SHIP DATA

東京都民クルーズ

東京・晴海 発着

●総トン数：26,594トン
●全長：183.4m
●全幅：25.0m
●乗客最大定員：620人
●乗組員数：約230名

通常代金 の15 % 割引

2017年 12月21日▶ 23日
船体撮影：篠本秀人

追加募集若干名（ご応募期限12月8日㈮）

※先着順で応募が埋まり次第終了とさせていただきます。

Friendly

Exciting

フレンドリー & エキサイティング

ぱしふぃっく びいなすで 航く
東京・晴海 発着

Christmas Cruise
クリスマス駿河湾クルーズ
2017年 12月21日（木）▶▶ 12月23日（土・祝）3日間
東京・晴海 ●

都民クルーズ 特別代金（通常代金の15％割引 ）

79,900円 〜 86,700円

伊東沖

清水 ●

G／大人2名1室利用

F／大人2名1室利用

ぱしふぃっく びいなすで
特別 なクリスマスを!
今年のクリスマスはぱしふぃっく びいなすでお過ごし
になりませんか。クリスマスツリーやデコレーションで華
やかに飾られた船内ではクリスマスを彩る華やかでわ
くわくするイベントが繰り広げられ、特別な夜にふさわ
しいスペシャルディナーもご用意いたします。
クリスマスの多彩なイベントを楽しみながら伊東の夜
を彩る花火を船上から鑑賞。世界文化遺産の富士山・
三保の松原の景観も洋上からお楽しみいただけます。
※伊東とっておき冬花火大会は天候その他の事情により実施されない場合もございます。

東京都民クルーズ
東京都では、幅広く都民の皆様にクルーズを楽しんでい

花火
伊東

ただき、東京港をより身近に感じていただくために、通

士山
と富
原
の松
三保

常代金よりも低廉な価格を設定した「東京都民クルーズ」
を実施しています。今回は、日本クルーズ客船㈱・名鉄
観光サービス㈱から、
「クリスマス駿河湾クルーズ」
をご案
内します。この機会にクルーズを体験してみてはいかが
ですか？ 応募方法やコース詳細は裏面をご覧ください。

伊東とっておき冬花火大会
伊東の夜空を庭園花火・スターマイン・大空中ナイアガラな
ど約 1000 発の花火がファンタジックに彩る花火大会です。

※写真はすべてイメージです。

Christmas Cruise

ご旅行日程 2017 年 12 月 21 日（木）▶▶ 12 月 23 日（土・祝）東京発着 2 泊 3 日
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清水 B

土・祝 08：30 着

特別な夜の為のクリスマスディナー
ホットワイン
帆立貝柱のポッシェ・淡雪仕立て
キャビアと生雲丹を添えて
小野菜とフルーツのマセドアーヌ・蟹肉のミモザサラダ
ソフトスモークサーモンのアネット風味
栗と茸のロワイヤル・ブロッコリーのスープ
スパークリングワインのシャーベット
パイで挟んだ海の幸のムース
サフランとフレンチベルモット酒風味のソース
和牛フィレ肉のポアレ・ボルドレーズ
ポレンタに乗せた野菜のグラッセ
聖夜のデザート

伊東とっておき冬花火大会 船上鑑賞

東京

※最終下船は 10：00

●お食事 朝食 2 回・昼食 1 回・夕食 2 回（内クリスマスディナー 1 回）
●ドレスコード インフォーマル 1 回、カジュアル 1 回
※伊東とっておき冬花火大会は天候その他の事情により実施されない場合もございます。

B オプショナルツアー（一例）
〈有料〉
●世界遺産 三保の松原と日本平ロープウェイ
（清水）
●世界遺産 三保の松原と広重の浮世絵美術館（清水）
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※食材仕入等の都合でメニューは変更になる場合がございます。

Steve Marshall
スティーブ・マーシャル

客室・メインダイニング

イリュージョン マジックショー

“マジックのアメリカ大使”とも呼ばれる実力派マジ
シャン、スティーブ・マーシャル。楽しいマジックナ
ンバーやミステリアスなマジックからスリリングなイ
リュージョンマジックまで、ラスベガス風の華やか
なステージをお届けします。摩訶不思議なマジック
ワールドをお楽しみください。

ご旅行代金（大人お 1 人様／消費税込、［
客室タイプ

利用人数

ステートルーム G

3名

（15.3㎡）
6階
シャワー・トイレ付 海側・角窓

2名

ステートルーム F

3名

（15.3㎡）
8階
シャワー・トイレ付 海側・角窓

2名

ステートルーム
〈G・F〉

海側
（15.3㎡） シャワー・トイレ付

］はお 1 人様利用の場合の追加代金）

通常代金

75,200円
94,000円
81,600円
102,000円

［28,200円］

［30,600円］

メインダイニング“プリマヴェーラ”
全席禁煙

通常代金 の15 % 割引

都民クルーズ
募集室数
若干

若干

都民クルーズ代金

63,920円
79,900円
69,360円
86,700円

［23,970円］

［26,010円］

※都民クルーズ代金は、他の割引
との併用はできません。キャビ
ン番号の指定も承れません。
※１室３名使用の場合は3名様目
はソファベット使用となります。
※子供料金：２才以上 小学生以
下は大人代金の75％、中学生
は大人代金です。
※スケジュールは気象や海象な
どにより変更になる場合があり
ます。

お申込み方法
■応募方法

■応募期限
■応募対象

次の宛先に
〈申込希望者全員の郵便番号・住所・氏名
（フリ
ガナ）
・生年月日・電話番号・客室タイプ・利用人数〉
を明記
し、ハガキまたは電子メールでお送りください。

■募集室数

若干名
（先着順となります。
）
（応募結果は、応募した方全員にご連絡いたします。結
果をご確認される場合は、名鉄観光サービス㈱までお
問い合わせください。
）

【ハガキの場合】
〒141-0031 東京都品川区西五反田 2−12−3
第一誠実ビル 8 階 名鉄観光サービス㈱
都民クルーズ
（ぱしふぃっく びいなす
クリスマス駿河湾クルーズ）
係

■旅行企画・
実施

【電子メールの場合】
上記の内容を記載のうえ、yoyaku-kaigai.tyo@mwt.
（名鉄観光サービス㈱）
へ。
co.jp
件名を
「都民クルーズ
（ぱしふぃっく びいなす
クリスマス駿河湾クルーズ）
応募」
と明記してください。

日本クルーズ客船㈱
〒 530-0001 大阪市北区梅田 2 − 5 − 25
ハービス大阪ビル 15 階
（観光庁長官登録旅行業第 1340 号）

■お問い
合わせ先

名鉄観光サービス㈱ クルーズセクション
〒 141-0031 東京都品川区西五反田 2 −12 − 3
第一誠実ビル 8 階
（観光庁長官登録旅行業第 55 号）

平成 29 年 12 月 8 日
（金）
まで。
（当日消印有効）

TEL.03-5759-8412

営業日:平日 10：00 ～ 18：00
（土日祝は休み）

東京在住または在勤の方

※旅行条件については、日本クルーズ客船株式会社の旅行業約款によります。お申込の際はご一読ください。
■東京都民クルーズ事業について 東京都港湾局港湾経営部振興課 TEL.03-5320-5529 FAX.03-5388-1576
※写真はすべてイメージです。

