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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  清水寺（京都）

シルバー ･ミューズ
総トン数：4万700トン
乗客定員：596人
乗組員数：411人
初就航：2017年

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1
11（金）

東京  ―／23:00
晴海ふ頭に集合、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船船

2 12（土）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

3 13（日）

大阪  08:00／（停泊）
 清水寺特別拝観と美濃吉本店・

竹茂楼にて京懐石のご夕食
●三十三間堂　●清水寺
〈船内泊〉 船船 船

4 14（月）大阪  ―／14:00
〈船内泊〉 船船 船

5 15（火）

油津  09:00／17:30
 鵜戸神宮と霧島ファクトリー

ガーデン見学（ご昼食付き）
〈船内泊〉 船船 船

6 16（水）

長崎  08:00／19:00
 軍艦島上陸ツアーと史跡料亭花月・

卓袱料理のご昼食 *3

〈船内泊〉 船船 船

7 17（木）

釜山（韓国） 08:00／16:00
 海東龍宮寺と釜山観光

（韓式レストランでのご昼食付き）
●海東龍宮寺　◎釜山タワー
◎国際市場
〈船内泊〉 船船 船

8 18（金）

広島  08:00／19:00
 厳島神社と錦帯橋

（宮島名物あなご飯の昼食付き）
〈船内泊〉 船船 船

9 19（土）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

10 20（日）

清水  08:00／18:00
 三保の松原と久能山東照宮観光

（徳川慶喜公屋敷跡の料亭浮月楼のご昼食）
◎三保の松原　●久能山東照宮（日本 
平ロープウェイ利用）　◎エスパルス 
ドリームプラザにてフリータイム 
〈船内泊〉 船船 船

11 21（月）
東京  08:00／―
晴海ふ頭にて下船、通関手続き、解散
 船

2019年

10 *1

*2

大阪には朝に入港して翌昼まで停泊するので、京都観光へ足を伸ばす時間も充分あります。※オプショナルツアー

シルバー ･ ミューズ
バルコニー付スイートルームで巡る
秋の西日本周遊と韓国クルーズ 11日間

2019年
10/11（金）出発

旅のみどころ

1. シルバーシー・クルーズの最新客船による、2019年ゴールデン
ウィーク初寄港に続く日本発着クルーズ。

2. ベテラン添乗員・嶋田がおすすめする寄港地観光（別料金）をご用意。

2009年から一般の方の上陸が可能となった軍艦島は、2015年には世界
文化遺産として登録され、現在では多くの方が軍艦島を訪れています。
 ※オプショナルツアー

世界遺産  軍艦島（長崎）

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

＊取消料：旅行開始日前日から起算して。90日前～ 46日前＝旅行代金の50％、45日前～ 31日前＝旅行代金の75％、
30日前～当日＝旅行代金の100％、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30回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：16名様

＊国際観光旅客税/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。

客室タイプ

クラシック・ベランダ・ 
スイート

（バルコニー、バスタブ付き 
約36㎡）

スーペリア・ベランダ・ 
スイート

（バルコニー、バスタブ付き 
約36㎡）

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36㎡）

早割第２弾
（5/31 まで）

874,000円
（874,000円）

902,500円
（902,500円）

931,000円
（931,000円）

通常代金 920,000円
（920,000円）

950,000円
（950,000円）

980,000円
（980,000円）

東京港発着

東京東京
清水清水

油津油津

長崎長崎

釜山釜山 大阪大阪広島広島

早割第2弾 催行決定

●：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。
*1: 船内にて遅めの時間帯に、軽食をご用意しております。
*2: 3日目・大阪でのご乗船も可能です。ご予約の際にお申し出くだ
さい。旅行代金は変更ございません。
*3: 軍艦島上陸ツアーは天候等の理由により運行しない場合、軍艦島
ミュージアムにご案内します。

ベテラン添乗員・嶋田がご案内いたします。
世界最高峰と称されるラグジュアリー客船シルバーシー・
クルーズ! その新造船が日本発着クルーズを設定しました。
希少価値あるおススメコースです! 
全室スイートルーム、食通の方も絶
賛の美食と贅沢な船旅を体験してみ
ませんか。至高の“6つ星”最高級客
船で日本の風情ある秋彩の寄港地を
ゆったりとご一緒に巡りましょう。

※写真はすべてイメージです。



※写真はすべてイメージです。

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

●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。

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。バトラーは、荷解きや荷造り、靴
磨き、ルームサービス・手配など、さまざまなご要望に対応。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。

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、船内施設は充
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）

ピアノバー ショーラウンジ

「世界最高峰」と賞されるモナコが拠点の
クルーズライン。「より優雅に」をコンセプ
トに、ゆとりある旅空間とリラクゼーショ
ンを追求しています。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
トラーサービスを全客室で導入。忘れら
れない体験を提供するため、常にオリジ
ナリティあふれる航路を開拓しています。
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※写真はすべてイメージです。

「飲んで、食べて、陽気になる」クルーズライフを彩る食の芸術
「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。シルバー・ミューズとシルバー・スピリットでは、メイ
ンダイニングを設置しないという新しいコンセプトのも
と、8か所のダイニングで幅広い食の選択肢をご提供し
ています。最高峰の技術を誇るシェフが世界中から結
集し、高級食材を贅沢に使って生み出した芸術的な料
理をご堪能ください。

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

■ラ・ダム
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
るフレンチレストラン。

別料金夕（要予約） ■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。オーシャンビュー
を楽しめるアウトドア席もあります。

朝 昼 夕（要予約） ■アトランティード
神話の世界にインスピレーションを
得たレストラン。カニやロブスターな
ど新鮮なシーフードやステーキが楽
しめます。

朝 昼 夕■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するアジ
アン・フュージョン・レストラン。

夕

■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。

夕（要予約）■カイセキ
昼は見た目も繊細な料理、夜は鉄板
焼きが楽しめる日本料理レストラン。
※シルバー・ミューズのみ。シルバー・スピ
リットではアジアンレストラン「セイシン」を
ご用意。

別料金夕（要予約）昼 ■ホット・ロックス
　（プール・グリル）
昼はハンバーガーなどの軽食、夜は
400℃の溶岩上で焼き上げるグリル
料理を提供します。

夕（要予約）昼 ■スパッカナポリ
テイクアウトもできるピザ専門のダイ
ナー。デッキでもお部屋でも、焼き
たてピザが食べられます。

夕昼

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
●船内でのお食事　●アルコールを含むお飲み物*1

●お部屋に用意されたシャンパンやお飲み物（毎日補充）
●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
●基本の船内チップ
●ポートチャージ　●Wi-Fiインターネット接続
*1: ビンテージワインを除く

スペシャリティレストランでのお食事
一部有料・一部要予約 ※上記参照
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
カジュアル／インフォーマル／フォーマル 
※7泊以下のクルーズではフォーマルはなし

客船の規模（探検船は除く）
総トン数：1万7000トン～ 4万トン　乗客定員：約300名～約600名

25


