
Pr o d u c e d  b y  

ラグジュアリークラスの添乗員同行クルーズツアー
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◆ ラグジュアリー客船を基本としたゆとりあるクルーズ　　◆ 船旅専門のベテラン添乗員が全コースに同行

◆ 少人数で催行されるプライベート感覚のツアー　　◆ 最少催行人数2名様からのコースもご用意

◆ 地中海、エーゲ海、アドリア海、バルト海、黒海、南太平洋、ライン川～全10コース

◆ 10コース中9コースには安心のキャンセルサポート付き　　  　　　　 「新しいクルーズスタイル」を発表　



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

CONTENTS
船会社 船名 ページ コース名 日数 出発日 出発地

シルバーシー・
クルーズ シルバー ･スピリット 3

GW美しきギリシャの島々とリビエラ海岸を巡る
紺碧のエーゲ海クルーズ 15日間 2021年

4月23日 東京

クリスタル・
クルーズ

クリスタル・シンフォニー 4 美しき自然と珠玉の街を巡る地中海クルーズ 11日間 2021年
5月10日 羽田

クリスタル・シンフォニー 5
ヨーロッパの真珠ウクライナ・ロシアと
イスタンブールを訪れる黒海クルーズ 17日間 2021年

7月30日 東京

クリスタル・
リバー・
クルーズ

クリスタル・バッハ 6
GW チューリップの季節に古城を巡る
ロマンチックライン川クルーズ 11日間 2021年

4月29日 東京・関空

ウィンド
スター
クルーズ

スターレジェンド 7 アドリア海の秘宝クロアチアとコリントス運河クルーズ 12日間 2021年
6月1日 東京

シーボーン・
クルーズ・
ライン

シーボーン・アンコール 8
フランス・スペインの島々と
城塞都市カルカソンヌを訪れる地中海クルーズ 11日間 2021年

8月13日 東京・関空

シークラウド・
クルーズ シークラウドⅡ 9 GW 南欧のリビエラ海岸を巡る地中海ショートクルーズ 7日間 2021年

5月1日
東京・関空・
名駅

オーシャニア
クルーズ

レガッタ 10
美しきブルーラグーン南太平洋の楽園
タヒチとポリネシアクルーズ 13日間 2021年

3月15日 成田

ノーティカ 11
黒海の真珠オデッサとバラ香るブルガリアを巡る
黒海クルーズ 14日間 2021年

8月25日 東京

マリーナ 12
コペンハーゲンからストックホルムを巡る
魅惑の北欧・バルト海クルーズ 14日間 2021年

8月28日 東京

2 船会社紹介

13 説明会情報／キャンセルサポートのご案内／ご旅行条件／ホテルリスト／航空会社一覧

裏表紙 シルバー・ミューズ日本発着

※掲載ツアーの旅行日程はすべて予定です。出入港時間や、寄港地・寄港順などは変更となる可能性があります。
表紙：コトルに停泊するリビエラ（オーシャニアクルーズ）

クルーズプラネットが取り組む
新しいクルーズスタイル

クルーズプラネットでは「旅行業における新型コロナウィルス対応ガイドラ
イン」を遵守して募集型企画旅行を企画・実施します。ツアー中に利用する
クルーズ船、航空機、各施設においては、事前に適切な感染防止策を取った
うえで催行します。各船会社の安全・安心対策を最終日程表とともに書面
にて送付します。

添乗員同行ツアーにおける安全・安心への対策
当パンフレット掲載コースの安心・快適ポイント
★該当するコースのページには、下記のアイコンを掲載しています。

フィジカルディスタンスを保ち、旅の満足度を追及するため、添乗
員1人あたりの最大募集人数を設定したコースです。時間を有効
に使え、添乗員からのよりきめの細かいサポートが可能です。当
社手配バスのお座席はお1人様あたり2席ご利用いただけます。
※船会社主催による混乗でのオプショナルツアーを除きます。

朝食はもちろん、昼食・夕食もお部屋にお届けするサービスがあ
るラグジュアリー船を利用したコース。バルコニーでのお食事
はぜひクルーズならでは楽しみです。

乗客 1人当たりのクルーズ船のスペースを表す指標「スペース・
レシオ」が広い客船を利用するコースです。「50トン」「60トン」
と、お客様1人あたりの空間的ゆとりをトン数で表現します。

日本から海外の乗船地まで直行便を利用するコース。乗継空
港での長い待ち時間や人混みを避けられる安心・快適なコース
です。

寄港地観光で、消毒済のイヤホンガイドをお渡しするコースで
す。添乗員やガイドのそばに集まってご案内をお聞きいただく
必要がないので、フィジカルディスタンスを保ちながら観光をお
楽しみいただけます。
※ LUSSOではタヒチを除く全コースとなるため各ページにアイ
コンの記載はありません。

添乗員の体調管理
添乗員は、まえもって体温や体調を確認し、ツアーへ出発します。ツ
アー中も毎日体温測定を行い、体調管理に努めます。 また、マスクを
着用して、お客様をご案内します。

旅行前健康アンケートの実施
ご予約後に「健康アンケート」を送付しますので、ご記入いただいたうえ
弊社までご返送ください。また、出発当日は、ご集合の際に「健康質問票」
をお渡ししますので、ご記入のうえ添乗員にお渡しください。

非接触型体温計の所持
必要に応じて検温していただけるよう、添乗員は非接触型体温計を所持
します。添乗員からお客様に検温をお願いする場合もございます。お客
様よりご希望があれば、測定をしていただくこともできます。

お客様用消毒剤の用意
携帯用アルコールスプレーまたはジェルをお1人様につき1つご用意しま
す。ご旅行中、必要に応じて手指等の消毒をお願いします。

お客様用マスクの用意
お客様用のマスクをご用意し、必要に応じて着用をお願いします。お客
様同士のご不安解消のため、ご協力をお願いします。

フィジカルディスタンスへの配慮
利用するバスなどの車輌では、適宜換気を実施します。また、クルーズ船
以外でのお食事の際にも席の配置には十分配慮します。

インルーム
ダイニング
インルーム
ダイニング

直行便

イヤホン
ガイド

スペースレシオ

50トン



のこだわりポイント

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。

デラックスホテルや
名門ホテルを厳選しました。

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。

6

ガイディングレシーバーで
快適なご案内をします。3

添乗員同行の寄港地ツアーでは、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、
ガイドや添乗員を囲んで話を聞く必要はありません。
※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・ファーストクラス
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。2

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。

ゆとりあるクルーズ客船で
上質な船の旅を。1

ラグジュアリー客船を基本とし、サービスレベルが高く、広々とし
た空間をお楽しみいただける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。
＊席の並び（座席の間隔など）は航空会社の判断で今後変更になる場合があります。

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
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エコノミークラス

1※写真はすべてイメージです。
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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

小型船だからこそ実現できる
優雅なヨットスタイル・クルーズ

船旅愛好家にも
新しい感動を与える帆船クルーズ

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

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

くつろぎの船内で正装不要の
リラックスした船旅を

シルバーシー・クルーズ

ウインドスタークルーズ

シークラウド・クルーズ

クリスタルクルーズ

シーボーン・クルーズ・ライン

オーシャニアクルーズ

●乗客約1.3人～1.47人に対してスタッフ1名という比率。
●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。
●バトラーサービスを全客室で導入。
●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。枕
も数種類からお選びいただけます。
●客室にはお名前入りのステーショナ
リーをご用意。

● スタークラス客船の全客室が26㎡以上のスイート＆オー
シャンビュー　●クルーはお客様1.3人に対して1人の割合*1

● 手厚く温かみのあるサービス、操舵室への訪問も許可
● パブリックエリアはオーク材を使ったスタイリッシュな
デザイン
● 「料理界のアカデミー賞」を授与するジェームズビアード
財団の公式クルーズライン

*1： 改装後のスタークラス客船は乗
客定員312名に対し乗組員数188
～190名となります。

●帆が海風を受けて進む優美でレトロな船旅をお贈りし
ます。
●風が良ければエンジンを止めて帆走し、帆の上げ下ろし
はスタッフが自力で行います。
●スタンダードキャビンで
もホテル並みの広さ。
●室内は高級感あふれる設
備とアメニティ。
●最多94名のお客様に対
しスタッフは約60人で最
上級のサービスを提供。

●全室海側バスタブ付き*1

●24時間利用可能なルームサービス
●ルームサービスでコースメニューもオーダー可能*2

●船内Wi-Fi利用無料　●24時間対応のバトラーサービス*3

●コンシェルジュは権威ある国際組織レ・ 
クレドール・インターナショナルに所属
●お気に入りの枕を選べるピローメニュー
*1：一部、車イス用客室を除く　*2：メインダイニ
ングの営業時間内　*3：ペントハウス客室以上
※リバークルーズは施設とサービスが異なります。

●客室は全室海側のスイート。
●ミシュラン3つ星シェフがプロデュース。
●最高の旅を演出する最高の美食メニュー。
●キャビアとシャンパンもお好きなだけいただけます。
●お部屋でメインダイニングのコース料理を味わえます。
●お客様1.4名に対して1名の
クルーという割合。
●バトラー教育を受けた特別
なスタッフがお客様のご要
望に応えます。

●1.6～1.7人の乗客に対して1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*2

●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
●独自ブランドのスパ「アクア
マール」が新たにデビュー
●アメニティは「ブルガリ」
*1: スイート以上の客室のみ　
*2: 掲載コースではマリーナ限定

ベランダ・スイート（一例）

インルーム
ダイニング

インルーム
ダイニング

インルーム
ダイニング

インルーム
ダイニング

インルーム
ダイニング

*1

※写真はすべてイメージです。※サービス内容に関しては2020年6月現在の内容です。予告なく変更となる場合もありますので、予めご了承ください。
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アマルフィ海岸（イタリア） 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1
23（金）

成田または羽田空港（22:50～ 24:05発
目安）より乗継便にてアテネへ
〈機内泊〉 

2 24（土）着後、送迎車にてホテルへ〈ホテル泊〉 夕

3 25（日）

アテネ（ギリシャ）ー／19:00
世界遺産  アテネ市内観光
●アクアポリス　◎プラカ地区
送迎車にてピレウス港へ
乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 昼

4 26（月）
ミコノス島（ギリシャ）08:00／23:00

 世界遺産  デロス島半日観光
〈船内泊〉 船船 船

5 27（火）
クシャダス（トルコ）08:00／23:00

 世界遺産  エフェソス遺跡と聖母マリアの家
〈船内泊〉 船船 船

6 28（水）
ロードス島（ギリシャ）09:00／18:00

 リンドスのアクロポリス
〈船内泊〉 船船 船

7 29（木・祝）
サントリーニ島（ギリシャ）08:00／19:00

 ワイナリーとイア観光
〈船内泊〉 船船 船

8 30（金）
ソウダベイ（クレタ島 /ギリシャ）08:00／22:00

 インブロス渓谷探索ツアー
〈船内泊〉 船船 船

9 1（土）
終日クルーズ
〈船内泊〉 船船 船

10 2（日）

ジャルディーニ・ナクソス（タオルミーナ／イタリア）
08:00／18:00

 タオルミーナ観光
〈船内泊〉 船船 船

11 3（月・祝）

ソレント（イタリア）08:00／（停泊）
 世界遺産  アマルフィ終日観光

●エメラルドの洞窟
〈船内泊〉 船船 船

12 4（火・祝）
ソレント（イタリア）ー／18:00 

 ソレント半日観光
〈船内泊〉 船船 船

13 5（水・祝）

チビタベッキア（イタリア）07:00／ー 
送迎車にて世界遺産  ローマ観光へ
◎サンピエトロ寺院　◎スペイン広場
◎トレビの泉　◎コロッセオ
〈ホテル泊〉 夕船 昼

14 6（木）ローマより、乗継便にて帰国の途へ〈機内泊〉 朝

15 7（金）成田または羽田空港（16:15～ 22:40目
安）着後、入国・通関手続き、解散

2021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、宗教行事等で入場できない場
合があり、その際は外観からの観光となります。 ：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。

4

5

特産のカラフルな陶器を利用した建築や、輝く海と断崖絶壁が織りなす景色は、息を飲む絶景です。

シルバー ･ スピリット
GW 美しきギリシャの島 と々リビエラ海岸を巡る　
紺碧のエーゲ海クルーズ 15日間

2021年
4/23（金）出発

アポロンやアルテミスが生まれたとされる古代ギリシャの聖地。
かつてはエーゲ海の中心とされ「ライオンの回廊」など数多くの
遺跡があります。

世界遺産  デロス島（ギリシャ）

 ⓒ openlens

ソレントソレント

ピレウス／
アテネ
ピレウス／
アテネ

チビタベッキアチビタベッキア ミコノス島ミコノス島

クシャダスクシャダス

ロードス島ロードス島
ソウダベイソウダベイ

ジャルディーニ・
ナクソス
ジャルディーニ・
ナクソス

サントリーニ島サントリーニ島

＊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2回、昼2回、夕2回、船29回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人数：12名様 ■利用予
定航空会社：EK／QR／TK／NH／OS／LH ■利用予定ホテル：【アテネ】グランドハイアットアテネまた
は同等クラス【ローマ】シナ・ベルニーニブリスト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。
※ビジネスクラスのご利用は日本発着の国際線のみとなる場合もあります。
※ビジネスクラス利用の場合は国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。
※キャンセルサポートの詳細はP13をご覧ください。

旅のみどころ

1. ギリシャの中でもっとも人気のあるサントリーニ島とミコノス島を寄港する魅力あるゴールデンコースです。

2. 美しい海や世界遺産巡り、街散策などさまざまなタイプの観光がお楽しみいただけます。

東京発着

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
ビスタ・スイート（バスタブ、角窓付 約29㎡） 1,150,000円（530,000円）

パノラマ・スイート（バスタブ、大窓付 約31㎡） 1,220,000円（600,000円）

クラシック・ベランダ・スイート（バスタブ、バルコニー付 約35㎡） 1,290,000円（640,000円）

スーペリア・ベランダ・スイート（バスタブ、バルコニー付 約35㎡） 1,350,000円（670,000円）

デラックス・ベランダ・スイート（バスタブ、バルコニー付 約35㎡） 1,420,000円（700,000円）

ビジネスクラス追加代金：300,000円

キャンセルサポート50万円分補償付き

★12名様未満の少人数催行コースもございます。詳細はホームページをご覧ください。

シルバー ･ スピリット
総トン数：39,519t
就航年：2009年
（2018年改装）
乗客定員：608名
乗組員数：412名

インルーム
ダイニング
インルーム
ダイニング

スペースレシオ

64トン

※写真はすべてイメージです。



4

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

美しい石造りの家 や々教会、城壁などが調和し、海上に浮かぶ城塞都市でどこを歩いても絵になる街です。

●：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
があります。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等で入場できない場合があり、その際
は外観からの観光となります。
※現地の事情などにより、オプショナルツアーの内容が変更となる場
合もあります。
*1：テンダーボートでの上陸となります。
*2：美しい渓谷を探索します。履きなれた靴をご持参ください。 

いまやエーゲ海の代名詞となりつつあるサントリーニ島。遅い時間の出港
なので、ロマンティックな夕景もご覧いただけます。

ソウダベイソウダベイバレッタバレッタ

シラクサシラクサ

アマルフィアマルフィ

チビタベッキア／
ローマ
チビタベッキア／
ローマ

サントリーニ島サントリーニ島

ピレウス／
アテネ
ピレウス／
アテネ

旅のみどころ

1. 5月のベストシーズンの地中海クルーズ。下船後は、ローマの夜を
ゆっくりとお過ごしください。

2. クレタ島では、ギリシャの誇る美しい渓谷への観光付き。

サントリーニ島（ギリシャ）

クリスタル・シンフォニー
美しき自然と珠玉の街を巡る
地中海クルーズ 11日間

2021年
5/10（月）出発

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1
10（月）

羽田空港（22:50発目安）より
乗継便にてアテネへ
〈機内泊〉 

2 11（火）

ピレウス（ギリシャ）　－／18:00
着後、世界遺産  アテネ半日観光
（ご昼食付き）
●アクロポリス　◎プラカ地区　
乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船昼

3 12（水）

サントリーニ島（ギリシャ）*1　07:00／22:00
ワイナリーとイア観光
◎イア村　◎フィラの街　●ワイナリー
〈船内泊〉 船船 船

4 13（木）
ソウダベイ（クレタ島／ギリシャ）08:00／18:00
インブロス渓谷観光 *2

〈船内泊〉 船船 昼

5 14（金）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

6 15（土）

バレッタ（マルタ）08:00／22:00
添乗員が 世界遺産  バレッタ旧市入口まで
ご案内、フリータイム

 ゴゾ島とコミノ島クルーズ
〈船内泊〉 船船 船

7 16（日）
シラクサ（イタリア）*1 08:00／18:00

 世界遺産  シラクサ市内観光
〈船内泊〉 船船 船

8 17（月）
アマルフィ（イタリア）*1 07:30／18:00
世界遺産  アマルフィ海岸観光
〈船内泊〉 船船 船

9 18（火）

チビタベッキア（イタリア）06:00／－
チビタ・デ・バニョレージョと
オルビエート観光
◎チビタ・デ・バニョレージョ　
◎オルビエート
〈ホテル泊〉 夕船 昼

10 19（水）
送迎車にてローマ空港へ
乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 朝

11 20（木）羽田空港（19:25目安）着後、
入国・通関手続き、解散

5
2021年

羽田発着

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、150～ 91日前＝旅行代金の12.5％、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%

■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：10名様 ■利用航空会社：TK ■利用予定
ホテル：【ローマ】レジーナバリオ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。 *3：デラックス・ステートE1、C1の窓の外は甲板となり、人が通る場合があります。　※ビジネスクラス利用の場合は国
内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。　※キャンセルサポートの詳細はP13をご覧ください。

キャンセルサポート20万円分補償付き

世界遺産  バレッタ（マルタ島）

客室タイプ エコノミークラス利用 ビジネスクラス利用 1人部屋追加代金

E1 デラックス・ステートルーム
（バスタブ、窓〈視界不良〉*3付 約19㎡） 850,000円 1,230,000円 130,000円

C1 デラックス・ステートルーム
（バスタブ 、窓 *3付 約19㎡） 950,000円 1,330,000円 170,000円

B1 デラックス・ステートルーム
（バスタブ、ベランダ付 約23㎡） 990,000円 1,370,000円 220,000円

A1 デラックス・ステートルーム
（バスタブ、ベランダ付 約23㎡） 1,050,000円 1,430,000円 240,000円

PH ペントハウス 特典
（バスタブ、ベランダ付 約36㎡） 1,320,000円 1,700,000円 620,000円

★10名様未満の少人数催行コースもございます。詳細はホームページをご覧ください。

＜クリスタル・ソサエティ・メンバー割引＞

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、上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。

E1 C1 B1 A1 PH
2名1室利用 6,800 円 8,700 円 9,300 円 9,900 円 14,500 円
1名1室利用 8,900 円 11,400 円 13,000 円 13,900 円 25,500 円

ペントハウス客室限定の特典
●バトラーサービス
●ウェルカムシャンパンとフラワーブーケ
● スペシャルティレストランでのお食事が無制限に無料
● スペシャルティレストランを含む船内全てのレストラン
メニューをルームサービス*4

●無料クリーニング
*4：各レストランの営業時間内に限ります
※特典は予告なく変更となることがあります。また、一部制限があります。

クリスタル・シンフォニー
総トン数：51,044t
初就航：1995年
（2017年改装）
乗客定員：848名
乗組員数：566名

インルーム
ダイニング
インルーム
ダイニング

スペースレシオ

60トン

※写真はすべてイメージです。
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世界遺産  スルタンアフメト・モスク／イスタンブール（トルコ） 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金
E1 C1 B1 A1 PH

客室
タイプ

デラックス・
ステートルーム
（バスタブ、窓

〈視界不良〉 *4付 
約19㎡）

デラックス・
ステートルーム

（バスタブ、窓 *4付 
約19㎡）

デラックス・
ステートルーム

（バスタブ、ベランダ付
約23㎡）

デラックス・
ステートルーム

（バスタブ、ベランダ付
約23㎡）

ペントハウス 
特典

（バスタブ、ベランダ付
約36㎡）

エコノミー
クラス利用 1,650,000円 1,850,000円 1,950,000円 2,100,000円 2,700,000円
ビジネス
クラス利用 2,100,000円 2,300,000円 2,400,000円 2,550,000円 3,150,000円
1人部屋
追加代金 750,000円 950,000円 1,040,000円 1,050,000円 1,600,000円

1 30（金）

成田または羽田空港（14:05～ 25:20発）
より乗継便にてアテネへ
〈機内泊〉 

2 31（土）着後、送迎車にてホテルへ〈ホテル泊〉 夕

3 1（日）

ピレウス（ギリシャ）  ―／18:00
世界遺産  アテネ市内観光
●アクロポリス　◎プラカ地区
ピレウス港へ、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 船

4 2（月）

ダーダネルス海峡クルージング
ケペズ（チャナッカレ／トルコ）  07:30／14:00

 トロイ遺跡観光
〈船内泊〉 船船 船

5 3（火）
ブルガス（ブルガリア）  08:00／18:00

 ブルガス市内観光とブルガス湖
〈船内泊〉 船船 船

6 4（水）
コンスタンツァ（ルーマニア）  07:00／20:00

 沿岸の保養地とワイン試飲
〈船内泊〉 船船 船

7 5（木）

オデッサ（ウクライナ）  08:00／23:59
 黒海の真珠オデッサ半日市内観光
 オデッサ交響楽団コンサート・ホール

でのクラシック音楽鑑賞
〈船内泊〉 船船 船

8 6（金）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

9 7（土）
ノヴォロシースク *2（ロシア）  07:00／18:00

 ノヴォロシースク半日市内観光
〈船内泊〉 船船 船

10 8（日）
ソチ *2（ロシア）  07:00／18:00

 ロシアのリビエラ・ソチ半日市内観光
〈船内泊〉 船船 船

11 9（月）
バトゥミ（ジョージア）  07:00／18:00

 バトゥミ市内観光
〈船内泊〉 船船 船

12 10（火）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

13 11（水・祝）

イスタンブール（トルコ）  08:00／（停泊）
世界遺産  イスタンブール終日観光
（ご昼食付き）

 ベリーダンス ディナーショー *3

 イスラム神秘主義教団 メブラーナの舞 *3

〈船内泊〉 船船 昼

14 12（木）

イスタンブール（トルコ）  ―／20:00
 豪華絢爛ハマムで満喫！*3

 ボスポラス海峡を渡って、アナドゥル・
カヴァウ観光
〈船内泊〉 船船 船

15 13（金）ダーダネルス海峡クルージング〈船内泊〉 船船 船

16 14（土）

ピレウス（ギリシャ）  02:00／―
送迎車にてアテネ空港へ
乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

17 15（日）成田または羽田空港（12:15～ 22:45）
着後、入国 ･通関手続き、解散

7

8

2021年

*1

7年の歳月をかけて建設された世界的に有名な礼拝堂。内部の青いタイルの美しさから「ブルーモスク」の愛称で呼ばれています。

旅のみどころ

1. 選りすぐりの寄港地をそろえた黒海クルーズ。ウクライナでは〈黒海の真珠〉と言われるオデッサへ寄港します。

2. コンスタンツァの黒海沿岸の泥を使った泥パックは、ヨーロッパ中のセレブに有名。

クリスタル・シンフォニー
ヨーロッパの真珠ウクライナ・ロシアと
イスタンブールを訪れる黒海クルーズ
17日間

ピレウス／
アテネ
ピレウス／
アテネ

オデッサオデッサ

ノヴォロシースクノヴォロシースク
ソチソチ

イスタンブールイスタンブール

ケペズケペズ

ブルガスブルガス

コンスタンツァコンスタンツァ

バトゥミバトゥミ

●：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。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等で入場できない場合があり、その
際は外観からの観光となります。
※クルーズ中の寄港地観光やオプショナルツアーの内容は現地の都
合等で、内容が変更する場合もあります。
*1：ご昼食は遅めの時間帯でご用意しております。
*2：ロシアのノヴォロシースクおよびソチにおいて、船主催の観光にご参
加されずに下船するにはロシア査証の事前取得が必要となります。
*3：イスタンブールでの は、2名様からの混乗のオプショナルツアー
の予定です。（添乗員の同行はございません）

■食事：朝1回、昼1回、夕1回、船38回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：6名（最大10名様） 
■利用航空会社：EK／TK／QR／NH／ LH ■利用予定ホテル：【アテネ】グランドハイヤットまたは同等
クラス  特典 詳細は4ページをご覧ください。

神 の々彫像や豪華な内装は一見の価値があります。

オペラハウス／オデッサ
（ウクライナ）

キャンセルサポート50万円分補償付き

2021年 7/30（金）出発

東京発着 6名様〜最大10名様催行

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、150～91日前＝旅行代金の12.5％、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％

＊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。
*4：デラックス・ステートE1、C1の窓の外は甲板となり、人が通る場合があります。
※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。
※ビジネスクラス利用の場合は国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。
※キャンセルサポートの詳細はP13をご覧ください。

＜クリスタル・ソサエティ・メンバー割引＞

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、上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。

E1 C1 B1 A1 PH
2名1室利用 15,000 円 19,000 円 20,000 円 21,000 円 31,000 円
1名1室利用 31,000 円 39,000 円 41,000 円 43,000 円 63,000 円

★6名様未満の少人数催行コースもございます。詳細はホームページをご覧ください。

インルーム
ダイニング
インルーム
ダイニング

スペースレシオ

60トン

※写真はすべてイメージです。
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世界遺産  ライン川・古城渓谷

●：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、宗教行事等で入場できない場合があり、その
際は外観からの観光となります。
※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するため、
ツアー内容・見学箇所は予告なく変更されることがあります。
*1: 関空発の場合は、直行便にてアムステルダムへ到着します。
*2: ご夕食は、観光中もしくは、ホテルチェックイン後のいずれかにな
ります。
*3: ご朝食は、飛行機の出発時間によって、お弁当で提供する場合があ
ります。

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 29（木・祝）

成田または羽田空港（10:20～ 12:30発
目安）・関西空港（10:25発）より直行便に
てアムステルダムまたはブリュッセルへ *1

着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 30（金）

アムステルダム（オランダ）－／（停泊）
キューケンホフ公園観光
送迎車にて港へ、乗船手続き
〈船内泊〉 船朝 昼

3 1（土）

アムステルダム  －／13:00
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

4 2（日）
ケルン（ドイツ）  14:00／23:00
世界遺産  ケルン大聖堂と旧市街観光
〈船内泊〉 船船 船

5 3（月・祝）

コブレンツ（ドイツ）  08:00／（停泊）
コブレンツ散策観光とユダヤ人地区
ライン川とモーゼル川の出合う街コブレン
ツの中心地の散策観光にご案内
〈船内泊〉 船船 船

6 4（火・祝）

コブレンツ（ドイツ）  ―／07:00
世界遺産  ライン川古城ロマンチッククルーズ
リューデスハイム（ドイツ）14:00／22:00
リューデスハイム・ミニトレイン乗車と
機械音楽博物館観光
〈船内泊〉 船船 船

7 5（水・祝）
マンハイム（ドイツ）  09:00／17:00
ハイデルベルク城と旧市街散策観光
〈船内泊〉 船船 船

8 6（木）
ストラスブール（フランス）08:00／13:00
運河クルーズと市内散策
〈船内泊〉 船船 船

9 7（金）

バーゼル（スイス）06:00／－
バーゼル観光（ご昼食付き）
◎大聖堂　◎市庁舎　◎マルクト広場
チューリッヒ市内観光
◎リンデンホーフの丘　
●フラウミュンスター寺院
〈ホテル泊〉 夕船 昼

10 8（土）乗継便にて帰国の途へ〈機内泊〉 朝

11 9（日）
成田または羽田空港（06:35～ 14:55目
安）・関西空港（08:55目安）着後、
入国・通関手続き、解散

4

5

2021年

■食事：朝 2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：8名様 ■利用航空
会社：【東京】KL／AF／LX／LH／OS／CL／NH 【関空】
KL ■利用予定ホテル：【アムステルダム】ハイアット
リージェンシー・アムステルダムまたは同等クラス 
【ブリュッセル】ラディソン ブル ロイヤルまたは同等
クラス 【チューリッヒ】ルネサンス・タワーまたは同
等クラス
＊取消料：旅行開始日前日から起算して、150～ 121日前＝旅行代
金の12.5％、120～ 91日前＝旅行代金の25%、90～ 61日前＝旅行
代金の37.5%、60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。
※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。
※ビジネスクラスご利用の場合は国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。
※キャンセルサポートの詳細はP13をご覧ください。

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。（東京・関空発着共通）

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

ストラスブール

バーゼル

ライン川

キューケンホフ公園（オランダ）

（イメージ）

リューデスハイム

ストラスブール

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. 出発地のアムステルダムでは停泊し、チューリップ開花時期限定オープンのキューケンホフ公園に訪れます。
2. 歴史と文化あふれる寄港地ではすべて観光付きです。

クリスタル・バッハ
GW チューリップの季節に古城を巡る
ロマンチックライン川クルーズ 11日間

東京・関空発着 2021年
4/29（木）出発

キャンセルサポート50万円分補償付き

客室タイプと旅行代金

S5 S4 S2

プチスイート
（シャワー、パノラミックバルコニー

ウィンドウ付 約17.5㎡）

プチスイート
（シャワー、パノラミックバルコニー

ウィンドウ付 約17.5㎡）

デラックススイート
（シャワー、パノラミックバルコニー

ウィンドウ付 約23.5㎡）

1,280,000円
（260,000円）

1,330,000円
（410,000円）

1,520,000円
（470,000円）

ビジネスクラス追加代金：420,000円

*2

*3

★8名様未満の少人数催行コースもございます。詳細はホームページをご覧ください。

クリスタル・バッハ
全長：135メートル　全幅：11メートル　初就航：2017年
乗客定員：106人　乗組員数：68人

＜クリスタル・ソサエティ・メンバー割引＞
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、右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。

S5 S4 S2
2名1室利用 13,000 円 13,500 円 16,500 円
1名1室利用 16,500 円 20,500 円 24,500 円

インルーム
ダイニング
インルーム
ダイニング

※写真はすべてイメージです。
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コリントス運河を航行するスターレジェンド（改装前）

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 1（火）

成田または羽田空港（22:30～ 24:05発 
目安）より乗継便にてアテネへ
〈機内泊〉 

2 2（水）着後、送迎車にてホテルへ〈ホテル泊〉 

3 3（木）

ピレウス（ギリシャ）  ―／17:00
世界遺産  アテネ半日観光後、港へ
乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 船

4 4（金）

08:00～10:00 コリントス運河クルージング
デルフィ／イテア（ギリシャ）  15:00／21:00
世界遺産  デルフィ観光
〈船内泊〉 船船 船

5 5（土）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

6 6（日）

ドブロブニク（クロアチア）  08:00／23:00
添乗員が 世界遺産  ドブロブニク中心地
までご案内、フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

7 7（月）

コトル（モンテネグロ）  07:00／14:00
添乗員が 世界遺産  コトル中心地まで
ご案内、フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

8 8（火）

ザダル（クロアチア）  10:30／18:00
添乗員がザダル中心地までご案内、
フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

9 9（水）

ピラン（スロベニア）  09:00／22:00
 世界遺産  シュコツィアン洞窟群観光
（ご昼食付き）
〈船内泊〉 船船 昼

10 10（木）

ベニス（イタリア）  09:00／（停泊）
世界遺産  ラグーナ巡り
ムラーノ・ブラーノ（ご昼食付き）
観光後、フリータイム
〈船内泊〉 船船 昼

11 11（金）

ベニス（イタリア）  ―／―
下船後、送迎車にてベニス空港へ
乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

12 12（土）成田または羽田空港（17:35～ 22:40目
安）着後、入国・通関手続き、解散

2021年
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エーゲ海とペロポネソス半島の根元にあるコリンティアコス湾を結ぶ運河。幅が狭いため、通行できる船は限られており、ぎりぎりの通航
シーンは圧巻です。

旅のみどころ

1. 全室スイートのプライベートヨットスタイルのスター・プライドでアドリア海を巡ります。

2. エーゲ海からコリンティアコス湾へ。コリントス運河を通航し、スロベニアでは世界遺産シュコツィアン洞窟群へご案内します。

ピレウス／
アテネ
ピレウス／
アテネ

べニスべニス

コトルコトル
ドブロブニクドブロブニク

コリントス運河コリントス運河

デルフィ／イテアデルフィ／イテア

ピランピラン

ザダルザダル

世界遺産  シュコツィアン洞窟群／ピラン
（スロベニア）

カルスト地形の語源にもなったスロベニア南西部のクラス地方
には、数多くの鍾乳洞が広がります。

2021年 6/1（火）出発スターレジェンド
アドリア海の秘宝クロアチアと
コリントス運河クルーズ 12日間

東京発着

●：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
*1: ご乗船後、軽食（ウエルカムスナック）をご用意しております。（前
菜、サンドウィッチ、サラダなど）
※教会等の宗教施設は、宗教行事等で入場できない場合があり、その
際は外観からの観光となります。
※現地の事情や船長判断などにより、日程やプログラムが変更になる
場合があります。

*1

スターレジェンド
総トン数：12,995t
初就航：2014年
（2020年改装予定）
乗客定員：312名
乗組員数：188～ 190名

■食事条件：朝1回、昼2回、船22回 ■添乗員：同行いたします 
■最少催行人員：10名様（最大14名様） ■利用予定航空会社：
EK／QR ■利用予定ホテル：【アテネ】ディヴァニ パレスアクロ
ポリスまたは同等クラス
＊取消料：催行決定後～旅行開始日前日から起算して、121日前＝旅行代金の
0.5%、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17.5%、60～ 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。
*2： バスタブ付きの客室になる場合があります。　*3： 奥行40cmほどの広さのバルコニーとなります。
※ビジネスクラス利用の場合は国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。

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

早期予約特典（2020年12/25まで）　●ボトルワイン（1室あたり赤白各1本）
●Wi-Fiインターネット接続（1室あたり1アカウントまで無制限で利用可）

お1人様US$100の船内クレジット付き

客室タイプ 東京・関空発着共通

SP スターポートホールスイート
（シャワー、窓付 約26㎡） 990,000円（450,000円）

S1 オーシャンビュースイート *2
（シャワー、窓付 約26㎡） 1,080,000円（470,000円）

SS1 スターオーシャンビュースイート
（シャワー、窓付 約26㎡） 1,150,000円（500,000円）

BS バルコニースイート *2
（シャワー、バルコニー付 約26㎡） 1,300,000円（600,000円）

SBS1 スターバルコニースイート *3
（シャワー、バルコニー付 約26㎡） 1,450,000円（650,000円）

ビジネスクラス利用追加代金：360,000円

★10名様未満の少人数催行コースもございます。詳細はホームページをご覧ください。

インルーム
ダイニング
インルーム
ダイニング

最大14名様催行

（改装前）

※写真はすべてイメージです。
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★10名様未満の少人数催行コースもございます。詳細はホームページをご覧ください。

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（09:10～14:20発）・
関西空港（09:30～ 10:45発）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 14（土）

チビタベッキア（イタリア）  ―／17:00
世界遺産  ローマ観光（ご昼食付き）
●サンピエトロ寺院　○コロッセオ
○フォロロマーノ　◎トレビの泉
観光後、チビタベッキア港へ
乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 昼

3 15（日）

ポルトフィーノ（イタリア）  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

4 16（月）

カンヌ（フランス）  08:00／23:00
 芸術家の愛した南フランスの村巡り

◎鷲ノ巣村サンポール・ド・ヴァンス散策
●マティスの傑作ロザリオ礼拝堂
午後はカンヌでのフリータイムをお楽し
みください
〈船内泊〉 船船 船

5 17（火）

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

6 18（水）

セート（フランス）  08:00／23:00
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

7 19（木）

パラモス（スペイン）  08:00／18:00
フィゲラス、ジローナとパラモス観光
（ご昼食付き）
〈船内泊〉 船船 昼

8 20（金）
パルマデマヨルカ（スペイン）  08:00／18:00

 山間の美しい村バルデモサ半日観光
〈船内泊〉 船船 船

9 21（土）

バルセロナ（スペイン）  07:00／―
世界遺産  モンセラート修道院＆コロニ
ア・グエル観光（カタルーニャ伝統料理
のご昼食付き）
〇サクラダファミリア
〇モンジュイックの丘　〇カサミラ
〇カサバトリョ

 フラメンコ・ディナーショー
〈ホテル泊〉 船 昼

10 22（日）
送迎車にてバルセロナ空港へ
乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 朝

11 23（月）
成田または羽田空港（08:25～ 20:55）・
関西空港（06:40～ 08:55）着後、
入国・通関手続き、解散

2021年
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世界遺産  カルカソンヌ（フランス）

＊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2回、昼4回、船18回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：10名様（最大14名様） ■利
用予定航空会社：【東京】AF／LH／AZ／AY／JL 【関空】AF／KL／LH／AY ■利用予定ホテル：【ローマ】ベ
ルニーニブリストルまたは同等クラス 【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。
*1：一部客室は透過しない金属製バルコニーになります。
※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。
※ビジネスクラス利用の場合は国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。
※キャンセルサポートの詳細はP13をご覧ください。

客室タイプ 東京・関空発着共通

V1〜2 ベランダ・スイート
（ベランダ*1、バスタブ付き 29〜35㎡） 1,240,000円（430,000円）

V3 ベランダ・スイート
（ベランダ、バスタブ付き 29〜35㎡） 1,290,000円（460,000円）

V4〜6 ベランダ・スイート
（ベランダ、バスタブ付き 29〜35㎡） 1,320,000円（470,000円）

PH ペントハウス・スイート
（ベランダ、バスタブ付き 約51㎡） 1,690,000円（720,000円）

ビジネスクラス追加代金：450,000円

バルセロナ郊外の山間にそびえる奇岩に囲まれた修道院。
アーサー王伝説にも登場する聖地です。

世界遺産  モンセラート（スペイン）

シーボーン・アンコール
総トン数：40,350t
初就航：2016年
乗客定員：600名

バルセロナバルセロナ

パルマデマヨルカパルマデマヨルカ

セートセート

カンヌカンヌ

ラバンドゥラバンドゥ

パラモスパラモス

チビタベッキア／
ローマ
チビタベッキア／
ローマ

ポルトフィーノポルトフィーノ

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。（東京・関空発着共通）
客室タイプと旅行代金

全長3kmにおよぶ城壁と52の塔、コンタル城、サン・ナゼール・パジリカ聖堂など、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・アンコール
フランス・スペインの島 と々
城塞都市カルカソンヌを訪れる
地中海クルーズ 11日間

東京・関空発着

2021年8/13（金）出発

旅のみどころ

1. 起点のローマでは1泊し、観光後のご乗船となります。

2. 下船後はバルセロナに1泊。世界遺産のモンセラート修道院と
ガウディ建築コロニア・グエルをご覧いただきます。

●：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
があります。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等で入場できない場合があり、その
際は外観からの観光となります。

キャンセルサポート30万円分補償付き 最大14名様催行

インルーム
ダイニング
インルーム
ダイニング

スペースレシオ

67トン

※写真はすべてイメージです。
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旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 1（土）

成田または羽田空港（22:00～ 24:05発
目安）・関西空港（23:45発目安）より
乗継便にてニースへ
〈機内泊〉 

2 2（日）
ニース（フランス）ー／19:00
着後、送迎車にて港へ、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船

3 3（月・祝）
ポルトフィーノ（イタリア）13:30／19:00
添乗員が街の中心へご案内、フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

4 4（火・祝）
インペリア（イタリア）13:30／23:00
添乗員が街の中心へご案内、フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

5 5（水・祝）

ニース（フランス）08:00／ー
モナコ終日観光（ご昼食付き）
●大公宮殿　●モナコ大聖堂　
◎カジノ・ド・モンテカルロ
ホテルにチェックイン後、
フリータイム*1

〈ホテル泊〉 船 昼

6 6（木）
送迎車にて空港へ、乗継便にて帰国の
途へ。
〈機内泊〉 朝

7 7（金）
成田または羽田空港（17:35～ 22:45目
安）・関西空港（17:15目安）着後、
入国・通関手続き、解散

2021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
※出入港時刻はすべて目安となります。 寄港地、寄港順などのスケ
ジュールは船長判断により変更の可能性があります。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等で入場できない場合があり、その
際は外観からの観光となります。
*1: ご夕食の事前予約などご希望の場合は、ぜひ担当支店にご相談く
ださい。有名店などはお早めのお問い合わせをおすすめします。

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、149～ 50日前＝旅行代金の12.5％、49～ 22日前＝旅行代金の17.5%、
21～ 15日前＝旅行代金の27.5%、14日前～当日＝旅行代金の40%、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1回、船8回 ■最少催行人員：8名様（最大10名様） ■利用予定航空会社：【東京】QR／
EK／TK 【関空】EK ■利用予定ホテル：【ニース】ル・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。
※ビジネスクラス利用の場合は国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。
※キャンセルサポートの詳細はP13をご覧ください。

カジノ・ド・モンテカルロ（モナコ）

パリのオペラ座を設計した建築家シャルル・ガルニエによって建てらたモナコの象徴ともいえるカジノです。

南仏のコートダジュール（青い海岸）と呼ばれる一帯の中心です。

ニース（フランス）

ポルトフィーノ

ニース

インペリア

シークラウドⅡ
GW 南欧のリビエラ海岸を巡る
地中海ショートクルーズ 7日間

旅のみどころ

1. 帆船でリビエラ海岸の可愛らしい港町に訪れる、ショートながら充実した船旅を経験させてくれます。

2. 下船後はモナコの観光付き。夜は、コートダジュールのデラックスホテルで優雅にお過ごしください。

5

東京・関空・名駅発着 キャンセルサポート30万円分補償付き

2021年 5/1（土）出発

名古屋駅発着のご案内
名古屋方面のお客様は、エミレーツ航空シャトルバスで名古屋
駅⇔関西空港を往復することができます。
※シャトルバスの代金は旅行代金に含まれます。添乗員は関西空
港出発から関西空港到着まで同行します。

★ 8 名様未満の少人数催行コース　※ 1人部屋追加代金は上記に準じます
E B

6 〜 7名様催行 940,000 円 1,100,000 円
2 〜 5名様催行 1,400,000 円 1,550,000 円

ポルトフィーノ（イタリア）

世界のセレブが集まる高級リゾート地。パステルカラーのレストランやブティックが
並びます。

E B
デラックス海側

（シャワー、窓付 約16㎡）
ジュニアスイート

（バスタブ、窓付 約23㎡）

850,000円（200,000円） 990,000円（580,000円）

ビジネスクラス追加代金：300,000 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。（東京・関空発着共通）
客室タイプと旅行代金

総トン数：3,849t　初就航：2001年
乗客定員：94名　乗組員数：65名

シークラウドⅡ

最大10名様催行

スペースレシオ

41トン

※写真はすべてイメージです。
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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

「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。

●：入場観光　◎：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。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あ
ります。
*1: 観光内容の詳細はホームページをご確認ください。
*2: ご昼食は遅めの時間にビュッフェにてご用意しております。

ボラボラ島（仏領ポリネシア） 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1
15（月）

成田空港（17:40発）より
エア・タヒチ・ヌイ 87便にてパペーテへ
パペーテ（仏領ポリネシア） ―／（停泊）
到着後、送迎車にてタヒチ島観光*1へ
観光後、港へ。乗船手続き
〈船内泊〉 船船

2 16（火）

パペーテ（タヒチ島／仏領ポリネシア） ―／05:00
モーレア（仏領ポリネシア） 08:00／16:00
映画「南太平洋」の舞台モーレアへ寄港。

 双胴船カタマラン　セーリング＆海
水浴（要水着・タオル持参）
〈船内泊〉 船船 船

3 17（水）

ファカラバ島（タヒチ島／仏領ポリネシア）  08:00／18:00
手つかずの自然が残る、美しい景観をご
堪能ください。
〈船内泊〉 船船 船

4 18（木）南太平洋クルージング〈船内泊〉 船船 船

5 19（金）
ヌクヒバ島（仏領ポリネシア）   08:00／18:00

 伝統ポリネシアン料理教室
〈船内泊〉 船船 船

6 20（土）南太平洋クルージング〈船内泊〉 船船 船

7 21（日）

ランギロア島（タヒチ島／仏領ポリネシア）   08:00／17:00
南太平洋に浮かぶ環礁の島でゆったりお
過ごしください。

 グラスボトムボート
〈船内泊〉 船船 船

8 22（月）
ボラボラ島（仏領ポリネシア）  13:00／（停泊）

 ラグーンクルーズと海水浴
〈船内泊〉 船船 船

9 23（火）
ボラボラ島（仏領ポリネシア）  ―／19:00
フリータイムをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

10 24（水）
ライアテア島（タヒチ島／仏領ポリネシア）  08:00／17:00

 聖なる島のポリネシアン料理教室
〈船内泊〉 船船 船

11 25（木）

パペーテ（タヒチ島／仏領ポリネシア）  08:00／―
タヒチ島観光*1（ご昼食付き）
送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 夕船 昼

12 26（金）

送迎車にて空港へ
エア・タヒチ・ヌイ 88便（07:35発目安）
にて、帰国の途へ
〈機内泊〉 

13 27（土）成田空港（14:05目安）着後、
入国・通関手続き、解散

3
2021年

D B2 A3 PH2

海側
（シャワー、丸窓付

約15㎡）

ベランダ
（シャワー、ベランダ付

約20㎡）

コンシェルジュ
ベランダ

（シャワー、ベランダ付
約20㎡）

ペントハウス
スイート特典

（バスタブ、ベランダ付
約29㎡）

810,000円
（380,000円）

960,000円
（510,000円）

1,000,000円
（580,000円）

1,170,000円
（700,000円）

プレミアムエコノミークラス追加代金：120,000 円　ビジネスクラス追加代金：350,000 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

 レガッタ
美しきブルーラグーン 南太平洋の楽園
タヒチとポリネシアクルーズ 13日間

2021年 3/15（月）出発

＊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。
※船内クレジットは1室で合計US$600までご利用いただけます。
※ビジネスクラスご利用の場合は国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。
※キャンセルサポートの詳細はP13をご覧ください。

＊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5％、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～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：昼1回、夕1回、船30回 ■添乗員：同行いたします ■最少催
行人員：12名様 ■利用航空会社：TN ■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（パノラミックラグーンルーム）

パペーテパペーテ
ファカラバ島ファカラバ島

ランギロア島ランギロア島

ボラボラ島ボラボラ島

ライアテア島ライアテア島

ヌクヒバ島ヌクヒバ島

モーレア島モーレア島

旅のみどころ

手つかずの自然が残るラグーンなどの美しい景観をご堪能いただ
けるコースです。

1室US$600の船内クレジット付き

★12名未満の少人数催行コースもございます。　詳細はホームページをご覧ください。

成田発着 エア・タヒチ・ヌイ直行便利用

便利な国内線もご用意

【全国各地から便利な国際線をご用意】（JALまたはジェットスター直行便利用のみ）
伊丹・中部・小松からは片道9,000円　　福岡・札幌・函館・秋田・松山・岡山から片道12,000円
その他都市から15,000円（※詳細はお問い合わせください。）

【ホテルアップグレードプラン（11日目）】
ラグーン水上バンガローに宿泊　30,000円（2名1室利用時）の追加でホテルをアップロード
※3名1室利用不可。ベッドはダブルベッドになります。

総トン数：30,277t
初就航：1998年（2019年改装）
乗客定員：684名
乗組員数：400名

レガッタ

エコノミークラス限定　91日前までのお申込みで1万円割引！

船内無料Wi-Fi

キャンセルサポート50万円分補償付き

*2

スイート限定の特典
●ウェルカムシャンパンボトル
● アクアマール・スパ・テラスをいつで
もご利用可能
●コース料理を客室までお届け
●24時間バトラーサービス
●優先乗船と手荷物の優先配達
●レストランの優先予約
●カシミヤのひざ掛け
※特典は予告なく変更となることがあります。 
また、一部制限があります。

インルーム
ダイニング
インルーム
ダイニング

スペースレシオ

44トン

直行便

※写真はすべてイメージです。



11

カジノ跡／コンスタンツァ（ルーマニア） 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1
25（水）

成田または羽田空港（08:35～ 13:35発
目安）より乗継便にてイスタンブールへ
着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 26（木）

イスタンブール（トルコ）  ―／21:00
世界遺産  イスタンブール市内観光後、港へ
乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 昼

3 27（金）

ネセバル（ブルガリア）*1  08:00／18:00
世界遺産  古代都市ネセバル観光とワイン
セラー *2

〈船内泊〉 船船 船

4 28（土）
コンスタンツァ（ルーマニア）  06:00／18:00
コンスタンツァの美しいシーニック観光 *2

〈船内泊〉 船船 船

5 29（日）

オデッサ（ウクライナ）  09:00／23:00
オデッサ美術館と歴史地区とミニコン
サート *2

〈船内泊〉 船船 船

6 30（月）
ボスポラス海峡とダーダネルス海峡ク
ルーズ
〈船内泊〉 船船 船

7 31（火）

ボズカーザ（トロイ／トルコ）*1 08:00／18:00
世界遺産  トロイ遺跡観光
●トロイ遺跡　◎チャナッカレ城壁
チャナッカレ市内散策
〈船内泊〉 船船 船

8 1（水）

クシャダス（エフェソス／トルコ）  08:00／23:00
 世界遺産  エフェソス半日観光

〈船内泊〉 船船 船

9 2（木）

ボドルム（トルコ）  08:00／23:00
世界７不思議の１つマウソロス霊廟とボ
ドルム城（海底考古学博物館）
〈船内泊〉 船船 船

10 3（金）
サントリーニ島（ギリシャ）*1 08:00／23:00

 ワイナリー見学とイア観光
〈船内泊〉 船船 船

11 4（土）
ミコノス島（ギリシャ）*1 08:00／19:00

 世界遺産  デロス島半日観光
〈船内泊〉 船船 船

12 5（日）

ピレウス（ギリシャ）  08:00／―
送迎車にてアテネ市内へ、フリータイム
再集合の後、リカヴィトスの丘へ
〈ホテル泊〉 夕船

13 6（月）
送迎車にてアテネ空港へ
乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 朝

14 7（火）成田または羽田空港（10:05～ 19:25目
安）着後、入国・通関手続き、解散

8
2021年

9

カジノとして利用されていたアールヌーボー様式の豪華な建物。華やかな外観が目を引きます。

旅のみどころ

1. 黒海エリアの美しいリゾート地を巡る待望のコース。

2. 一度は訪れたい人気の街、コンスタンツァとオデッサに寄港します。

ピレウス／
アテネ
ピレウス／
アテネ

オデッサオデッサ

イスタンブールイスタンブール

コンスタンツァコンスタンツァ

ネセバルネセバル

ミコノス島ミコノス島

サントリーニ島サントリーニ島
ボドルムボドルム

クシャダスクシャダス
ボズカーザボズカーザ

オデッサ（ウクライナ）

「黒海の真珠」と称えられる美しい街。ハイライトのひとつ、オペラハウス
などの魅力的な建造物は外観だけでも見応え十分です。

2021年 8/25（水）出発 ノーティカ
黒海の真珠オデッサとバラ香る
ブルガリアを巡る黒海クルーズ
14日間

船内無料Wi-Fi

7つの観光付きキャンセルサポート20万円分補償付き

1室US$100の船内クレジット付き

東京発着

●：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
：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。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等で入場できない場合があり、その
際は外観からの観光となります。
※現地の事情などにより、オプショナルツアーの内容が変更となる場合
もあります。
*1: テンダーボートでの上陸となります。（予定）
*2: 船会社主催の寄港地観光のため英語ガイドになりますが、添乗員が
同行し、イヤホンガイドでご案内いたします。

＊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5％、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%

E D C2 B2 PH3

海側（視界不良）
（シャワー、窓付

約13㎡）

海側
（シャワー、丸窓付

約15㎡）

デラックス海側
（シャワー、大型窓付 

約15㎡）

ベランダ
（シャワー、ベランダ付 

約20㎡）

ペントハウス
スイート

（バスタブ、ベランダ付
約30㎡）特典

790,000円
（420,000円）

820,000円
（440,000円）

860,000円
（470,000円）

990,000円
（580,000円）

1,190,000円
（800,000円）

ビジネスクラス追加代金：430,000 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

★12名様未満の少人数催行コースもございます。詳細はホームページをご覧ください。

＊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。　
※ビジネスクラス利用の場合は国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。
※キャンセルサポートの詳細はP13をご覧ください。

■食事：朝2回、昼1回、夕1回、船29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：TK／ LH／OS／NH／A3 ■利用予定ホテル：【トルコ】CVKパークボスポラスホテルイスタン
ブールまたは同等クラス 【アテネ】NJVアテネプラザまたは同等クラス　特典 詳細は10ページをご覧く
ださい。

ノーティカ
総トン数：30,277t
初就航： 2000年（2020年6月改装予定）
乗客定員：684名　乗組員数：400名

インルーム
ダイニング
インルーム
ダイニング

スペースレシオ

44トン

※写真はすべてイメージです。
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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

現在は約300万点の美術品が収蔵されており、ロンドン大英博物館やルーブル美術館と並ぶ世界屈指の美術館となっています。

世界遺産  エルミタージュ美術館／
サンクトペテルブルク（ロシア）

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 28（土）

成田または羽田空港より乗継便にてコペ
ンハーゲンへ
着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 夕

2 29（日）

コペンハーゲン（デンマーク）  ―／21:00
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
乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 船

3 30（月）

ロストック（ドイツ）  06:00／22:00
 ハンザ同盟時代の歴史ある建物を

数多く残す ロストック半日観光
旧市街散策　●聖ペトリ教会　◎塔
〈船内泊〉 船船 船

4 31（火）
レネ（デンマーク）  08:00／18:00
レネ半日観光　◎ Sct ニコライ教会
〈船内泊〉 船船 船

5 1（水）

グディニャ（ポーランド）  08:00／18:00
グダンスク旧市街終日観光（ご昼食付き）
●聖マリア教会　◎ドゥーギ広場
◎大武器庫
〈船内泊〉 船船 昼

6 2（木）
クライペダ（リトアニア）  07:00／17:00
世界遺産  クルシュー砂州国立公園観光
〈船内泊〉 船船 船

7 3（金）

リガ（ラトビア）  09:00／17:00
リガ半日市内観光
◎リガ大聖堂　◎ドーム広場　◎旧市
庁広場　◎ブラックヘッドハウス
〈船内泊〉 船船 船

8 4（土）

タリン（エストニア）  10:00／19:00
 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
◎ラエイコヤ広場　◎トーンペア城
〈船内泊〉 船船 船

9 5（日）

サンクトペテルブルク（ロシア）  08:00／（停泊）
世界遺産  ピョートル大帝夏の宮殿とエカ
テリーナ宮殿終日観光 *2 *3（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
●エカテリーナ宮殿（琥珀の間）　
〈船内泊〉 船船 昼

10 6（月）

サンクトペテルブルク（ロシア）  ―／18:00
世界遺産  エルミタージュ美術館半日観光 *2 *3

●エルミタージュ美術館　
〈船内泊〉 船船 船

11 7（火）

ヘルシンキ（フィンランド）  08:00／17:00
世界遺産  スオメンリンナの要塞観光 *4

●スオメンリンナの要塞 （ご昼食付き）
〈船内泊〉 船船 昼

12 8（水）

ストックホルム（スウェーデン）  08:00／―
下船後、ストックホルム半日観光
●市庁舎（黄金の間）　◎王宮
◎ガムラスタン　観光後、ホテルへ
〈ホテル泊〉 夕船 昼

13 9（木）送迎車にて空港へ、乗継便にて帰国の途へ〈機内泊〉 朝

14 10（金）成田または羽田空港着後、
入国・通関手続き、解散

8
2021年
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＊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5％、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%

1室あたりUS$100の船内クレジット付き 船内無料Wi-Fi

旅のみどころ

1. バルト3国を訪れる非常に珍しい航路で、美しい街並みや運河
をご覧いただけます。

2. 専属シェフ、ジャック・ぺパン氏乗船の特別グルメクルーズです。

 マリーナ
コペンハーゲンからストックホルムを巡る
魅惑の北欧・バルト海クルーズ 14日間

2021年 8/28（土）出発

東京発着

マリーナ
総トン数：66,084t
初就航：2011年（2020年改装）
乗客定員：1250名
乗組員数：800名

*1

■食事：朝2回、昼4回、夕2回、船27回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：12名様（最大14名様） ■利
用予定航空会社：SK／AY／AF ■利用予定ホテル：【コペンハーゲン】SKTペトリまたは同等クラス 【ストックホル
ム】シェラトンまたは同等クラス　特典 ペントハウススイートの特典詳細は10ページに掲載しています。
*5:ペントハウススイート以上

＊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。　※ビジネスクラス利用の場合は国内の発着空港周辺
に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。　※キャンセルサポートの詳細は目次をご覧ください。

●：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。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等で入場できない場合があり、その際は外観からの観光となります。
*1: ご昼食は、遅めの時間帯でご用意しております。
*2: サンクトペテルブルクにおいて下船される際に必要なロシア査証を弊社にて事前取得いたします。詳細は後日
お知らせいたします。また、現地事情により変更がありましたら、改めてご案内します。
*3: 9～ 10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あります。また、他の乗客と
混乗のツアーとなることがあります。
*4: フェリー利用予定となります。

C B2 A3 PH2
デラックス海側

（バスタブ、床から天上までの
大型窓付 約22㎡）

ベランダ
（バスタブ、ベランダ付

約26㎡）

コンシェルジュ
（バスタブ、ベランダ付 

約26㎡）

ペントハウススイート
（バスタブ、ベランダ付

約39㎡）特典

1,030,000円
（480,000円）

1,120,000円
（570,000円）

1,180,000円
（620,000円）

1,370,000円
（780,000円）

プレミアムエコノミークラス追加代金：70,000 円　ビジネスクラス追加代金：380,000 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

コペンハーゲンコペンハーゲン

レネレネ

グディニャグディニャ

クライペダクライペダ
リガリガ

タリンタリン

サンクトペテルブルクサンクトペテルブルク
ヘルシンキヘルシンキ

ストックホルムストックホルム

ロストックロストック

世界遺産  タリン（エストニア）

まるで絵本のおとぎ話のような雰囲気のタリンの旧市街。石畳の
路地、門や城壁になど、ゆったり散策するだけでも楽しい街です。

キャンセルサポート50万円分補償付き

©sailorr

★12名様未満の少人数催行コースもございます。詳細はホームページをご覧ください。

ドリンクパッケージ付き

インルーム
ダイニング
インルーム
ダイニング
スペースレシオ

53トン

最大14名様催行

*5

※写真はすべてイメージです。
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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〉 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、ソフィア・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、ルネッサンスバルセロナ、コンデス・デ・バルセロナ、ODバルセロナ、ロヘル・デ・ユリア、ヒ
ルトン・ディアゴナル・マール、オラ・エイサンプル、NHカルデロン、HCCサンモーリッツ、バルセロナ1882　〈ラグジュアリー〉 エル・パレス、
サー・ビクトル、クラリス、マジェステイック、カサ・フステル、ル・メリディアン、フェアモント・バルセロナ・レイ・フアン・カルロスI、Wバ
ルセロナ、アーツ
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、ウェスティンエク
セルシオール、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、パラッツォナイアディ、マジェスティック、グランドホテルパラティーノ、レジーナバリオー二　〈ラグジュ
アリー〉 ハスラー、エデン、デルシー、ラ・グリフェ・Mギャラリー・バイ・ソフィテル、シナ・ベルニーニブリストル、レジーナバリオー二
フランス：ニース〈デラックス〉 ボーリバージュ、エリントン、ウエストエンド、ラペルーズ、マセーナ、NHホテルニースセンター、ラディ
ソンブル ニース、スプレンディッドホテルアンドスパニース、ウエストエンド、アストン・ラ・スカラ、ボスコロエセドラ　〈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
ギリシャ：アテネ〈デラックス〉 アテナウム インターコンチネンタル、アセニアン カリロエ エクスクルーシヴ、ウィンダム・グランド、
クラウン プラザ シティー センター、ディバニ パレス、ディウ ァ゙ニ カラベル、ディウ ァ゙ニ パレス アクロポリス、エレクトラ・パレス、レ
ドラ　マリオット、メリア アテネ、メトロポリタン、ニューホテル、エヌジェイブイアテネ プラザ、ラディソン・ブリュ・パーク、ロイヤル 
オリンピック、ソフィテル アテネ エアポート、アテネ・マリオット、スタンレー　〈ラグジュアリー〉 NJVアテネプラザ、グランドハイヤット 
アテネ、フォーシーズンズ アスティル パレス、グランドブルターニュ、キング・ジョージ、エレクトラメトロポリス
スイス：チューリッヒ〈デラックス〉 ボー オーラック、ドルダー グランド、エデン オウ ラック、チューリッヒ マリオット、パークハイアッ
ト チューリッヒ、サボイ、ヴィーダー ホテル、アンデンホテルシュプリーゲンシュロス、ルネッサンス チューリッヒ タワー、カメハグランド、
ヒルトン エアポート、ラディソン ブル ホテル チューリッヒ エアポート、モーベンピック レジェンズドール、モーベンピック・チューリッヒ・
エアポート、クラウン・プラザ・チューリッヒ、アトランティス・バイ・ジャルディーノ、パークハイアット チューリッヒ、ホテルチューリッヒ、
アスコット、アヤ・チューリッヒ・リゾートホテル、アレグラ、アンバサダー、イビス チューリッヒ シティ ウエスト、インターコンチネンタ
ル、ヴェレンベルグ、エンギマット、オペラ、カメハ・グランド、クラウンプラザ、クラリッジ、コンチネンタル、ザンクトゴッタルド、シェ
ラトン　、シェラトン ノイエスシュロスホテル、シュヴァイツァーホフ、シュトーラ、スイソテル、ストルシェン、ゼーフェルト、セネター、
セントラルプラザ、ソフィテル　〈ラグジュアリー〉 カメハ・グランド・チューリッヒ、アトランティスバイジャルディーノ、アルデンホテルシュ
プリーゲンシュロス、ヴィーダー ホテル、エデン オウ ラック、サボイ、ドルダー グランド　、パークハイアット チューリッヒ、ボー オー
ラック　、マリオット、ルネッサンス チューリッヒ タワー

オランダ：アムステルダム〈デラックス〉 クラウン・プラザ・スキポール・アムステルダム、NH グランド クラスナポルスキー、ドゥルー
ロップ、オークラ、NHバルビゾン パレス、インターコンチネンタル、ソフィテル レジェンド ザ グランド、ザ　ディラン、ピューリッツァー、
ヒルトン アムステルダム、グランド ホテル アムラス アムステルダム、モーベンピック・シティ・センター、ラディソン・ブル・アムステルダム・
エアポート、アムステルダム・マリオット、ルネッサンス・アムステルダム、ＮＨドーレン、ＮＨバルビゾン・パレス、アムステル・インターコ
ンチネンタル、ウォルドルフ・アストリア、トゥウェンティセブン、ハイアットリージェンシー・アムステルダム、ビルダーバーグガーデン、
ヒルトン・アムステルダム・エアポート・スキポール　〈ラグジュアリー〉 ハイヤット・リージェンシー・アムステルダム、コンサバトリアム、ド 
リューロップ 、インターコンチネンタル アムステル アムステルダム、オークラ、ソフィテル・レジェンド・グランド
ベルギー：ブリュッセル〈デラックス〉 トーンホテルEU、プルマンブリュッセルミディ、トーンブリュッセルシティセンター、シェラトン、
シュタイゲンベルガー、マリオット、メトロポール、ラディソン・ブル・ロイヤル、ワーウィック ブリュッセル、ヒルトングラン プラス、アミー
ゴ、オデッテ・アンヴィル、ザ・ホテル　ブリュッセル、スタンホープ、ソフィテル・ブリュッセル・ルイーズ、ソフィテル・ブリュッセル・ヨーロッ
パ、タングラ、ビ・マノス、ヒルトン・グランプラス、マノス・プルミエール、ル・プラザ、ユーロスターズホテル　モンゴメリー　〈ラグジュ
アリー〉 アミーゴ、ビーマノス、シュタイゲンベルガー ウィルチャーズ、ワーウィック ブリュッセル、ル・プラザ、ブリュッセル マリオット 
ホテル グランプラス、ユーロスターズホテル　モンゴメリー、ザ ホテル ブリュッセル、ホテル バルセイ バイ ワーウィック、シュタイゲン・
ベルガー・グランド、タングラブリュッセル、ソフィテルブリュッセルヨーロッパ、ソフィテルブリュッセルルルイーズ
トルコ：イスタンブール〈デラックス〉 クラウンプラザオールドシティー、ダブルツリーバイヒルトンシルケジ、ザ　マルマラ、レガシーオッ
トマン、エレシントプカプ、ラディソンブルーペラ、ラディソンブルーシシリ、シューラハギアソフィア、ペラパレス、ゲジホテル、インター
コンチネンタル、ハイアット リージェンシー、ヒルトンボスポラス　、マリオット　〈ラグジュアリー〉 CVKパークポスポラスホテルイスタンブー
ル、フォーシーズンズ　ボスフォラス、チュラーンパレスケンピンスキ、グランドハイアット、パークハイアット、ボスフォラスヒルトンイスタ
ンブール、Wホテル、シャングリラ、リッツカールトン、コンラッドボスフォラスイスタンブール

●北欧
スウェーデン：ストックホルム〈デラックス〉 ラディソンブル　ストランド、ラディソンブル ロイヤル バイキング、ラディソンブル 
ウォーターフロント、ラディソンブルストランド、クラリオンストックホルム、クラリオンアマランテン、クラリオン・サイン、ヒルトン ストッ
クホルム スルッセン、スカンディック アングレ、シェラトン ストックホルム　〈ラグジュアリー〉 シェラトン、グランド
デンマーク：コペンハーゲン〈デラックス〉 ダングレテール、クラリオンホテル コペンハーゲンエアポート、コペンハーゲン マリオット ホ
テル、ラディソンブル ロイヤル コペンハーゲン、ラディソンブル スカンジナビア、スカンディック コペンハーゲン、スカンディック・パレス、SKT
ペトリ、チボリ ホテル、ザ・スクエア、クラリオン・エアポート

●オセアニア
タヒチ：パペーテ〈デラックス〉 タヒチイアオラビーチリゾート　〈ラグジュアリー〉 インターコンチネンタルリゾートタヒチ

航空会社略号一覧（アルファベット順）　
A3=エーゲ航空、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、CL=ルフトハンザ・シティーライン、EK＝エミレーツ航空、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、TK＝ターキッシュエアラインズ、TN＝エア・タヒチ・ヌイ

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､ 2020年6月5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。

オンライン
CRUISEセミナー

完全予約制
各回先着8名様

PC・スマートフォンでご参加いただける 7/17（金）オーシャニアクルーズ
7/27（月）シーボーン・クルーズ・ライン
8/3（月）シルバーシー・クルーズ
8/6（木）シークラウド・クルーズ

8/28（金）クリスタル・クルーズ
9/2（水）ウィンドスタークルーズ
★各日とも14:00～ 15:00を予定
★詳細はホームページをご覧ください。

追加料金で加入できます! クルーズプラネットキャンセルサポート
クルーズプラネットキャンセルサポートで補償される事由（概要）

以下のような事由が発生したことにより出国を中止した場合に補償します。

10万円まで

ご契約タイプ一例〈Aタイプ〉
保険料1,000円で
取消料最大
※その他タイプはお問い合わせください

たとえば…
子供が急に病気になってしまい入院することに…
旅行に行けなくなったので旅行をキャンセルしたい。

お子様やご友人など同伴者事由の
場合でも、ご自身のキャンセル料が
補償されます。

パスポートの紛失、盗難、置き忘れ、失効

家屋災害・裁判所呼出
離婚、婚姻予約の不履行

交通機関遅延・運休・欠航
死亡・入院
通院

妊娠、出産、早産、流産
動務先企業の倒産

ペットの死亡
急な出張

渡航先でのテロ・噴火等
官公署命令による避難勧告等、宿泊機関の火災

【諸注意】※縮小支払割合90%の設定。※単に旅行に行く意思がなくなっ
ただけの場合は補償の対象となりません。※キャンセルサポートに加入さ
れる前に発生した病気やケガ等により、出国を中止した場合は、クルーズプ
ラネットキャンセルサポートの補償対象外となります。※急な出張は、出
国予定日が出張開始日と出張終了日の間に含まれる場合のみ補償対象と
なります。例：出国予定日 2019/5/3で出張期間が2019/5/2（開始日）～
2019/5/4（終了日）の場合は補償対象。※上記はお支払いする保険金の一
例です。※その他の支払事由等「クルーズプラネットキャンセルサポート」
の詳細については、「クルーズプラネットキャンセルサポート」および加入申
込票の「重要事項のご説明」をご覧ください。※保険金のご請求手続きに
あたっては事由を証明する書類が必要です。※支払事由によっては、保険
金を縮小して支払うことがあります。※クルーズプラネットキャンセルサ
ポートは出国を中止した際に発生する費用を補償する保険です。出国後
の補償については、別途海外旅行保険の加入をおすすめします。※詳しく
は予約担当者へお問い合わせください。
〈引受保険会社〉三井住友海上火災保険株式会社
〈代理店・扱者〉株式会社クルーズプラネット 東京都千代田区有楽町2-10-1 
東京交通会館ビル6階 承認番号 :B19-101036　使用期限 :2020/8/14

※写真はすべてイメージです。



秋薫る神戸・広島・金沢・新潟・秋田・函館
日本一周クルーズ14日間

発表!! シルバー・ミューズ 2020年 7/2（木）までのご予約で適用いたします！【早期割引】 

2021年　東京港・横浜港発　日本周遊クルーズ
2021年 9/12（日）出発東京港発着

840,000円〜
1,230,000円

旅行日程 
1 9/12（日）東京出港
2 13（月）終日クルーズ
3 14（火）神戸
4 15（水）
5 16（木）終日クルーズ
6 17（金）広島
7 18（土）麗水（韓国）
8 19（日）終日クルーズ
9 20（月）金沢

10 21（火）新潟
11 22（水）秋田
12 23（木）函館
13 24（金）終日クルーズ
14 25（土）東京入港

ビスタ
スイート

クラシック
ベランダ

スーペリア
ベランダ

デラックス
ベランダ

840,000円
（540,000円）

1,070,000円
（700,000円）

1,140,000円
（740,000円）

1,230,000円
（800,000円）

ソレントソレント

ピレウス／
アテネ
ピレウス／
アテネ

チビタベッキアチビタベッキア

東京東京
神戸神戸

金沢金沢

新潟新潟

秋田秋田

函館函館

広島広島麗水麗水

ミコノス島ミコノス島

ロードス島ロードス島
ソウダベイソウダベイ

ジャルディーニ・
ナクソス
ジャルディーニ・
ナクソス

サントリーニ島サントリーニ島

清水清水

横浜横浜

東京東京
神戸神戸広島広島

金沢金沢
秋田秋田

青森青森

新潟新潟

函館函館

麗水麗水

清水清水

東京東京
大阪大阪広島広島

金沢金沢

新潟新潟 青森青森
酒田酒田

函館函館

麗水麗水

清水清水

東京東京

神戸神戸広島広島

長崎長崎

釜山釜山 清水清水

名古屋名古屋

東京東京

大阪大阪広島広島

長崎長崎

釜山釜山

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。

※4/5・4/19・9/12発コースは、瀬戸内海を通航する場合があります。※募集広告ではございません。下記店舗まで資料をご請求ください。

早期割引旅行代金

2021年 4/5（月）出発 2021年 4/19（月）出発 2021年 9/25（土）出発 2021年 10/5（火）出発

横浜港発・東京港着 東京港発着 東京港発着 東京港発着

春の訪れ　異国情緒の
神戸・函館と風光明媚な
東北へ日本一周クルーズ
15日間

春爛漫　日本の景勝地
広島・金沢・青森を巡る
日本一周クルーズ
15日間

神戸停泊！
秋の西日本クルーズ
11日間

食の文化
大阪・韓国・名古屋を
巡る西日本クルーズ
12日間

950,000円〜
1,390,000円

950,000円〜
1,390,000円

580,000円〜
850,000円

清水沖を航行する姉妹船

全コース安心の
添乗員同行!!

■早期割引旅行代金

（通常代金 1,100,000 円〜 1,520,000 円）

（通常代金 1,230,000 円〜 1,700,000 円）

■早期割引旅行代金 ■早期割引旅行代金 ■早期割引旅行代金

（通常代金 1,230,000 円〜 1,700,000 円） （通常代金 810,000 円〜 1,140,000 円）

後日発表！
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https://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）
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。有楽町本店 〒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：小川誠、八木希理子

大阪本店 〒530-0001　
大阪市北区梅田1-8-17
大阪第一生命ビル12階

☎06-4798-8002
総合旅行業務取扱管理者：大野義恵

横浜支店
※6/8より移転

〒220-6002
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　
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：福田大雅

コールセンター
〒102-0083　
東京都千代田区麹町1-10-5
澤田麹町ビル4階

☎03-6685-8020
総合旅行業務取扱管理者：北野博文

広告コード L19

（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


