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エフェソス遺跡（クシャダス） 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 7（土）

成田空港（22:30発目安）・関西空港
（23:45発目安）より乗継便にてローマへ
〈機内泊〉 

2 8（日）

チビタベッキア（イタリア）  ―／19:00
〈成田発〉

世界遺産  ローマ半日市内観光 *1 *2

（ご昼食付き）　◎コロッセオ
◎ナヴォーナ広場　◎パンテオン 
送迎車にてチビタベッキア港へ

〈関空発〉
午後、ローマ着後、送迎車にて港へ *2

乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船昼

3 9（月）
ポジターノ（イタリア）  08:00／18:00
美しきポジターノ＆ 世界遺産  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観光
〈船内泊〉 船船 船

5 11（水）

バレッタ（マルタ）  08:00／18:00
午前：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：世界遺産  バレッタ旧市街の散策な
どフリータイムをお楽しみください
〈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観光
〈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・サントリーニ島ハイライト観光
〈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／―
アテネとスニオン岬終日観光
（和食のご昼食付き）
● 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）
プラカ地区にてフリータイム
アテネ空港より乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 夕船 昼

11 17（火）成田空港（19:10）・関西空港（17:15）
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

●：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: ローマ中心部での大型バスの交通規制が厳しくなっており、市街
地はほぼ全て徒歩での観光となります。
※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あり
ます。その場合は、外観観光となります。
*2: 関空発では、2日目ローマ空港着後、直接チビタベッキア港へ向か
います。昼食のご用意はありません。また、10日目の夕食のご用意
はありません。
※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。

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、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％

客室タイプ エコノミークラス（成田のみ） ビジネスクラス利用 1人部屋追加代金

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㎡） 1,130,000円 1,480,000円 650,000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㎡） 1,230,000円 1,580,000円 750,000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㎡） 1,330,000円 1,680,000円 800,000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㎡） 1,410,000円 1,760,000円 850,000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。
＊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、前泊または後泊ホテル1泊をご用意します。

■食事条件：【成田】昼2回、夕1回、船23回 【関空】昼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：【成田】TK 【関空】EK

2015年に世界遺産に登録されたばかりの遺跡で、音楽堂や浴場、図書館など当時の生活や神 へ々の信仰の様子が残っています。

旅のみどころ

1. 南イタリアからエーゲ海へ。クルーズならではの行程で、5つの世界遺産を含む魅惑の寄港地を巡ります。

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. 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 11日間

2019年 9/7（土）出発

バレッタが築かれる前のマルタの首都。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」とよばれています。

古都イムディーナ（マルタ島）
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6名様より催行

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。

*2

*2

東京・関空・名駅発着

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

※写真はすべてイメージです。



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。

世界トップレベルの
ゆったり感
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。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。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くつろげます。

フリーシーティングのメインダイニング
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、極上のワインや 
シャンパン、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。テーブルウエ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

さらにペントハウス・スイート
以上の客室では以下の設備や
サービスをご利用いただけます
●お客様のお望みを叶えるパーソナ
ルバトラー
●無料でご利用いただけるiPadやiPod
やiPhoneドッキングステーション
●船上から陸上への電話（コンシェル
ジュ・スイート以上は15分間無料）
●ゲランのバスアメニティ
●客室内に双眼鏡、illy®製エスプレッ
ソメーカー

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
●船内でのお食事
●高級ワイン、プレミアムスピリッツを含むドリンク*1

●オープンバーと毎日補充される客室内のミニバー
●船内でのエンターテインメントや講座
　（カルチャー、ダンス、ヨガなど）
●基本のチップ　●Wi-Fiインターネット接続
●キャニオンランチ・スパクラブ *2　●寄港地ツアー（英語）
*1: 銘柄によっては有料。　*2: トリートメントは有料。

スペシャリティレストランでのお食事
無料（要予約）
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
エレガントカジュアル（リゾートウエア）
※16泊以上のクルーズでは、フォーマルまたはセミフォー
マルがあります。

客船の規模
全長：約2万8000トン～約5万6000トン
乗客定員：約490名～約750名

10 ※写真はすべてイメージです。


