
 プレミアダイニング プレミアダイニング「ザ・ベール｣「ザ・ベール｣
11デッキからの風景を眺めながらゆったりとディナーを 
お楽しみいただけます。
※感染症予防のため、オープンシーティングは中止し2回制でご案内します。
※ソフトドリンクの他、ビール（指定銘柄）を追加料金なしでお召し上がりいただけます。
※「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。この場合はビールは有料です。 
※Cスイート〜Kステートのお客様は「フォーシーズン・ダイニングルーム」をご利用ください。

Cabin Plans　安らぎを約束する住空間

S ロイヤルスイートロイヤルスイート  [ 4 室限定 ] 10 デッキ　　　気品あふれる最上級のスイート客室で極上のひとときを

バルコニー付／ 88.2m2  

※ エキストラベッドにより、3名様でご利用いただけます。

●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、ジェッ
トバス付） ●シャワー付トイレ ●ゲスト用トイレ 
●ウォークインクローゼット ●テレビ（リビング
ルーム・寝室） ●CDプレーヤー ●DVD兼ブルー
レイプレーヤー ●冷蔵庫 ●お水 ●コーヒーメー
カー ●金庫 ●双眼鏡 ●ドライヤー ●バスアメ
ニティ ●スキンケア ●浴衣（大人用のみ） ●バス
ローブ ●ノートパソコン ●プリンター（A4サイズ） 

S ロイヤルスイート特典  プレミアダイニング「ザ・べール」
をご利用いただけます。

快適な船旅をサポート
■ ご出発前はお申し込みの旅行会社を通じて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）乗船の際の寄港地観光ツアーの優先予約。

※客室S・W・Aのお客様のご予約で寄港地観光ツアーの定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。
■ 「アスカ アヴェダ サロン＆スパ」「海彦」事前予約サービス。
■ 「 2022 年オセアニアグランドクルーズ」乗下船時ハイヤー送迎サービス（横浜港／神戸港か

ら100km 圏内まで）。

ご予約時に…
■ 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お預かりします。

※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。

さまざまなサービス（追加代金不要）
■ ご乗船時にウェルカムシャンパン、お菓子、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。

W 和洋スイート和洋スイート[ 2 室限定 ]　　10 デッキ

バルコニー付／45.8m2

※ 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 ●バスルーム（バスタブ・洗い場付） ●
シャワー付トイレ ●ウォークインクローゼット ●
テレビ ●ミラーディスプレイテレビ ●ミニシンク
●冷蔵庫 ●お水 ●金庫 ●双眼鏡 ●ドライヤー ●
バスアメニティ ●バスローブ  ●浴衣（大人用のみ）

A アスカスイートアスカスイート　　10 デッキ

バルコニー付／45.8m2

※ 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 ●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 ●テレビ ●
冷蔵庫 ●お水 ●金庫 ●双眼鏡 ●ドライヤー●バ
スアメニティ ●バスローブ

W 和洋スイート
Aアスカスイート 共通特典

プレミアダイニング「ザ・べール」
をご利用いただけます。

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

地観光ツアーの優先予約。
※ 客室S・W・Aのお客様のご予約で寄港地観

光ツアーの定員を超えた場合は抽選とさせ
ていただきます。

ご予約時に…
■  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お預かりします。
※ 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。

さまざまなサービス（追加代金不要）
■  ご乗船時にウェルカムスパークリング 

ワイン、お菓子をご用意。
■  軽食、ソフトドリンク、お茶類のルーム 

サービス。
■  冷蔵庫にジュース、お茶のほか、ビールを

ご用意。

イメージ
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C スイートスイート  10 デッキ　　　過ごしやすさを重視したくつろぎのスイート

バルコニー付／33.5m2

●リビングエリア ●プライベー
トバルコニー ●ツインベッド ●
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 ●テレビ ●冷蔵庫 
●お水 ●金庫 ●ドライヤー ●
バスアメニティ ●バスローブ

※ 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（一部客室を除く）｡

※ Cスイートには車いすをご使用の方のための客室が
2室ございます。

C スイート特典   さまざまなサービス（追加代金不要）
■ ご乗船時にウェルカムスパークリングワイン、お菓子をご用意。　■ ソフトドリンクやお茶類のルームサービス。
■ 冷蔵庫にジュース、お茶のほか、ビールをご用意。

D E バルコニーバルコニー  D：9デッキ  E：8デッキ

プライベートな眺望を 
楽しめるバルコニー付き客室

バルコニー付／22.9m2

●プライベートバルコニー ●ツインベッド 
●バスタブ ●シャワー ●シャワー付トイレ  
●クローゼット ●テレビ ●冷蔵庫（ジュース・
お茶）  ●お水  ●金庫 ●ドライヤー ●バス
アメニティ

K ステートステート  8デッキ ※7デッキのK ステートは販売を一時休止しています。

アクティブな方にもおすすめ
バスタブ付きで快適な客室
角窓（バルコニーなし）／18.4m2

●ツインベッド ●バスタブ ●シャワー ●シャ
ワー付トイレ ●クローゼット ●テレビ ●冷
蔵庫（ジュース・お茶） ●お水 ●金庫 ●ドラ
イヤー ●バスアメニティ

※眺望がさまたげられます（一例）

全客室共通のサービス

●ルームサービス（客室タイプにより有料） ●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。 ●ビデオオンデマンドサービス  ●冷蔵庫：冷蔵庫
内のお飲物は、1日1回補充します（お水はデスクの上にご
準備しています）。ご自由にお飲みください。 ●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、有料でドライクリーニングやプレ
スも承ります。

○面積にはバルコニーが含まれます。
○ サービス内容および船内施設・客室は2021年1月現在のもので、

今後変更・廃止となる場合がございます。
○ 救命ボートや救命いかだ、乗下船用タラップなど客船固有の

設備のために、Kステートおよび一部客室では眺望がさまた
げられます。

○ 客室内はバルコニーを含め全面禁煙です。喫煙されるお客様
は船内指定の喫煙スペースをご利用ください。

○ 海象／気象によりきしみ音が発生する場合がございます。

陸上との通信・連絡について

■  電話  客室に備え付けの電話から直接ダイヤル通話
ができます（有料）。

■  ファックス  レセプションにて承ります（有料）。
■  携帯電話  沿岸航行中、通話可能な海域もございま

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  船内施設（一部除く）に加え全客
室でWi-Fiサービスをご利用いただけます（客室タ
イプにより1日に無料でご使用いただける接続可能
回数が異なります）。
※接続スピードは陸上よりも低速となります。

■  Eメール  11デッキ 「イー・スクエア」の専用パソコン
で乗船中にのみ有効なアドレスを使用した「飛鳥Ⅱ
メールサービス」をご利用いただけます（有料）。

Wi-Fiサービスや 
Eメールサービスの詳細はこちら

www.asukacruise.co.jp/reserve_
boarding/internet_mail-service/

インルームダイニングサービスインルームダイニングサービス
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。

飛鳥Ⅱで大切な日を 
特別な思い出に

お誕生日・結婚記念日・ハネムーンのお客様へ

飛鳥Ⅱでは、誕生日・結婚記念日（ご結婚2年目以降）をご乗船中に迎
えられるお客様、 2泊3日以上のクルーズをハネムーン（ご結婚1年以内）
として過ごされるお客様を船上でお祝いいたします。

デザートプレート イメージ▶
アニバーサリーを迎えるご夫婦へ

ダイヤモンド婚式・金婚式・銀婚式の結婚記念の年に2 泊3日以上のクルーズにご乗船される
お客様には、記念品とアニバーサリーカクテルをプレゼントいたします｡

※ご乗船前にお申し込みの旅行会社へお知らせください。※船上イベントの関係で記念日当日にお祝いができない場合
がございます。また、下船日が記念日にあたる場合は前日などにお祝いいたします。
※各記念日の特典やサービス内容は予告なく変更となる場合がございます。

客室Sロイヤルスイート・W和洋スイート・ 
Aアスカスイート・Cスイートのお客様限定

イメージ
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