
※写真はすべてイメージです。
観光庁長官登録旅行業第1739号 ※詳しい旅行条件を書面にてご用意しております。事前にご確認のうえ、お申し込みください。

〒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：全日11：00～19：00 （Lusso専用ダイヤル）

 

銀座支店

クルーズ旅行なら、安心の専門店へ。旅行企画　実施

 H.I.S.
グループ

詳しくはホームページをご覧ください。

https://www.cruiseplanet.co.jp

03-5524-1681 03-6691-1213

世界のラグジュアリークルーズブランドが一同に会する日本初のイベント
「クルーズフェスティバル銀座 2020 LUXE（ルグゼ）」を開催 !!

これまでとは少し違ったワンランク上のクルフェスです。

ご来場特別商品やプレゼントをご用意
特賞【1組 2名様】 クイーン・エリザベス　5/6 横浜港発着クルーズ10日間　バルコニー客室

開催日：2020年2月9日（日）

会場：
コートヤード・バイ・ 
マリオット 
東京ステーション 4F
トラストシティ 
カンファレンス・京橋

●世界の主要ラグジュアリークルーズブランドがブース出展！
●船会社スタッフが最新クルーズ情報をご提供。
●�ラグジュアリー船は初めてという方にも、クルーズプラネットの乗船経験豊
富なスタッフが丁寧にご説明します。

●抽せんで当たるクルーズ旅行ほかステキなプレゼントをご用意しています。

東京都中央区京橋 2-1-3
京橋トラストタワー
●京橋駅7番出口より徒歩約 1分
●�東京駅八重洲南口／日本橋駅
B3出口／宝町駅A5出口／
　�銀座一丁目駅 7番出口より徒歩
約 4〜 5分

★ご来場特別商品は中面で！

時間：11：00〜17：00
■出展船会社（ブランド）：

ウインドスタークルーズ、エメラルド ウォー
ターウェイズ、オーシャニア クルーズ、キュ
ナード・ライン、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、ポナン、リージェント セブンシーズ クルー
ズ（50音順・変更される場合があります）

■協力企業：日本橋三越本店

開始時刻 講演・イベント内容
11:00 開会のご挨拶

11:05 Cruise�Planet�presents�
LUSSOブランド　クルーズ説明会

11:40 Cruise�Planet�presents�
ロストラル南極チャータークルーズ説明会

12:20 日本橋三越本店�presents
バイオリン・チェロ演奏会

12:55 オーシャニア�クルーズ
13:25 シーボーン・クルーズ・ライン
13:55 シルバーシー・クルーズ

14:25 Cruise�Planet�presents�
ザルツブルグ音楽祭ドナウ川クルーズ説明会

14:50 ウインドスタークルーズ�
エメラルド�ウォーターウェイズ

15:20 リージェント�セブンシーズ�クルーズ
15:50 クリスタル・クルーズ
16:20 キュナード・ライン
16:55 閉会のご挨拶
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 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

クルーズプラネット初の南極チャータークルーズ

●世界のラグジュアリー客船を厳選
● 6〜 12名様で催行されるプライベートなツアー
●デラックスホテルや名門ホテルを厳選
●安心で身軽なポーターサービス＆無料往復宅配サービス
●ビジネスクラスご利用の方へホテル 1 泊をご用意
●豪華なだけでなくユニークな旅もご用意
●オールインクルーシブのリラックス・ライフ
●ご希望に合わせてカスタマイズも可能です

　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21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。

ブエノスアイレス

ウシュアイア

パラダイス湾
南極
半島

南極に停泊するロストラル　©Studio PONANT/Sylvain Adenot

※当商品は募集広告ではございません。詳細は資料をご請求ください。

日本人初の
エクスペディションリーダー
伊知地 亮さんが語る
南極クルーズ

2/9（日）　11:40より
クルーズフェスティバル銀座 LUXE にて説明会

開催

2021年2/20（土）〜3/7（日）

東京発着 安心の添乗員同行

フランスが誇る名船「ロストラル」で航く
大自然感動体験 南極紀行16日間

LUSSOは総額表示
LUSSO では、各船会社提供のオールインクルーシブサービスに
加えて、下記の諸費用も旅行代金に含めています。
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 / 政府関連
税 / 港湾税 / 船内チップ / 燃油サーチャージ（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）

入場無料／入退場自由

1,450,000円～2,650,000円旅行代金 大人お１人様／2 名 1 室利用

早期割引は 3/31 まで！

※抽せん会は行いません。プレゼント当せん者様には後日ご連絡させていただきます。

当日、記録用およびネット配信用に会場の様子を撮影いたします。お客様が映り込む可能性がございますので、
予めご了承ください。なお、個人が特定される映像を事前の諒解なく公開することはございません。



ご来場特別商品
●添乗員同行コース  CUORE：5,000円引き LUSSO：10,000円引き
●添乗員なし 1名様催行コース（DUO） 3,000円引き掲載商品は当日販売限定または先行予約商品となります。先行予約商品は既定組数販売後、

完売または値上げにて継続販売する可能性がございます。この機会に是非ご来場にてお求めください。
【通常コースの割引について】※本チラシ掲載特別商品は割引対象外となります。※新規のご予約に
限ります。　※本チラシ掲載特別商品は割引対象外となります。　※同室3人目以降のお客様は対象
外となります。　※一部対象外のコースがございます。　※詳しくはスタッフまでお尋ねください。

【共通事項】★旅行条件略号：催最少催行人数�  食食事回数�添添乗員の有無�航利用予定航空会社�  ホ利
用予定ホテル�燃燃油サーチャージの額（1/20 現在目安額）別船内チップ・諸税等（燃油サーチャージ
以外）別途必要代金の合計額（1/20 現在目安額）
※（　）内は1人部屋追加代金です。※特別な表記がない場合は、2020年出発となります。※3・4名
1室利用はできません。また相部屋は不可となっております。
※寄港地観光付プラン以外の寄港地観光にかかる費用はお客さまご負担となります。寄港地での移動
費、施設入場料等は旅行代金に含まれません。※クレジットカードはスカイウォーカーカードのみご
利用になれます。※写真はすべてイメージです。※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。

通常コースも最大1万円引き！
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与那国島・
西表石垣国立公園

マニラ

久米島・座間味島

東京

高知
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長崎
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鹿児島

ロンドン

オンフルール

ポーツマス セーブルージュ

アムステルダム

サントリーニ島
約24㎡／バルコニー・大型シャワー付き

ニューヨークを出港するクイーン・メリー2

与那国島

世界遺産モンサンミッシェル
世界遺産
ブルーモスク（イスタンブール） 松久信幸氏プロデュースの

「ウミ・ウマ＆寿司バー」

モナコグランプリ（イメージ）写真提供：モナコ政府観光局

「海の女王」クイーン・エリザベス

クイーンズ・グリルのお食事
（イメージ）
プリンセススイートのお客様はプリ
ンセス・グリルで、クイーンズスイート
以上の客室のお客様はクイーンズ・
グリルでお食事をご用意しています。

■旅行代金（大人お１人様・2名1室利用※（　）内は1人部屋追加代金） 単位 ： 円
デラックス海側 バルコニー コンシェルジュベランダ ペントハウス

428,000
（270,000）

528,000
（350,000）

568,000
（400,000）

748,000
（520,000）

■旅行代金（大人お１人様・2名1室利用※（　）内は1人部屋追加代金） 単位 ： 円
　 ハイドンデッキ シュトラウスデッキ モーツァルトデッキ アマデウススイート

エコノミークラス 665,000 805,000 945,000 1,075,000
ビジネスクラス 1,045,000 1,185,000 1,325,000 1,455,000
1人部屋追加代金 （140,000） （380,000） （500,000） （620,000）

■旅行代金（大人お１人様・2名1室利用※（　）内は1人部屋追加代金） 単位 ： 円
デラックスベランダ スーペリアスイート コンシェルジュスイート

888,000
（600,000）

948,000
（650,000）

1,048,000
（710,000）

■旅行代金（大人お１人様・2名1室利用※（　）内は1人部屋追加代金） 単位 ： 円
カテゴリA（窓付） カテゴリAX（窓付）カテゴリTX（窓付）

1,298,000
（990,000）

1,500,000
（990,000）

1,600,000
（990,000）

■旅行代金（大人お１人様・2名1室利用※（　 ）内は1人部屋追加代金） 単位 ： 円
デラックスE1 デラックスC1 ペントハウスPH

1,650,000
（750,000）

1,850,000
（950,000）

2,700,000
（1,600,000）

■旅行代金（大人お１人様・2名1室利用※（　）内は1人部屋追加代金） 単位 ： 円
デラックス

ステートルームC
デラックス

ステートルームB ペントハウス

398,000
（180,000）

478,000
（220,000）

698,000
（480,000）

■旅行代金（大人お１人様・2名1室利用※（　）内は1人部屋追加代金） 単位 ： 円
プリンセススイート クイーンズスイート ペントハウス グランドデュープレックス

698,000
（600,000）

848,000
（750,000）

1,148,000 1,998,000

■旅行代金（大人お１人様・2名1室利用※（　）内は1人部屋追加代金） 単位 ： 円
プレステージ4 プレステージ5 デラックス

スイート
グランド

デラックススイート

678,000 
（700,000）

728,000 
（750,000）

1,048,000 
（1,000,000）

1,698,000 
（1,650,000）

■旅行代金（大人お１人様・2名1室利用※（　）内は1人部屋追加代金） 単位 ： 円
プリンセススイート クイーンズスイート ペントハウス

625,000
（625,000）

695,000
（695,000）

805,000
（805,000）

■旅行代金（大人お１人様・2名1室利用※（　）内は1人部屋追加代金） 単位 ： 円
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

800,000
（400,000）

850,000
（400,000）

880,000
（420,000）

■旅行日程　①成田または羽田空港より乗継便にてベニスへ（機内泊）�② 世界遺産 ベニスにてフリータイム（ホテル泊）�
③ベニス出港�④ 世界遺産 スプリット�⑤ 世界遺産 ドブロブニク�⑥終日クルーズ�⑦イラクリオン（クレタ島）�⑧クシャダ
ス�⑨サントリーニ島�⑩カタコロン� 11メッシーナ（シチリア島）� 12ナポリ� 13チビタベッキア入港→世界遺産 ローマにてフ
リータイム→乗継便にて帰国の途へ（機内泊）�14成田または羽田空港着後、入国・通関手続き、解散※③〜12は船内泊

■旅行日程　①羽田空港よりANA205便に
てウィーンへ（機内泊）�② 世界遺産 ザルツブ
ルク市内観光（ホテル泊）�③ザルツブルクにて
フリータイム（ホテル泊）�④ 世界遺産 ザルツ
カンマーグート地方観光→パッサウ出港�⑤メ
ルク修道院観光→エンマースドルフ→ウィー
ン�⑥ 世界遺産 ウィーン半日観光→シェーン
ブルン宮殿観光�⑦ 世界遺産 ブダペスト半
日観光→イブニングクルーズ�⑧エステルゴム
／センテンドレとエステルゴム観光�⑨ブラチ
スラヴァ半日観光�⑩リンツ徒歩観光� 11パッ
サウ入港→ミュンヘン半日市内観光→ミュン
ヘン空港より帰国の途へ� 12羽田空港（エコノ
ミークラス）・成田空港（ビジネスクラス）着後、
入国・通関手続き、解散※④〜⑩は船内泊

■旅行日程　①横浜出港�②③終日クルーズ�④石垣島 ⑤花蓮�⑥宮古島�
⑦終日クルーズ�⑧高知 ⑨横浜入港※全船内泊

■旅行日程　①成田または羽田空港より乗継便にてベニスへ（機内泊）�② 世界遺産 ベニスでフリータイム（ホテル泊）�③ベニス出
港�④ 世界遺産 スプリット�⑤ 世界遺産 ドブロブニク�⑥ 世界遺産 コトル�⑦ 世界遺産 コルフ島�⑧タオルミーナ（シチリア島）�⑨
ソレント／アマルフィ�⑩リボルノ／ルッカ� 11リボルノ／ 世界遺産 フィレンツェ� 12ポルトフィーノ� 13チビタベッキア入港→ローマ
市内観光（ホテル泊）�14ローマより乗継便にて帰国の途へ�15成田または羽田空港着後、入国・通関手続き、解散※③〜12は船内泊

■旅行日程　①羽田空港よりAZ793便にてローマへ（ホテル泊）�②現地日本語係員と港へ→チビタベッキア出港�③バ
スティア（コルシカ島）�④サンラファエル�⑤⑥モンテカルロ／F1モナコグランプリ観戦�⑦サンタマルゲリータ�⑧ポルト
フェッライオ�⑨チビタベッキア入港→ローマよりAZ792便にて帰国の途へ（機内泊）�⑩羽田空港着後、入国・通関手続
き、解散※②〜⑧は船内泊

■旅行日程　①成田または羽田空港より乗継便に
てアテネへ（機内泊）�② 世界遺産 アテネ市内観光
（ホテル泊）�③ピレウス出港�④チャナッカレ�⑤ブ
ルガス�⑥コンスタンツァ�⑦オデッサ�⑧黒海クルー
ズ�⑨ノヴォロシースク／半日観光�⑩ソチ／半日観
光� 11バトゥミ� 12黒海クルーズ� 13イスタンブール／
世界遺産 の街終日観光（ランチ付）� 14イスタンブー
ル� 15ダーダネルス海峡クルーズ� 16ピレウス入港→
乗継便にて帰国の途へ（機内泊）� 17成田または羽田
空港着後、入国･通関手続き、解散※②〜14は船内泊

■旅行日程　①成田または羽田空港よ
り乗継便にてローマへ（機内泊）�②現
地日本語係員と送迎車にて港へ→チビ
タベッキア出港�③④モンテカルロ�⑤
バルセロナ入港（停泊）�⑥バルセロナ
より乗継便にて帰国の途へ（機内泊）�
⑦成田または羽田空港着後、入国・通
関手続き、解散※②〜⑤は船内泊

■旅行日程　①成田または羽田空港より直行便にてニューヨークへ（ホ
テル泊）�②船会社送迎車にて港へ→ニューヨーク出港�③終日クルーズ�
④⑤ハリファックス�⑥ポートランド ⑦⑧ボストン�⑨ニューヨーク入港
（ホテル泊）�⑩ニューヨークより直行便にて帰国の途へ（機内泊）� 11成
田または羽田空港着後、入国・通関手続き、解散※②〜⑧は船内泊

■旅行日程　①大阪出港�②終日クルーズ�③沖永良部島�④座間味島 ⑤久米島�⑥竹富島→西表島 ⑦与那国島 ⑧⑨
終日クルーズ�⑩マニラ入港→市内観光（ホテル泊）� 11マニラ空港より直行便にて帰国の途へ→成田または羽田空港着
後、入国・通関手続き、解散※①〜⑨は船内泊

■旅行日程　①東京出港�②終日ク
ルーズ�③神戸�④高知�⑤終日クルー
ズ�⑥釜山�⑦長崎�⑧鹿児島�⑨終日ク
ルーズ�⑩東京入港→通関手続き、解
散※全船内泊

■旅行日程　①成田または羽田空港より乗継便にてアムステルダムへ（機内泊）�②
送迎車にてホテルへ（ホテル泊）�③アムステルダム半日観光→アムステルダム出港�
④セーブルージュ／半日観光　⑤⑥オンフルール／モンサンミッシェル観光（ラン
チ付）とオンフルール散策観光�⑦ポーツマス／半日観光　⑧ロンドン（グリニッチ）
入港（停泊）�⑨下船後、ロンドン半日観光→乗継便にて帰国の途へ（機内泊）�⑩成田
または羽田空港着後、入国・通関手続き、解散※②〜⑧は船内泊

催15名様�� 食朝11回・昼10回・夕10回��
添同行（羽田または成田空港出発から
羽田または成田空港帰着まで）��航エミ
レーツ航空、ターキッシュ・エアラインズ、
カタール航空�燃0円〜18,000円　別
115,000円

 食朝9回・昼9回・夕7回��添同行（羽田または成田空港出発から羽田または成田空港帰着まで）��燃21,000円〜
24,000円　別 20,000円

催1名様��  食朝8回・昼8回・夕8回��添同行しません��別43,000円

催8名様��  食朝12回・昼11回・夕11回��添
同行（羽田または成田空港出発から羽田ま
たは成田空港帰着まで）��航エミレーツ航
空　 ホ【ベニス】バウアーイルパラッツォま
たは同等クラス　【ローマ】ベルニーニ・ブ
リストルまたは同等クラス

催1名様� �  食朝8回・昼7回・夕7回��
添同行しません　航アリタリア-イタ
リア航空　  ホアンバシアトリパレスま
たは同等クラス　燃21,000円　別
42,000円

催6名様��  食朝14回・昼13回・夕14回��添同行（羽田または成田空港出発から羽田または成田空港帰着まで）��
航エミレーツ航空、カタール航空、ターキッシュエアラインズ、全日空　 ホNJVアテネプラザまたは同等クラス

催1名様��  食朝4回・昼3回・夕4回��添
同行しませんが、現地日本語係員が送迎
いたします。��航カタール航空、エミレーツ
航空、ターキッシュエアラインズ　燃0〜
27,000円　別31,000円�★B以上のス
テートルームはバルコニー付

催1名様� �  食朝7回・昼7回・夕
7回� �添同行しません� �航ユ
ナイテッド航空、ANA、日本航
空　 ホニューヨークヒルトンミッ
ドタウンまたは同等クラス　燃
21,000円　別49,000円

催 8名様� �  食朝10回・昼9回・夕
10回� �添同行（大阪港出発から
マニラ空港まで）� �航フィリピン航
空、ANA、日本航空　 ホダイヤモ
ンドホテルまたは同等クラス　燃
1,000円　別73,000円

催2名様� �  食朝9回・昼8回・夕9回��
添同行（東京港出発から東京港帰着
まで）��別47,000円

催10名様��  食朝7回・昼6回・夕7回��
添同行（羽田または成田空港出発か
ら羽田または成田空港帰着まで）��航
エミレーツ航空、ターキッシュエアライ
ンズ、カタール航空　 ホグランドホテ
ルアムラスまたは同等クラス

10組20名様限定 10組20名様限定

10組20名様限定 10組20名様限定

10組20名様限定 10組20名様限定

10組20名様限定

5組10名様限定

10組20名様限定

10組20名様限定

オーシャニア クルーズ　マリーナ アマデウス・スターMSCベリッシマ

セブンシーズ・エクスプローラー ウィンドサーフ

クリスタル・シンフォニー クリスタル・セレニティ

クイーン･メリー2

ル・ラペルーズ

クイーン・エリザベス

シルバー・スピリット

サントリーニとドブロブニクを巡るエーゲ海クルーズ 14日間 ANA で行く 
ザルツブルク音楽祭 100周年
夏のドナウ川クルーズ 12日間

クルーズプラネット チャータークルーズ　ゴールデンウィーク
南国土佐と石垣島・宮古島・台湾 美ら海クルーズ 9日間

全寄港地観光付き！ 全室スイートの最高級客船で航く 
地中海・アドリア海 4か国周遊クルーズ 15日間

　　　　　 F1モナコグランプリ観戦ご招待
ヨットスタイルで優雅に楽しむ西地中海クルーズ10 日間

直行便利用 

ウクライナ・ロシア・東欧・イスタンブールを
訪れる黒海クルーズ 17日間

モンテカルロとバルセロナに停泊！ 
地中海ショートクルーズ 7日間

グリルクラス利用で優雅なクルージング
独立記念日に沸くボストンに停泊！東海岸クルーズ 11日間

大阪港発！バルコニー客室限定企画 美食のフレンチシップでめぐる
与那国島・西表石垣国立公園とマニラクルーズ 11日間

グリルクラス限定！ 秋の歴史探訪！ 
高知・長崎・鹿児島と韓国クルーズ10日間

全寄港地観光付き！ 最高級船で巡る
モンサンミッシェル・ ロンドンクルーズ 10日間

10/23（金）出発 8/23（日）出発4/28（火）出発

10/15（木）出発 5/19（火）出発

2021年7/30（金）出発 5/17（日）出発

6/28（日）出発

2021年6/28（月）出発

10/16（金）出発

9/6（日）出発

東京発着 東京発着横浜港発着

東京発着 羽田発着

東京発着 東京発着

東京発着

大阪港発東京着

東京港発着

東京発着

安心の添乗員同行 安心の添乗員同行気軽な日本発着

添乗員なし1名様催行

添乗員なし1名様催行

添乗員なし1名様催行

安心の添乗員同行

日本人ホステス乗船予定

貴重キャビン緊急確保！

貴重キャビン緊急確保！

当日成約特典 !!
東京駅→新大阪駅往路新幹線付き！

安心の添乗員同行

42.8万円 66.5万円62万円（31万円）82万円

88.8万円 129.8万円

165万円 39.8万円

69.8万円

67.8万円

62.5万円

80万円

■ 旅行代金（大人お1人様・2名1室利用）

通常代金
当日だけの特別代金

■ 旅行代金（大人お1人様・2名1室・デラックスベランダ利用） ■ 旅行代金（大人お1人様・2名1室・
カテゴリA利用）

■ 旅行代金（大人お1人様・2名1室・
デラックスE1利用）

■ 旅行代金（大人お1人様・2名1室・
デラックスステートルームC利用）

■ 旅行代金（大人お1人様・2名1室・
プリンセススイート利用）

■ 旅行代金（大人お1人様・2名1室・
プレステージ4利用）

■ 旅行代金（大人お1人様・2名1室・
プリンセススイート利用）

■ 旅行代金（大人お1人様・2名1室・
クラシックベランダ利用）

シルバーシー・クルーズのオールインクルーシブ
（旅行代金に含まれているもの）
●24時間ルームサービス●アルコールを含むお
飲み物●お部屋に用意されたシャンパンやお飲
み物●船内チップ●Wi-Fi インターネット接続

＋37万円でビジネスクラスに
＋38万円で

ビジネスクラスにMSCヨットクラブ
デラックススイート指定

＋35万円でビジネスクラスに
＋70万円でファーストクラスに ＋45万円でビジネスクラスに＋28万円でビジネスクラスに

船内チップ込み！

＋38万円でビジネスクラスに＋12万円でビジネスクラスに

■ 旅行代金（大人お1人様・2名1室・
デラックス海側利用）

■ 旅行代金 
（大人お1人様・2名1室・ハイドンデッキ利用）

世界的名シェフ「ジャック ･ ペパン」乗船！特別クルーズ
世界的有名シェフによる特別考案メニューや熱のこもった講座、料理実演などがご体験いただけます。

MSC ヨットクラブ特典
■大理石のバスルーム、プラズマテレビ、ミニバーを備えた贅沢
な内装のスイートに、バスローブとスリッパ、上質のアメニティ
をご用意　■MSCヨットクラブ専用レストラン、トップセイルラ
ウンジ、専用サンデッキの利用が可能　■船内すべてのバー＆レ
ストラン、お部屋のミニバーの飲物が無料　■インターネットパッ
ケージが無料で利用可能（容量の制限あり）■優先チェックイン
＆チェックアウト■ 24時間対応のバトラーサービス（英語対応）

●日本人ホステス乗船！日本語の船内新聞で安心
●クルーズの前後はマンハッタンのホテル泊
●  7/4 独立記念日はボストンに停泊 
船内で祝賀イベント開催！

船内 Wi-Fi 無料＆船内クレジット
US$600 付き（1 室あたり） 

催行
決定

催行
決定

祝100周年！
ザルツブルク音楽祭のコンサート
またはオペラ鑑賞にご招待
ザルツブルク音楽祭創立100周年を記
念して、この特別な音楽祭を組み込ん
だドナウ川のクルーズ。ザルツブルクに
2泊するため、音楽祭で 2本の演目を
お楽しみいただけるチャンス！（2本目
の演目は旅行代金に含まれませんの
で、手配についてはご相談ください）

リージェント セブンシーズ クルーズの
オールインクルーシブ

（旅行代金に含まれているもの）
●24時間のルームサービス、アフタヌー
ンティ●高級ワイン、プレミアムスピ
リッツを含むドリンク●毎日補充される
客室内のミニバー●船内チップ●Wi-Fi
インターネット接続　●スパ（トリート
メントは有料）●全寄港地での観光

10組20名様限定

＋30万円でビジネスクラスに＋45万円でビジネスクラスに

クリスタル・クルーズのオールインクルーシブ（旅行代金に含まれているもの）
●船内でのお食事（ルームサービスを含む）　●ワインやビール、カクテルなどのアルコール類（ビンテージワインなどを除く）、
ソフトドリンク　●船内チップ　●Wi-Fi インターネット接続　●学習プログラムの利用

クリスタル・クルーズ
共通のお知らせ

クリスタル・クルーズならではのサービス
●クリスタル・ソサエティ・メンバー割引（詳細はお問い合わせください）●日本人スタッフが乗船　
●日本語の船内新聞やメニューをご用意　●本格的な日本料理（1回まで無料）が味わえる

･グランドスタンドKでの観戦（予選日お
よび決勝）･ピットへの訪問（予選の日
のみ）･双眼鏡などのプレゼント付き！

▶︎
1人部屋追加代金


