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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。 ※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。
*1: 波が高く入場できない場合があります。その際は天候によりモン
テソラーロ山展望台またはビラ・サンミケーレまたはアナカプリ地区
にご案内します。
※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。

フィレンツェ

お1人様US$300の船内クレジット付き

ゴールデンウィーク

船内無料Wi-Fi

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1
28（火）

成田または羽田空港（21:20～ 24:30発 
目安）より乗継便にてバルセロナへ
〈機内泊〉 

2 29（水）

バルセロナ（スペイン）  ―／23:00
バルセロナ観光
●サグラダファミリア　◎カサミラ
送迎車にて港へ、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船

3 30（木）

パラモス（スペイン）  08:00／18:00
 フィゲラスのダリ劇場美術館（●）

観光（ご昼食付き）
〈船内泊〉 船船 船

4 1（金）

マルセイユ（フランス）  08:00／19:00
添乗員が街の散策にご案内します
〈船内泊〉 船船 船

5 2（土）

モンテカルロ（モナコ）  08:00／23:00
 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 3（日）

サントロペ（フランス）  08:00／18:00
地中海に面したマルセイユとニースの中
間に位置する高級リゾート
添乗員が街の散策にご案内します
〈船内泊〉 船船 船

7 4（月）

リボルノ（イタリア）  08:00／20:00
 花の都フィレンツェ終日観光

（ご昼食付き）
◎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 船

8 5（火）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

9 6（水）

バレッタ（マルタ島）  08:00／18:00
添乗員が 世界遺産  バレッタ旧市街にご
案内、フリータイムをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

10 7（木）

メッシーナ（シチリア島／イタリア）  08:00／18:00
 タオルミーナ半日観光

●ギリシア劇場　◎ 4月 9日広場
◎大聖堂
〈船内泊〉 船船 船

11 8（金）

ソレント（イタリア）  08:00／18:00
 カプリ島観光

●青の洞窟 *1

〈船内泊〉 船船 船

12 9（土）

チビタベッキア（イタリア）  午前／―
下船後、送迎車にてローマ空港へ
乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

13 10（日）成田または羽田空港（06:35～ 18:20目
安）着後、入国・通関手続き、解散
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旅のみどころ

1. 美食客船で巡る春の地中海クルーズ。マルタ島やシチリア島といった人気の島々にも寄港します。

2. 
カプリ島の青の洞窟やシチリア島の絶景タオルミーナ、
花の都フィレンツェなど、地中海沿岸の魅力的な寄港地の
オプショナルツアーをご用意しています。

 リビエラ
美食船でマルタ島・シチリア島を巡る
春の地中海クルーズ 13日間

2020年 4/28（火）出発

バルセロナ

マルセイユ

モンテカルロ
サントロペ

リボルノリボルノ

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

バレッタバレッタ

メッシーナメッシーナ

ソレントソレント

マルセイユ

魚介スープのブイヤベースや石鹸が名物。丘の上のノートルダ
ムドラギャルド寺院からは、海と街を360度見渡せます。

＊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：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：【東京】QR／
EK／TK／NH／AF
特典 ペントハウススイートの特典詳細は4ページに掲載しています。

＊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/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。

東京発着

客室タイプ
デラックス海側

（床から天井までの大型窓、
バスタブ付き 約22㎡）

ベランダ
（ベランダ、バスタブ付き

約26㎡）

ペントハウススイート
（ベランダ、バスタブ付き

約39㎡）特典
エコノミー
クラス利用 758,000円 858,000円 1,100,000円

ビジネス
クラス利用 1,258,000円 1,358,000円 1,600,000円

1人部屋追加
代金（共通） 400,000円 500,000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

※写真はすべてイメージです。



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

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。

●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

※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。

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・ティーをどうぞ。弦楽四重
奏が流れるなか、作りたての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践型料理教室「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）

ドレスコード／カントリークラブ・カジュアル
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、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。

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 
●キャニオンランチスパテラスへのアクセス
●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。

ペントハウススイートではスペシャ
リティ（テーマ）レストランのお料
理をお取り寄せいただけます。ゆったりとした39㎡の客室

4 ※写真はすべてイメージです。



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

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（スペシャリティ）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・スパのヴィーガンメニューなども注文で
きます。

■テラス・カフェ
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。

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。

オーシャニア・クルーズの旅行代金に含まれているもの
●船内でのお食事　●ヴェロ・ウォーターのミネラルウォーター、お茶、ジュース 
などのソフトドリンク（アルコールドリンクは有料）

●マスターバリスタが淹れたilly®のコーヒー、カプチーノ、エスプレッソ、ラテ
●毎日補充されるミニバー（ソフトドリンクのみ）
●基本のチップ（LUSSOツアーにご参加の場合）　●コインランドリーのご利用
● 24時間ルームサービス　●インターネット接続 *1

●アーティストロフトエンリッチメントセンターのご利用 *2

*1：1室1アカウント、1度に1デバイスまで接続
*2：アーティストによる水彩画やスケッチなどのワークショップへの参加

スペシャリティレストランでのお食事
無料（要予約） 
※ラ・レゼルブ・バイ・ワインスペクターおよびプリベーは有料となります。

ディナータイムの座席
オープンシーティング
ドレスコード
カントリークラブ・カジュアル（左ページ参照）
客船の規模（マリーナ、リビエラ）
総トン数：6万6084トン　乗客定員：1250名

5※写真はすべてイメージです。


