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ラグジュアリークラスの添乗員同行クルーズツアー

LUSSO vol.16
2019年1月 〜 2019年10月

◆ ラグジュアリー客船を基本とした上質で優雅なクルーズ　　◆ 船旅専門のベテラン添乗員が全コース同行

◆ 最少催行人数6名様からのコースもご用意　　◆ 少人数で催行されるプライベートなツアー

◆ 地中海、エーゲ海、アドリア海、北欧、アラスカ、アジア、リバー～全18コース



I n v i t a t i o n  f o r  L u x u r y  C r u i s e  L i f e

　クルーズの旅はご自分のライフスタイルに合ったものを 

選んでこそ、満足ゆくものになります。
　『LUSSO』（ルッソ）は、クルーズ専門旅行会社として20年にわ
たり、世界の船旅を提供してきたクルーズプラネットの最上級
ブランドです。世界の客船の中でも、食事・施設・サービスなど、
すべてにおいてハイスタンダードなラグジュアリー客船を主
にセレクト。「細かいことに煩わされない、豊かで上質なクルー
ズ休暇」をご案内しています。コースも各エリアのベストシー
ズンを選び、そのクルーズに最適な飛行機やホテルをセット。
少人数のお客様にベテラン添乗員が同行するので、クルーズが
初めての方には安心のサポートを、そして船旅愛好家の方には
プライベート感のあるクルーズツアーをご提供します。
　LUSSOがご用意しました2019年1月～ 10月までの、上質で
優雅なクルーズの旅へぜひご参加ください。

 LUSSOがセレクトした
ラグジュアリーで
上質なクルーズ休暇へようこそ

表紙：ロンドン タワーブリッジを航行するシルバー・ウインド

★ラグジュアリー船でのクルーズをご検討中の方向けの個別相談会を随時開催しています。詳しくはお問い合わせください。

■クリスタル・クルーズ説明会
　  （ご参加無料・要予約）

東
京

日時：11月9日（金）14:00より
場所：クルーズプラネット有楽町本社
会費：無料　定員：8名様

■オーシャニアクルーズ説明会
　  （ご参加無料・要予約）

東
京

日時：10月29日（月）14:00より
場所：クルーズプラネット有楽町本社
会費：無料　定員：8名様

本誌に掲載されているオーシャニアクルーズ、クリスタル・クルーズのコースについて、各船会社
の日本代理店スタッフがご説明いたします。当日、旅行のご予約も承ります。お気軽にご参加
ください。

■LUSSO新コースご紹介説明会
　  （ご参加無料・要予約）

大
阪

日時：11月17日（土）10:00より
場所：クルーズプラネット大阪支店
会費：無料　定員：8名様

クルーズ経験豊富なスタッフが、本誌に掲載
されているLUSSOの新コースをご紹介いた
します。当日、旅行のご予約も承ります。お
気軽にご参加ください。
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CONTENTS
船会社 船名 ページ コース名 日数 出発日

2019年 出発地

クリスタル・
クルーズ

クリスタル・クルーズ紹介 2・3

クリスタル・セレニティ 4
ゴールデンウィーク　サントリーニ島・ミコノス島
憧れの島々と古代の歴史を訪ねるエーゲ海クルーズ 10日間 4月26日 東京・関空

クリスタル・セレニティ 5
世界遺産バルセロナとコートダジュール、
プロヴァンスを巡る 地中海クルーズ 9日間 5月22日 東京

クリスタル・セレニティ 6
リスボンからモナコへ ジブラルタル海峡・
イベリア半島を巡る地中海クルーズ 14日間 8月11日 東京・関空

クリスタル・セレニティ 7
水の都ベニスからクロアチア・スロベニアの
美しき自然と珠玉の街を巡るアドリア海クルーズ 10日間 9月13日 東京・関空

クリスタル・シンフォニー 8  直行便で行く世界最高峰の客船で巡る
 アラスカ氷河クルーズ 10日間 6月24日 羽田・各地

シーボーン・
クルーズ・
ライン

シーボーン・クルーズ・ライン紹介 9

シーボーン・アンコール 10
南イタリアとギリシャの珠玉の街々を巡る
夏のエーゲ海・地中海クルーズ 12日間 7月9日 東京・関空

シーボーン・オベーション 11
イタリア・スペインの島々とヨーロッパ最大の
城塞都市カルカソンヌを訪れる 美食の地中海クルーズ 11日間 10月22日 東京・関空

クリスタル・
リバー・
クルーズ

クリスタル・リバー・クルーズ紹介 12・13

クリスタル・マーラー 14
音楽の都ウィーンからドナウの真珠ブダペストへ
世界最高級のリバー客船で巡るドナウ川クルーズ 10日間 4月28日 東京・関空

クリスタル・ドビュッシー 15
世界最高水準のリバークルーズ船で行く
古城を巡るロマンチックライン川クルーズ 10日間 5月8日 東京・関空

オーシャニア
クルーズ

オーシャニアクルーズ紹介 16・17

リビエラ 18・19
  美食船で巡る イタリア･フランス･スペイン
 春の地中海クルーズ 10日間 5月2日 東京・各地

リビエラ 18・19
美食船で巡る イタリア･フランス･スペイン
夏の地中海クルーズ 10日間 7月25日 東京

マリーナ 20
ストックホルムからコペンハーゲンを巡る
魅惑の北欧・バルト海クルーズ 10日間 7月3日 成田

マリーナ 21
古代の歴史ロマンを訪ねる 聖地エルサレム・
キプロス島・ロードス島を巡る地中海クルーズ 16日間 10月4日 東京・関空

リージェント
セブンシーズ
クルーズ

リージェント セブンシーズ クルーズ紹介 22

セブンシーズ ボイジャー 23
  全室スイートの最高級客船で航く
 ローマからアテネへ 地中海・エーゲ海クルーズ 12日間 9月7日 東京・各地

ポール・
ゴーギャン・
クルーズ

ポール・ゴーギャン・クルーズ紹介 24

ポール・ゴーギャン 25
ブルーラグーンが美しいタヒチ・ボラボラ島を巡る
フレンチポリネシアクルーズ 11日間 1月19日・

2月16日 成田・各地

シルバーシー・
クルーズ

シルバーシー・クルーズ紹介 26・27

シルバー・シャドー 28
  最高級ラグジュアリー客船で航く
 香港からベトナムを巡るアジアクルーズ 9日間 1月31日 東京

シルバー・ウインド 29  最高級船で巡る
 初夏のノルウェー ･フィヨルドと英国クルーズ 13日間 5月29日 羽田・各地

シルバー・スピリット 30
人気のサントリーニ島・ドブロブニクを訪れる
アドリア海・エーゲ海クルーズ 11日間 10月16日 東京・関空

31 旅行条件／ホテルリスト／航空会社略号一覧

32 LUSSOのこだわりポイント

33 LUSSOの説明書

モナコグランプリ
（オプショナルツアー）



全室海側バスタブ付きのゆとりある客船で提供する世界最高峰のホスピタリティ

クリスタル・クルーズ

クルーズ中ゆったりご滞在いた
だけるよう、全室海側バスタブ
付きで（一部、車イス用客室を
除く）、広さも19㎡～125㎡とさ
まざまなタイプの客室をご用意。
ルームサービスは24時間利用
可能で、メインダイニングの営
業時間内はコースメニューも
オーダーできます。
アメニティはイタリアのエトロ
社製、バスローブとタオルは
100%エジプト綿を使用したフ
レッテ社のものをご用意。洋上
でラグジュアリーな日々をお過
ごしいただけます。

オールインクルーシブ
船上で必要な費用のほとんどがクルーズ代金に含まれる自由で上質な旅

旅行代金に含まれているもの
●船内での食事
●スペシャルティーレストランでの食事（各1回）
　※2回目以降は別途料金がかかります。
●ソフトドリンク、ワインやビール、カクテルなどの
　アルコール類（一部有料）
●ルームサービス
●基本のチップ
●Wi-Fiインターネット接続（上限あり）
●スポーツ施設、ライブラリー、コンピューター・ルームの利用
●ミュージカルやコンサートなどのエンターテインメント鑑賞
●語学教室、絵画教室などの学習プログラムの利用

旅行代金に含まれないもの（例）
●スパや美容室の利用とチップ
●寄港地観光
●船内ブティックでの買物など個人的な諸費用
●ヴィンテージ・ワインなど特別なアルコール飲料
●ヴィンテージ・ルームの利用
●クリーニング

8～10泊のクルーズで1回、11泊～16泊のクルーズで2回の「ブラックタイ・オプショナル」
と呼ばれるフォーマル・デイがあります。7泊以下のクルーズではクリスタル・カジュアル 
（スマートカジュアル）のみです。ドレスコードは船内新聞でご確認ください。

■ドレスコード／ブラックタイ・オプショナル

男性：ダークスーツやタキシード（ジャケット
着用、タイ自由）
女性：カクテルドレス、イブニングドレス、
フォーマルスーツ、和服（訪問着）など

＊本ページは主にクリスタル・セレニティ／シンフォニーについてのご紹介です。リバークルーズのクリスタル・マーラー／ドビュッシーは、P.12～ 15をご覧ください。
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くつろぎの日本人向けサービスが充実

飽きさせない美食のレストラン
■ウォーターサイド
　（メインダイニング）
クリスタル・セレニティではオープン
シーティングとなります。

■トライデント・
　バー＆グリル
サンドイッチやホット
ドッグなどのブラン
チにぴったりなアメ
リカンスタイルのレ
ストラン。

■ビュッフェ
　レストラン
　（マーケット
　  プレイス）
　※セレニティのみ
海を眺めながら朝
食・昼食を楽しめる
カジュアルなレスト
ラン。

■プレゴ
ロサンゼルスの人気レストラン「バレ
ンチノ」と提携した、北イタリアの郷
土料理を堪能できるレストラン。

■日本人乗組員による安心サポート
船内には「アジアン・ホスト／ホステス」と呼ばれる 
スタッフが乗船し、日本のお客様のお手伝いをします。

■日本語版の船内新聞をご用意
船内イベント情報などを掲載した船内新聞「リフレクション
ズ」、レストランメニューを日本語でご用意。また、全ての
客室にバスローブに加えてゆかたが用意されています。

日本のお客様が安心してクルーズを満喫できる多彩な日本食、日本語サービス、「和」のおもてなしが充実しています。

C r y s t a l  C r u i s e s

■多彩な日本食サービス

松久信幸氏プロデュースのレストランでは、世界中に展開され、高い 
評価を得る「NOBU」の味をお楽しみいただけます。

日本料理をベースに南米やヨーロッパのさまざまな料理の要素
を取り入れた新感覚の創作和食や、新鮮な素材にこだわった
寿司が味わえます。
メインダイニングやビュッフェスタイルレストランでは、朝食時
に和食もお選びいただけます。

朝・昼
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I n v i t a t i o n  f o r  L u x u r y  C r u i s e  L i f e

ミコノス島 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 26（金）

成田または羽田空港（21:25～ 24:30発） ・ 
関西空港（23:45発）より乗継便にて
アテネへ
〈機内泊〉 

2 27（土）

ピレウス（ギリシャ）  ―／21:00
アテネ着後、送迎車にてピレウス港へ
乗船手続き
〈船内泊〉 船

3 28（日）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

4 29（月）

パフォス（キプロス）  07:00／17:00
世界遺産  パフォス半日観光
◎アフロディーテ海岸　●ディオニュソ
スの館
〈船内泊〉 船船 船

5 30（火）

リンドス（ロードス島／ギリシャ）   08:00／18:00
世界遺産  ロードス島旧市街とリンドス・
アクロポリス終日観光（ご昼食付き）
◎アクロポリス　●騎士団長の館
旧市街にてフリータイム
〈船内泊〉 船船 昼

6 1（水）

ソウダベイ（クレタ島／ギリシャ）  08:00／18:00
添乗員が町の中心までご案内、
フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

7 2（木）

サントリーニ島（ギリシャ）  07:00／22:00
サントリーニ島半日観光
◎イア村　◎フィラの街　●ワイナリー
〈船内泊〉 船船 船

8 3（金）

ミコノス島（ギリシャ）  07:30／18:00
添乗員が町の中心までご案内、フリータ
イム
〈船内泊〉 船船 船

9 4（土）

ピレウス（ギリシャ）  02:00／―
下船後、世界遺産  アテネ半日観光
●アクロポリス　◎プラカ地区
送迎車にてアテネ空港へ
乗継便にて空路帰国の途へ
〈機内泊〉 船

10 5（日）
成田または羽田空港（14:55～ 22:45）・
関西空港（17:50）着後、入国・通関
手続き、解散

4
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ギリシャらしい風車の景色や、白壁にカラフルな窓枠など、街歩きが楽しみな街。

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
○：車窓観光
※教会等の宗教施設は、宗教行事などにより、見学できない場合がご
ざいます。その場合は、外観からご覧いただきます。

■食事：昼1回、船19回 ■添乗員：同行いたします
■最少催行人員：10名様 ■利用予定航空会社：【東京】EK／QR
／TK／AF／NH／ LH 【関空】EK

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、90～46日前＝旅行代金の10％、45～
31日前＝旅行代金の25％、30日前～当日＝旅行代金の50％、旅行開始後の解除
または無連絡不参加＝旅行代金の100％

リンドス（ロードス島）リンドス（ロードス島）

サントリーニ島

ミコノス島

ピレウス／
アテネ
ピレウス／
アテネ

ソウダベイ
（クレタ島） パフォス

（キプロス島）

旅のみどころ

1. ゴールデンウィークを利用し、ラグジュアリー船クリスタル・セレニティでエーゲ海を巡ります。

2. 
ギリシャ神話の地・キプロス島にも寄港。女神アフロディーテ
が生まれたとされる海岸やギリシャ神話を題材にしたモザイク
が数多く残るディオニュソスの館などにご案内します。

3. 3つの世界遺産に加え、クレタ島、サントリーニ島、ミコノス島
など人気の島を巡ります。

総トン数：6万8870トン
乗客定員：980人
乗組員数：655人
初就航：2003年
（2018年10月改装予定）

クリスタル・セレニティ

2019年

広大な敷地に「ディオニュソスの館」など遺跡が点在する公園。 
ほかにも、キプロスではパフォス城、王族の墓などさまざまな遺跡
を見ることができます。

世界遺産  パフォス考古学公園（キプロス）

クリスタル・セレニティ
ゴールデンウィーク サントリーニ島・ミコノス島
憧れの島 と々古代の歴史を訪ねるエーゲ海クルーズ 10日間

2019年
4/26（金）出発

ビジネスクラス利用

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。

客室タイプ 東京・関空発着 1人部屋追加
代金（共通）エコノミークラス利用 ビジネスクラス利用

B1 デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約25㎡） 978,000円 1,378,000円 190,000円

A1 デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約25㎡） 1,020,000円 1,420,000円 200,000円

PH ペントハウス
（バトラー、ベランダ、バスタブ付き 約38㎡）1,290,000円 1,690,000円 560,000円

PS ペントハウス・スイート
（バトラー、ベランダ、バスタブ付き 約50㎡）1,550,000円 1,970,000円 1,010,000円

クリスタル・ソサエティのお客様はリピーター割引が適用され、下記の金額が旅行代金より引かれます。船会社に確認が取れ次第、適用いたします。
＜クリスタル・ソサエティ・メンバー割引＞

B1: デラックス・ステートルーム A1: デラックス・ステートルーム PH: ペントハウス PS: ペントハウス・スイート
2名1室利用   9,000 円 10,000 円 16,000 円 21,000 円
1名1室利用 13,000 円 14,000 円 27,000 円 43,000 円

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金

東京・関空発着
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聖地モンセラートではのこぎり山と呼ばれる奇岩群をご覧いただけます。

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
○：車窓観光
：ご希望の方向けの有料ツアーです。観光内容は変更となる場合
がございます。
*1: 2日目のご昼食は遅めの時間帯となり、ビュッフェにてご用意して
おります。
*2: 教会等の宗教施設は、宗教行事などにより見学できない場合があ
ります。その場合は、外観観光となります。

 モナコグランプリ 特別プログラム  *3 
： 第77回モナコグランプリ観戦ツアー（参考料金 US$1599）
ツアー代金には、グランドスタンドK席、ボックスランチ、耳栓、
椅子用クッション、街の地図、お土産チケットホルダーを含みます。
特別プログラムの販売数には限りがございます。詳しくはご予約
時にお問い合わせください。

モナコグランプリ
（オプショナルツアー）

旅行日程   （入港／出港時間の目安）
2019年

1 22（水）

成田または羽田空港（10:10～ 14:05発 
目安）より乗継便にてバルセロナへ
着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 23（木）

バルセロナ（スペイン）  ―／18:00
世界遺産  バルセロナのガウディ建築半日
観光
●サグラダファミリア *2　○カサバトリョ
○カサミラ
観光後、乗船手続き
〈船内泊〉 船朝 船

3 24（金）
カシス（フランス）  08:00／ 19:00

 エクス・アン・プロヴァンス半日観光
〈船内泊〉 船船 船

4 25（土）
リボルノ（イタリア）  07:30／ 21:00

 フィレンツェ終日観光
〈船内泊〉 船船 船

5 26（日）

モンテカルロ（モナコ）  07:00／ 23:59
モナコグランプリ最終日

 モナコグランプリ特別プログラム *3

〈船内泊〉 船船 船

6 27（月）
カルビ（コルシカ島／フランス）  08:00／ 17:00
添乗員が街の散策へご案内
〈船内泊〉 船船 船

7 28（火）

バルセロナ（スペイン）  12:30／（停泊）
聖地モンセラート奇岩群と
修道院半日観光●
〈船内泊〉 船船 船

8 29（水）
下船後、送迎車にて空港へ
空路、乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

9 30（木）成田または羽田空港（07:10～ 18:20）
着後、入国・通関手続き、解散

モンセラート

5

©モナコ観光会議局

客室タイプ 東京発着

A1 デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約25㎡） 728,000円（200,000円）

PH ペントハウス
（バトラー、ベランダ、バスタブ付き 約38㎡） 968,000円（450,000円）

ビジネスクラス利用追加代金 450,000円

大人お 1人様・２名１室利用　（ ）内の料金は 1人部屋追加代金です。
客室タイプと旅行代金  〈エコノミークラス利用〉

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、90～46日前＝旅行代金の10％、45～31日前＝旅行代金の25％、30日前～当日＝旅行代金
の50％、旅行開始後の解除または無連絡不参加＝旅行代金の100％

■食事：朝1回、船18回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：10名様 ■利用航空会社：AF／KL
／ LH／AY／NH／ JL／AZ／BA／ LX ■利用予定ホテル：【バルセロナ】メリアバルセロナサリアまたは
同等クラス

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。
＊ビジネスクラスのご利用は、日本発着の国際線のみとなります。

*1

ルネッサンス文化が花開き、今も世界中の人を魅了する花の都。シン
ボルのドゥオモや、シニョーリア広場は中世そのままの野外美術館の
ようです。 ©serrnovik

フィレンツェ

バルセロナ

カシス

モンテカルロ

リボルノリボルノ

カルビ
（コルシカ島）
カルビ
（コルシカ島）

モータースポーツの最高峰 F1の中でも一際華やかなモナコグランプリ。世界中のF1ファンとモナコを愛するセレブ達と共に、2019年の
決戦をご観戦いただけます。（船会社主催モナコグランプリ観覧プログラム【別途料金】にお申込みいただいた方に限ります。）

旅のみどころ

1. 

初夏のベストシーズンの地中海クルーズ。スペイン、フランス、
イタリアの人気の観光地を巡ります。
オプショナルツアーを利用して、花の都フィレンツェやセザンヌ
の故郷エクス・アン・プロヴァンスに訪れることもできます。
船旅ならでは、ナポレオンゆかりのコルシカ島にも寄港します。

2. 
クルーズの前後にはバルセロナ観光付。サグラダファミリアを
はじめとするガウディの建築群をご覧いただき、近郊の聖地
モンセラートへも足を伸ばします。

2019年
5/22（水）出発クリスタル・セレニティ

世界遺産バルセロナとコートダジュール、
プロヴァンスを巡る 地中海クルーズ 9日間

東京発着

（オプショナルツアー）
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I n v i t a t i o n  f o r  L u x u r y  C r u i s e  L i f e

東京・関空発着

16万円の追加代金で全寄港地観光付きに変更可能

ジブラルタル 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 11（日）

成田または羽田空港（21:20～ 24:30発
目安）・関西空港（23:45発目安）より
乗継便にてリスボンへ
〈機内泊〉 

2 12（月）
リスボン（ポルトガル）  ―／（停泊）
着後、送迎車にて港へ、乗船手続き
〈船内泊〉 船

3 13（火）

リスボン（ポルトガル）  ―／14:00
世界遺産  リスボン半日観光
●ジェロニモス修道院　◎ベレンの塔　
◎発見のモニュメント
〈船内泊〉 船船 船

4 14（水）

カディス（スペイン）  09:00／22:00
 セビリア終日観光（ご昼食付き）

◎ 世界遺産  セビリア大聖堂　◎ヒラルダ
の塔　● 世界遺産  アルカサル（スペイン
王室の宮殿）
〈船内泊〉 船船 船

5 15（木）

ジブラルタル（英国領）  07:00／14:00
 ジブラルタル半日観光

◎ヨーロッパポイント　◎ジブラルタル
ロック　●聖ミカエルの洞窟
〈船内泊〉 船船 船

6 16（金）イビサ島（スペイン）  16:00／（停泊）
〈船内泊〉 船船 船

7 17（土）

イビサ島（スペイン）  ―／21:00
 世界遺産  イビサ徒歩半日観光

◎旧市街ダルトビラ　◎サンタマリア大
聖堂　◎ネクロポリス
〈船内泊〉 船船 船

8 18（日）

バルセロナ（スペイン）  08:00／（停泊）
 世界遺産  ガウディ建築半日観光

（パエリアのご昼食付き）
●サグラダファミリア　○カサバトリョ　
○カサミラ
〈船内泊〉 船船 船

9 19（月）

バルセロナ（スペイン）  ―／15:00
 聖地モンセラート奇岩群と

修道院半日観光●
〈船内泊〉 船船 船

10 20（火）
サントロペ（フランス）  08:00／（停泊）

 コートダジュールの鷲ノ巣村巡り
〈船内泊〉 船船 船

11 21（水）
サントロペ（フランス）  ―／22:00
フリータイムをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

12 22（木）

モンテカルロ（モナコ）  08:00／（停泊）
モナコ公国・イタリア国境の町マントン・
鷲ノ巣村エズを訪れる終日観光
（ご昼食付き）
◎モナコ大聖堂　◎カジノ　●ジャンコ
クトー美術館　エズ村散策
〈船内泊〉 船船 昼

13 23（金）

モンテカルロ（モナコ）  ―／―
下船後、送迎車にてニース空港へ
乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

14 24（土）
成田または羽田空港（06:35～ 22:45目
安）・関西空港（17:50目安）着後、
入国・通関手続き、解散

8

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
○：車窓観光
：ご希望の方向けの有料ツアーです。観光内容は変更となる場合
がございます。
※教会等の宗教施設は、宗教行事などにより、見学できない場合がご
ざいます。その場合は、外観からご覧いただきます。

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金

■食事：昼1回、船31回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：12名様 ■利用予定航空会社： 
【東京】EK／TK／AF／NH／ LH 【関西】EK

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、90～46日前＝旅行代金の10％、45～31日前＝旅行代金の25％、30日前～当日＝旅行代金
の50％、旅行開始後の解除または無連絡不参加＝旅行代金の100％

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。
※デラックス・ステートCの窓の外は甲板となり、人が通る場合がございます。

客室タイプ 東京・関空発着 1人部屋追加
代金（共通）エコノミークラス利用 ビジネスクラス利用

C1 デラックス・ステートルーム※

（窓、バスタブ付き 約21㎡） 958,000円 1,408,000円 190,000円

B1 デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約25㎡） 1,120,000円 1,570,000円 280,000円

A1 デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約25㎡） 1,180,000円 1,630,000円 320,000円

PH ペントハウス
（バトラー、ベランダ、バスタブ付き 約38㎡）1,550,000円 2,000,000円 800,000円

2019年

「ザ・ロック」と称される岩山の頂上からは、天気に恵まれれば対岸のアフリカ大陸がご覧いただけます。

クリスタル・セレニティ
リスボンからモナコへ ジブラルタル海峡・
イベリア半島を巡る地中海クルーズ 14日間

旅のみどころ

1. リスボンから、ジブラルタル、イビサ島、バルセロナ、コートダジュールを巡り、モンテカルロへ至る貴重なコース。

2. ジブラルタル海峡では、アフリカ大陸とヨーロッパ大陸の間を通航する、クルーズならではの体験をお楽しみください。

コロンブスゆかりの地には、世界で三番目の大きさを誇る大聖堂があ
ります。イスラム文化が融合した雰囲気と、白い街並みが特徴です。

イビサ島リスボン

カディス

ジブラルタル

バルセロナ

サントロペ

モンテカルロ

セビリア大聖堂

2019年
8/11（日）出発

©rognar

（オプショナルツアー）

ビジネスクラス利用
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プレッド洞窟城（スロベニア） 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 13（金）

成田または羽田空港（21:20～ 24:30発） ・ 
関西空港（23:45発）より乗継便にて
ベニスへ
〈機内泊〉 

2 14（土）
ベニス（イタリア）  ―／（停泊）
着後、送迎車にて港へ、乗船手続き
〈船内泊〉 船

3 15（日）

ベニス（イタリア）  ―／14:00
添乗員が 世界遺産  サンマルコ広場へ
ご案内、フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

4 16（月）

コトル（モンテネグロ）  13:00／18:00
添乗員が 世界遺産  コトルの旧市街入口
へご案内、フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

5 17（火）

コルフ（ギリシャ）  09:00／18:00
アヒリオン宮殿と 世界遺産  コルフ旧市街
半日観光
●アヒリオン宮殿　◎カノニ　◎コルフ
旧市街
〈船内泊〉 船船 船

6 18（水）
ドブロブニク（クロアチア）  08:00／22:00
添乗員が街の入口までご案内、フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

7 19（木）

スプリット（クロアチア）  08:00／17:00
添乗員が 世界遺産  スプリットの旧市街の
散策にご案内、フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

8 20（金）
コペル（スロベニア）  07:00／18:00
ポストイナ鍾乳洞見学観光・洞窟城
〈船内泊〉 船船 昼

9 21（土）
ベニス（イタリア）  02:00／―
空路、乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

10 22（日）
成田または羽田空港（08:20～ 22:45目
安）・関西空港（17:50目安）着後、
入国・通関手続き、解散

9

旧市街の裏手からは、城壁沿いに軽いハイキングが楽しめ、オレンジ屋根の旧市
街やエメラルドの海、山 の々絶景をご覧いただけます（入場料別）

2019年

世界遺産  コトル（モンテネグロ）

ヨーロッパ最大規模のポストイナ鍾乳洞と、洞窟と一体化したようにそびえ立つ通称洞窟城はスロベニアきっての景勝地。

クリスタル・セレニティ
水の都ベニスからクロアチア・スロベニアの美しき
自然と珠玉の街を巡るアドリア海クルーズ 10日間

ベニス
コペル

スプリット
ドブロブニク
コトル

コルフ

旅のみどころ

1. 9月の連休・シルバーウィークを利用した水の都ベニス発着の
アドリア海クルーズ。

2. ベニスから出港。各寄港地でサンマルコ広場をはじめとする4つの世界遺産を巡ることができます。

3. 寄港地ツアーにてクロアチアや、スロベニアの絶景の数々へご案内。ベニスで停泊するため、美しい夜景もご覧いただけます。

2019年
9/13（金）出発

旧市街の東側には青空市場も。宮殿敷地内で、男声アカペラのクラパ
が聞こえてきたら、是非足を止めて聴いてみましょう。©paulprescott72

世界遺産  スプリット

東京・関空発着

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
○：車窓観光
※教会等の宗教施設は、宗教行事などにより、見学できない場合がご
ざいます。その場合は、外観からご覧いただきます。

■食事：昼1回、船19回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行
人員：10名様 ■利用予定航空会社：【東京】EK／QR／TK／NH
／ LH／AF 【関空】EK

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、90～46日前＝旅行代金の10％、45～
31日前＝旅行代金の25％、30日前～当日＝旅行代金の50％、旅行開始後の解除
または無連絡不参加＝旅行代金の100％

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。
※デラックス・ステートCの窓の外は甲板となり、人が通る場合がございます。

客室タイプ 東京・関空発着 1人部屋追加
代金（共通）エコノミークラス利用 ビジネスクラス利用

C3 デラックス・ステートルーム※

（窓、バスタブ付き 約21㎡） 699,000円 1,149,000円 150,000円

C1 デラックス・ステートルーム※

（窓、バスタブ付き 約21㎡） 758,000円 1,208,000円 170,000円

B1 デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約25㎡） 888,000円 1,338,000円 190,000円

A1 デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約25㎡） 908,000円 1,358,000円 210,000円

PH ペントハウス
（バトラー、ベランダ、バスタブ付き 約38㎡）1,150,000円 1,600,000円 550,000円

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金

ビジネスクラス利用
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I n v i t a t i o n  f o r  L u x u r y  C r u i s e  L i f e

ホワイトパス鉄道（スキャグウェイ） 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1
羽田空港（21:50発）よりANA116便にてバンクー
バーへ
着後、送迎車にてホテルヘ
〈ホテル泊〉 夕

2
バンクーバー（カナダ）  ―／17:00
クイーンエリザベス公園観光（●）
観光後、バンクーバー港へ移動、乗船手続き
〈船内泊〉 船朝 船

3
終日クルーズ
クイーンシャーロット・サウンドクルーズ
〈船内泊〉 船船 船

4
ジュノー（アラスカ／米国）  12:00／23:00  

 ホエールウォッチング＆野生動物探索
〈船内泊〉 船船 船

5
スキャグウェイ（アラスカ／米国）  07:00／19:00

 ホワイトパス観光鉄道
〈船内泊〉 船船 船

6

終日クルーズ
トレーシーアーム・フィヨルド、エンディコット
アーム 氷河クルーズ
幅の狭いフィヨルドをクルーズし、お天気に恵
まれると神秘的な美しさの青色の氷河をご覧い
ただくことができます
〈船内泊〉 船船 船

7
ケチカン（アラスカ／米国）  09:00／18:00 

添乗員が港近くのクリーク通りの散策へご案内、
フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

8 インサイドパッセージ・クルーズ
〈船内泊〉 船船 船

9

バンクーバー（カナダ）  08:00／―
下船後、バンクーバー半日観光（ご昼食付き）
◎ギャスタウン　◎グランビルアイランド
観光後、送迎車にてバンクーバー空港へ
空路、ANA115便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船 昼

10 羽田空港（18:20）着後、入国・通関手続き、解散

ホワイトパスサミットまで、わずか32kmの間に873mを登る急勾配の観光鉄道。道中は迫力ある峡谷や滝、橋などが見所です。（オプショナルツアー）

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
○：車窓観光
：ご希望の方向けの有料ツアーです。観光内容は変更となる場合
がございます。

客室タイプ 羽田発着 1人部屋追加代金（共通）エコノミークラス利用 プレミアムエコノミークラス利用 ビジネスクラス利用

E1 デラックス・ステートルーム
（窓（一部視界不良）、バスタブ付き 約19㎡） 738,000円 838,000円 1,238,000円 150,000円

C1 デラックス・ステートルーム
（窓、バスタブ付き 約19m㎡） 838,000円 938,000円 1,338,000円 180,000円

B1 デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約23㎡） 898,000円 998,000円 1,398,000円 210,000円

A1 デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約23㎡） 928,000円 1,028,000円 1,428,000円 240,000円

PH ペントハウス
（バトラー、ベランダ、バスタブ付き 約34㎡） 1,150,000円 1,250,000円 1,650,000円 550,000円

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金

緑豊かで、世界で最も住みやすい都市の一つ、バンクーバー。クイー
ンエリザベス公園では、街を見下ろす景色や、季節の花 を々ご覧いた
だけます。 ©ronniechua

バンクーバー

ケチカンケチカン

ジュノー

スキャグウェイ

旅のみどころ

1. インサイドパッセージでは針葉樹林を眺めながら、アラスカならではの美しい内海航路を航行。

2. 世界で最も住みやすい都市のひとつとしても有名なバンクーバー。乗船前、下船後には寄港地観光をお楽しみいただけます。

クイーンエリザベス公園

クリスタル・シンフォニー
世界最高峰の客船で巡る
アラスカ氷河クルーズ 10日間

2019年
6/24（月）出発

羽田発着 便利な国内線もご用意

■食事：朝1回、昼1回、夕1回、船21回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：12名様 ■利用予定
航空会社：NH ■利用予定ホテル：【バンクーバー】サットンプレイスまたは同等クラス

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、90～46日前＝旅行代金の10％、45～31日前＝旅行代金の25％、
30日前～当日＝旅行代金の50％、旅行開始後の解除または無連絡不参加＝旅行代金の100％

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または
廃止があった際も旅行代金の変更はございません。　※デラックス・ステートE1、C1の窓の外は甲板となり、人が通る場合がございます。
※この旅行に参加いただく場合は、米国のESTA（電子渡航認証システム）およびカナダのeTA（電子渡航認証システム）に従い、認証を受ける必要があります。

総トン数：5万1044トン
乗客定員：848人
乗組員数：566人
初就航：1995年（2017年改装）

クリスタル・シンフォニー※国際線発着時刻より、24時間以内に接続する国内線に限ります。そのほかにも注意事項がございます。詳細はお問い合わせください。

旅行代金 ＋ 大阪・中部から羽田まで 追加代金 0円 【往復】（1名あたり）
全国各地から羽田まで 追加代金 10,000円 【往復】（1名あたり）

でご参加可能！



シーボーン・クルーズ・ライン
プライベートヨットの居心地で世界最高峰 “５スター以上 ” のクルーズを体感

「あなたの休暇が素敵なものになるように」という思いを込めて、お客
様の好みに沿ったパーソナルなサービスを提供します。乗船時のウェ
ルカムシャンパンから始まり、美食メニューの数々、メインダイニング
やサブレストランも充実しています。また、アルコール※やチップ、サブ
レストランの利用はオールインクルーシブ。ラグジュアリーの神髄をぜ
ひご体験ください。 ※一部銘柄を除く

キャビア・イン・ザ・サーフ
シーボーン・クルーズの船では、キャビアも追加代金
なしでいただけます。コースによっては、ビーチでウェ
イターたちがキャビアとシャンパンをご用意する伝統の
「キャビア・イン・ザ・サー
フ」を体験することもできま
す。また、プールに浮かべ
たサーフボードにキャビアや
シャンパンを載せるサービ
スを行うコースもあります。

最高の旅には最高の食を！
キャビアとシャンパンもお好きなだけ
パリに本部を持つ美食団体「ラ・シェーヌ・デ・ロティ
スール協会」の会員でもあるシーボーンは、美食や美
酒も自慢です。アメリカの2つのレストランでミシュラ
ン3つ星を獲得した、トーマス・ケラー氏が上質な食
材の仕入れからこだわり、前菜からデザートまで監
修。洋上でも3つ星の味が堪能できます。

ザ・レストラン
フリーシーティングの
メインダイニング。お
好きな時間にお好き
な方とコース料理が
楽しめます。2名席も
ご用意。

コロネード
朝食・昼食はビュッ
フェ式、夕食時には
毎晩テーマが変わる
ユニークなレストラ
ン。気持ちのよいテ
ラス席もどうぞ。

ザ・グリル by トーマス・ケラー
アメリカンスタイルの
グリルレストラン、ザ・
グリルでは、多種ス
テーキメニュー、ロ
ブスターテルミドール
などを提供。
※要予約

スシ（Sushi）
日本から直送の新鮮
なネタが楽しめる寿
司レストラン。ランチ
には、３種のお弁当
もご用意いたします。 

まるで「洋上の隠れ家」 ホスピタリティ
あふれるスタッフがお迎え
2017、2018年と新たに就航したシーボーン・アンコー
ルとオベーションは、総トン数40,350トン。これまでの
客船よりやや大きくなりましたが、お客様600名に420
名の乗組員ときめ細かなサービスを提供します。バト
ラー教育を受けたクルーがお客様のご要望に応えます。

客室は全室バルコニー付
きスイート。お部屋でメ
インダイニングのコース料
理を味わえる「イン・スイー
ト・ダイニング」にも対応。

お好きなリカーやドリンク、お名前入りの便
箋などを客室にご用意。アメニティは英国
御用達のモルトン・ブラウンを使用。

デッキでは無料のミニマッサージを提供。本格的
にリフレッシュしたい時には「ザ・スパ・アット・シー
ボーン」へ。

ザ・パティオ
プールサイドのカジュ
アルダイニング。潮風
に吹かれながらグリ
ル料理やできたての
ピザなどをお楽しみく
ださい。（イメージ）

（イメージ）
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I n v i t a t i o n  f o r  L u x u r y  C r u i s e  L i f e

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 9（火）

成田または羽田空港（21:20～24:30発）・ 
関西空港（23:45発）より乗継便にて
アテネへ
〈機内泊〉 

2 10（水）
アテネ（ギリシャ） 
着後、専用車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

3 11（木）

ピレウス（ギリシャ）  ―／17:00
世界遺産  アテネ市内半日観光（ギリシャ
料理のご昼食付き）
●アクロポリス　●新考古学博物館
◎プラカ地区
送迎車にてピレウス港へ移動し、乗船手
続き
〈船内泊〉 船朝 昼

4 12（金）
ナフプリオン（ギリシャ）  08:00／17:00
添乗員が街の入口までご案内、フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

5 13（土）

カタコロン（ギリシャ）  10:00／18:00
世界遺産  オリンピア遺跡半日観光
●オリンピア遺跡
●オリンピア考古学博物館
〈船内泊〉 船船 船

6 14（日）

コルフ島（ギリシャ）  08:00／18:00
アヒリオン宮殿と 世界遺産  コルフ旧市街
半日観光
●アヒリオン宮殿　◎カノニ
◎リストン通り　◎コルフ旧市街
◎聖スピリドン教会
〈船内泊〉 船船 船

7 15（月）

クロトーネ（イタリア）  08:00／18:00
クロトーネ半日観光　
◎レ・カステッラの要塞　○旧市街
〈船内泊〉 船船 船

8 16（火）

シラクサ（シチリア島／イタリア）  07:00／15:00
世界遺産  シラクサ観光（シチリア料理の
ご昼食付き）
◎オルティージャ島　◎ギリシャ劇場　
◎古代ローマの円形劇場
〈船内泊〉 船船 昼

9 17（水）

アマルフィ（イタリア）  08:00／18:00
添乗員が 世界遺産  アマルフィの街の入口
までご案内、フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

10 18（木）

チビタベッキア（イタリア）  07:00／―
下船後、世界遺産  ローマ市内観光
（日本食のご昼食付き）
●バチカン美術館（システィーナ礼拝堂）
◎サンピエトロ大聖堂　◎スペイン広場
〈ホテル泊〉 夕船 昼

11 19（金）ローマより空路、乗継便にて帰国の途へ〈機内泊〉 

12 20（土）
成田または羽田空港（17:35～ 22:45目
安）・関西空港（17:50目安）着後、
入国・通関手続き、解散

2019年

7

シチリア島と橋で結ばれた独特の景観の小島オルティージャにはシラクサ旧市街、アポロ神殿、アレテュサの泉などの遺跡があります。

シーボーン・アンコール
南イタリアとギリシャの珠玉の街 を々巡る
夏のエーゲ海・地中海クルーズ 12日間

旅のみどころ

1. 6つの世界遺産を巡るエーゲ海・地中海のハイライトクルーズ。

2. アテネ、オリンピア、バチカンといったおなじみの史跡だけでなく、シラクサやクロトーネなど訪れる機会の少ない名所も巡ります。

3. クルーズ後にはローマ1泊します。バチカン美術館の
システィーナ礼拝堂の見学にもご案内いたします。

世界遺産  オルティージャ島（シラクサ）

ビジネスクラス利用 6名様より催行

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
○：車窓観光
※教会等の宗教施設は、宗教行事などにより見学できない場合があり
ます。その場合は、外観観光となります。

東京・関空発着 2019年
7/9（火）出発

総トン数：4万350トン
乗客定員：600人
乗組員数：420人
初就航：アンコール…2016年12月
オベーション…2018年4月

シーボーン・アンコール／
オベーション

イタリア半島の先端部分に位置するクロトーネは、ギリシャの植民
都市を起源とし、レ・カステッラの要塞、カポ・コロンナの遺跡といっ
た史跡が数多く残されています。

レ・カステッラの要塞（クロトーネ）

ピレウス／
アテネ

コルフ島

ナフプリオン
アマルフィ

クロトーネ

シラクサ
カタコロン

チビタベッキア／
ローマ

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、120～91日前＝旅行代金の7.5％、90～46日前＝旅行代金の25％、
45～31日前＝旅行代金の37.5％、30日前～当日＝旅行代金の50％、旅行開始後の解除または無連絡不参加＝旅行代金の100％

■食事：朝1回、昼3回、夕1回、船19回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：6名様 ■利用予定
航空会社：【東京】EK／QR／ TK／AF／NH／ LH 【関空】EK ■利用予定ホテル：【アテネ】NJVアテネプラ
ザまたは同等クラス 【ローマ】レジーナバリオリーニまたは同等クラス

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。

客室タイプ 東京発着 関空発着 1人部屋追加
代金（共通）ビジネスクラス利用 ビジネスクラス利用 ファーストクラス利用

V2

ベランダ
（鉄板バルコニー）
（ベランダ、
バスタブ付き 
23〜28㎡）

通常代金 1,550,000円 1,600,000円 1,850,000円 600,000円

V4
ベランダ

（ベランダ、
バスタブ付き 
23〜28㎡）

2018年
11/12までの
特別代金

1,550,000円 1,600,000円 1,850,000円 550,000円

通常代金 1,700,000円 1,750,000円 2,000,000円 630,000円

V6
ベランダ

（ベランダ、
バスタブ付き 
23〜28㎡）

2018年
11/12までの
特別代金

1,720,000円 1,770,000円 2,020,000円 600,000円

通常代金 1,870,000円 1,920,000円 2,170,000円 650,000円

PH
ペントハウス

（ベランダ、
バスタブ付き 
約42㎡）

通常代金 2,200,000円 2,250,000円 2,500,000円 900,000円

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金
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旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 22（火）

成田または羽田空港（08:50～14:00発）・ 
関西空港（10:05～ 10:45発）より乗継
便にてバルセロナへ
着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 23（水）

バルセロナ（スペイン）  ―／17:00
バルセロナのガウディ建築観光
（名物パエリアのご昼食付き）

世界遺産  ●サグラダファミリア *1

●グエル公園
観光後、乗船手続き
〈船内泊〉 船朝 昼

3 24（木）

パルマデマヨルカ（スペイン）  08:00／20:00
山間の美しい村バルデモサ半日観光
午後、フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

4 25（金）

マホン（メノルカ島／スペイン）  07:00／16:00
マホンの町での散策や船会社のオプショ
ナルツアーをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

5 26（土）

セート（フランス）  09:00／18:00
世界遺産  城塞都市カルカソンヌ観光
（ご昼食付き）　◎コンタル城　◎サン・
ナゼール・バジリカ聖堂
〈船内泊〉 船船 昼

6 27（日）

ラバンドゥ（フランス）  08:00／17:00
添乗員が街の入口までご案内、フリータ
イム
〈船内泊〉 船船 船

7 28（月）

ポルトフェッライオ（エルバ島／イタリア）  08:00／23:00
エルバ島半日観光
◎港町ポルト・アズッロ散策　エルバ島
内ドライブ
〈船内泊〉 船船 船

8 29（火）

リボルノ（イタリア）  07:00／19:00
世界遺産  フィレンツェ終日観光
（ご昼食付き）
●ウフィッツィ美術館　◎シニョーリア広
場　◎ドゥオモ　◎ミケランジェロ広場
〈船内泊〉 船船 昼

9 30（水）

モンテカルロ（モナコ）  07:00／―
下船後、鷲の巣村エズ散策観光と
モナコ半日観光（和食のご昼食付き）
◎エズ村　◎大公宮殿
●モナコ大聖堂 *1　◎カジノ
ニースまたはモンテカルロのホテルへ
〈ホテル泊〉 夕船 昼

10 31（木）
送迎車にて空港へ
空路、乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 

11 1（金）

成田または羽田空港（06:35～ 18:20）・
関西空港（07:45～ 08:55）着後、
入国・通関手続き、解散

2019年
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全長3kmにおよぶ城壁と52の塔、コンタル城、サン・ナゼール・バジリカ聖堂など、中世の面影を今に残すヨーロッパ最大の城塞都市 
「シテ」を中心とした街。

シーボーン・オベーション
イタリア・スペインの島 と々ヨーロッパ最大の城塞都市
カルカソンヌを訪れる 美食の地中海クルーズ11日間

カルカソンヌ

ビジネスクラス利用 6名様より催行

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
○：車窓観光
*1: 教会等の宗教施設は、宗教行事などにより、見学できない場合がご
ざいます。その場合は、外観からご覧いただきます。

東京・関空発着 2019年
10/22（火）出発

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、120～91日前＝旅行代金の7.5％、90～46日前＝旅行代金の25％、
45～31日前＝旅行代金の37.5％、30日前～当日＝旅行代金の50％、旅行開始後の解除または無連絡不参加＝旅行代金の100％

■食事：朝1回、昼4回、夕1回、船18回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：6名様 ■利用予定
航空会社：【東京】AF／KL／LH／AZ／LX／BA／JL／NH 【関空】】AF／KL／LH／AY ■利用予定ホテル：
【バルセロナ】メリアバルセロナサリアまたは同等クラス 【モナコ】エルミタージュまたは同等クラス  
【ニース】ネグレスコまたは同等クラス

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。

客室タイプ 東京・関空発着 1人部屋追加代金（共通）

V1 ベランダ・スイート
（ベランダ、バスタブ付き 23〜38㎡）

通常代金 1,650,000円 450,000円

V4 ベランダ・スイート
（ベランダ、バスタブ付き 23〜38㎡）

2018年11/12
までの特別代金 1,750,000円 500,000円

通常代金 1,850,000円 600,000円

V6 ベランダ・スイート
（ベランダ、バスタブ付き 23〜38㎡）

2018年11/12
までの特別代金 1,890,000円 600,000円

通常代金 1,990,000円 700,000円

PH ペントハウス・スイート
（バルコニー、バスタブ付き 42㎡）

通常代金 2,190,000円 750,000円

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金

旅のみどころ

1. 2018年4月、華やかに誕生したシーボーン・オベーション。大型客船
では訪れることのほとんどない小さな港や珠玉の寄港地を巡ります。

2. 
中世そのままの城塞都市カルカソンヌや「小さな楽園」とも
呼ばれるメノルカ島へ。パルマデマヨルカでは、山間の
美しい村バルデモサの観光へご案内します。

3. 
乗船前にはバルセロナに1泊し、ガウディの建築の数々を
ご堪能いただきます。下船後には、鷲の巣村エズ散策や
ミニ国家モナコの観光をお楽しみください。

まるで船が空に浮いているように見えるほどの透明度の高い
海。ヨーロッパのセレブのリゾート地としても人気です。

メノルカ島

バルセロナバルセロナ

セートセート

モンテカルロモンテカルロ

リボルノリボルノ

ポルトフェッライオポルトフェッライオ

ラバンドゥラバンドゥ

マホンマホン

パルマデマヨルカパルマデマヨルカ

標高427mに位置
し、高い崖を見下
ろす場所にあるた
め「鷹の巣村」と
も呼ばれる村。
頂上までの小道
も中世の面影が
残ります。

エズ



オールインクルーシブで楽しむ優雅な「河の船旅」

クリスタル・リバー・クルーズ

世界最高峰のホスピタリティを提
供するクリスタル・クルーズによる
リバー・クルーズ。上質な空間と
洗練されたサービス、そして安
心のオールインクルーシブは海の
旅と変わることはありません。
クリスタル・リバー・クルーズの
客室は全室スイートタイプでバト
ラー付き。リバークルーズならで
はの開放感あふれる船内には、
贅を尽くした料理やワインを楽し
めるレストランや寛ぎのラウンジ、
癒しのスパなどのさまざまな施設
を備えています。

■パームコート（ラウンジ） ■ヴィンテージ・ルーム
ピアノ演奏が行われた
り、ダンスフロアにも
なります。

メインダイニング
のなかの隠れ家の
ようなプライベー
ト空間で、特別な
お食事とワインを
ご提供。（別料金）

クリスタル・マーラー／ドビュッシーの船内施設
■ウォーター・サイド・レストラン
朝・昼はビュッフェ、夜は地元の食材を使っ
た伝統料理やコース料理がいただけるメイ
ンダイニング。

12



日本人には嬉しい浴衣をご用意
室内でも快適にお過ごしいただけます

リバークルーズの魅力

主な客室内
共通設備
エトロ社製バスロー
ブ、スリッパ、アメ
ニティ／浴衣／iPad
／40インチTV／ク
ローゼット／ヘアド
ライヤー／ヒーター
付きタオル掛け／
USBプラグ／冷蔵庫
／セーフティボック
ス／コーヒーマシン

※写真はクリスタル・モーツァルト

寄港地観光も専用ラグジュアリーコーチ
でゆったりとお楽しみください。また船
内には、無料レンタルのEバイク（電動自
転車）も装備しています。

クリスタル・クルーズ専用
大型バスで快適に移動

クリスタル・クルーズ
ならではの特典

美術史美術館の
開館前に入場鑑賞

※特典の一例
美術史美術館（ウィーン）

C r y s t a l  R i v e r  C r u i s e s

オールインクルーシブに
含まれている主なサービス

オールインクルーシブに
含まれないサービスの例

●レストランやバーでのお食事、お飲物
●基本のチップ
●Wi-Fiインターネット接続
●24時間対応のルームサービス、バトラー
サービス
●ジム、プールのご利用

●ヴィンテージ・ワインや年代ものの
　スピリッツなどのアルコール飲料
●スパのご利用とチップ
●クリーニングサービス

揺れが少なく快適なリバークルーズ1
波がなく穏やかな川を航行するため、船酔いの心配がほとんどありません。また、
常に川の両岸に広がる景色や街並みがご覧いただけます。

観光地へのアクセスが楽々2
川を中心に発展してきた街を巡るため、お出かけは港からも近くて便利。乗船人数
が少なく、乗下船はまるで川のホテルを出入りするかのようにあっという間です。

アットホームな雰囲気を楽しむ3
大型客船のクルーズとは異なり大きな船でも乗客定員は150名様ほど。アットホー
ムな雰囲気で上質なサービスを提供します。大きなシアターや設備はありませんが、
その分ホスピタリティを重視しています。

13



14

I n v i t a t i o n  f o r  L u x u r y  C r u i s e  L i f e

ウィーン美術史美術館

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
○：車窓観光
※教会等の宗教施設は、宗教行事などにより見学できない場合があり
ます。その場合は、外観観光となります。
※クリスタル・リバー・クルーズは全寄港地観光付。クリスタル・ク
ルーズ社専用のバスを利用し、各寄港地の見どころにご案内します。
添乗員が同行し、イヤホンガイドでご案内いたします。

全長：135メートル
全幅：11.5メートル
乗客定員：106人
乗組員数：68人
初就航：2017月9月

クリスタル・マーラー

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

ハプスブルク家の豪華な工芸品コレクションや、ブリューゲル、カラヴァッジョといった数 の々ヨーロッパの名画を実際に目にすることができます。

旅のみどころ

1. 
心安らぐサービス、上質な空間、最高のクオリティでお客様を
おもてなしし、世界で最も数多くの賞を獲得している
クリスタル・クルーズ社が、リバー・クルーズを就航。

2. 
ゴールデンウィークに、世界最高水準のリバー・クルーズ客船で
行くドナウ川クルーズ。音楽の都ウイーンから世界遺産ヴァッ
ハウ渓谷、「ドナウの真珠」ブダペストをめぐります。

3. クリスタル・リバー・クルーズならではの特別観光として、ウィーン美術史美術館開館前特別入場観光へご招待いたします。

1 28（日）

成田または羽田空港（21:25～ 24:01発 
目安）・関西空港（23:45発目安）より
乗継便にてウィーンへ
〈機内泊〉 

2 29（月）
ウィーン（オーストリア）  ―／（停泊）
着後、送迎車にて港へ、乗船手続き
〈船内泊〉 

3 30（火）

ウィーン（オーストリア）  ―／23:59
【クリスタルクルーズ特別観光】
ウィーン美術史美術館開館前特別入場
午後、世界遺産  ウィーンの旧市街にて、
フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

4 1（水）

クレムス（オーストリア）  08:00／13:00
クレムス旧市街散策観光とチョコレート
工房訪問
シュピッツ（オーストリア）  14:30／15:30
〈船内泊〉 船船 船

5 2（木）

リンツ（オーストリア）  08:00／23:00 
モーツァルト生誕の地ザルツブルク終日
観光（ご昼食は自由食）
○ホーエンザルツブルク城
◎ミラベル庭園　◎ゲトライデ通り
◎モーツァルトの生家
〈船内泊〉 船船

6 3（金）

メルク（オーストリア）  08:00／14:00
美しいバロック様式のメルク修道院入場
観光
世界遺産  ヴァッハウ渓谷景観クルーズ
〈船内泊〉 船船 船

7 4（土）

ブラチスラバ（スロバキア）  08:00／19:00
ブラチスラバ車窓観光と旧市街散策
○ブラチスラバ城　◎ミハエル門
◎聖マルティン大聖堂　◎旧市庁舎
〈船内泊〉 船船 船

8 5（日）

ブダペスト（ハンガリー）  09:00／（停泊）
ブダペスト半日観光
◎漁夫の砦　●マーチャーシュ教会　
○国会議事堂　○国立オペラ劇場
○くさり橋
午後、フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

9 6（月）

ブダペスト（ハンガリー）  午前／―
下船後、送迎車にて空港へ
空路、乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

10 7（火）
成田または羽田空港（08:20～ 22:45目
安）・関西空港（17:50目安）着後、
入国・通関手続き、解散

4

5

2019年

2019年 4/28（日）出発

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、90～46日前＝旅行代金の10％、45～
31日前＝旅行代金の25％、30日前～当日＝旅行代金の50％、旅行開始後の解除
または無連絡不参加＝旅行代金の100％

クレムス

シュピッツ
メルク

ブラチスラバ

ウィーン

ブダペスト

リンツ

ドナウ川

豊かなドナウの流れの両岸
には葡萄畑が広がり、良質
のヴァッハウ・ワインは世界
にその名を知られています。

ヴァッハウ渓谷

■食事：船18回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：10名様 ■利用航空会社：【東京】AF／QR／
EK／TK 【関空】EK

S2 S1

客室タイプ
デラックススイート（デッキ2）

（シャワー、パノラミック・バルコニー・
ウィンドウ付き 約23.5㎡）

デラックススイート（デッキ3）
（シャワー、パノラミック・バルコニー・

ウィンドウ付き 約23.5㎡）
東京発着 ビジネスクラス利用 1,280,000円 1,380,000円

関空発着
ビジネスクラス利用 1,280,000円 1,380,000円
ファーストクラス利用 1,530,000円 1,630,000円

1人部屋追加代金（共通） 350,000円 400,000円

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。

クリスタル・マーラー
音楽の都ウィーンからドナウの真珠ブダペストへ
世界最高級のリバー客船で巡るドナウ川クルーズ10日間

東京・関空発着 ビジネスクラス利用 ファーストクラス利用



15

ライン川

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
○：車窓観光
※教会等の宗教施設は、宗教行事などにより見学できない場合があり
ます。その場合は、外観観光となります。
※各寄港地での観光は船会社のオプショナルツアーに混乗のため、ツ
アー内容・見学箇所は予告なく変更されることがございます。予めご
了承ください。
※クリスタル・リバー・クルーズは全寄港地観光付。クリスタル・ク
ルーズ社専用のバスを利用し、各寄港地の見どころにご案内します。
添乗員が同行し、イヤホンガイドでご案内いたします。

写真は姉妹船 クリスタル・バッハ

全長：135メートル
全幅：11.5メートル
乗客定員：106人
乗組員数：68人
初就航：2018年4月

クリスタル・ドビュッシー

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 8（水）

成田空港（10:30～ 10:35発目安）・
関西空港（10:25発目安）より乗継便に
てチューリッヒへ
着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 9（木）

バーゼル（スイス）  ―／17:00
ヨーロッパ随一の水量を誇る◎ラインの
滝見学後、スイス･フランス･ドイツ国
境の町バーゼルへ
バーゼル観光（ご昼食付き）
●バーゼル市立美術館
観光後、乗船手続き
〈船内泊〉 船朝 昼

3 10（金）

ストラスブール（フランス）  09:00／22:00
【クリスタルクルーズ特別観光】
ストラスブール大聖堂プライベート入場
観光とオルガンリサイタル
通常はご入場いただけないクリプト
（地下室）へ特別にご案内
〈船内泊〉 船船 船

4 11（土）

カールスルーエ（ドイツ）  07:00／10:00
ハイデルベルク城と旧市街散策観光
マンハイム（ドイツ）  14:00／18:00
リューデスハイム（ドイツ）  21:30／（停泊）
〈船内泊〉 船船 船

5 12（日）

リューデスハイム（ドイツ）  ―／15:00
リューデスハイム・ミニトレイン乗車
観光と機械音楽博物館
コブレンツ（ドイツ）  19:00／（停泊）

【クリスタルクルーズ特別イベント】
エレクトラルパレスにて特別弦楽四重奏
コンサートにご招待
〈船内泊〉 船船 船

6 13（月）

コブレンツ（ドイツ）  ―／14:00
ライン川とモーゼル川の出会う街、
コブレンツ散策観光
ケルン（ドイツ）  20:00／（停泊）
〈船内泊〉 船船 船

7 14（火）
ケルン（ドイツ）  ―／15:00
世界遺産  ケルン大聖堂と旧市街観光
〈船内泊〉 船船 船

8 15（水）

アムステルダム（オランダ）  09:00／（停泊）
世界遺産  アムステルダム運河クルーズと
国立美術館見学
〈船内泊〉 船船 船

9 16（木）

アムステルダム（オランダ）  午前／―
下船後、●キューケンホフ公園観光
観光後、送迎車にて空港へ
空路、帰国の途へ
〈機内泊〉 船

10 17（金）
成田または羽田空港（08:40～ 18:20目
安）・関西空港（08:35目安）着後、
入国・通関手続き、解散

5
2019年

■食事：朝1回、昼1回、船20回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：10名様 ■利用航空会社：
【東京】AF／KL 【関空】KL ■利用予定ホテル：【チューリッヒ】パークハイアットまたは同等クラス

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、90～46日前＝旅行代金の10％、45～31日前＝旅行代金の25％、
30日前～当日＝旅行代金の50％、旅行開始後の解除または無連絡不参加＝旅行代金の100％

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。

客室タイプ 東京発着 関空発着

S2 デラックススイート（デッキ2）
（シャワー、パノラミック・バルコニー・ウィンドウ付き 約23.5㎡）

1,490,000円
（450,000円）

1,390,000円
（450,000円）

S1 デラックススイート（デッキ3）
（シャワー、パノラミック・バルコニー・ウィンドウ付き 約23.5㎡）

1,580,000円
（500,000円）

1,480,000円
（500,000円）

大人お 1人様・２名１室利用　（ ）内の料金は 1人部屋追加代金です。
客室タイプと旅行代金  〈ビジネスクラス利用〉

アムステルダムアムステルダム

ケルン

コブレンツ リューデスハイム

マンハイム

カールスルーエ
ストラスブール

バーゼル

ライン川

ワイン酒場が並ぶつぐみ横丁や、珍しい自動演奏楽器のコレクション
が見所。リースリング種のぶどうから生産される白ワインが有名です。

リューデスハイム

オランダを代表する期間限定の春庭園。広さ32ヘクタールと広大な
敷地の中に700万株以上の花が色とりどりに咲き乱れます。

キューケンホフ公園

このコースのハイライト。ライン渓谷中流上部（古城渓谷）は「ロマンチック・ライン」とも呼ばれ、世界遺産となっています。数 の々古城
やハイネの詩で知られるローレライの岩が見られます。

旅のみどころ

1. 
日も長く、緑色に輝く木々の美しい初夏のシーズンに、ライン
上流のスイス・バーゼルから、フランス、ドイツ、オランダ4国を
巡ります。流れゆく景色を船上よりお楽しみください。

2. クルーズ中通過する世界遺産・中部ライン渓谷では、次々と現れる古城を優雅に船上から見学することができます。

クリスタル・ドビュッシー
世界最高水準のリバークルーズ船で行く
古城を巡るロマンチックライン川クルーズ10日間

東京・関空発着 2019年
5/8（水）出発

ビジネスクラス利用

©hiro1775



くつろぎの船内で正装不要のリラックスした船旅を

オーシャニアクルーズ

※このページの設備やサービスは、マリーナとリビエラのものです。

中型客船ならではの行き届いたサービスと満ち足りた設備でリラックス
していただけます。英国執事協会の会員から正式な訓練を受けたバト
ラーが比類のないサービスを提供。子供連れの乗客が少なく、船内は
豪華で落ち着いた「旅慣れた大人」の雰囲気に満ちています。また、ド
レスコードはタキシードやイブニングドレス、さらにはジャケットやネクタ
イもいらない、毎日が「カントリークラブ・カジュアル」。優雅でありながら
もカジュアルな空間で大人のラフなおしゃれをお楽しみください。

●1250人の乗客に対して800人の乗務員　●94％の客室はベランダ付き
●97％の客室には大型バスタブと独立型のシャワーブース
●トランキリティ・ベッド（快眠ベッド）で高級旅館の真綿布団の寝心地
●アメニティは「ブルガリ」　●名門「キャニオン・ランチ・スパ」でリラックス
●マスターバリスタが淹れるイリーのエスプレッソなど、無料でお楽しみい
ただけます。
●全室無料Wi-Fi付き（1室1アカウント）

ルームサービスは24時間無料
朝食やディナーのルームサービスは
もちろん無料。ミニバーのソフトドリ
ンクも毎日補充。バトラーサービス
が付くペントハウススイートでは、客
室でテーマレストランの料理をお召し
上がりいただけます。

アフタヌーンティー

毎日午後4時からは予約不要のアフ
タヌーン・ティー。弦楽四重奏の演奏
が流れるなか、作りたてフィンガーサ
ンドイッチ、色とりどりのプチフール、
リッチな食感のスコーンやクロテッド
クリームなど、ペストリーカートから
お好きなだけデザートをお召し上が
りいただけます。

シェフがガイドの体験型料理ツアー
クルーズ業界初の実戦型料理教室「カリナリーセ
ンター」。最先端キッチンで多様な料理の作り方
をシェフの指導でを学べます。一部の寄港地では、
シェフに同行して、地元マーケットで新鮮な食材
を購入できたり、菓子工場やワイナリーを巡る特
別ツアーも開催しています。（別料金）

ペントハウススイートのサービス特典
●優先乗船と手荷物の優先配達 
●エグゼクティブラウンジのご利用 
●24時間バトラーサービス 
●全てのスペシャリティレストランからお部屋への料理の配達 
●オーシャニア・クルーズのロゴトートバックをプレゼント 
●キャニオンランチスパクラブのプライベートスパテラスのご利用 
●カシミアのひざ掛け
※スイートの特典は予告なく変更となることがございます。予めご了承ください。 客室でスペシャリティレストランのお

料理をお召し上がりいただけます

16



O c e a n i a  C r u i s e s

〈洋上の最高級レストラン〉
The Finest Cuisine at Sea ～クルーズ界随一の料理～
オーシャニアクルーズいちばんの自慢は、多くのフランス首脳のプライベートシェフをつとめた世界的な名シェフ、
ジャック・ペパン氏が監修した芸術的な料理。メイン・ダイニングに加え、バラエティ豊かなフリーシーティングのレストランで
質の高い多彩なメニューが追加料金なしで楽しめます。

■ポログリル
熟成したUSDAプライムビーフ
が人気のステーキ＆シーフード
レストラン。

■トスカーナ
北イタリアの伝統料理をベース
にした本格イタリア料理。

■レッドジンジャー
料理も装飾も現代的にデザイ
ンされたアジア創作料理。

■ジャック
ジャック・ペパン氏がマスター
シェフをつとめる高級フレンチ
ビストロ。

追加料金のない4つのテーマレストラン

グランドダイニングルーム

ヨーロッパ風のコース料理のほか、キャニオン・ラ
ンチ・スパのヘルシーメニューなども注文できます。

カジュアルなビュッフェ・スタイルで、日替わりのピザ、寿司や刺身も提供します。
ロブスターテールやラムチョップはご注文を受けてから調理します。

テラス・カフェ

オーシャニアクルーズの芸術的な料理を監修する
のは、フランスのド・ゴール元首相のお抱えシェフ
を務めた、世界的な名シェフ、ジャック・ペパン氏。

17
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収蔵作品は2,500点以上。ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロらルネサンス 
美術の巨匠たちの絵画も展示されています。
※美術館の都合で鑑賞できない場合もございます。

ウフィッツィ美術館（フィレンツェ）

世界遺産  フィレンツェ

ルネッサンス文化が花開き、今も世界中の人を魅了する花の都。シンボルのドゥオモや、シニョーリア広場は中世そのままの野外美術館のようです。

旅のみどころ1. 世界遺産を含む地中海の人気寄港地を10日間でぐるりと回ります。

2. 人気の美食客船リビエラでイタリア、スペイン、フランスを巡る地中海クルーズ。華やかな地中海のリゾート地を訪れます。

3. 定番の寄港地だけでなく、ポルトフィーノやモナコといった2度目・3度目の地中海の方にもぴったりの港に立ち寄ります。

 リビエラ
美食船で巡る イタリア･フランス･スペイン 
春／夏の地中海クルーズ 10日間

2019年 5/2（木）・ 7/25（木）出発

東京発着 5/2発は 利用・便利な国内線もご用意 船内無料Wi-Fi お1人様US$200の船内クレジット付き

旅のみどころ

世界のセレブが集まる高級リゾート地。パステルカラーのカラフルなレストランやブティックが並び、ショッピングやお散歩に
ぴったりです。

1882年に着工し、今なお建設中の「聖家族教会」。ガウディ没後100年にあたる2026年の完成
を目指し、刻一刻と姿を変えています。

ポルトフィーノ 世界遺産  サグラダファミリア（バルセロナ）
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●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
◯：車窓観光
※入場観光は宗教行事などの現地の事情により外観からの観光とな
る場合がございます。
*1:日程2日目のご昼食は、遅めの時間帯となり、ビュッフェにてご用
意しております。
*2:宗教施設は特別行事等で閉館となる場合がございます。その際は
外観からの観光となります。

5 （月）
モンテカルロ（モナコ）  08:00／22:00
モナコ＆エズ半日観光　◎モナコ大公宮殿
●大聖堂　◎カジノ　エズ村散策
〈船内泊〉 船船 船

6 （火）

カンヌ（フランス）  08:00／18:00
南仏コートダジュールの鷲ノ巣村巡り（ご昼食付き）
中世の町並みが残るサンポールドヴァンス、フラン
スの最も美しい村と呼ばれるグルドンを訪れます
〈船内泊〉 船船 昼

7 （水）マルセイユ（フランス）  08:00／18:00
〈船内泊〉 船船 昼

8 （木）パルマデマヨルカ（スペイン）  11:00／20:00
〈船内泊〉 船船 船

9 （金）
バルセロナ（スペイン）  08:00／―
観光後、乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

10（土）成田または羽田空港（08:40～ 18:20）着後、
入国・通関手続き、解散

★7/25発は東京08:50 ～ 14:05発、２日目チビタベッキア19:00出
港、３日目リボルノ23:00出港となります。また5日目以降は以下日程と
なります。マルセイユ、パルマデマヨルカでの観光内容は5/2発と同じです。

小型船やヨットが綺麗に並ぶ旧港、フランスを代表する貿易港です。周りにはレストランが建ち並び、新鮮な魚介類のお食事もお楽しみ
いただけます。

マルセイユ

コートダジュールのなかでも中世の町並みを残す街。路地を入ると
おしゃれなお店がいっぱいです。※7/25発のみ

サンポールドヴァンス

パルマデ
マヨルカ
パルマデ
マヨルカ

アジャクシオ
（コルシカ島）

バルセロナ

マルセイユ

モンテカルロ

ポルトフィーノポルトフィーノ

リボルノリボルノ

チビタベッキア／
ローマ
チビタベッキア／
ローマ

カンヌ

5/2発5/2発 7/25発7/25発

総トン数：6万6084トン
乗客定員：1250人
乗組員数：800人
初就航：2012年

リビエラ

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、90～76日前＝旅行代金の12.5％、75～ 61日前＝旅行代金の25%、60～31日前＝旅行代金
の37.5%、30日前～当日＝旅行代金の50%、旅行開始後の解除または無連絡不参加＝旅行代金の100%

■食事：5/2発…朝1回、昼3回、船18回　7/25発…朝1回、昼3回、船18回 ■添乗員：同行いたします
■最少催行人員：5/2発…10名様　7/25発…12名様 ■利用予定航空会社：5/2発…NH ［欧州内］LH／SN
7/25発…AF／KL／NH／ LH／AZ／BA／ JL／ LX ■利用予定ホテル：【ローマ】レジーナバリオリーニ 
または同等クラス

※国際線発着時刻より、24時間以内に接続する国内線に限ります。そのほかにも注意事項がございます。詳細はお問い合わせください。

大阪・中部から成田・羽田まで 追加代金 0円 【往復】（1名あたり）
全国各地から成田・羽田まで 追加代金 10,000円 【往復】（1名あたり）

5/2発のみ
旅行代金 ＋ でご参加可能！

大人お 1人様・２名１室利用　（ ）内の料金は 1人部屋追加代金です。
客室タイプと旅行代金

客室
タイプ

海側
（パノラマ窓、バスタブ付き

約22㎡）

ベランダ
（ベランダ、バスタブ付き

約26㎡）

コンシェルジュ
（ベランダ、バスタブ付き

約26㎡）

ペントハウススイート
（ベランダ、バスタブ付き

約39㎡）

5/2
（木）

プレミアム
エコノミー
クラス利用

958,000円
（380,000円）

1,050,000円
（450,000円）

1,120,000円
（480,000円）

1,250,000円
（550,000円）

ビジネス
クラス利用

1,208,000円
（380,000円）

1,300,000円
（450,000円）

1,370,000円
（480,000円）

1,500,000円
（550,000円）

7/25
（木）

エコノミー
クラス利用

899,000円
（400,000円）

999,000円
（460,000円）

1,090,000円
（500,000円）

1,200,000円
（600,000円）

ビジネス
クラス利用

1,319,000円
（400,000円）

1,419,000円
（460,000円）

1,510,000円
（500,000円）

1,620,000円
（600,000円）

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 （木）
成田または羽田空港（10:50～12:30発）よりANA
乗継便にてローマへ　着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 （金）
ローマ半日観光（◎サンピエトロ大聖堂　○コ
ロッセオ）後、チビタベッキア港へ、乗船手続き
チビタベッキア（イタリア）  ―／18:00
〈船内泊〉 船朝 船

3 （土）

リボルノ（イタリア）  08:00／22:00
世界遺産  花の都フィレンツェ終日観光
（ご昼食付き）　●ウフィッツィ美術館
◎ドゥオモ　◎シニョーリア広場　◎ミケラ
ンジェロ広場　旧市街にてフリータイム
〈船内泊〉 船船 昼

4 （日）

ポルトフィーノ（イタリア）  08:00／18:00
美しい港町ポルトフィーノにてフリータイムを
お楽しみください。カラフルな町並みはショッ
ピングやお散歩にぴったりです
〈船内泊〉 船船 船

5 （月）
アジャクシオ（コルシカ島／フランス）  08:00／15:00
添乗員がナポレオン生誕の地アジャクシオの
散策へご案内します
〈船内泊〉 船船 船

6 （火）
パルマデマヨルカ（スペイン）  11:00／20:00
パルマデマヨルカ半日観光
●大聖堂 *2　◎ベルベル城
〈船内泊〉 船船 船

7 （水）

バルセロナ（スペイン）  08:00／19:00
世界遺産  バルセロナ半日観光（ご昼食付き）
●サグラダファミリア *2　◎カサミラ　◎カ
サバトリョ
〈船内泊〉 船船 昼

8 （木）

マルセイユ（フランス）  08:00／18:00
マルセイユ半日観光
（名物ブイヤベースのご昼食付き）
◎旧港　◎ノートルダムドラギャルド聖堂
〈船内泊〉 船船 昼

9 （金）

モンテカルロ（モナコ）  08:00／―
下船後、鷲ノ巣村エズ散策観光
空路、ヨーロッパ都市へ
着後、ANAにて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

10（土）成田または羽田空港（14:55～ 15:50）着後、
入国・通関手続き、解散

*1

5/2発

7/25発
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総トン数：6万6084トン
乗客定員：1250人
乗組員数：800人
初就航：2011年（2016年改装）

マリーナ

例年5月～10月中旬の夏期限定で公開される噴水が見どころです。美しく整備された庭園には、大小様 な々噴水や金箔の像が立ち並びます。

鮮やかな青と白の外壁に黄金の装飾が輝くロマンティックな外観、宮
殿内も息を呑むほど贅沢な品 が々並びます。

 マリーナ
ストックホルムからコペンハーゲンを巡る
魅惑の北欧・バルト海クルーズ 10日間

成田発着

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
◯：車窓観光
※入場観光は宗教行事、王室等の公式行事などの現地の事情により
外観からの観光となる場合がございます。
*1: 王室等の公式行事等により、急遽入場不可となる場合がございま
す。その場合は、外観をご覧いただきます。
*2: 教会等の宗教施設は、宗教行事などにより、見学できない場合がご
ざいます。その場合は、外観からご覧いただきます。
*3: サンクトペテルブルクにおいて、ツアーにご参加のお客様は、ロシ
ア査証事前取得が必要ございません。現地事情により変更がござい
ましたら、あらためてご案内いたします。
*4: 4～ 5日目の観光内容に関しましては、観光の順序を変更してご
案内する場合がございます。また、他の乗客と混載のツアーとなるこ
とがございます。

コペンハーゲン

ストックホルム

ヘルシンキ

タリン

サンクトペテルブルク

バルネミュンデ

旅のみどころ

1. サンクトペテルブルクでは停泊し、エルミタージュ美術館、エカテリーナ宮殿、血の上の教会などを2日間かけて見学。
2. コペンハーゲン、ストックホルムなど北欧主要都市を観光。

世界遺産  エカテリーナ宮殿

世界遺産  ピョートル大帝の夏の宮殿

お1人様US$300の船内クレジット付き船内無料Wi-Fi

2019年 7/3（水）出発

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 3（水）

成田空港よりスカンジナビア航空乗継便
（11:10発）にてストックホルムへ
着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 4（木）

ストックホルム（スウェーデン）  ―／17:00
ストックホルム半日観光
●市庁舎（黄金の間）*1　◎王宮
◎ガムラスタン
観光後、送迎車にて港へ、乗船手続き
〈船内泊〉 船朝 船

3 5（金）

ヘルシンキ（フィンランド）  10:00／19:00
ヘルシンキ半日観光
●テンペリアウキオ教会 *2　◎シベリウ
スの記念碑　○大聖堂　◎ウスペンス
キー寺院　◎マーケット広場
〈船内泊〉 船船 船

4 6（土）

サンクトペテルブルク（ロシア）  08:00／（停泊）
世界遺産  エルミタージュ美術館とエカテ
リーナ宮殿終日観光 *3 *4（ご昼食付き）
●エカテリーナ宮殿（琥珀の間）
●エルミタージュ美術館
〈船内泊〉 船船 昼

5 7（日）

サンクトペテルブルク（ロシア）  ―／18:00
世界遺産  ピョートル大帝の夏の宮殿と
サンクトペテルブルク車窓観光 *3 *4

（ご昼食付き）
●ピョートル大帝夏の宮殿の庭園
○血の上の教会　○要塞
〈船内泊〉 船船 昼

6 8（月）

タリン（エストニア）  08:00／18:00
世界遺産  タリンの旧市街散策観光
◎太っちょマルガリータ　◎城壁
◎トーンペア城
〈船内泊〉 船船 船

7 9（火）バルト海クルーズ〈船内泊〉 船船 船

8 10（水）

バルネミュンデ（ドイツ）  06:00／20:00
ロストック半日観光
旧市街散策　●聖ペトリ教会 *2

◎クレペリナー塔
〈船内泊〉 船船 船

9 11（木）

コペンハーゲン（デンマーク）  08:00／―
コペンハーゲン市内観光
◎人魚姫の像　◎アマリエンボー宮殿
コペンハーゲン空港よりスカンジナビア
航空直行便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

10 12（金）成田空港（09:35）着後、入国・通関
手続き、解散

7
2019年

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、90～76日前＝旅行代金の12.5％、75～ 61日前＝旅行代金の25%、60～31日前＝旅行代金
の37.5%、30日前～当日＝旅行代金の50%、旅行開始後の解除または無連絡不参加＝旅行代金の100%

■食事：朝1回、昼2回、船19回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：12名様 ■利用予定航空会
社：SK ■利用予定ホテル：【ストックホルム】グランドホテルストックホルムまたは同等クラス

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。
※サンクトペテルブルクにおいて、ツアーにご参加のお客様は、ロシア査証の事前取得は必要ございません。現地事情に 
より変更がございましたら、あらためてご案内いたします。

客室タイプ
成田発着 1人部屋追加

代金（共通）エコノミークラス利用 プレミアムエコノミー
クラス利用 ビジネスクラス利用

B4
ベランダ

（ベランダ、バスタブ付き 
約26㎡）

898,000円 998,000円 1,198,000円 480,000円

B1
ベランダ

（ベランダ、バスタブ付き 
約26㎡）

948,000円 1,048,000円 1,248,000円 500,000円

A3
コンシェルジュ

（ベランダ、バスタブ付き 
約26㎡）

998,000円 1,098,000円 1,298,000円 550,000円

PH
ペントハウススイート

（ベランダ、バスタブ付き 
約39㎡）

1,138,000円 1,238,000円 1,438,000円 650,000円

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金



21

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 4（金）

成田または羽田空港（21:25～ 24:30発）・ 
関西空港（23:45発）より乗継便にてニー
スへ
〈機内泊〉 

2 5（土）着後、送迎車にてホテルへ〈ホテル泊〉 夕

3 6（日）

モンテカルロ（モナコ）  ―／18:00
鷲ノ巣村エズ散策とモナコ半日観光
◎大公宮殿　◎大聖堂　◎カジノ
エズ村散策
観光後、送迎車にて港へ、
乗船手続き
〈船内泊〉 船朝 船

4 7（月）

リボルノ（イタリア）  08:00／20:00
中世の城壁の街ルッカ半日観光
◎ルッカの城壁　◎サンマルティーノ大
聖堂　◎トスカーナワイナリー訪問・
ワイン試飲
〈船内泊〉 船船 船

5 8（火）

チビタベッキア（イタリア）  08:00／20:00
世界遺産  ローマ観光（ご昼食付き）
●バチカン博物館　●サンピエトロ大聖
堂　◎コロッセオ　○サンタンジェロ城
〈船内泊〉 船船 昼

6 9（水）
ソレント（イタリア）  08:00／18:00
ポンペイ遺跡（●）半日観光
〈船内泊〉 船船 船

7 10（木）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

8 11（金）
イラクリオン（クレタ島／ギリシャ）  09:00／18:00
クノッソス宮殿（●）半日観光
〈船内泊〉 船船 船

9 12（土）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

10 13（日）
ハイファ（イスラエル）  06:00／（停泊）
ナザレ観光（ご昼食付き）
〈船内泊〉 船船 昼

11 14（月）
ハイファ（イスラエル）（停泊）
世界遺産  エルサレム観光（ご昼食付き）
〈船内泊〉 船船 昼

12 15（火）

ハイファ（イスラエル）  ―／18:00
ハイファ市内観光と世界最大の空中庭園 
バハーイー庭園
〈船内泊〉 船船 船

13 16（水）

リマソール（キプロス）  07:00／15:00
世界遺産  パフォス市内観光と近郊観光
（ご昼食付き）
●パフォス城　●ディオニソスの館
●アフロディーテ神殿　◎ペトラトゥロ
ミウ海岸
〈船内泊〉 船船 昼

14 17（木）

ロードス島（ギリシャ）  08:00／16:00
世界遺産  ロードス島旧市街半日観光
◎アクロポリス　●騎士団長の館
〈船内泊〉 船船 船

15 18（金）

アテネ（ギリシャ）  08:00／―
下船後、アテネ半日観光
●アクロポリス　◎プラカ地区
アテネ空港より乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

16 19（土）
成田または羽田空港（14:55～ 22:45）・
関西空港（17:50）着後、入国・通関
手続き、解散

2019年
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●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
◯：車窓観光
*1:ご昼食は、乗船後、遅めの時間にビュッフェにてご用意しております。

*1

 マリーナ
古代の歴史ロマンを訪ねる 聖地エルサレム・
キプロス島・ロードス島を巡る地中海クルーズ16日間

お1人様US$300の船内クレジット付き船内無料Wi-Fi

2019年 10/4（金）出発

旅のみどころ

1. 人気の美食客船オーシャニア・マリーナで、古代歴史の地を巡る地中海クルーズ。

2. 全寄港地観光付き! ルッカ、ローマ、ポンペイ、クレタ、ロードス、
アテネなど神話に彩られた地中海・エーゲ海の古代遺跡を巡ります。

3. イスラエルには3日間停泊し、聖地エルサレム、ナザレを訪ねます。

東京・関空発着

※入場観光は宗教行事などの現地の事情により外観からの観光となる場合がございます。また、同様の理由によ
り観光順序を入れ替えてご案内する場合があります。
※イスラエルでは9/5現在「外務省海外安全情報」にて危険情報レベル1（十分注意してください）が発令されており
ます。

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、90～76日前＝旅行代金の12.5％、75～ 61日前＝旅行代金の25%、60～31日前＝旅行代金
の37.5%、30日前～当日＝旅行代金の50%、旅行開始後の解除または無連絡不参加＝旅行代金の100%

■食事：朝1回、昼4回、夕1回、船32回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：12名様 ■利用予定
航空会社：【東京】EK／QR／ TK／ AF／NH／ LH 【関空】EK ■利用予定ホテル：【ニースまたはモナコ】 
ネグレスコまたは同等クラス

大人お 1人様・２名１室利用（東京・関空発着共通）客室タイプと旅行代金
B3 A3 PH

客室タイプ
ベランダ

（ベランダ、バスタブ付き
約26㎡）

コンシェルジュ
（ベランダ、バスタブ付き

約26㎡）

ペントハウススイート
（ベランダ、バスタブ付き

約39㎡）
エコノミー
クラス利用 1,290,000円 1,390,000円 1,650,000円

ビジネス
クラス利用 1,760,000円 1,860,000円 2,120,000円

1人部屋追加
代金（共通） 600,000円 700,000円 900,000円

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。

ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の聖地。嘆きの壁、聖墳墓教会、岩のドームなど各宗教施設を訪ねて世界中から人 が々集まってきます。

世界遺産  エルサレム

イエス・キリストが少年期を過ごした街といわれ、マリアが受胎告
知を受けたとされる地には受胎告知教会が建てられています。

ナザレ

ピレウス／
アテネ
ピレウス／
アテネ ロードス島

リマソールリマソール

ハイファハイファ

イラクリオン
（クレタ島）
イラクリオン
（クレタ島）

ソレントソレント
チビタベッキアチビタベッキア

モンテカルロ
リボルノリボルノ

*1



リージェント セブンシーズ クルーズ
「洋上の我が家」で過ごすような新しいスタイルのラグジュアリークルーズライフ

全室バルコニー付きスイートルームのクルーズ船を初めて実現させた
リージェント セブンシーズ クルーズ。ドレスコードは常に「エレガント 
カジュアル」で、旅先でもまるで「我が家」にいるかのように心からくつ
ろげる新しいクルーズライフを提供します。

世界で最もインクルーシブな
ラグジュアリー体験
煩わしさから解放されたラ
グジュアリーなクルーズを楽
しむことができるよう、船
内での食事や飲み物、エン
ターテインメントや寄港地ツ
アー、チップや諸税などがす
べて旅行代金に含まれた「究
極のオールインクルーシブ」
を目指しています。

世界トップレベルの
ゆったり感

温かみのあるサービス

客室は全室バルコニー付きのスイー
トルームで、33㎡～130㎡というゆと
りの広さ。スペース・レシオ（お客様 
1人当たりのゆったり度）も世界最高
レベルなので、パブリックスペースも
開放的でゆったりくつろげます。

乗客1.3～1.5人に対してクルー1人と
いう体制で、小型ラグジュアリー船レベ
ルの1人ひとりへ行き届いたきめ細かな
サービス。アメニティもこだわり、ゲラン
やロクシタンなど有名ブランドを取り揃
え、ラグジュアリーなクルーズを楽しめる
ようなサービスを提供してます。

フリーシーティング＆追加料金なしで美食を楽しむ
スペシャリティレストラン
選択肢の豊富なレストランは、オールインクルーシブなので、お食事はもちろん、極上のワイ
ンも、上質なサービスにも一切追加料金がかかりません。プライベートな食事をお望みの際
には、24時間無料のルームサービスをご利用ください。テーブルウェアとリネンとともに、お
客様のお部屋まで料理をお持ちします。

■コンパスローズ
　（メインダイニング）
リージェントを代表するレストラ
ン。ヨーロッパのエッセンスを取り
入れた特別なコース料理の他、選
択肢豊富なベジタリアンメニュー、
またスパ監修のヘルシーなコース
メニューもご用意。

■プライム7 
アメリカで愛される伝統的なス
テーキに現代的なアレンジを加え
た、モダン＆ラグジュアリーなス
テーキハウス。シーフードもお楽
しみいただけます。　★要予約

■ラ・べランダ／
　セッティマーリ
朝食・昼食時は、ビュッフェレスト
ランとして屋内のシックなダイニ
ングルームや屋外のデッキで多彩
な料理が楽しめる「ラ・べランダ」。
夜は本格的なイタリアンレストラン
「セッティマーリ」に姿を変えます。

■シャルトリューズ 
風格あるインテリアが凝らされた
最新のスペシャリティレストラン。
モダンな本格フランス料理とともに
美しい海の景色をお楽しみいただ
けます。　★要予約
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古都イムディーナ（マルタ島）

バレッタが築かれる前のマルタの首都、イムディーナ。中世の趣を色濃く残す町は、今では住む人も少なく、̒静寂の町ʼとよばれています。

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
◯：車窓観光
※教会等の宗教施設は、宗教行事などにより見学できない場合があり
ます。その場合は、外観観光となります。
※各寄港地での観光は船会社のオプショナルツアーに混乗のため、 
ツアー内容・見学箇所は予告なく変更されることがございます。予め
ご了承ください。

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 7（土）

成田または羽田空港（10:50～ 12:30発 
目安）より乗継便にてローマへ
着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 8（日）

チビタベッキア（イタリア）  ―／19:00
ローマ半日市内観光（ご昼食付き）
◎コロッセオ　◎ナヴォーナ広場　
◎サンピエトロ大聖堂 
フリータイム後、チビタベッキア港へ
乗船手続き
〈船内泊〉 船朝 昼

3 9（月）
ポジターノ（イタリア）  08:00／18:00
美しきポジターノ＆アマルフィ観光
〈船内泊〉 船船 船

4 10（火）

メッシーナ海峡クルージング
カターニア／シチリア島（イタリア）  09:00／20:00
タオルミーナ・ハイライト
〈船内泊〉 船船 船

5 11（水）

バレッタ（マルタ）  08:00／18:00
古都イムディーナ、モスタドーム、ハン
ドクラフト村観光
午後、フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

6 12（木）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

7 13（金）
ナフプリオン（ギリシャ）  08:00／18:00
古代都市コリントとコリントス運河
〈船内泊〉 船船 船

8 14（土）
サントリーニ島（ギリシャ）  08:00／19:00
イア村・サントリーニハイライト観光
〈船内泊〉 船船 船

9 15（日）
クシャダス（トルコ）  07:00／17:00
世界遺産  エフェソス遺跡観光
〈船内泊〉 船船 船

10 16（月）

ピレウス（ギリシャ）  07:00／―
下船後、アテネとスニオン岬終日観光
世界遺産  ●アクロポリス
●新アクロポリス博物館
●ポセイドン神殿（スニオン岬）
和食のご昼食後、ホテルへ
夜、アクロポリスをのぞむレストランにて
ご夕食
〈ホテル泊〉 夕船 昼

11 17（火）
ホテルチェックアウト後、空港へ
アテネより空路、乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 朝

12 18（水）成田または羽田空港（06:35～ 15:50目
安）着後、入国・通関手続き、解散

2019年
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総トン数：4万2363トン
乗客定員：700人
乗組員数：447人
初就航：2003年（2016年改装）

セブンシーズ
ボイジャー

1室あたりUS$300の船内クレジット付き

東京発着

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、120～ 91日前＝旅行代金の7.5％、
90～ 61日前＝旅行代金の25％、60～ 31日前＝旅行代金の37.5％、
30日前～当日＝旅行代金の50％、旅行開始後の解除または無連絡不参加＝旅行
代金の100％

旅のみどころ

1. 
南イタリアからエーゲ海の5つの世界遺産を含む、充実の
全寄港地観光付き。マルタ島の古都イムディーナなどクルーズ
ならではの行程で魅惑の地を巡ります。

2. 人気のサントリーニ島、シチリア島、マルタ島など、地中海・エーゲ海の美しい島々を訪れます。長めの寄港時間でフリータイムもたっぷり。

3. 
下船後は古代ギリシャの威容を今に伝えるアテネに1泊し、
新アクロポリス博物館の見学や、海の守護神ポセイドンを祭る
スニオン岬へご案内。

セブンシーズ ボイジャー
全室スイートの最高級客船で航く ローマから
アテネへ 地中海・エーゲ海クルーズ 12日間

2019年 9/7（土）出発

高台からの景色が美しいリゾート地。天気の良い日は、ギリシャ劇場
からエトナ山と青い海の美しいコントラストがご覧いただけます。

タオルミーナ

クシャダスクシャダス

サントリーニ島サントリーニ島

ナフプリオンナフプリオン
カターニアカターニア

ポジターノポジターノ

チビタベッキア／
ローマ
チビタベッキア／
ローマ

バレッタバレッタ

ピレウス／
アテネ
ピレウス／
アテネ

客室タイプ ビジネスクラス利用

F デラックス・ベランダ・スイート
（バルコニー、バスタブ付き 約33㎡） 1,950,000円（850,000円）

D コンシェルジュ・スイート
（バルコニー、バスタブ付き 約33㎡）   2,050,000円（1,000,000円）

C ペントハウス・スイート
（バルコニー、バスタブ付き 約34㎡）   2,200,000円（1,050,000円）

B ペントハウス・スイート
（バルコニー、バスタブ付き 約34㎡）   2,250,000円（1,100,000円）

大人お 1人様・２名１室利用　（ ）内の料金は 1人部屋追加代金です。
客室タイプと旅行代金  〈ビジネスクラス利用〉

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。
＊ビジネスクラスのご利用は、日本発着の国際線のみとなります。

■食事条件：朝2回、昼2回、夕1回、船23回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：6名様 ■利用予
定航空会社：NH ［欧州内］LH／SN ■利用予定ホテル：【ローマ】レジーナバリオリーニまたは同等クラス
【アテネ】NJVアテネプラザまたは同等クラス

※国際線発着時刻より、24時間以内に接続する国内線に限ります。そのほかにも注意事項がございます。詳細はお問い合わせください。

伊丹・中部から成田・羽田まで 追加代金 0円 【往復】（1名あたり）
福岡・札幌から成田・羽田まで 追加代金 10,000円 【往復】（1名あたり）

旅行代金 ＋ でご参加可能！

6名様より催行ビジネスクラス利用



ポール・ゴーギャン・クルーズ
南洋の自然に溶け込む　優美なポリネシアン・スタイル
大型船では寄港できない小さな港を訪れ、タヒチ、フレンチポ
リネシア、東南アジアの浅瀬でも航海できるようにデザインされ
たポール・ゴーギャン。南洋の自然の美しさに見事に溶け込み、
船内ではぬくもりあるくつろぎの空間と、快適で贅沢なサービス
を提供します。

ほぼ全客室がオーシャンビュー＆バスタブ付き
全客室がオーシャンビューで、
約７割の客室がバルコニー付
き。バスタブも一部を除くほぼ
全室に完備されています。ベッ
ドは一部を除きクイーンサイズ
となっています。

ハネムーンにもぴったりのセレモニー

タヒチアンスタイルのセレモニーを
はじめ、結婚周年記念のお祝いを
するサービスもご用意（一部有料
パッケージもございます）。エメラ
ルドグリーンの海とゆったり流れ
る時間を楽しむ南太平洋クルーズ
は、ハネムーンにもぴったりです。

オールインクルーシブ

宿泊代金、船内での食事代はもちろん、アルコールを含むドリンク代（ワイン、スピリッツ類、ソフトドリンク、ミネラルウォーター、コーヒー、紅
茶など）、チップ、マリンスポーツ代なども旅行代金に含まれています。ミニバーのソフトドリンク、ビール、ミネラルウォーターは毎日補充され、
カテゴリーB以上の客室ではバトラーサービス、バーセットアップ、iPod用サウンドドックも無料でご利用いただけます。

ウォータースポーツ・マリーナ
ポリネシアの海を満喫できるのもポール・ゴーギャンならでは。船から
は海面まで届く「ウォータースポーツ・マリーナ」が開かれ、ウインドサー
フィンやカヤックに乗ったり、ゾディアックに乗船してダイビングツアー
に出かけることができます。青い海へ潜ると、カクレクマノミや海ガメ
など、色とりどりな海洋生物たちのパレードに出逢えるチャンスがあり
ます。酸素ボンベなどの器材も船内に完備し、スキューバダイビング
の経験がない方でも、スキューバレッスン（有料）を通して楽しめます。

乗客約 1.5名につき乗員 1名のサービス
乗客定員：332名に対して乗組員217名。つまり、乗客約1.5名につき乗員1名 
の行き届いたサービス。タヒチ流の「おもてなしの心」で、小型船ならではの
家族のようにお迎えします。『Travel+Leisure』をはじめとする著名な世界的旅
行誌の人気投票でも常に小型船部門の上位にランキングされています。

タヒチで一番美味しいレストラン
船内の食事は、パリのミシュラン星付きレストランのスターシェフ、ジャン・ピエー
ル・ヴィガト氏が監修。繊細な盛り付けのコース料理を味わえます。ルームサービ
スは24時間対応。ダイニングルームでの夕食時間帯には、レストラン「レトワール」
の料理を客室でいただくこともできます。

ポール・ゴーギャン
総トン数：1万9200トン
乗客定員：332人
乗組員数：217人
就航年：1998年
（2012年改装）
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ボラボラ島ボラボラ島

タハア島タハア島
フアヒネ島フアヒネ島

パペーテ
（タヒチ島）
パペーテ
（タヒチ島）

モーレア島モーレア島

客室
タイプ

F：ポートホール
ステートルーム

（丸窓、バスタブ付き
約18.6㎡）

E：ウィンドウ
ステートルーム

（角窓、バスタブ付き
約18.6㎡）

C：バルコニー
ステートルーム *1

（バスタブ、バルコニー付き
約18.8㎡ +約3.4㎡）

B：ベランダ
ステートルーム

（ベランダ、バスタブ、
バトラーサービス付き
約23.7㎡ +約4.4㎡）

1/19
（土）

エコノミー
クラス利用 828,000円 888,000円 998,000円 1,120,000円

ビジネス
クラス利用 1,208,000円 1,268,000円 1,378,000円 1,500,000円

1人部屋追加
代金（共通） 270,000円 300,000円 580,000円 680,000円

2/16
（土）

エコノミー
クラス利用 858,000円 918,000円 1,070,000円 1,190,000円

ビジネス
クラス利用 1,158,000円 1,218,000円 1,370,000円 1,490,000円

1人部屋追加
代金（共通） 300,000円 300,000円 630,000円 740,000円

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金

1 （土）

成田空港よりエア・タヒチ・ヌイ 77便（17:40
発）にてパペーテへ
パペーテ（タヒチ島／フランス領ポリネシア）  ―／23:55
パペーテ半日観光
○大統領府　◎カテドラル　◎市庁舎
◎マルシェ　◎バイマショッピングセンター
昼食後、乗船手続き
〈船内泊〉 船昼

2 （日）
フアヒネ島（フランス領ポリネシア）  08:00／17:00
船会社主催オプショナルツアーへの参加
またはフリータイムでお過ごしください
〈船内泊〉 船船 船

3 （月）
タハア島（フランス領ポリネシア）  08:00／17:00
船会社のプライベート・アイランドでの
バーベキューランチをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

4 （火）
ボラボラ島（フランス領ポリネシア）  08:00／（停泊）
フリータイムをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

5 （水）ボラボラ島（フランス領ポリネシア）  ―／17:00
〈船内泊〉 船船 船

6 （木）モーレア島（フランス領ポリネシア）  08:00／（停泊）
〈船内泊〉 船船 船

7 （金）
モーレア島（フランス領ポリネシア）  ―／17:00
パペーテ（タヒチ島／フランス領ポリネシア）  19:30／（停泊）
〈船内泊〉 船船 船

8 （土）

パペーテ（タヒチ島／フランス領ポリネシア）  ―／―
下船後、タヒチ島内半日観光
◎ビーナス岬　◎タハラアの丘
ご昼食の後、市内にてフリータイム
カルフールにてお買い物後、送迎車にてホテルへ
夜、ご希望の方は添乗員と共に屋台村ルロットへ
〈ホテル泊〉*2 船 昼

9 （日）
船会社主催オプショナルツアーやフリータイ
ムでお過ごしください
夜、送迎車にて空港へ
〈機内泊〉 夕朝

10

11

（月）

（火）

パペーテ（01:15発）
エア・タヒチ・ヌイ 78便にて帰国の途へ
　
成田空港（1/19発は08:20、 2/16発は07:45） 
着後、入国・通関手続き、解散

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、75～ 61日前＝旅行代金の5％、
60～ 31日前＝旅行代金の12.5％、30～ 15日前＝旅行代金の25％、
14～ 8日前＝旅行代金の37.5％、7日前～当日＝旅行代金の50％、
旅行開始後の解除または無連絡不参加＝旅行代金の100％

*2：ホテルアップグレードプラン（1.5泊）
 ラグーン水上バンガローに宿泊  1名様あたり30,000円（2名1室 
利用時）の追加（シングル利用追加代金：30,000円）  ※3名1室利用
不可。ベッドはダブルベッドになります。ご依頼いただいてからの
手配となります。

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
◯：車窓観光
※本コースはLUSSOイヤホンガイドサービスはございません。

船会社プライベートビーチ。「太平洋の真珠」と称される美しい島でマリンスポーツなどをお楽しみください。

ボラボラ島

映画「南太平洋」の舞台。白砂のビーチ、クリスタルブルーのラグーン、
ゆったりとした時間が流れます。 ©mvaligursky

モーレア島

エコノミークラス限定  早期割引
91日前までのお申込みで1万円割引

■食事：朝1回、昼2回、夕1回、船20回
■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：10名様
■利用予定航空会社：エア・タヒチ・ヌイ
■利用予定ホテル：インターコンチネンタルリゾートタヒチ指定 
（パノラミックラグーンルーム）*2

旅行代金 ＋ でご参加
可能！

大阪・中部・福岡・札幌・小松から成田・羽田まで 追加代金 0円 【往復】（1名あたり）
全国各地から成田・羽田まで 追加代金 18,000～46,000円 【往復】（1名あたり）

※国際線発着時刻より、24時間以内に接続する国内線に限ります。そのほかにも注意事項がございます。詳細はお問い合わせください。

旅のみどころ

1. 
透きとおるブルーラグーン、人々の温かさ、ゆったりと流れる時間。
「地上の楽園」タヒチを愛し続けた画家ポール・ゴーギャンの名を
冠した客船に乗り、楽園めぐりをする旅。

2. 「太平洋の真珠」と称されるソシエテ諸島の代表的な5つの島に
寄港、タヒチならではの至福のリゾート気分が味わえます。

成田発着 エア・タヒチ・ヌイ往復直行便利用

インターコンチネンタルリゾートタヒチ指定

2019年 1/19（土）・2/16（土）出発

便利な国内線もご用意

ポール・ゴーギャン
ブルーラグーンが美しいタヒチ・ボラボラ島
を巡るフレンチポリネシアクルーズ 11日間

ハネムーンの方へ、無料スペシャルサービス！
・客室にシャンパン・ボトルをプレゼント
・レ・ゴギンズが2人の幸せを祈っておこなう、 
  ポリネシアン・スタイルの祝福セレモニー
・スペシャル・ピロー・ギフトをプレゼント
・お二人のポートレート撮影サービス
 （※事前のご予約が必要です）

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。
*1：一部の客室はシャワーのみ、約19.3㎡～ 21.3㎡＋約3.4㎡～ 7.0㎡
＊ベッドはクイーンサイズベッドとなります（ツインベッドに転用できる客室は限られています）。

11月29日までの特別代金

11月29日までの特別代金

日付変更線通過
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５つ星を越えた “６つ星 ” との賞賛　洗練された進化型の超高級船

シルバーシー・クルーズ

全室海側スイートルーム
という極上空間

1

客室はすべて海を望むスイート仕様で、大部分がゆったり
したバスタブを備えています。さらに、ゲストひとりひとり
にきめ細かく対応するバトラーサービスが全客室で導入
されています。

●ベッド用リネン製品と羽毛布団は、欧州各国の王室御用
達ブランド、イタリアのプラテージ社製。

●アメニティは「ブルガリ」「オルティージャ・シチリア」などか
らチョイス。
●シガーバーはダビドフなど、有名ブランドと多く提携。

初めてでも安心のオールインクルーシブ2
シルバーシー・クルーズの代金には、客室代、食事代はもちろん、アルコール類代金、
サービススタッフへのチップも含まれています。

〈旅行代金に含まれているもの〉
●船内での基本的な食事とお飲み物
　（特定銘柄ワインを除く）
●お部屋に用意されたシャンパンやお飲み物
●24時間ルームサービス
●船内で催されるエンターテインメント
●サービススタッフへのチップ　
●ポートチャージ　●WiFiインターネット接続

シルバーシー・クルーズ「5つのコンセプト」

3 リゾートホテルを凌駕する船内施設
シルバーシー・クルーズの客船は中型規模ですが、施設は充実していま
す。好奇心をくすぐるエンターテインメントや各種講座、エクササイズプ
ログラム、ラウンジやジャグジー、ライブラリーで思い思いの船内生活
をお楽しみください。

ベランダ・スイート（一例）
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4 クルーズライフを彩る食の芸術
シルバーシーは世界的権威を誇るホテル&グルメの会員組織「ルレ・エ・シャトー」から認定を受けた数少ない
クルーズ会社のひとつです。「ルレ・エ・シャトー」のマスターシェフがプロデュースする厳選メニューは、まさ
に食の芸術。また、シルバーシー・クルーズでは“お好きな時に、お好きな方と”をモットーにメインダイニン
グではオープンシーティング制を採用。スイートルームでゆったりとフルコースの料理を楽しむこともできます。

〈スペシャリティレストラン〉〈メインダイニング〉

ザ・レストラン
アラカルトの朝食、昼食、夕
食をお好きな席で。寄港地で
仕入れた新鮮な食材を使った
バラエティ豊かなメニューをご
用意しています。
※シルバー・ウインド、シルバー・
シャドーのみ

ラ・ダム
洋上で唯一のルレ・エ・シャトー・レストラン。エレガントな雰囲気
の中で極上のディナーとワインをお楽しみいただけます（予約制、
別料金）。

ラ・テラッツァ
朝食と昼食はカジュアルなビュッフェスタイル、夜はアラカルトのイ
タリアンレストランとなります（予約制）。オーシャンビューを楽し
めるアウトドア席もあります。

セイシン
スピリットの日本語訳「精神」から名付けられた 
アジアンフュージョンレストランです。日本酒や寿
司もご用意しています（予約制、別料金）。 

シルバー・ノート
タパススタイルのお食事とともに生演奏や歌声を
楽しんでいただけるサパークラブです（予約制）。

インドシナ
インドやタイ、ベトナムなどの料理を洗練された
スタイルで提供（予約制）。

5 五感で愉しむ ６スターの船旅
創設以来「No」と言わないサービスを伝統としているシルバーシー・クルーズ。乗船中に何か困ったことができたら、
まずはスタッフに相談してみましょう。乗客約1.3人～1.47人に対してスタッフ1名という比率なので、1対1に近い、
きめ細かでひとりひとりに合わせたサービスを提供します。上質で洗練されたホスピタリティにあふれながら、肩
肘張らないアットホームな接客対応も世界中のクルーズファンから親しまれています。世界最高峰の6スタークルー
ズを五感でお楽しみください。

S i l v e r s e a  C r u i s e s

〈シルバー・スピリットのみのスペシャリティレストラン〉
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28

I n v i t a t i o n  f o r  L u x u r y  C r u i s e  L i f e

シルバー・シャドー
総トン数：2万8258トン
乗客定員：382人
乗組員数：302人
就航年：2000年
（2010年改装）

毎晩 8時から開催されるギネス認定の光のレーザーショー「シンフォ
ニー・オブ・ライツ」も、立地の良いオーシャンターミナルからは楽 ご々覧
いただけます。

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
○：車窓観光
※各寄港地での観光は船会社のオプショナルツアーに混乗のため、 
ツアー内容・見学箇所は予告なく変更されることがございます。
予めご了承ください。

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、90～61日前＝旅行代金の12.5％、
60～31日前＝旅行代金の37.5％、30日前～当日＝旅行代金の50％、
旅行開始後の解除または無連絡不参加＝旅行代金の100％

世界遺産  ハロン湾

石灰岩が形作った奇岩・奇峰が織りなす神秘的な景観美のなかを航行するのは、クルーズならではの醍醐味です。

旅行日程   （入港／出港時間の目安）
2019年

1 31（木）

成田または羽田空港（08:55～ 18:25発 
目安）よりANA直行便にて香港へ
着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 1（金）

香港（中国）  ―／22:00
香港半日観光（飲茶のご昼食付き）
◎ビクトリアピーク　◎レパルスベイ
◎スタンレーマーケット
オーシャン・ターミナルにて乗船手続き
〈船内泊〉 船朝 昼

3 2（土）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

4 3（日）
ハロン湾（ベトナム）  07:00／ 18:00
世界遺産  ハロン湾遊覧観光
〈船内泊〉 船船 船

5 4（月）

チャンメイ（ベトナム）  13:00／（停泊）
フリータイムや船会社主催オプショナル
ツアーをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

6 5（火）
チャンメイ（ベトナム）   ―／19:00
世界遺産  ホイアン終日観光
〈船内泊〉 船船 船

7 6（水）三亜（海南島／中国）  08:00／ 19:00
〈船内泊〉 船船 船

8 7（木）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

9 8（金）

香港（中国）  08:00／―
下船後、ANA直行便にて帰国の途へ
成田または羽田空港（19:15～ 20:15目
安）着後、入国・通関手続き、解散
 船

2019年
1/31（木）出発シルバー・シャドー

最高級ラグジュアリー客船で航く
香港からベトナムを巡るアジアクルーズ 9日間

香港

チャンメイ

三亜

ハロン湾

旅のみどころ

1. 香港から出発し、小型最高級船ならではの快適さで巡るアジアクルーズ。
2. ベトナムの世界遺産や中国最大のリゾート三亜を訪ねます。
3. チャンメイでは停泊し、ゆったりアジアの情緒を満喫できます。

戦国時代からの日本人ゆかりの地として知られ、シンボルの来遠橋はベトナムの 
2万ドン札にも描かれています。

世界遺産  来遠橋（ホイアン）

1

2

香港

©Photoroman

©leungchopan

■食事：朝1回、昼1回、船内20回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：10名様 ■利用航空会社：
ANA ■利用予定ホテル：カオルーン・シャングリラ・ホテルまたは同等クラス

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。

大人お 1人様・２名１室利用　（ ）内の料金は 1人部屋追加代金です。
客室タイプと旅行代金  〈エコノミークラス利用〉

客室タイプ 東京発着
ビスタ・スイート

（角窓、バスタブ付き 約27㎡） 619,000円（360,000円）

ベランダ・スイート2
（ベランダ、バスタブ付き 約32㎡） 739,000円（450,000円）

ベランダ・スイート3
（ベランダ、バスタブ付き 約32㎡） 819,000円（500,000円）

来店成約特典
シルバーシー・クルーズのロゴ入りトートバッグをプレゼント
有楽町本社・新宿支店・銀座支店・大阪支店

※シルバーシー・クルーズを利用するLUSSO（ルッソ）商品を有楽町本社・新宿支店・
銀座支店・大阪支店にご来店の上、ご成約いただいたお客様に差し上げます。なお、
数に限りがございます。品切れの際はご了承ください。 （イメージ）

東京発着



世界遺産  ガイランゲルフィヨルド 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 29（水）

羽田空港より ANA211便（11:35発）にて 
ロンドンへ
着後（16:10）、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 30（木）

ロンドン（イギリス）  ―／23:00
ロンドン市内観光（ご昼食付き）
◎タワーブリッジ　◎ロンドン塔
○ビックベン　○国会議事堂　◎ウェス
トミンスター寺院　◎バッキンガム宮殿
送迎車にて港（タワーブリッジ）へ、
乗船手続き
〈船内泊〉 船朝 昼

3 31（金）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

4 1（土）

スタヴァンゲル（ノルウェー）  12:00／18:00
 リーセフィヨルドクルーズ

〈船内泊〉 船船 船

5 2（日）

ベルゲン（ノルウェー）08:00／15:00
添乗員がベルゲンの散策へご案内、
フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

6 3（月）

ヘルシルト（ノルウェー）  08:00／12:00
世界遺産  ガイランゲルフィヨルド・クルーズ
ガイランゲル（ノルウェー）14:00／19:00

 ダルスニッパ展望台
〈船内泊〉 船船 船

7 4（火）オーレスン（ノルウェー）  07:00／15:00
〈船内泊〉 船船 船

8 5（水）

ヴィーク（ノルウェー）  07:00／11:30
 登山列車フロム鉄道乗車

フロム（ノルウェー）  15:00／20:30
〈船内泊〉 船船 船

9 6（木）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

10 7（金）
リース（スコットランド）  06:00／17:00

 世界遺産  エジンバラ終日観光
〈船内泊〉 船船 船

11 8（土）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

12 9（日）

ロンドン（イギリス）  07:00／―
港（タワーブリッジ）にて下船後、
コッツウォルズ観光（ご昼食付き）
ヒースロー空港よりANA212便（19:00発） 
にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船 昼

13 10（月）羽田空港（14:40）着後、入国・通関
手続き、解散

5

6

シルバー ･ ウインド
最高級船で巡る 初夏のノルウェー･
フィヨルドと英国クルーズ 13日間

世界でも最大級の長さや深さを持つフィヨルドで、ノルウェー屈指の観光地。特に「七人姉妹」「求婚者」と呼ばれる滝が見所。

羽田発着

シルバー ･ ウインド
総トン数：1万7400トン
乗客定員：296人
乗組員数：222人
就航年：1995年
（2013年改装）

2019年

便利な国内線もご用意

旅のみどころ

1. 世界遺産ガイランゲルフィヨルドを巡り、氷河や山の景観を心ゆくまで楽しめるクルーズ。

2. 発着地のロンドンでは市内観光をご用意。登山列車フロム山岳鉄道などオプショナルツアーも充実しています。

スタヴァンゲルスタヴァンゲル

ベルゲンベルゲン

ヘルシルトヘルシルト
ガイランゲルガイランゲル

フロム

オーレスン

ヴィーク

ロンドンロンドン

リースリース

全長約20km、海抜ゼロ地点から海抜867mのミュルダールまで、世界で
も屈指の急勾配の鉄道です。緑豊かな山岳地帯や流れ落ちる滝など、
美しい景色の中を走ります。

フロム山岳鉄道（オプショナルツアー）

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
○：車窓観光
：ご希望の方向けの有料ツアーです。観光内容は変更となる場合
があります。

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、90～61日前＝旅行代金の12.5％、
60～31日前＝旅行代金の37.5％、30日前～当日＝旅行代金の50％、
旅行開始後の解除または無連絡不参加＝旅行代金の100％

客室タイプ
ビスタ・スイート

（角窓、バスタブ付き
約22㎡）

ベランダ・スイート
（ベランダ、バスタブ付き

約27㎡）

ミッドシップ・ベランダ
（ベランダ、バスタブ付き

約27㎡）
プレミアムエコノミー
クラス利用 1,420,000円 1,650,000円 1,750,000円

ビジネスクラス利用 1,640,000円 1,870,000円 1,970,000円

1人部屋
追加代金（共通） 500,000円 650,000円 700,000円

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金

■食事：朝1回、昼2回、船29回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：10名様 ■利用予定航空会社： 
NH ■利用予定ホテル：【ロンドン】グロブナーハウスまたは同等クラス

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。

※国際線発着時刻より、24時間以内に接続する国内線に限ります。そのほかにも注意事項がございます。詳細はお問い合わせください。

伊丹・中部から羽田まで 追加代金 0円 【往復】（1名あたり）
福岡・札幌・広島・小松から羽田まで 追加代金 10,000円 【往復】（1名あたり）

旅行代金 ＋ でご参加
可能！

2019年
5/29（水）出発

29
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I n v i t a t i o n  f o r  L u x u r y  C r u i s e  L i f e

世界遺産  スプリット 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 16（水）

成田または羽田空港（21:20～24:30発）・ 
関西空港（23:45発）より乗継便にて
ベニスへ
〈機内泊〉 

2 17（木）着後、送迎車にてホテルへ、フリータイム〈ホテル泊〉 夕

3 18（金）

ベニス（イタリア）  ―／21:00
添乗員が 世界遺産  サンマルコ広場へ
ご案内、フリータイム
送迎車にて港へ、乗船手続き
〈船内泊〉 船朝 船

4 19（土）

スプリット（クロアチア）12:00／21:00
添乗員が 世界遺産  スプリットの旧市街散
策にご案内、フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

5 20（日）

ドブロブニク（クロアチア）08:00／18:00
世界遺産  ドブロブニク半日観光
（ご昼食付き）
●ケーブルカー　◎城壁　◎修道院　
●旧総督邸
〈船内泊〉 船船 昼

6 21（月）

コルフ（ギリシャ）12:00／19:00
世界遺産  コルフ島内半日観光
◎コルフ旧市街　●アヒリオン宮殿
◎カノニ
〈船内泊〉 船船 船

7 22（火）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

8 23（水）

ロードス島（ギリシャ）08:00／18:00
世界遺産  ロードス島旧市街半日観光
（ご昼食付き）
◎アクロポリス　●騎士団長の館
〈船内泊〉 船船 昼

9 24（木）

サントリーニ島（ギリシャ）08:00／18:00
サントリーニ島半日観光
◎イア村　◎フィラの街　●ワイナリー
〈船内泊〉 船船 船

10 25（金）

アテネ（ギリシャ）  08:00／―
下船後、 世界遺産  アテネ半日観光
●アクロポリス　◎プラカ地区
送迎車にて空港へ、乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

11 26（土）
成田または羽田空港（17:25～ 22:45）・
関西空港（17:50）着後、入国・通関
手続き、解散

かつてのディオクレティアヌス帝の隠居用の宮殿が、後に人 の々生活が溶け込んでいった旧市街となりました。

シルバー ･ スピリット
総トン数：3万9519トン
乗客定員：608人
乗組員数：412人
就航年：2009年
（2018年改装）

2019年

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
○：車窓観光
※教会等の宗教施設は、宗教行事等により、入場不可となる場合がご
ざいます。その場合は、外観からご覧いただきます。
*1: 日程3日目のご昼食は、遅めの時間帯となり、ビュッフェにてご用
意しております。

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、90～61日前＝旅行代金の12.5％、
60～31日前＝旅行代金の37.5％、30日前～当日＝旅行代金の50％、
旅行開始後の解除または無連絡不参加＝旅行代金の100％

シルバー ･ スピリット
人気のサントリーニ島・ドブロブニクを訪れる
アドリア海・エーゲ海クルーズ 11日間

2019年
10/16（水）出発

10

*1

旅のみどころ

1. 
2018年に改装したばかりのシルバー・スピリットで巡るアドリア海・
エーゲ海クルーズ。船は夜景のベニス・サンマルコ広場を出航し、
アドリア海、エーゲ海の魅力的な寄港地を巡ります。

2. 乗船前には水の都ベニスに一泊。世界遺産サンマルコ広場など、しっかりフリータイムをお楽しみいただけます。

3. 
下船後は、古代ギリシャ文明の中心アテネの観光をお楽しみ
ください。丘の上の要塞アクロポリスや古い街並みが残る
プラカ地区へご案内します。

14世紀～ 16世紀にかけてロードス島を本拠地としていた聖ヨハネ
騎士団の遺跡。20世紀前半、イタリア支配時代に再建されました。

世界遺産  騎士団長の館（ロードス島）

ベニス

スプリット
ドブロブニク

コルフコルフ ピレウス／
アテネ
ピレウス／
アテネ

サントリーニ島サントリーニ島

ロードス島ロードス島

■食事：朝1回、昼2回、夕1回、船19回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：10名様 ■利用予定
航空会社：【東京】EK／QR／TK／AF／NH／ LH 【関空】EK ■利用予定ホテル：【ベニス】モナコグランド 
カナルまたは同等クラス

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。
*2: 一部、ウォークインシャワーのお部屋がございます。

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金

客室タイプ
ビスタ・スイート

（角窓、バスタブ付き
 約29㎡）

クラシック・
ベランダ・スイート

（ベランダ、バスタブ付き
約35㎡）

スーペリア・
ベランダ・スイート

（ベランダ、バスタブ付き
約35㎡）

デラックス・
ベランダ・スイート

（ベランダ、バスタブ付き
約35㎡）＊2

エコノミークラス利用
（東京・関空発着）1,060,000円 1,150,000円 1,220,000円 1,270,000円

ビジネスクラス利用
（東京発着） 1,460,000円 1,550,000円 1,620,000円 1,670,000円

ビジネスクラス利用
（関空発着） 1,420,000円 1,510,000円 1,580,000円 1,630,000円

1人部屋
追加代金（共通） 460,000円 530,000円 550,000円 590,000円

東京・関空発着



ホテルリスト
●ヨーロッパ
スペイン
バルセロナ〈デラックス〉 W（ダヴリュゥ） バルセロナ、アーツ、エル パラス、オム、カサフステル、ク
ラリス、グラン マリーナ、グランホテル ラ フロリダ、ヒルトン バルセロナ、プリンセサ ソフィア、マジェ
スティック バルセロナ、メリア バルセロナ サリア、メリア バルセロナ スカイ、ル メリディアン、ルネッ
サンス バルセロナ、レイ フアン カルロス プリメロ
イギリス
ロンドン〈デラックス〉 インターコンチネンタルパークレーン、グランジシティ、グレンジセントポール、
グロブナーハウス、コンラッドロンドンストリートジェイムズ、ハイアットリージェンシーロンドンザ
チャーチヒル、ヒルトンオンザパークレーン、ヒルトンバンクサイド、ミレニアムメイフェア、ルメリディ
アンピカデリー
イタリア
ローマ〈デラックス〉 NH コレクション ローマ パラッツォ チンクエチェント、アレフ、アンバシアトリ パ
レス、インターコンチネンタルデラビッレローマ、ウェスティンエクセルシオール、エデン、グランド 
ホテル パルコ ディ プリンチピ、グランドホテル・プラザ、グランドホテルパレス、スプレンディドロイ
ヤル、セントレジスグランド、ディンギルテッラ、ハスラー、パラッツォ ナイアディ、ベルニーニブリ
ストル、マジェスティック、レジーナバリオリーニ
ベニス〈デラックス〉 ウェスティンヨーロッパレジーナ、グランドホテル ディドージ、グリッテイ パレス、
ダニエリ、チプリアーニ、バウアー・パラッツォ、パレス ボンベッキアティ、メトロポール、モナコグ
ランドカナル、ルナバリオーニ、ロンドラパレス
フランス
ニース〈デラックス〉 NHホテルニースセンター、アストン・ラ・スカラ、ウエストエンド、スプレンディッ
ド、ボスコロエセドラ、ラディソンブルーニース

〈ラグジュアリー〉ネグレスコ、ハイアットリージェンシー・ニース、パレメテルリンク、メリディアンニース
モナコ
モナコ〈デラックス〉 エルミタージュ、ドゥパリ、メトロポールパレス

ギリシャ
アテネ〈デラックス〉 NJVアテネプラザ、アセナウム・インターコンチネンタル、アセニアン・カロリエ、
アテネレドラホテル、インペリアル、ウィンダムグランドアテネ、エレクトラ、エレクトラパレス、キン
グジョージパレス、グランドブルターニュ、ディバニアボロンパレス＆スパ、ディバニカラベル、ディ
バニパレスアクロポリス、ヒルトン、ベイビーグランド、メトロポリタン、メリア・アテネ、ラディソン・
ブル・パーク、レドラ、ロイヤルオリンピック
スウェーデン
ストックホルム〈デラックス〉 アットシックス、クラリオンサイン、グランド、シェラトン、ヒルトン・スルッ
セン、ラディソンBLUストランド、ラディソンBLUロイヤルバイキング
スイス
チューリヒ〈デラックス〉 カメハグランド、ドルダーグランド、パークハイアット、マリオット、ルネッ
サンスタワー

●北中南米
カナダ
バンクーバー 〈デラックス〉 ウェスティングランドバンクーバー、ウェスティンベイショア、サットンプ
レイス、シェラトンウォールセンターホテル、ジョージアンコート、デルタバンクーバースイート、ハ
イアットリージェンシー、バンクーバーマリオットピナクル、パンパシフィック、ピナクルホテルバンクー
バーハーバーフロント、フェアモント・ホテルバンクーバー、フェアモントウォーターフロント、フェア
モントパシフィックリム、フォーシーズンズ、メトロポリタン

●オセアニア・アジア
香港
香港 〈ラグジュアリー〉 JW マリオット、Ｗ香港、アイランド・シャングリラ、インターコンチネンタル、
カオルーンシャングリラ、グランドハイアット、コンラッド、ザ・ペニンシュラ、ザ・リッツカールトン、ディ
ズニーランドホテル、フォーシーズンズ、マンダリンオリエンタル

タヒチ
パペーテ 〈デラックス〉 インターコンチネンタルタヒチ

航空会社略号一覧（アルファベット順）
AA＝アメリカン航空、AF＝エールフランス、AY＝フィンエアー、AZ＝アリタリア-イタリア航空、BA=ブリティッシュエアウェイズ、DL＝デルタ航空、EK＝エミレーツ航
空、JL＝日本航空、KL＝KLMオランダ航空、LH＝ルフトハンザドイツ航空、LX＝スイスインターナショナルエアラインズ、NH＝ANA、OS＝オーストリア航空、QR＝ 
カタール航空、SK＝スカンジナビア航空、SN＝ブリュッセル航空、TK＝ターキッシュエアラインズ、TN＝エア・タヒチ・ヌイ、UA＝ユナイテッド航空

ご旅行条件（要約）    ※詳しい旅行条件を説明した書面をご用意しておりますので､ 事前にご確認のうえ､ お申し込みください｡

1.お申し込みの前に
（1）この旅行は､ 株式会社クルーズプラネットが企画･
募集し実施する旅行であり､ この旅行に参加されるお
客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することに
なります｡
（2）募集型企画旅行契約の内容・条件は、本パンフレッ
ト、旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及
び当社募集型企画旅行契約約款によります。

2.お客様の解除権（旅行のお取消）
　お客様は「取消料」を支払うことにより、いつでも旅
行契約を解除することができます。本冊子に記載の
コースは､｢フライ&クルーズ旅行｣に適用される取消料
条件となります｡ 通常の海外旅行の取消料とは異なり
ますので､ ご注意ください｡ クルーズ旅行をお取り消
しになる場合､ 取消料をカバーする保険（クルーズ旅行
取消費用担保特約付海外旅行傷害保険）がありますの
で､ クルーズ旅行のお申し込みと一緒にこの保険をお

申し込みいただきますようお勧めいたします｡ 詳しく
は販売員にお尋ねください｡

3.旅券・査証について
　訪問国により、旅券（パスポート）の有効期限に一定
の残存期間が必要となる場合や、査証（ビザ）が必要
となる場合がありますのでお問い合わせください（日本
国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先の領事館、
入国管理事務局にお問い合わせください）。

4.海外危険情報について
　海外クルーズの場合、渡航先（国または地域）によっ
ては外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航
関連情報が出されている場合があります。お申し込み
の際に担当者にご確認ください。海外渡航関連情報
は、外務省海外安全ホームページhttp://www.anzen.
mofa.go.jp/などでもご確認いただけます。

5.渡航先の衛生状況について
　厚生労働省検疫所「海外感染症情報」ホームページ
http://www.forth.go.jp/でご確認ください。

6.個人情報の取り扱いについて
　旅行をお申込みの際にご提出いただいたお客様の個
人情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス等）に
ついて、お客様との連絡のほか、お申込みいただいた
旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービス手
配・手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

7.旅行条件の基準期日
　この旅行条件は､ 2018年9月15日現在の運賃･料金
を基準としております｡

ご案内およびご注意

◇客室（キャビン）
・ お部屋割りに関しては、できるだけ平等を期しておりま
すが、グループでお部屋を近くにご用意できない場合や、
ご希望どおりお部屋をご用意できない場合がございます。
・ おひとり様でご参加の場合、一人部屋追加代金にて２
人部屋を１人でご利用いただけます（なお、陸上ホテルで
は、一人用の部屋となることがあります）。弊社では、相
部屋はお受けしておりません。
・ ３名様で１室をご希望の場合には、リクエストで承ります。
３名様１室の旅行代金が発表されていない場合は、お見
積もりさせていただきますので、お問い合わせください。
なお、船・ホテルともに、３名様で１部屋をご利用の場合、
２人部屋（ツインルーム）に簡易ベッド（又はソファーベッド
や二段ベッド）利用となるため、手狭となります。
・ 船の客室に関しては弊社仕入分が完売した時点でリク
エスト受けとなり、回答までお時間を頂戴する場合や、
見積もりのうえ、新たに旅行代金を提示する場合がござ
います。

◇航空機
・ 航空会社は燃料費高騰分を「燃油特別付加運賃（燃油
サーチャージ）」として徴収しております。本パンフレット掲
載のツアーはご旅行代金に含まれております。

・ 航空機のお座席は、窓側､ 通路側のご希望はお伺いで
きません｡
・ 利用航空会社・ 便については当社にて決定の航空会社・ 
便となります。他の航空会社便利用をご希望の場合は現
地合流・解散プランをご案内させていただきます。
・ 特に記載のない場合、ビジネスクラスのご利用は日本発
着の国際線のみとなります。
・ 帰路便の遅延により日本帰着後の国内交通機関との乗
継が不可能となる場合がございます。このような場合は当
該航空会社の運送約款により対応することとなり、当社
は責任を負いかねますのでご了承ください。
・ 帰路乗継便の遅延により、乗継時間が短縮された場合、
免税特典を受けるための手続きができない場合がござい
ます。そのような場合でも当社は責任を負いかねますので
ご了承ください。

◇船のスケジュール･寄港地観光
・船のスケジュール及び寄港地での観光は安全面を最優
先に考慮し､ 天候､ 海象及び現地諸事情により､ 船長
判断によって予告なしに変更される場合がございます｡
乗船中のすべての権限は船長が持っております｡ なお､
寄港地変更､ 抜港、寄港時間短縮などによる旅行代金
の一切の払い戻しはございませんので､ あらかじめご承知
くださいますよう､ お願いいたします｡

◇その他
・ 各寄港地では、別料金にてオプショナルツアーをご用意
しております。
・各国査証、電子渡航認証（ESTA、ETASなど）の代行申請
は、お客様の査証等の取得を確約するものではございま
せんので、予めご了承ください。
・ ほとんどのクルーズ船においては、客室内は禁煙となってお
り、パブリックエリアの指定された場所でのみ喫煙が可能です。
・ パンフレットに掲載の写真は観光地、ホテル等のイメー
ジを掴んでいただくための一例として掲載しております。
現地では必ずしも同じ部屋や角度からの風景をご覧いた
だけるとは限りませんのでご了承ください。
・ 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更
などにより旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮、延
長及び観光箇所の変更、削除が生じる場合がございます。
このような場合は責任を負いかねますが、可能な限り当
初の日程に沿ったサービスを手配すべく努力いたします。
上記等の免責の場合、お客様のご希望により当社が現地
にて追加手配した場合、その追加料金を徴収いたします。
・ 当社ではお客様のご都合によるご予約のお取り消しに伴うご
返金の際の手数料はお客様ご負担となります。ご了承ください。
・ お客様からの出発日、出発地、客室タイプの変更依頼は、
取消料の対象となります。
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のこだわりポイント

デラックスホテルや
名門ホテルを厳選しました。2

クルーズの前泊、後泊で宿泊するホテルは、その都市を代表する名
門ホテルなど、上質なサービスで定評あるホテルを厳選。

出発前には同行添乗員が
「ご挨拶コール」をします。10

ご出発の2～5日前頃に、同行する添乗員がご挨拶のお電話をいた
します。ご質問などがありましたら、丁寧にお答えいたします。

同行するのは船旅専門の
ベテラン添乗員です。4

クルーズ経験豊富なベテラン添乗員が同行し、船内新聞やメニュー
の日本語訳をご用意するほか、船内生活や寄港地観光のアドバイ
スをいたします。

代表的な寄港地ツアーには
添乗員も同行いたします。5

各寄港地では、個人で自由に過ごすことも寄港地ツアーに参加す
ることもできます。主な寄港地ツアーには添乗員が同行します。

プライベート・パーティーへ
ご招待いたします。13

船上では、LUSSOのツアーに参加の方だけのプライベート・パー
ティーを開催いたします。カクテルや親睦をお楽しみください。

ガイディングレシーバーで
快適なご案内をします。6

添乗員同行の寄港地ツアーでは、ガイドの話が聞き取り
やすいガイディングレシーバーを使用します。少し離れ
たところでも聞き取れるので安心です。（タヒチを除く）

※一部ポーターがいない場所はご自身でお持ちいただくことがあります。

安心で身軽な
ポーターサービス。14

現地空港やホテルにて、大きなお荷物はポーターがお預かりします
ので、ご自分で運ぶ必要はありません。

無料往復宅配サービスで
らくらくご出発。7

ご自宅から成田または羽田空港・関西空港まで、スーツケース（お1
人様1個）の宅配を往復無料にてご利用いただけます。

ビジネスクラス
利用の方への特典16

成田または羽田空港・関西空港周辺に前泊または後泊ホテル1泊を
ご用意いたします。ゆとりある日程で安心してご参加いただけます。

少人数で催行される
プライベートなツアー。3

LUSSOのツアーは催行人数が6～12名様という少人数。最大でも10～
20名様までですのでサービスが行き届き、プライベート感があります。

上質なクルーズ客船で
優雅な船の旅を。1

リラックスと非日常を楽しめる、ラグジュアリー客船を基本とし、
サービスレベルの高い客船をセレクトしました。

ご出発前の不安を解消する
「最終説明会」を開催。9

ご出発約1か月前に、ツアーの旅程や寄港地、船についての説明会
があるため、不安なく旅の準備をすることができます。

お誕生日、記念日などの
お祝いをいたします。12

クルーズ中、お誕生日や結婚記念日をお迎えになる方、または金・
銀婚式、退職など記念のクルーズの方にはケーキなどでお祝いさせ
ていただきます。※記念日については事前にスタッフへお申し出ください。

「フォーマル・ポートレート」、
旅の記念写真をプレゼント。11

旅の思い出に、船上での記念写真を1
組様1枚差し上げます。カメラマン
が乗船しない船では添乗員撮影のス
ナップ写真となります。

※イメージ ©Elnur

LUSSOオリジナルの荷物タグと
パスホルダーをプレゼント。8

船で身分証明書や客室のカギとなる
「クルーズ・カード」を首から下げるこ
とができる「パスホルダー」と特製本
革荷物タグをプレゼントします。

＊対象区間は日本発着の国際線区間の往復となります。＊並び席の配列指定や通路側・窓側
のご希望はお伺いできません。＊事前に座席番号をお伝えすることはできません。＊２～４名
の並び席の組み合わせとなります。５名以上のグループのお客様は２グループに分かれていた
だくこととなり、２～４名様の組み合わせでの配席となります。＊オーバーブッキングやフライ
トキャンセルなど、航空会社側の事由に基づき当初の予定にない振替便となった場合は、並
び席とならない場合があります。＊同じコースに同時予約のお客様で、当日指定の集合時刻に
ご集合いただいた場合に限ります。＊隣席保証はご出発日の１か月前までの予約の場合に限り
ます。＊お客様のご意思により並び席を希望されない場合、本サービスに対するご返金はござ
いません。＊万が一離れた座席となった場合は、ご旅行代金より１万円をご返金いたします。

航空機では「並び席」で。15
往復の国際線で「並び席」をご用意いたします。*

座席配列が
３-３-３
の場合

窓 

側

2 2

通 

路

2 2

通 

路

2

窓 

側

2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 4 3 3

4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4

エコノミークラス
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 LUSSOが提案するラグジュアリーな
クルーズの説明書

LUSSO のツアーは少し特別です。
価値あるクルーズ休暇をお愉しみいただくために、
私たちスタッフがこだわり抜いた旅のポイントを紹介します。

I n v i t a t i o n  f o r  L u x u r y  C r u i s e  L i f e

世界のラグジュアリー客船を厳選
　客船は大きく「カジュアル」「プレミアム」「ラグジュアリー」という３つの
カテゴリーに分けられます。LUSSOのツアーは基本的にラグジュアリー・
クラスの船を利用したものです。その共通点は、１～６万トン前後と小
～中型船で乗客定員が抑え目なこと、そして乗客定員に対して乗組員
は限りなく１：１（１人のお客様に対して１名のクルーという割合）に近
く、サービスの質が高いことです。

洗練されたホスピタリティーを愉しむ
　ラグジュアリー客船のスタッフは、高いホスピタリティー教育を受け
たプロ中のプロ。乗客の皆様の休暇をよりよいものにするためにどん
な努力も惜しみません。ただ身を任せ、ご自分のために、リラックスし
て快適にお過ごしください。ストレスフリーな洋上の我が家に滞在し
つつ、素晴らしい寄港地をめぐるのがLUSSOの旅の醍醐味です。

旅に華やかさを添える、洋上の美食
　旅にとって食は欠かせないもの。クルーズライフをより華やかなも
のにするグルメにも、LUSSOはこだわります。毎食ゆったりした空間で、
新鮮で上質なお食事の数々をお召し上がりください。客船によって、
NOBUこと松久信幸プロデュースの創作和食レストラン、リゾート＆グ
ルメの名門「ルレ・エ・シャトー」のマスターシェフがプロデュースするメ
ニューなど趣向を凝らした料理をご用意しております。

豪華なだけでなくユニークな旅もご用意
　LUSSOでは、「ラグジュアリー・クラス」ではない船、例えば、リバーク
ルーズなどを利用したツアーをご紹介することもあります。なぜな
らリバークルーズは外洋船とはひと味違い、両岸に流れる景色や街並
み、人々の生活の様子を垣間見ることができるからです。LUSSOは、
このようなクルーズも、豊かな船旅の形としてご提案しております。

アルコールも無料。チップの
支払いなしのリラックス・ライフ
　通常のクルーズ客船ではアルコール代やチップはク
ルーズ料金とは別に支払いますが、ラグジュアリー客船
はすべてを料金に含めた「オールインクルーシブ」のシス
テムです（※）。ワインを頼む度に伝票にサインしたり、
チップを計算したりする煩わしさはありません。お好み
のままにリラックスしたクルーズをお楽しみください。

※クリスタル・クルーズ／シーボーン・クルーズ・ライン／シルバーシー・
クルーズ／リージェント セブンシーズ クルーズ／ポール・ゴー 
ギャン・クルーズが対象となります。

ご希望に合わせて
カスタマイズも可能です
　LUSSOのツアーは価値あるクルーズを、最適な行程と価格で提供
するものです。しかし、価格や効率を追求するだけではお客様に本
当の贅沢を提供することはできません。私たちはお客様の自由度を
高め、ちょっとしたわがままもかなえられる旅をご提案したいと考
えています。ご要望はどんなものでも、お気軽にお申し出ください。

● 地方空港発で現地合流したい
● 飛行機はマイレージで手配できるので、クルーズの部分だけ参加したい
● この寄港地では行きたい所があるので車とガイドを手配してほしい
● クルーズの後、○○に滞在してから帰国したい、
　ホテルのアップグレードをしたい
● 設定のないオーナーズ・スイートに泊まりたい

このようなご希望についても、行程、手段、費用等も含め、すみやかにご
提案差し上げます。クルーズ専門旅行会社ならではの経験豊富なス
タッフがあなたの旅を豊かにカスタマイズし、満足のいく思い出創りを
お手伝いしております。
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本社移転のお知らせ
2018年、20周年を迎えた株式会社クルーズプラネットは、
8月20日より本社を移転拡張いたしました。
有楽町が日本のクルーズの中心地となるよう、
今後もよりよい商品とサービスを提供して参ります。

船旅の計画も思いのままに。
私たちがお手伝いいたします。
銀座支店・大阪支店では、クルーズプラネットの最高級ブランド
「LUSSO」の商品をはじめ、ラグジュアリー船、プレミアム船を中心
としたクルーズの魅力をご紹介しています。
各種パンフレットも揃えておりますので、お気軽にお立ち寄りください。

LUSSO
専用
ダイヤル

銀座支店 03-6691-1213TEL

大阪支店 06-4798-8002TEL

＊お電話でご予約をいただければ、お待たせすることなくベテランスタッフが対応させていただきます。

銀座支店

マリオン

銀座駅

数寄屋橋東京高
速道路

西
銀
座
デパ
ート

晴海通り

イトシア

丸の内線
日比谷線

JR有楽町駅
クルーズプラネット
銀座支店
北数寄屋ビル1F

〒104-0061
東京都中央区
銀座 4丁目1番先 
北数寄屋ビル1階

◎営業時間：11：00～ 19：00
◎総合旅行業務取扱管理者：元山亜美

クルーズプラネット
有楽町本社
東京交通会館ビル6F

大阪支店

〒530-0001
大阪府大阪市北区
梅田1-8-17
大阪第一生命ビル
6階

◎営業時間：平日10：00～ 18：00
 土曜･日曜･祝日11：00～ 18：00
◎総合旅行業務取扱管理者：大野義恵

阪神百貨店阪神百貨店

阪急百貨店阪急百貨店

大丸大丸

ホテル
グランヴィア
ホテル
グランヴィア

ヒルトン大阪

ルクア イーレ

中央南口中央南口

南口南口

JR大
阪駅

クルーズプラネット
大阪支店
大阪第一生命ビル6F

本社移転先
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館ビル6階

営業時間：平日 10:00～ 18:00  土曜・日曜・祝日 11:00～ 18:00
電話：03-6865-9600　FAX：03-6865-9611
メールアドレス：pacific@cruiseplanet.co.jp

クルーズプラネット
銀座支店
北数寄屋ビル1F

LU
SSO

 vol.16

http://www.cruiseplanet.co.jp

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引の責任者です。この旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

（受託販売）

広告コード L16

（旅行企画・実施）H.I.S.グループ　観光庁長官登録旅行業第1739号　　JATA正会員

有楽町本社
〒100-0006　
東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館ビル6階

☎03-6865-9600
総合旅行業務取扱管理者：八木希理子、飯塚祐輔

新宿支店
〒151-0051　
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8　
サウスゲート新宿ビル9階

☎03-5360-8420
総合旅行業務取扱管理者：小川誠

銀座支店
〒104-0061
東京都中央区銀座4丁目1番先
北数寄屋ビル1階

☎03-6691-1213
総合旅行業務取扱管理者：元山亜美

横浜支店
〒220-0004　
神奈川県横浜市西区北幸1-6-1
横浜ファーストビル11階 

☎045-317-2080
総合旅行業務取扱管理者：北野博文

みなとみらい
クルーズデスク

〒220-6004
神奈川県横浜市西区みなとみらい
2-3-1　クイーンズタワー A 2階

☎045-224-8050
総合旅行業務取扱管理者：飯田悦弘

名古屋支店
〒450-0002　
愛知県名古屋市中村区名駅4-10-25
名駅 IMAIビル1階

☎052-569-2866
総合旅行業務取扱管理者：杉田清香

大阪支店
〒530-0001　
大阪府大阪市北区梅田1-8-17
大阪第一生命ビル6階
2018年10月以降12階へ移転予定

☎06-4798-8002
総合旅行業務取扱管理者：大野義恵

神戸支店
〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町1-10-1
神戸交通センタービル4階

☎078-392-3570
総合旅行業務取扱管理者：中町芳美

福岡支店
〒810-0001　
福岡県福岡市中央区天神2-11-1
福岡パルコ7階　

☎092-735-5511
総合旅行業務取扱管理者：新海雄基
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