
32

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

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 21（火）

成田または羽田空港（10:25～ 14:20発
目安）・関西空港（10:25～ 10:30発目安）
より乗継便にてバルセロナへ
着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 22（水）

バルセロナ（スペイン）  ―／17:00
世界遺産  バルセロナ半日観光
（名物パエリアのご昼食付き）
●サグラダファミリア　●グエル公園　
◎カサミラ
送迎車にて港へ、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 昼

3 23（木）

パラモス（スペイン）  08:00／23:00
フィゲラスのダリ劇場美術館（●）観光
（シーフードのご昼食付き）
〈船内泊〉 船船 昼

4 24（金）

セート（フランス）  08:00／17:00
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

5 25（土）

モンテカルロ（モナコ）  08:00／23:00
添乗員が散策へご案内、フリータイムを
お楽しみください
「世界新三大夜景」モンテカルロの夜を
お楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

6 26（日）

トゥーロン（フランス）  08:00／18:00
エクス・アン・プロヴァンスと港町マル
セイユ観光（ブイヤベースのご昼食付き）
●セザンヌのアトリエ　◎ミラボー通り 
◎サンソブール大聖堂　◎マルセイユ旧
港　◎ノートルダム・ド・ラ・ガルド寺院
〈船内泊〉 船船 昼

7 27（月）

アジャクシオ（コルシカ島／フランス）  08:00／18:00
添乗員がアジャクシオ旧市街入口へご案
内、フリータイムをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

8 28（火）

リボルノ（イタリア）  07:00／19:00
世界遺産  フィレンツェ終日観光 *2 *3

●ウフィッツィ美術館    ◎ドゥオモ
〈船内泊〉 船船

9 29（水）

チビタベッキア（イタリア）  07:00／―
世界遺産  ローマ終日観光（ご昼食付き）*4

●バチカン美術館（システィーナ礼拝堂）
◎サンピエトロ大聖堂　◎スペイン広場
送迎車にてローマ市内のホテルへ
〈ホテル泊〉 船 昼

10 30（木）
送迎車にて空港へ
ローマより乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 朝

11 1（金）

成田または羽田空港（08:25～ 18:25目
安）・関西空港（08:45目安）着後、
入国・通関手続き、解散

2020年

4

5

全長3kmにおよぶ城壁と52の塔、コンタル城、サン・ナゼール・バジリカ聖堂など、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・オデッセイ
陽春のコートダジュールとコルシカ島を巡る
春の地中海クルーズ 11日間

世界遺産  カルカソンヌ

6名様より催行東京・関空発着 2020年
4/21（火）出発

＊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5回、船16回 ■最少催行人員：6名様 ■利用予定航空会社：【東京】AF／KL 【関空】AF
／KL／ LH／AY ■利用予定ホテル：【バルセロナ】メリア バルセロナ サリアまたは同等クラス 【ローマ】
レジーナバリオリ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。
*1：V1ベランダ・スイートのベランダは船体の一部で視界が遮られます。
※ビジネスクラス利用の場合、羽田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。ご希望をお申し付
けください。 ※ビジネスクラスのご利用は日本発着の国内線のみとなります。

客室タイプ 東京・関空発着

A オーシャンビュー・スイート
（角、バスタブ付き 25〜27.5㎡） 1,880,000円（500,000円）

V1 ベランダ・スイート
（ベランダ*1、バスタブ付き 32〜34㎡） 1,990,000円（550,000円）

V3 ベランダ・スイート
（ベランダ、バスタブ付き 32〜34㎡） 2,100,000円（650,000円）

V5 ベランダ・スイート
（ベランダ、バスタブ付き 32〜34㎡） 2,200,000円（700,000円）

PH ペントハウス・スイート
（ベランダ、バスタブ付き 約50㎡） 2,500,000円（800,000円）

旅のみどころ

1. 大型客船ではなかなか訪れられない小さな港や珠玉の寄港地を巡ります。

2. 城塞都市カルカソンヌや鬼才ダリの劇場美術館など、魅力的な街や施設へご案内します。

3. 
乗船前はバルセロナでガウディ建築の数々を、下船後は
システィーナ礼拝堂をはじめ、ローマ／バチカンの見どころを
ご堪能いただきます。

ミケランジェロが描いた天井画『最後の審判』をはじめ、シス
ティーナ礼拝堂は多くの美術作品によって装飾されています。

システィーナ礼拝堂

シーボーン・オデッセイ
総トン数：3万2000トン
乗客定員：450名
乗組員数：330名
初就航：2009年

バルセロナバルセロナ

セートセート トゥーロントゥーロン

パラモスパラモス
アジャクシオアジャクシオ

チビタベッキア／
ローマ
チビタベッキア／
ローマ

モンテカルロモンテカルロ

リボルノリボルノ

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。 ビジネスクラス利用
客室タイプと旅行代金

ビジネスクラス利用

●：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
*2: ご昼食はフリータイム時に各自お召し上がりください。
*3: ウフィッツィ美術館では、入場予約をしておりますが、最近の入場
者増に伴い、入場の際、長時間お待ちいただく場合がございます。あ
らかじめご了承ください。
*4: 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、約3時
間徒歩での観光になります。
※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。

※写真はすべてイメージです。



※写真はすべてイメージです。

シーボーン・クルーズ・ライン
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

「あなたの休暇が素敵なものになるよう
に」という思いを込めて、お客様の好
みに沿ったパーソナルなサービスを提
供します。乗船時のウェルカムシャン
パンから始まり、美食メニューの数々、
メインダイニングやサブレストランも充
実しています。客室は全室海側のスイー
ト。お部屋でメインダイニングのコース
料理を味わえる「イン・スイート・ダイニ
ング」にも対応。ラグジュアリーの神髄
をぜひご体験ください。お客様1.4名 
に対して1名の乗組員という割合で、
さらに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。

■ザ・レストラン
フリーシーティン
グのメインダイニ
ング。お好きな時
間にお好きな方と
コース料理が楽し
めます。2名席も
ご用意。

■コロネード
朝食・昼食はビュッ
フェ式、夕食時に
は毎晩テーマが変
わるユニークなレ
ストラン。気持ち
のよいテラス席も
どうぞ。

キャビア・イン・ザ・サーフ
シーボーン・クルーズの船で
は、キャビアも追加代金な
しでいただけます。コース
によっては、ビーチでウェ
イターたちがキャビアとシャ
ンパンをご用意する伝統の
「キャビア・イン・ザ・サーフ」
を体験することもできます。

■ザ・グリル by トーマス・ケラー
アメリカンスタイ
ルのグリルレスト
ラン、ザ・グリル
では、多種ステー
キメニュー、ロブ
スターテルミドー
ルなどを提供。 
※要予約

■スシ（Sushi）
日本から直送の
新鮮なネタが楽し
める寿司レストラ
ン。ランチには、
３種のお弁当もご
用意いたします。 
〈オベーション、ア
ンコールのみ〉

■ザ・パティオ
プールサイドのカ
ジュアルダイニン
グ。潮風に吹かれ
ながらグリル料理
やできたてのピザ
などをお楽しみく
ださい。

（イメージ）

最高の旅には最高の食を！キャビアとシャンパンもお好きなだけ
パリに本部を持つ美食団体「ラ・シェーヌ・デ・ロティスール協会」の会員でもあるシーボーンは、美食や美酒も自慢です。アメリカの2つのレストランでミシュ
ラン3つ星を獲得した、トーマス・ケラー氏が上質な食材の仕入れからこだわり、前菜からデザートまで監修。洋上でも3つ星の味が堪能できます。

シーボーン・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

●24時間のルームサービス
●ウェルカムシャンパン
●客室のミニバー、フルーツバスケットなど
●船内エンターテインメント、アクティビティ
●日程表に記載された無料特別プログラム
●基本のチップ
 *1：一部特別銘柄を除く

スペシャリティレストランでのお食事
無料（一部要予約）
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
カジュアル／エレガントカジュアル／
フォーマル
客船の規模
全長：3万2000トン～約4万トン
乗客定員：約450名～約600名

お好きなリカーやドリンク、お名前入りの
便箋などを客室にご用意。アメニティは
英国御用達のモルトン・ブラウンを使用。
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