツアー
バスの乗車人数を制限して催行します。食事付きの
コースでは感染対策を行っている施設を選定します。

八つの策で
「船に持ち込ませない・広げさせない」の

安全を守ります。

当社では新型コロナウイルス感染症予防対策として（一社）日本外航客船協会が策定した「外航クルーズ船事業者の新型コロナ
ウイルス感染予防対策ガイドライン（国土交通省監修）」および（一財）日本海事協会の認証を受けた規定に則り、運航いたします。
運航に際しては、船内の消毒・清掃を徹底して行い、お客様をお迎えすることといたします。また、乗客数をソーシャルディスタンス
確保のため、制限したうえでお申し込みを受付します。

安全八策

（ワクチン接種済みの方にも必要となります。）



屋久島

広島

屋久島

下関

●旅行企画・実施：日本クルーズ客船（株）　●募集定員各20名様　●別代金（消費税込）で代金はすべて船上でのお支払いとなります。
●各ツアーの詳細・代金・最少催行人員・お申し込み方法につきましては、出発前にお渡しするオプショナルツアーガイドにてご案内いたします。
●掲載のツアーは、このパンフレットでのお申し込みを受け付けておりません。　●記載のオプショナルツアーは、諸事情により変更または中止となる場合がございます。
●オプショナルツアーで利用する飲食施設は感染症対策を行っている施設を選定しております。

オプショナルツアー
共通のご案内

記載マークについて
 食事付のツアーです。写真提供：公益社団法人 鹿児島県観光連盟、足立美術館、下関グランドホテル

※このパンフレットに掲載の写真はすべてイメージで、オプショナルツアーや自由行動で訪問できる場所も含まれております。
　■oのマークがついている写真の観光地は、オプショナルツアーで訪れることができます。旅行日程表のマーク説明

■oオプショナルツアー

日程 入港 出港 寄港地

9 /25土 15:00 広島
26日 09:00 18:30 屋久島 ■o
27月 14:00 広島

●お食事／朝食２回・昼食２回・夕食２回
●ドレスコード／すべてカジュアル
●記載しているスケジュール・寄港地・航

路・船内イベントは、気象・海象条件、
新型コロナウイルスの感染状況、寄港
地の受入れ状況、その他の事由によ
り変更・中止となる場合もございます。

●9／25の乗船受付は出港時間の
約3～2時間前より開始予定です。  
詳細は最終日程表にてご案内いたし
ます。

日程 入港 出港 寄港地

9 /30木 13:00 下関
10/ 1 金 08:00 18:00 屋久島 ■o

2 土 15:30 下関
●お食事／朝食２回・昼食３回・夕食２回
●ドレスコード／すべてカジュアル
●記載しているスケジュール・寄港地・航

路・船内イベントは、気象・海象条件、
新型コロナウイルスの感染状況、寄港
地の受入れ状況、その他の事由によ
り変更・中止となる場合もございます。

●9／30の乗船受付は出港時間の
約4～3時間前より開始予定です。  
詳細は最終日程表にてご案内いたし
ます。

大山百合香 with LiLi 
～南風薫る～クルーズコンサート

ボーカル＆三線・キー
ボード・パーカッション
の女性3人組ユニット。
自然風景を映し出す様
な歌声と朗らかなトー
クでハートフルな洋上
でのステージをお届け
いたします。

黒住憲五・藤澤桂子
「弾き語りとフルートで奏でる 
Love Song in 

Autumn」
美しい日本の秋を楽
しむ船旅に相応しく、
バラードの名曲やオ
リジナル曲、ポップス
を中心にお届けいた
します。想い出に残
る癒しの時間をお過
ごしください。

船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例） 船内イベント ｜ VENUS EVENT  （一例）

ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）　 ご旅行代金（おとなおひとり様・単位／円・消費税込）　
客室タイプ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイートB スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金
2名様１室利用 121,000 127,000 135,000 145,000 181,000 248,000 258,000 385,000 405,000
1名様１室利用 153,000 161,000 171,000 223,000 281,000 388,000 404,000 607,000 639,000
3名様1室利用 100,000 105,000 111,000

初乗船
割引

2名様１室利用 109,000 115,000 122,000 131,000 163,000 224,000 233,000 347,000 365,000
1名様１室利用 138,000 145,000 154,000 201,000 253,000 350,000 364,000 547,000 576,000
3名様1室利用 90,000 95,000 100,000

客室タイプ ステートH ステートG ステートF ステートE デラックス スイートB スイートA ロイヤルスイートB ロイヤルスイートA

通常代金
2名様１室利用 121,000 127,000 135,000 145,000 181,000 248,000 258,000 385,000 405,000
1名様１室利用 153,000 161,000 171,000 223,000 281,000 388,000 404,000 607,000 639,000
3名様1室利用 100,000 105,000 111,000

初乗船
割引

2名様１室利用 109,000 115,000 122,000 131,000 163,000 224,000 233,000 347,000 365,000
1名様１室利用 138,000 145,000 154,000 201,000 253,000 350,000 364,000 547,000 576,000
3名様1室利用 90,000 95,000 100,000

ぱしふぃっく びいなすのクルーズに初めてご乗船のお客様は
ご旅行代金が通常よりお得になるクルーズです。

ぱしふぃっく びいなすのクルーズに初めてご乗船のお客様は
ご旅行代金が通常よりお得になるクルーズです。

■o 白谷雲水峡・苔むす森トレッキング 
白谷雲水峡・苔むす森トレッキング　
◆所要時間：約7時間　◆お食事：昼食付

■■o  屋久島一周と
白谷雲水峡ハイキング 
白谷雲水峡、大川の滝、西部林道（車窓）、
永田いなか浜　
◆所要時間：約7時間　◆お食事：昼食付

■■o 大自然体感 屋久島森林浴 
ヤクスギランド、紀元杉、千尋の滝　
◆所要時間：7.5時間　◆お食事：昼食付

■■o  屋久島のパワースポット
白谷雲水峡ハイキング
白谷雲水峡、屋久島観光センター（買物）　
◆所要時間：約3時間　◆お食事：なし

■o 気軽に屋久杉を感じられる 原生林の森へ
ヤクスギランド、屋久島観光センター（買物）　
◆所要時間：約4時間　◆お食事：なし

o オプショナルツアー
（予定・別代金）

世界自然遺産 屋久島クルーズ広島
発着

2021年９月２５日（土） ▶ ９月2７日（月） ２泊３日

世界自然遺産 屋久島クルーズ下関
発着

2021年9月３０日（木） ▶ １０月２日（土） ２泊３日

s
初乗船割引

初乗船割引

9/26

■o 気軽に屋久杉を感じられる原生林の森へ
ヤクスギランド、屋久島観光センター（買物）　◆所要時間：約4時間　◆お食事：なし

■■o  屋久島のパワースポット 白谷雲水峡と益救神社
白谷雲水峡、益救神社、屋久島観光センター（買物）　◆所要時間：約3.5時間　◆お食事：なし

■■o 大自然体感 屋久島森林浴 
ヤクスギランド、紀元杉、千尋の滝　◆所要時間：7.5時間　◆お食事：昼食付

■■o  屋久島一周と白谷雲水峡ハイキング 
白谷雲水峡、大川の滝、西部林道（車窓）、
永田いなか浜
◆所要時間：約7.5時間　◆お食事：昼食付

■■o  白谷雲水峡と太鼓岩トレッキング 
※健脚者コース 
白谷雲水峡、太鼓岩トレッキング
◆所要時間：約8時間　◆お食事：昼食付

o オプショナルツアー（予定・別代金）10/1

紀元杉（屋久島） ■o
高さ約19.5ｍ、推定樹齢３０００年の巨木。

白谷雲水峡（屋久島） ■o
苔むす森と呼ばれる幻想的な森。

大川の滝（屋久島） ■o
落差約８８ｍ屋久島では最大規模の滝。

永田いなか浜（屋久島） ■o
長さ約1kmに及ぶ白砂とコバルトブルーの海岸です。

西部林道（屋久島） ■o
車で通行できる世界自然遺産地区

ヤクシカ、ヤクザルに出会えるかもしれません。

ヤクスギランド（屋久島） ■o
遊歩道が整備され気軽に屋久島の自然を体感できます。

遺産

世界
自然


