質の高いサービスとゆとりの居住スペース。快適な生活空間をご提
C ABIN PL AN & SERV ICE

客室とサービスのご案内

贅 沢にしつらえたゆとりの 空 間
最 上 級スイートで 極 上 の 時 間を

落ち着いたリビングで
上 質 の 住 空 間を楽しむ

S

A

ロイヤルスイート

アスカスイート

バルコニー付／ 45.8m

2

※ 備えつけのソファベッドにより、3 名様でご利用いただけます。

リビングエリア／プライベートバルコニー／ツインベッド／
ジャクジー付バスタブ／シャワーブース／ウォークインク
ローゼット／シャワー付トイレ／テレビ／ DVDプレーヤー
／冷蔵庫／金庫／ドライヤー／バスアメニティ／バスローブ

快適な船旅をサポート
フルクルーズ（全区間）乗船の際の寄港地オプショナル
ツアーの優先予約。

専用
ダイニング
「プレミアダイニング
プレゴ」にてゆったり
と夕食をお召し上がり
いただきます。

アスカ
スイート
特典

ご予約時に…
バルコニー付／ 88.2m

2

リビングルーム／ダイニングエリア（シンク付）／プライベートバルコニー／セパレートベッドルーム
／ツインベッド／バスルーム（海側、ジャクジー付）／ウォークインクローゼット／シャワー付トイ
レ／ゲスト用トイレ／ CDプレーヤー／ブルーレイプレーヤー／テレビ（リビングルーム・寝室）
／冷蔵庫／金庫／双眼鏡／ドライヤー／室内インターネットサービス ／ノートパソコン／プリン
ター／コーヒーメーカー／バスアメニティ／資生堂スキンケア／浴衣（大人用のみ）／バスローブ

快適な船旅をサポート

ご予約時に…

ご出発前はお客様サポートデスクが旅の
準備をお手伝いします。
● ご乗 船 中は 担 当スタッフが 快 適 なク
ルーズライフをサポートします。
● フルクルーズ
（全区間）乗船の際の寄港
地オプショナルツアーの優先予約。
● ロングクルーズ乗船時ハイヤー送迎サー
ビス。

フルクルーズ（全区間）をご予約のお客様には客
室番号のご希望を承ります。

●

※2016年日本一周グランドクルーズ乗下船時のみ
※送迎範囲は 100km 圏内

「アスカ アヴェダ サロン＆スパ」
・
「海彦」
事前予約サービス。

●

「プレミアダイニング
プレゴ」にてゆったり
と夕食をお召し上がり
いただきます。

ロイヤル
スイート
特典

さまざまな無料サービス

さまざまな無料サービス
ご乗船時にウェルカムスパークリングワイン、
カナッペ、
クッキーをご用意。
軽食、ソフトドリンク、お茶類のルームサービス。
● 冷蔵庫にビール、
ジュース、お茶、お水をご用意。

●

●

ロイヤルスイート
アスカスイート

プレミアダイニング プレゴ

利用者限定

ご乗船時にウェルカムシャンパン、カナッペ、
フルーツをご用意。
● 無料宅配便サービス
（ワンナイトクルーズ、海外乗下船を除く）
。
●「海彦」
メニューを含む、ルームサービスおよび客室内のソフトド
リンク、アルコールすべて。
● クリーニングサービス
（ワンナイトクルーズを除く）
。
● 客室内専用パソコンサービス
（日本経済新聞電子版
閲覧可能）。
● 無料 Wi-Fi サービス。
●

お食事について
● 朝食・昼食 和食と洋食をご用意していま
す。和食はフォーシーズン・ダイニングルーム
（ 5デッキ）で、洋食は11デッキのリドカフェ
＆リドガーデンでお楽しみいただけます。ま
た、遅めのお昼にはリドグリルにてハンバー
ガーなどの軽食をお楽しみください。
●ティータイム ラウンジにて、ケーキや軽食
などをお召し上がりいただけます。
●夕食 2回制となります。フランス料理を中
心としたフルコースや、クルーズによっては和
食もお楽しみいただけます。また
「海彦」
では寿
ASUK A CRUISE

※ご希望にそえない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

専用
ダイニング

※ご希望にそえない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

クルーズアドバイス
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フルクルーズ（全区間）
をご予約のお客様には客室番号のご希望を承ります。

※ エキストラベッドにより、3 名様でご利用いただけます。

司や一品料理もご用意しています
（別料金）
。
● 夜食 軽食やフルーツなどをご用意してお
ります。

船内でのご注意
● 喫煙 客室内は、バルコニーを含めて全面
禁煙となります。喫煙されるお客様は、船内
の喫煙スペースをご利用ください。
● 安全への対処 飛鳥Ⅱではお客様の安全
のために避難経路・救命胴衣の着用方法な
どをご説明している「非常時の対応のご案
内」
ビデオを放映しております。また、お客様
の避難訓練も実施いたします。
※ワンナイトクルーズなど、クルーズの日程によっては実施
されない場合もございます。

「プレゴ」は S・A 客室をご利用のお
客様専用のダイニングです。ディナー
タイムはプライベートな空間でゆったり
と眺望とお食事をお楽しみください。
※フォーシーズン・ダイニングルームでもディナーをお楽しみいただけます。
※ソフトドリンクの他、ビールを無料にてお召し上がりいただけます。 ※夕食は 2 回制です。

船内での服装について

陸上との通信・連絡について

●日中の船内や寄港地での観光時は、カジュ
アルな服装でお過ごしください。夕刻
（ 17時
頃）
以降は、
カジュアル、
インフォーマル、
フォー
マルの３つのドレスコードに分かれます。その
日のドレスコードは、日程表と船内新聞
「アス
カデイリー」
にてご案内いたします。

●お電話 客室から直接ダイヤル通話ができ
ます。6デッキには公衆電話もございます（別
料金）
。
●ファクシミリ 5デッキ レセプションでご利
用いただけます
（別料金）
。
● 携帯電話 沿岸航行中、通話可能な海域

カジュアル

インフォーマル

フォーマル

［男性］襟付きシャツ
とスラックス。ネクタ
イは不要。Tシャツ、
短パンは不可。

［男性］スーツ、
ジャ
ケットなどの上着。
ネクタイは着用をお
勧めします。

［男性］タキシードや
ディナージャケットと
タイ、ダークスーツ。

［女性］ワンピースや
ブラウスとスカート、
スラックスなど。

［女性］ドレッシーな
ワンピースやスーツ、
着物なら小紋など。

［女性］イブニングや
カクテルドレス、着
物なら訪問着など。

供します

※面積にはバルコニーが含まれます。
※下記のサービスは予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

バルコニーで
自分だけの眺望を

充実した設備とサービスを備えた
くつろぎのスイート

C

D E バルコニー

スイート

バルコニー付／ 22.9m

2

プライベートバルコニー／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

３名利用に対応
ご家族連れに最適

D3 ディートリプル
角窓（バルコニーなし）／22.9m

2

※ 3 名利用が基本となります。

ツインベッド／テレビ／DVDプレー
ヤー／ジャクジー付バスタブ／シャワー
ブース／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

バルコニー付／ 33.5m

2

※ 備えつけのソファベッドにより、3 名様でご利用いただけます。
※Cスイートには車椅子をご利用の方のための客室も2室ございます。

リビングエリア／ プライベートバルコニー ／ テレビ／
DVDプレーヤー ／ツインベッド／ジャクジー付バスタブ
／シャワーブース／シャワー付トイレ／ウォークインク
ローゼット／ 冷蔵庫 ／ 金庫 ／ドライヤー ／ バスアメニ
ティ／バスローブ

さまざまな無料サービス
ご乗船時にウェルカムスパークリングワイン、
クッキー
をご用意。
● ソフトドリンクやお茶類のルームサービス。
● 冷蔵庫にビール、
ジュース、お茶、お水をご用意。
●

機能的な快適空間
全室バスタブ付き

F K ステート

スイート
特典

角窓（バルコニーなし）／ 18.4m

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

Kステートは、眺望がさまたげられます
（例）

スイートルームをご利用のお客 様へ

インルームダイニングサービス

朝食オーダーカード

全室共通のサービス

極 上のベッドで穏やかな眠りを

快眠を追求して、寝具にもこだわりを

S・A・C 客室をご利用のお客様には、朝・昼・夕食を
客室へお届けするサービスがございます
（無料・予約
制）
。穏やかな日には、ぜひバルコニーでお食事を。ク
ルーズならではの体験です。
※ご注文は乗船後に承ります。

2

※Kステート
（ 7デッキの一部客室）
は、未就学児（ 6歳以下）
を含む場合に
限り、
ソファベッドをご使用いただくことにより、3名様でご利用いただけます。
※Fステートには車椅子をご利用の方のための客室も2 室ございます。

ベッドメーカー「シモンズ」と飛鳥Ⅱがマットレス
を共同開発、全客室にご用意しました。心から
リラックスしていただけるよう、快適な眠りをお
届けします。
※3 名様利用のソファベッドは、シモンズ製ではありません。

客室内全面禁煙のお知らせ
客室内（バルコニー含む）
は全て禁煙とさせていただいております。船内では以下の
喫煙スペースをご利用ください。レストランは全席禁煙です。
● クラブスターズ （ 6デッキ） 営業時間内のみ
● シガーバー
（ 6デッキ） 24時間ご利用いただけます
● マリナーズクラブ（ 6デッキ） 喫煙席、禁煙席をそれぞれ設けています
（営業時間のみ）
● 外部デッキ
（ 7デッキ） 灰皿のある場所のみ
● リドデッキ		
（11デッキ） 灰皿のある場所のみ
（お食事中は禁煙です）
● プールサイド
（11デッキ） 灰皿のある場所のみ
● ビスタラウンジ （11デッキ） 喫煙席、禁煙席をそれぞれ設けています
（営業時間のみ）
皆様のご協力をお願いいたします。

ルームサービス ● テレビ／日本の沿岸では衛星放送、海外クルーズではNHKワールド、ワールドプレミアム（NHK海外向け番組）をご覧いただけます ● 冷蔵庫／冷蔵庫内のお飲物は、1日1回補充し
ます。ご自由にお召し上がりください ● 電気製品／国内で使用できるものを客室内のコンセントでご使用いただけます（客室でのアイロン、電気コンロなど熱源機器のご使用はご遠慮ください）● 洗濯
／セルフサービスのランドリールームをご自由にお使いいただけます。また、2泊以上のクルーズでは、ドライクリーニングやプレスも承ります。※サービスの内容により有料のものがございます。

もございます。オープンデッキおよびご自身の
客室にてご使用ください。
● Wi-Fiサービス 11デッキ コンピューター
プラザ、パームコート、ビスタラウンジでイン
ターネット接続サービス
「飛鳥ⅡWi-Fiサービ
ス」
を提供しています
（別料金）
。
● Eメールなど 11デッキ コンピュータープ
ラザの専用パソコンで乗船時のみ有効のア
ドレスを使用した「飛鳥Ⅱメールサービス」や
「ウェブ閲覧サービス」をご利用いただけます
（別料金）
。

船内でのお支払いについて
●チップ 飛鳥Ⅱではチップはいただいており
ません。お気遣いなくクルーズをお楽しみく

ださい。
●ご精算 船内でのお支払いはサインでお済
ませいただけます。下船当日にお届けする明
細書をご確認のうえ、レセプションにて、現
金またはクレジットカードでご精算ください。
下船前日までにあらかじめレセプションでク
レジットカードの登録（サイン）をお済ませい
ただくと便利です。
○ご利用いただけるクレジットカード
VISA

ダイナース

マスター

JCB

DC カード

アメリカン・エキスプレス

セゾンカード

UFJ

MUFG

NICOS

※ご利用いただけるカードは、VISA、マスター、DC、セゾン、MUFG、ダイナース、JCB、
アメリカン・エキスプレス、UFJ、NICOSおよび上記カード会社と提携の各カードです。

本パンフレットご利用の留意点
◉記載されたスケジュールは、天候、
その他の事情などにより変更となる場
合があります。
◉着岸予定の港であっても、天候その
他の理由により、テンダーボートまた
は地元ボートでの上陸に変更となる場
合があります。
◉テンダーボートまたは地元ボートで
上陸する寄港地は、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、車椅子でのテンダーボ
ートまたは地元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」などをご使用になり、両手が自
由な状態でご乗船ください。
◉記載された花火大会、各地のイベン
トなどは、天候その他の理由により中
止となる場合がございます。
◉ご夕食・ショーは2 回制の予定です。

◉国内クルーズの旅行代金およびオプ
ショナルツアー（国内）
の代金は、消費
税など諸税を含んでおります。
◉本パンフレットに掲載の寄港地案内
および写真は、一部を除きオプショナ
ルツアーまたはランドツアーでお楽し
みいただけるものです。
◉オプショナルツアー、ゲストエンター
テイナーは予告なく変更される場合も
ございます。
◉国内クルーズの乗船時間は各港出
港時間の約1時間半前が目安となりま
す。詳細は最終日程表でご確認くださ
い。
◉詳しい旅行条件などにつきましては
裏表紙の「旅行条件」をご参照ください。
《その他》
◉モンテカルロ（別料金）…飛鳥Ⅱは
日本籍船につき、チップおよびコインを
現金や記念品に交換することはできま

せん。
◉年少者のお客様へ…船内各施設の
ご利用に際して、午後 10 時以降 18
歳未満の方は保護者とご一緒にご利
用ください。
なお次の施設・時間帯は保護者同伴
であってもご利用できません。
・クラブスターズおよびクラブ2100…
バー営業時間またはダンスタイム営業
時間中18歳未満の方はご利用はでき
ません。
・マリナーズクラブおよびシガーバー…
大人の雰囲気を大事にするために、バ
ー営業時間中 13 歳未満の方は入場
をご遠慮ください。
・モンテカルロ…営業時間中18歳未
満の方はゲームに参加できません。
・フィットネスセンター…安全のため
16歳未満の方は入場をご遠慮くださ
い。

ASUK A CRUISE
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