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ラグジュアリークラスの添乗員同行クルーズツアー

LUSSO vol.18
2019 年 12月 〜 2020 年 10月

◆ ラグジュアリー客船を基本とした上質で優雅なクルーズ　　◆ 船旅専門のベテラン添乗員が全コース同行

◆ 最少催行人数6名様からのコースもご用意　　◆ 少人数で催行されるプライベートなツアー

◆ 地中海、エーゲ海、アドリア海、バルト海、アメリカ・カナダ、アジア～全23コース



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

　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20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。コースも各エリアのベストシー
ズンを選び、そのクルーズに最適な飛行機やホテルをセット。
少人数のお客様にベテラン添乗員が同行するので、クルーズが
初めての方には安心のサポートを、そして船旅愛好家の方には
プライベート感のあるクルーズツアーをご提供します。
　LUSSOがご用意しました2019年12月～ 2020年10月まで
の、上質で優雅なクルーズの旅へぜひご参加ください。

 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

表紙：シドニーを航行するシーボーン・クエスト
※写真はすべてイメージです。
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ザ・リッツ
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ヨット
コレクション

4 ザ・リッツカールトン・ヨットコレクション紹介

ザ・リッツカールトン・
ヨットコレクション 5

キール運河通航! アムステルダムから
コペンハーゲン バルト海クルーズ 13日間 2020年

7月20日
東京・関空・
中部

シルバーシー・
クルーズ

6・7 シルバーシー・クルーズ紹介

シルバー・ミューズ 8
  ニューカレドニア・フィジーを巡る
 南太平洋・楽園クルーズ 17日間 2020年

2月17日 羽田

シルバー・スピリット 9
フランス・イタリアの中世の面影残る古都や
魅惑のリゾート地を訪れる 陽光の地中海クルーズ 11日間 2020年

6月3日 東京・関空

シルバー・スピリット 10
メルヘンの北欧の街を巡る 夏のバルト海クルーズ／
サンクトペテルブルクに2連泊! 琥珀の美しいバルト海クルーズ 10・11日間

2020年
8月2日／
8月26日

東京・関空

シルバー・ムーン 11 絶景を堪能! 人気のアドリア海・エーゲ海クルーズ 14日間 2020年
10月1日

東京・関空・
名駅

クリスタル・
クルーズ

12・13 クリスタル・クルーズ紹介

クリスタル・シンフォニー 14
香港からベトナム・タイ・カンボジア・シンガポールへ
世界最高峰の客船で巡るアジアクルーズ 15日間 2020年

3月31日 東京・関空

クリスタル・シンフォニー 15
世界遺産モンサンミッシェルと月の港ボルドーや
ワインの名産地を巡る地中海クルーズ 18日間 2020年

8月17日
東京・関空・
名駅

クリスタル・セレニティ 16 春の地中海クルーズ 10日間 2020年
4月20日 東京

クリスタル・セレニティ 17
スペインを満喫! 人気のバルセロナに停泊・
陽光の地中海クルーズ 9日間 2020年

4月26日 東京

オーシャニア
クルーズ

18・19 オーシャニアクルーズ紹介

リビエラ 20
GW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月28日 東京

マリーナ 21
コペンハーゲンからストックホルムを巡る
魅惑の北欧・バルト海クルーズ 14日間 2020年

6月25日 成田

ノーティカ 22 美しいギリシャの島々を巡るエーゲ海クルーズ 12日間 2020年
10月28日

東京・関空・
名駅

リビエラ 23 ヨーロッパの美しい村を訪れる地中海6か国クルーズ 17日間 2020年
10月14日

東京・関空・
名駅

シーボーン・
クルーズ・
ライン

24 シーボーン・クルーズ・ライン紹介

シーボーン・クエスト 25
赤毛のアンゆかりの地めぐりと
秋のカナダ・ニューイングランドクルーズ 16日間 2020年

10月2日 東京

シーボーン・オデッセイ 26
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 2020年

4月21日 東京・関空

シーボーン・オデッセイ 27
アテネから巡る ターコイズブルーに煌めく
地中海クルーズ 11日間 2020年

5月14日 東京・中部

ポール・
ゴーギャン・
クルーズ

28 ポール・ゴーギャン・クルーズ紹介

ポール・ゴーギャン 29  
ブルーラグーンが美しいタヒチ・ボラボラ島を巡る

  フレンチポリネシアクルーズ 10日間

2019年
12/14・
2020年

2/8・7/11・
10/31

成田

シークラウド・
クルーズ

30 シークラウド・クルーズ紹介

シークラウドⅡ 31
GW煌めくリビエラ沿岸を巡る
フランスとイタリアのクルーズ 11日間 2020年

4月24日 東京

シークラウドⅡ 32
  フランスの美しい港町を巡る
  地中海ショートクルーズ 7日間 2020年

9月6日 東京

リージェント
セブンシーズ
クルーズ

33 リージェント セブンシーズ クルーズ紹介

セブンシーズ エクスプローラー 34
GWスペシャル リスボン停泊! バルセロナからグラナダ・
カサブランカを巡るジブラルタル海峡クルーズ 11日間 2020年

4月25日
東京・関空・
名駅

セブンシーズ スプレンダー 35
F1グランプリ決勝日のモナコに寄港! 初夏のフランス・
イタリア・スペインの人気のリゾート地を巡るクルーズ 11日間 2020年

5月19日
東京・関空・
名駅

セブンシーズ マリナー 36  煌めくアメリカ西海岸と
 メキシカンリビエラクルーズ 10日間 2020年

10月5日 成田

2 LUSSOのこだわりポイント

3 LUSSO説明書

37 ご旅行条件／ホテルリスト／航空会社

裏表紙 説明会開催のお知らせ／ LUSSO専用ダイヤルのご案内／キャンセルサポートのご案内

※写真はすべてイメージです。



のこだわりポイント

デラックスホテルや
名門ホテルを厳選しました。2

クルーズの前泊、後泊で宿泊するホテルは、その都市を代表する名
門ホテルなど、上質なサービスで定評あるホテルを厳選。

出発前には同行添乗員が
「ご挨拶コール」をします。10

ご出発の2～5日前頃に、同行する添乗員がご挨拶のお電話をいた
します。ご質問などがありましたら、丁寧にお答えいたします。

同行するのは船旅専門の
ベテラン添乗員です。4

クルーズ経験豊富なベテラン添乗員が同行し、船内新聞やメニュー
の日本語訳をご用意するほか、船内生活や寄港地観光のアドバイ
スをいたします。

代表的な寄港地ツアーには
添乗員も同行いたします。5

各寄港地では、個人で自由に過ごすことも寄港地ツアーに参加す
ることもできます。主な寄港地ツアーには添乗員が同行します。

プライベート・パーティーへ
ご招待いたします。13

船上では、LUSSOのツアーに参加の方だけのプライベート・パー
ティーを開催いたします。カクテルや親睦をお楽しみください。

ガイディングレシーバーで
快適なご案内をします。6

添乗員同行の寄港地ツアーでは、ガイドの話が聞き取り
やすいガイディングレシーバーを使用します。少し離れ
たところでも聞き取れるので安心です。（タヒチを除く）

※一部ポーターがいない場所はご自身でお持ちいただくことがあります。

安心で身軽な
ポーターサービス。14

現地空港やホテルにて、大きなお荷物はポーターがお預かりします
ので、ご自分で運ぶ必要はありません。

無料往復宅配サービスで
らくらくご出発。7

ご自宅から成田または羽田空港・関西空港まで、スーツケース（お1
人様1個）の宅配を往復無料にてご利用いただけます。

ビジネスクラス
利用の方への特典16

成田または羽田空港・関西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。ゆとりある日程で安心してご参加いただけます。

少人数で催行される
プライベートなツアー。3

LUSSOのツアーは催行人数が6～12名様という少人数。最大でも10～
20名様までですのでサービスが行き届き、プライベート感があります。

上質なクルーズ客船で
優雅な船の旅を。1

リラックスと非日常を楽しめる、ラグジュアリー客船を基本とし、
サービスレベルの高い客船をセレクトしました。

ご出発前の不安を解消する
「最終説明会」を開催。9

ご出発約1か月前に、ツアーの旅程や寄港地、船についての説明会
があるため、不安なく旅の準備をすることができます。

お誕生日、記念日などの
お祝いをいたします。12

クルーズ中、お誕生日や結婚記念日をお迎えになる方、または金・
銀婚式、退職など記念のクルーズの方にはケーキなどでお祝いさせ
ていただきます。※記念日については事前にスタッフへお申し出ください。

「フォーマル・ポートレート」、
旅の記念写真をプレゼント。11

旅の思い出に、船上での記念写真を1
組様1枚差し上げます。カメラマン
が乗船しない船では添乗員撮影のス
ナップ写真となります。

※イメージ ©Elnur

LUSSOオリジナルの荷物タグと
パスホルダーをプレゼント。8

船で身分証明書や客室のカギとなる
「クルーズ・カード」を首から下げるこ
とができる「パスホルダー」と特製本
革荷物タグをプレゼントします。

＊対象区間は日本発着の国際線区間の往復となります。＊並び席の配列指定や通路側・窓側
のご希望はお伺いできません。＊事前に座席番号をお伝えすることはできません。＊２～４名
の並び席の組み合わせとなります。５名以上のグループのお客様は２グループに分かれていた
だくこととなり、２～４名様の組み合わせでの配席となります。＊オーバーブッキングやフライ
トキャンセルなど、航空会社側の事由に基づき当初の予定にない振替便となった場合は、並
び席とならない場合があります。＊同じコースに同時予約のお客様で、当日指定の集合時刻に
ご集合いただいた場合に限ります。＊隣席保証はご出発日の１か月前までの予約の場合に限り
ます。＊お客様のご意思により並び席を希望されない場合、本サービスに対するご返金はござ
いません。＊万が一離れた座席となった場合は、ご旅行代金より１万円をご返金いたします。

航空機では「並び席」で。15
往復の国際線で「並び席」をご用意いたします。*

座席配列が
３-３-３
の場合
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エコノミークラス

2 ※写真はすべてイメージです。



 LUSSOが提案するラグジュアリーな
クルーズの説明書

LUSSOのツアーは少し特別です。
価値あるクルーズ休暇をお愉しみいただくために、
私たちスタッフがこだわり抜いた旅のポイントを紹介します。

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

世界のラグジュアリー客船を厳選
　客船は大きく「カジュアル」「プレミアム」「ラグジュアリー」という３つの
カテゴリーに分けられます。LUSSOのツアーは基本的にラグジュアリー・
クラスの船を利用したものです。その共通点は、１～６万トン前後と小
～中型船で乗客定員が抑え目なこと、そして乗客定員に対して乗組員
は限りなく１：１（１人のお客様に対して１名のクルーという割合）に近
く、サービスの質が高いことです。

洗練されたホスピタリティーを愉しむ
　ラグジュアリー客船のスタッフは、高いホスピタリティー教育を受け
たプロ中のプロ。乗客の皆様の休暇をよりよいものにするためにどん
な努力も惜しみません。ただ身を任せ、ご自分のために、リラックスし
て快適にお過ごしください。ストレスフリーな洋上の我が家に滞在し
つつ、素晴らしい寄港地をめぐるのがLUSSOの旅の醍醐味です。

旅に華やかさを添える、洋上の美食
　旅にとって食は欠かせないもの。クルーズライフをより華やかなも
のにするグルメにも、LUSSOはこだわります。毎食ゆったりした空間で、
新鮮で上質なお食事の数々をお召し上がりください。客船によって、
NOBUこと松久信幸プロデュースの創作和食レストラン、多くのフラン
ス首脳のプライベートシェフをつとめた名シェフが監修するメニューな
ど趣向を凝らした料理をご用意しております。

豪華なだけでなくユニークな旅もご用意
　LUSSOでは、「ラグジュアリー・クラス」ではない船、例えば、リバーク
ルーズなどを利用したツアーをご紹介することもあります。なぜな
らリバークルーズは外洋船とはひと味違い、両岸に流れる景色や街並
み、人々の生活の様子を垣間見ることができるからです。LUSSOは、
このようなクルーズも、豊かな船旅の形としてご提案しております。

アルコールも無料。チップの
支払いなしのリラックス・ライフ
　通常のクルーズ客船ではアルコール代やチップはク
ルーズ料金とは別に支払いますが、ラグジュアリー客船
はすべてを料金に含めた「オールインクルーシブ」のシス
テムです（※）。ワインを頼む度に伝票にサインしたり、
チップを計算したりする煩わしさはありません。お好み
のままにリラックスしたクルーズをお楽しみください。

ご希望に合わせて
カスタマイズも可能です
　LUSSOのツアーは価値あるクルーズを、最適な行程と価格で提供
するものです。しかし、価格や効率を追求するだけではお客様に本
当の贅沢を提供することはできません。私たちはお客様の自由度を
高め、ちょっとしたわがままもかなえられる旅をご提案したいと考
えています。ご要望はどんなものでも、お気軽にお申し出ください。

● 地方空港発で現地合流したい
● 飛行機はマイレージで手配できるので、クルーズの部分だけ参加したい
● この寄港地では行きたい所があるので車とガイドを手配してほしい
● クルーズの後、○○に滞在してから帰国したい、
　ホテルのアップグレードをしたい
● 設定のないオーナーズ・スイートに泊まりたい

このようなご希望についても、行程、手段、費用等も含め、すみやかにご
提案差し上げます。クルーズ専門旅行会社ならではの経験豊富なス
タッフがあなたの旅を豊かにカスタマイズし、満足のいく思い出創りを
お手伝いしております。

※クリスタル・クルーズ／ザ・リッツカールトン・ヨットコレクション／
シークラウド・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／リージェント セブンシーズ クルーズ／ポール・ゴー
ギャン・クルーズが対象となります。

3※写真はすべてイメージです。



ザ・リッツカールトン・ヨットコレクション
ラグジュアリーホテルのトップブランドから 2020年にデビューするクルーズ

ラグジュアリーなリゾートホテルライフとヨットコレ
クションの自由なバケーションを組み合わせた今
までにない船旅のスタイルが誕生。格式高いサー
ビスと厳選された寄港地でこれまでにないクルー
ズ体験をお楽しみいただけるでしょう。

ザ・リッツカールトン・ヨットコレクション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　●基本のチップ
●24時間ルームサービス　●ジム、プールの利用
●Wi-Fiインターネット接続　●専用のパーソナルアシスタント
*1: スペシャリティレストラン、特定銘柄のアルコールは除く。

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
ヨットカジュアル
客船の規模
総トン数：2万6500トン　乗客定員：298名

ザ・リッツ・カールトンがデザインする
洋上のダイニング
ミシュラン3つ星に選ばれたザ・リッツ・カールトンヴォルフスブ
ルクのレストラン「アクア」のスターシェフ、スヴェン・エヴァ̶
フィールド氏が手掛けるスペシャリティレストラン「S.E.A.」（有
料・要予約）や、ヨットスタイルにふさわしいアルフレスコスタ
イル、フレンチ、アジアなど、多彩な食をご用意しています。

最先端のプライベートヨットをイメージして
デザインしたスタイリッシュな空間
お客様が豪華クルーザーのオーナーであるかのようなヨットスタイルの船旅で 
贅沢かつプライベート感覚あふれる、最先端のクルーズへお誘いします。

全室テラス付のスイート仕様。6つのタイプからお選びいただけます。
■オーナーズスイート　■ロフトスイート　■ビュースイート

テラススイート シグネチャースイート グランドスイート

4 ※写真はすべてイメージです。



5

アムステルダム（オランダ） 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 20（月）

成田または羽田空港・関西空港・中部
空港より、乗継便でアムステルダムへ
着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 21（火）

アムステルダム（オランダ）  ―／21:00
アムステルダム観光
●国立美術館　●ダイヤモンド工場
観光後、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 昼

3 22（水）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

4 23（木）

ハンブルク（ドイツ）  08:00／23:00
ハンブルク半日市内観光（ご昼食付）
◎市庁舎　◎ニコライ教会跡　◎倉庫街
〈船内泊〉 船船 昼

5 24（金）キール運河通航〈船内泊〉 船船 船

6 25（土）

トラフェミュンデ（ドイツ）  08:00／（停泊）
リューベック終日観光（ご昼食付）
●マリエン教会　◎市庁舎
◎ホルステン門
〈船内泊〉 船船 昼

7 26（日）
トラフェミュンデ（ドイツ）  ―／16:00
船主催のオプショナルツアーやフリータイム
〈船内泊〉 船船 船

8 27（月）
カールスクルーナ *1（スウェーデン）  09:00／18:00
船主催のオプショナルツアーやフリータイム
〈船内泊〉 船船 船

9 28（火）

ビスビー／ゴットランド島（スウェーデン）08:00／18:00
 ビスビー半日観光

●サンタマリア大聖堂　◎セント・クレ
メンス教会の廃墟
〈船内泊〉 船船 船

10 29（水）

ボーンホルム島（デンマーク）  12:00／22:00
ボーンホルム半日観光
◎円形教会　◎ハマスフース城址
〈船内泊〉 船船 船

11 30（木）
コペンハーゲン（デンマーク）  07:00／―
下船後、市内観光の後ホテルへ
〈ホテル泊〉 夕船 昼

12 31（金）
送迎車にて、空港へ、乗継便にて帰国
の途へ
〈機内泊〉 朝

13 1（土）
成田または羽田空港・関西空港・中部
空港着後、入国・通関手続き、解散

2020年
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総トン数：2万6500トン
乗客定員：298名
乗組員数：246名
初就航：2020年

ザ・リッツカールトン・
ヨットコレクション

世界遺産に登録されているリューベックの旧市街。「ハンザの女
王」と呼ばれるほど美しい旧市街に向かうと、街のシンボル「ホル
ステン門」があります。

アムステルダム
ハンブルク
トラフェミュンデ

ボーンホルム島

カールスクルーナ ビスビー

コペンハーゲン

運河が市内を網の目のように広がり、「北のベニス」とも呼ばれています。

旅のみどころ

1. 
高級ホテルで初 ! 世界に名だたるラグジュアリーホテル
ブランド、リッツカールトンがクルーズ事業に参入 ! 2020年に
待望のクルーズ客船ヨットコレクションが登場します。

2. 
リッツカールトンブランドが称賛される理由である、
極上の快適さと比類ない個人特化型サービスを反映した
船上体験や、まるでプライベートヨットのような旅を
提供すべく設計されています。

ザ・リッツカールトン・ヨットコレクション
キール運河通航！ アムステルダムから
コペンハーゲン バルト海クルーズ 13日間

世界遺産  リューベック（ドイツ）

ビジネスクラス利用東京・関空・中部発着 2020年
7/20（月）出発

6名様より催行

©jordache

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
：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。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等により、入場不可となる場合がご
ざいます。その場合は、外観からご覧いただきます。
*1: テンダーボートでの上陸となります。

旧港ニューハウン
沿いにはカフェや
レストランや500
年の歴史ある切
妻造りの建物が
並びます。

コペンハーゲン
（デンマーク）

©cmfotoworks

＊取消料：催行決定後 30,000円、旅行開始日の前日から起算して、120～91日前＝旅行代金の12.5％、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％

＊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国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。

■食事条件：朝2回、昼4回、夕1回、船24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：【東京】KL／SK／AY 【大阪】KL／AY 【中部】AY ■利用予定ホテル：【アムステルダム】アム
ステルダム・マリオットまたは同等クラス 【コペンハーゲン】サンクト・ペトリまたは同等クラス

客室タイプ
テラススイート

（テラス、シャワー付き 
約35㎡）

シグネチャースイート
（テラス、バスタブ付き 

約53㎡）

グランドスイート
（テラス、バスタブ付き 

約69㎡）

ビュースイート
（テラス、バスタブ付き 

約61～67㎡）

ビジネス
クラス利用

2,400,000円
（1,050,000円）

3,050,000円
（1,650,000円）

3,450,000円
（2,000,000円）

3,900,000円
（2,300,000円）

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 ビジネスクラス利用 （東京・関空・中部発着共通）
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※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） シャンパンのサービス 厳選されたアメニティ

ピアノバー プールデッキ

「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。

6 ※写真はすべてイメージです。
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「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

その他にも、ハンバーガーなどの軽食や日本食、アジアン・フュージョン・レストランに焼きたてピザが食べられるレストラン等、気分に合わせ幅広い選択肢をご提
供しております。　※客船によって船内施設は異なります。

■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） ■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

■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）
■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）

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

※写真はすべてイメージです。
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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

リフー島（ニューカレドニア）

●：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。
★オーストラリアに入国するには電子査証（ETAS）が必要となります。
クルーズプラネットでは申請代行を受け付けております。詳細はお
問い合わせください。

手つかずの自然が残り、ウミガメも産卵に訪れるほど透明度の高い美しい海。テンダーボートで降りたところから徒歩圏内にシュノーケ
リングスポットがあります。

シルバー ･ ミューズ
ニューカレドニア・フィジーを巡る
南太平洋・楽園クルーズ 17日間

2020年
2/17（月）出発

旅のみどころ

1. 
シルバーシー・クルーズのフラッグシップで航く南太平洋
クルーズ。寒い日本を抜け出して、ニューカレドニア、バヌアツ、
フィジーを巡ります。

2. エメラルドグリーンのラグーンとどこまでも続くコバルトブルーの海、白い砂浜の絶景をお楽しみください。

ニューカレドニアの首都で最大の街。パステルカラーのビルやコ
ロニアル調の家並みが続き、植民地時代の面影も残っています。

ヌーメア（ニューカレドニア）

シドニーシドニー

ヌーメアヌーメア
イルデパンイルデパン

リフー島リフー島

ポートヴィラポートヴィラ ラウトカラウトカ

サブサブサブサブ

ドラブニ島ドラブニ島

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 17（月）

羽田空港（22:20発）より ANA879直行便
にてシドニーへ
〈機内泊〉 

2 18（火）

シドニー（オーストラリア）  ―／18:00
着後（09:55）、
シドニー市内半日観光
◎オペラハウス　○ハーバーブリッジ
◎ミセスマッコリーズポイント　
送迎車にて港へ、乗船手続き
〈船内泊〉 船船

3

～

4

19
20

（水）

（木）
終日クルーズ
〈船内泊〉 船船 船

5 21（金）

イルデパン（ニューカレドニア）12:00／19:00
船会社主催オプショナルツアーやフリー
タイムをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

6 22（土）

リフー島（ニューカレドニア）08:00／17:00
船会社主催オプショナルツアーやフリー
タイムをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

7 23（日）
ポートヴィラ（バヌアツ）08:00／18:00

 エファテ島自然・文化観光
〈船内泊〉 船船 船

8 24（月）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

9 25（火）

ラウトカ（フィジー）08:00／18:00
船会社主催オプショナルツアーやフリー
タイムをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

10 26（水）

サブサブ（フィジー）08:00／18:00
船会社主催オプショナルツアーやフリー
タイムをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

11 27（木）

ドラブニ島（フィジー）08:00／14:00
エメラルドグリーンのラグーンと純白の
ビーチでフリータイムをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

12 28（金）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

13 29（土）

ヌーメア（ニューカレドニア）08:00／14:00
 ヌーメア観光とニューカレドニアの

文化、フランスワイン
〈船内泊〉 船船 船

14

～

15

1
2
（日）

（月）

終日クルーズ

〈船内泊〉 船船 船

16 3（火）

シドニー（オーストラリア）  08:00／―
下船後、世界遺産  ブルーマウンテンズ観光
◎ブルーマウンテンズ
◎シーニックワールド乗物乗車
◎エコーポイント展望台　◎ルーラ散策
送迎車にてシドニー空港へ、ANA880
直行便（21:30発）にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船 昼

17 4（水）羽田空港（05:05）着後、
入国・通関手続き、解散

2020年

2

3

羽田発着

～
～

便利な国内線もご用意利用

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、90～ 61日前＝旅行代金の12.5％、
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：昼1回、船42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：NH

＊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。
※本コースは、羽田空港に夜集合、早朝解散となるため、LUSSO特典の前泊
または後泊のホテルご用意はございません。

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金

客室タイプ

クラシック・ベランダ・ 
スイート

（ベランダ、バスタブ付き 
約36㎡）

スーペリア・ベランダ・ 
スイート

（ベランダ、バスタブ付き 
約36㎡）

デラックス・ベランダ・ 
スイート

（ベランダ、バスタブ付き 
約36㎡）

エコノミー
クラス利用  

催行
決定 1,120,000円 1,200,000円 1,250,000円

ビジネス
クラス利用  

催行
決定 1,190,000円 1,270,000円 1,320,000円

1人部屋
追加代金（共通） 450,000円 500,000円 550,000円

※国際線発着時刻より、24時間以内に接続する国内線に限ります。そのほかにも注意事項がございます。詳細はお問い合わせください。

全国各地から羽田まで　追加代金 10,000円 【往復】（1名あたり）旅行代金 ＋ でご参加可能！

総トン数：4万700トン
乗客定員：596名
乗組員数：411名　初就航：2017年

シルバー・ミューズ

※写真はすべてイメージです。
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ポルトフィーノ（イタリア） 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 3（水）

成田または羽田空港・関西空港より
乗継便にてバルセロナへ
到着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 4（木）

バルセロナ（スペイン）  ―／19:00
モンセラート観光
観光後、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 昼

3 5（金）

バンドル（フランス）09:00／18:00
添乗員が街の散策へご案内
フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

4 6（土）

モンテカルロ（モナコ）08:00／23:00
モンテカルロ半日観光（ご昼食付）
◎モナコ大聖堂　◎グランカジノ
◎モナコ大公宮殿 
午後：フリータイム
〈船内泊〉 船船 昼

5 7（日）

リボルノ（イタリア）08:00／23:00
ワインテイスティング＆トスカーナの
田舎観光（ご昼食付）
◎ 世界遺産  サンジミニャーノ
〈船内泊〉 船船 昼

6 8（月）
ポルトフィーノ（イタリア）08:00／23:00
添乗員が街の散策へご案内
〈船内泊〉 船船 船

7 9（火）
リル・ルッス（コルシカ島／フランス）08:00／18:00
リル・ルッス半日観光
〈船内泊〉 船船 船

8 10（水）

オルビア（サルディーニャ島／イタリア）08:00／18:00
サルディーニャ・オルビア半日観光
午後：フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

9 11（木）

チビタベッキア（イタリア）  07:00／―
ローマ半日市内観光
●ヴァチカン美術館　●サンピエトロ寺院
◎トレビの泉　スペイン広場で自由散策
〈ホテル泊〉 夕船 昼

10 12（金）ローマ空港より乗継便にて帰国の途へ〈機内泊〉 朝

11 13（土）成田または羽田空港・関西空港着後、
入国・通関手続き、解散

2020年

シルバー ･ スピリット
総トン数：3万9519トン
乗客定員：608名
乗組員数：412名
就航年：2009年（2018年改装）

●：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
※教会等の宗教施設は、宗教行事等により、入場不可となる場合がご
ざいます。その場合は、外観からご覧いただきます。

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、90～61日前＝旅行代金の12.5％、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％

6

小さな港を取り囲むようにパステルカラーのレストランやカフェ、ブティックなどが建ち並ぶ、イタリア有数の高級リゾート地です。

シルバー ･ スピリット
フランス・イタリアの中世の面影残る古都や魅惑の
リゾート地を訪れる 陽光の地中海クルーズ 11日間

2020年
6/3（水）出発

中世に貴族が富と権力のシンボルとして建てた塔が、現在も14
本残る世界遺産の街。ワインやオリーブオイルの産地としても
名高いです。

世界遺産  サンジミニャーノ
（イタリア）モンテカルロ

リボルノリボルノ

チビタベッキアチビタベッキア

バルセロナバルセロナ

バンドルバンドル

リル・ルッスリル・ルッス

オルビアオルビア

ポルトフィーノポルトフィーノ

■食事：朝2回、昼4回、夕1回、船18回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人数：8名様 ■利用予定航
空会社：【東京】AZ／AF／KL／ LH 【関空】KL／AF／AY／ LH ■利用予定ホテル：【バルセロナ】エル・パレ
スまたは同等クラス【ローマ】グランドホテル・パレスまたは同等クラス

＊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: 一部、ウォークインシャワーのお部屋（バスタブなし）がございます。
※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国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。

旅のみどころ

1. 2018年に改装したばかりのシルバー・スピリットで巡る地中海
クルーズ。

2. 
スペイン、フランス、イタリアの人気の寄港地を巡りながら、
仏コートダジュールや伊リビエラの珠玉の街々も訪れます。
たっぷりの寄港地時間を利用してオプショナルツアーで
お出かけしたり、ゆとりの船内でのんびりお過ごしください。

3. 夜遅い出港のモンテカルロでは、世界新三大夜景と謳われた絶景を、船上からご覧いただけます。

東京・関空発着

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

客室タイプ ビスタ・スイート
（角窓、バスタブ付き  約29㎡）

パノラマ・スイート*1
（大窓、バスタブ付き 約31㎡）

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35㎡）

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35㎡）

デラックス・
ベランダ・スイート*1

（バルコニー、バスタブ付き 約35㎡）

エコノミークラス
利用（東京）

1,148,000円
（250,000円）

1,198,000円
（290,000円）

1,248,000円
（350,000円）

1,318,000円
（360,000円）

1,348,000円
（380,000円）

エコノミークラス
利用（関空）

1,168,000円
（250,000円）

1,218,000円
（290,000円）

1,268,000円
（350,000円）

1,338,000円
（360,000円）

1,368,000円
（380,000円）

ビジネスクラス利用追加代金：東京…400,000円　関空…330,000円

※写真はすべてイメージです。
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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

●：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
※教会等の宗教施設は、宗教行事等により、入場不可となる場合がございます。その場合は、外観から
ご覧いただきます。
：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: ご昼食は、遅めの時間帯となり、ビュッフェにてご用意しております。
*2: 下船される際に必要なロシア査証を弊社にて事前取得をさせていただきます。詳細は後日お
知らせいたします。
*3: 4日目、5日目は観光の順番を変更してご案内する場合がございます。また、船会社主催のオ
プショナルツアー（混乗車）となる場合がございます。　*4:  観光内容は8/2発と同じです。
＊取消料：旅行開始日前日から起算して、90～61日前＝旅行代金の12.5％、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：【8/2発】朝1回、昼2回、船19回 【8/26発】朝2回、昼3回、船19回 ■添乗員：同
行いたします ■最少催行人数：10名様 ■利用予定航空会社：【東京】AF／KL／AZ／LH
／AY／BA／ LX／SK／ JL／NH 【関空】AY／AF／KL／ LH ■利用予定ホテル：【ストッ
クホルム】シェラトンストックホルムまたは同等クラス 【コペンハーゲン】サンクト・ペ
トリまたは同等クラス

世界遺産  ピョートル大帝の夏の宮殿の庭園（ロシア）

夏期限定で公開される噴水が見どころ。美しく整備された庭園には、大小様 な々噴水や金箔の像が立ち並びます。

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。（東京・関空発着共通）
客室タイプと旅行代金

客室タイプ 8/2（日）出発 8/26（水）出発
ビスタ・スイート

（角窓、バスタブ付き 約29㎡）
948,000円
（250,000円）

978,000円
（270,000円）

パノラマ・スイート*5
（大窓、バスタブ付き 約31㎡）

978,000円
（270,000円）

1,018,000円
（280,000円）

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35㎡）

1,048,000円
（300,000円）

1,098,000円
（300,000円）

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35㎡）

1,098,000円
（300,000円）

1,148,000円
（340,000円）

デラックス・ベランダ・スイート*5
（バルコニー、バスタブ付き 約35㎡）

1,148,000円
（350,000円）

1,198,000円
（350,000円）

ビジネスクラス利用追加代金 380,000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国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊
ご用意いたします。　*5: 一部、ウォークインシャワーのお部屋（バスタブなし）がございます。

旅のみどころ

1. シルバーシー・クルーズだからこその醍醐味 !
サンクトペテルブルクの街の近くに停泊します!

2. ヘルシンキでは、美しい島スオメンリンナ島へ！

東京・関空発着 シルバー ･ スピリット
2020年 8/2（日）出発  メルヘンの北欧の街を
巡る 夏のバルト海クルーズ 10日間
2020年 8/26（水）出発  サンクトペテルブルクに
2連泊！ 琥珀の美しいバルト海クルーズ11日間

コペンハーゲン

ストックホルム

ヘルシンキ

タリン

サンクトペテルブルク

コペンハーゲン

ストックホルム

ヘルシンキ

タリン

サンクトペテルブルク
ヴィスビー

8/2出発 8/26出発

8/2出発  旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 2（日）

成田または羽田空港（10:25～ 11:10発目安）・関西空港
（09:30～ 10:45発）より、乗継便にてストックホルムへ
着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 3（月）

ストックホルム（スウェーデン）  ―／17:45
ストックホルム半日観光　●市庁舎（黄金の間）
◎ガムラスタン　送迎車にて港へ、乗船手続き
〈船内泊〉 船朝 船

3 4（火）

タリン（エストニア）10:00／17:30
 世界遺産  タリン半日観光

◎アレクサンドルネフスキー聖堂　◎展望台　◎旧市街
〈船内泊〉 船船 船

4 5（水）

サンクトペテルブルク（ロシア）  07:00／（停泊）
世界遺産  ピョートル大帝の夏の宮殿の庭園（●）と
エカテリーナ宮殿終日観光（●）*2 *3

〈船内泊〉 船船 昼

5 6（木）
サンクトペテルブルク（ロシア）  ―／18:00
世界遺産  エルミタージュ美術館（●）半日観光 *2 *3

〈船内泊〉 船船 船

6 7（金）
ヘルシンキ（フィンランド）08:00／16:00
●スオメンリンナの要塞観光（ご昼食付） ※フェリー利用予定
〈船内泊〉 船船 昼

7 8（土）
ヴィスビー（スウェーデン）13:00／19:00

 ヴィスビー市内観光
〈船内泊〉 船船 船

8 9（日）

コペンハーゲン（デンマーク）  14:00／（停泊）
コペンハーゲン半日観光　◎人魚姫の像
◎ゲフィオンの泉　◎アマリエンボー宮殿
〈船内泊〉 船船 船

9 10（月）

コペンハーゲン（デンマーク）  ―／―
下船後、空港へ
乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

10 11（火）成田または羽田空港（07:40～ 18:25）・関西空港（06:20
～ 08:55）着後、入国・通関手続き、解散

2020年

8

*1

8/26出発  旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 26（水）

成田または羽田空港（10:25～ 11:10発目安）・関西空港
（09:30～ 10:45発）より、乗継便にてストックホルムへ
着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 27（木）
ストックホルム（スウェーデン）  ―／16:30
ストックホルム半日観光 *4 観光後、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 船

3 28（金）ヘルシンキ（フィンランド）12:00／18:00 *4

〈船内泊〉 船船 昼

4 29（土）サンクトペテルブルク（ロシア）  08:00／（停泊） *2 *3 *4

〈船内泊〉 船船 昼

5 30（日）サンクトペテルブルク（ロシア）  ―（停泊） *
2 *3 *4

〈船内泊〉 船船 船

6 31（月）サンクトペテルブルク（ロシア）  ―／18:00 *2 

〈船内泊〉 船船 船

7 1（火）

タリン（エストニア）08:00／23:00 *4

 世界遺産  タリン半日観光　
〈船内泊〉 船船 船

8 2（水）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

9 3（木）

コペンハーゲン（デンマーク）  07:00／―
下船後、コペンハーゲン半日観光へ *4

観光後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 船 昼

10 4（金）コペンハーゲン空港より、乗継便にて帰国の途へ〈機内泊〉 朝

11 5（土）成田または羽田空港（07:40～ 18:25）・関西空港（06:20
～ 08:55）着後、入国・通関手続き、解散

2020年

8

9

*1

※写真はすべてイメージです。
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リエカ（クロアチア） 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1
1（木）

成田または羽田空港（21:20～24:30発）・関西 
空港（23:45発）より、乗継便にてベニスへ
〈機中泊〉 

2 2（金）
ベニス（イタリア）  ―／19:00
着後、港へ、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船

3 3（土）

リエカ（クロアチア）08:00／18:00
 リエカ半日市内観光（ご昼食付）

◎トルサット城
〈船内泊〉 船船 船

4 4（日）

スプリット（クロアチア）08:00／23:00
添乗員が 世界遺産  スプリットの旧市街策へご案内
夕方、マルヤンの丘へのサンセットツアーへ*1

〈船内泊〉 船船 船

5 5（月）

ドブロブニク（クロアチア）08:00／18:00
添乗員が 世界遺産  ドブロブニクの旧市街
入口までご案内
〈船内泊〉 船船 船

6 6（火）

コルフ（ギリシャ）09:00／23:00
コルフ島内半日観光（ご昼食付）
◎ 世界遺産  コルフ旧市街　●アヒリオン
宮殿　◎カノニ
〈船内泊〉 船船 昼

7 7（水）
ガリポリ（イタリア）08:00／18:00
添乗員がガリポリの市街地までご案内します
〈船内泊〉 船船 船

8 8（木）
コトル（モンテネグロ）09:00／（停泊）
添乗員が 世界遺産  コトルの旧市街入口までご案内
〈船内泊〉 船船 船

9 9（金）
コトル（モンテネグロ）  ―／14:00
フリータイムをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

10 10（土）
ザダル（クロアチア）  09:00／19:00
添乗員がザダルの街の入口までご案内
〈船内泊〉 船船 船

11 11（日）

トリエステ（イタリア）  08:00／19:00
トリエステ徒歩観光　◎ユニタディタリア広場
◎ローマ劇場　◎サンジュスト大聖堂　◎オ
ペラハウスジュゼッペ・ヴェルディ　◎サンジュ
スト城（名物シーフード料理のご昼食付）
〈船内泊〉 船船 昼

12 12（月）

ベニス（イタリア）  07:00／―
下船後、送迎車にてラグーナ巡り観光（ム
ラーノ、ブラーノ、トルチェッロ）へ（ご昼食付）
観光後、ホテルへ
〈ホテル泊〉 船 昼

13 13（火）送迎車にて空港へ、乗継便にて帰国の途へ〈機内泊〉 朝

14 14（水）成田または羽田空港（17:25～22:45）・関西空
港（17:50）着後、入国・通関手続きの後、解散

2020年

クロアチア語で「川」という意味のリエカ。その名の通り、町の中心付近を川が流れ、クロアチア最大の港町としても知られています。

シルバー・ムーン
絶景を堪能！人気のアドリア海・
エーゲ海クルーズ 14日間

2020年
10/1（木）出発

旅のみどころ

1. 
今話題のシルバーシーの新造船。ラグジュアリー船だからこそ
巡る珍しい寄港地と王道の寄港地をうまく組み合わせた絶妙
なコースです。

2. 
クロアチアのリエカ、ザダルやイタリアのガリポリなど、隠れた
名所といえる美しい街へ寄港します。さらに、下船後は、
ベニス本島の中心に位置する有名ホテルに宿泊 ! 

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金

客室タイプ
ビスタ・スイート

（角窓、バスタブ付き
 約23㎡）

パノラマ・スイート
（大型角窓、バスタブ付き

約31㎡）

クラシック・
ベランダ・スイート

（ベランダ、バスタブ付き
約36㎡）

スーペリア・
ベランダ・スイート

（ベランダ、バスタブ付き
約36㎡）

デラックス・
ベランダ・スイート

（ベランダ、バスタブ付き
約36㎡）

エコノミークラス利用（共通） 1,348,000円 1,398,000円 1,448,000円 1,548,000円 1,598,000円

ビジネスクラス利用（東京） 1,798,000円 1,858,000円 1,948,000円 2,008,000円 2,098,000円

ビジネスクラス利用（関空・名駅） 1,748,000円 1,808,000円 1,898,000円 1,958,000円 2,048,000円
1人部屋追加代金（共通） 600,000円 700,000円 800,000円 850,000円 900,000円

ファーストクラス追加代金（関空）：280,000円

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、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1回、昼3回、船27回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人数：6名様 ■利用予定航空会社：
【東京】EK／QR／TK／AF 【関空】EK ■利用予定ホテル：【ベニス】バウアー・パラッツォまたは同等クラス

＊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。　※ビジネスクラス・ファースト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・ファーストクラス利用の場合は国内の発
着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。

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。

●：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: 20：30頃の戻りのため、夕食が遅めの時間になります。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等により、入場不可となる場合がございます。その場合は、外観からご覧いただきます。

スプリットでは、
サンセットや 夜
景等で人気のマ
ルヤンの丘へ、サ
ンセットを見物
に行きます。

スプリット（クロアチア）
ベニス リエカ

ザダル

トリエステ

スプリット
ドブロブニク
コトル

コルフ
ガリポリ

10

東京・関空・名駅発着 6名様より催行

シルバー ･ ムーン
総トン数：4万700トン
乗客定員：596名
乗組員数：411名

※写真はすべてイメージです。



全室海側バスタブ付きのゆとりある客船で提供する世界最高峰のホスピタリティ

クリスタル・クルーズ

世界に誇る至上のホスピタリティで、この上
なく贅沢なくつろぎの時間を提供するクリスタ
ル・クルーズ。ゆったりご滞在いただけるよう、
洗練された客室は全室海側バスタブ付き（*1）

で、広さも19㎡～125㎡とさまざまなタイプ
をご用意。洋上でラグジュアリーで安心した
日 を々お過ごしいただけます。

＊本ページは主にクリスタル・セレニティ／シンフォニーについてのご紹介です。

くつろぎの日本人向けサービスが充実

■日本人乗組員による
　安心サポート
船内には「アジアン・ホスト／ホ
ステス」と呼ばれるスタッフが乗
船し、日本のお客様のお手伝い
をします。

■日本語版の船内新聞を
　ご用意
船内イベント情報などを掲載した船
内新聞「リフレクションズ」、レストラ
ンメニューを日本語でご用意。また、
全ての客室にバスローブに加えてゆ
かたが用意されています。

日本のお客様が安心してクルーズを満喫できる多彩な日本食、日本語サービス、「和」のおもてなしが充実しています。

8～10泊のクルーズで1回、11泊～16泊のクルーズで2回の「ブラック
タイ・オプショナル」と呼ばれるフォーマル・デイがあります。7泊以下
のクルーズではクリスタル・カジュアル（スマートカジュアル）のみです。
ドレスコードは船内新聞でご確認ください。

ドレスコード／ブラックタイ・オプショナル

男性：ダークスーツやタキシード（ジャケット着用、タイ自由）
女性：カクテルドレス、イブニングドレス、フォーマルスーツ、
 和服（訪問着）など

●全室海側バスタブ付き*1　●24時間利用可能なルームサービス
●ルームサービスでコースメニューもオーダー可能*2　●船内Wi-Fi利用無料
●24時間対応のバトラーサービス*3　●アメニティはイタリアのエトロ社製
●コンシェルジュは権威ある国際組織レ・クレドール・インターナショナルに所属
●お気に入りの枕を選べるピローメニュー
*1：一部、車イス用客室を除く　*2：メインダイニングの営業時間内　*3：ペントハウス客室以上デラックスステートルーム（一例）

ペントハウス（一例）

ペントハウスのベッドルーム（一例）

12 ※写真はすべてイメージです。



C r y s t a l  C r u i s e s

多彩な日本食サービス

■ウミ・ウマ＆
　寿司バー
松久信幸氏プロデュースの
レストランでは、世界中に
展開され、高い評価を得る
「NOBU」の味をお楽しみい
ただけます。

日本料理をベースに南米やヨーロッパのさまざまな料理の
要素を取り入れた新感覚の創作和食や、新鮮な素材にこだ
わったお寿司が味わえます。
メインダイニングやビュッフェスタイルレストランでは、朝食
時に和食もお選びいただけます。

飽きさせない美食のレストラン

■ウォーターサイド
シックなデザインに生まれ変わったメインダイニング。夕食時も
オープンシーティングでのご案内となります。

■プレゴ
ロサンゼルスの人気レストラン「バレンチノ」と提携した、北イタリアの郷土料理を堪能できる
レストラン。

■マーケットプレイス＆シュハスカリア
日中はビュッフェスタイルでお食事をご提供。ディ
ナータイムはシュラスコ・バー・スタイルのカジュア
ルなレストランになります。

■シルク・キッチン&バー
新たにオープンしたチャイニーズ・レストラン。朝・
昼は飲茶や麺類をご用意。

■パームコート
リドデッキ船首側の明るく開放的なティーサロン＆
バー。アフタヌーンティーやペストリーを楽しめます。

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
●ワインやビール、カクテルなどのアルコール類 *4、ソフトドリンク
●ルームサービス　●基本のチップ　●Wi-Fiインターネット接続
●スポーツ施設、ライブラリー、コンピューター・ルームの利用
●ミュージカルやコンサートなどのエンターテインメント鑑賞
●語学教室、絵画教室などの学習プログラムの利用
*4：ヴィンテージ・ワインなど一部のアルコール飲料は有料

スペシャリティレストランでのお食事
無料（各レストラン1回まで）
ディナータイムの座席
ウォーターサイド…オープンシーティング
ドレスコード
ブラックタイ・オプショナル（左ページ参照）
客船の規模（シンフォニー、セレニティ）
総トン数：約5万1000トン～約6万8000トン
乗客定員：約800名～約980名

13※写真はすべてイメージです。
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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

ワット・アルン（バンコク）

三島由紀夫の小説の舞台にもなった、バンコクの有名なチャオプラヤー川の向こう岸にある黄金に輝く“暁の寺”。

●：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。
※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。ホーチミンのオプショナルツアーは日程を入れ替えて催行されることもございます。予めご了承ください。
※カンボジア査証の取得方法につきましては、後日ご案内いたします。
*1：潮の干満の制限により、入出港の時間が予告なく変更されることがございます。

果物や雑貨を積んだ小舟が運河を行き交い、活気ある異国情緒溢れる様
子をお楽しみいただけます。

ホーチミンホーチミン

香港香港

シンガポールシンガポール

シアヌークビルシアヌークビル

ダナンダナンレムチャバンレムチャバン

旅のみどころ

1. 「和のおもてなし」を体感しながら、ゆったりアジアを巡るクルーズ。世界遺産フエなどしっかり観光もお楽しみいただけます。

2. 
停泊するホーチミンとレムチャバンでは、メコン・デルタ遊覧
クルーズ、寺院めぐり、水上マーケットなど、アジアの情緒を
ご満喫いただけるオプショナルツアーをご用意。

水上マーケット

クリスタル・シンフォニー
香港からベトナム・タイ・カンボジア・シンガポールへ
世界最高峰の客船で巡るアジアクルーズ 15日間

2020年
3/31（火）出発

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 31（火）

成田または羽田空港（09:15～ 10:40発
目安）・関西空港（09:15～ 10:00発目安）
より直行便にて香港へ
香港（中国）  ―／（停泊）
着後、送迎車にて港ヘ、乗船手続き
〈船内泊〉 船

2 1（水）

香港（中国）  ―／18:00
午前：香港半日観光（飲茶のご昼食付）
◎ビクトリアピーク　◎レパルスベイ
◎スタンレーマーケット
午後：フリータイム
〈船内泊〉 船船 昼

3 2（木）終日クルーズ（海南島海峡）〈船内泊〉 船船 船

4 3（金）

ダナン（ベトナム）  07:00／20:00
 世界遺産  フエ観光（宮廷料理のご昼食付）

●王宮　◎ドラゴンボート乗船体験
〈船内泊〉 船船 船

5 4（土）終日クルーズ（ベトナム海岸沿い）〈船内泊〉 船船 船

6 5（日）

ホーチミン（ベトナム）  08:30／（停泊）*1

 ホーチミン車窓観光　○統一会堂　
○国立歴史博物館　○ベンタン市場
〈船内泊〉 船船 船

7 6（月）

ホーチミン（ベトナム）  ―／15:00
 メコン・デルタへの旅　ドラゴンボー

トでの遊覧クルーズ　○水上マーケット
〈船内泊〉 船船 船

8 7（火）終日クルーズ（タイランド湾）〈船内泊〉 船船 船

9 8（水）

レムチャバン（タイ）  08:00／（停泊）
 バンコク終日観光（タイ宮廷料理のご昼食付）

◎暁の寺（ワット・アルン）　●ワット･ポー
●エメラルド寺院（ワット・プラ・ケオ）  ショッピング
〈船内泊〉 船船 船

10 9（木）
レムチャバン（タイ）  ―／17:00

 パタヤ水上マーケットと象のショー見学
〈船内泊〉 船船 船

11 10（金）
シアヌークビル（カンボジア）  08:00／22:00 *1

フリータイムまたは船会社主催ツアーでお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

12 11（土）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

13 12（日）

シンガポール（シンガポール）  12:00／（停泊）
シンガポール半日観光（ご昼食付）
●ガーデンズバイザベイ フラワードーム＆クラ
ウドフォレスト　●マリーナベイサンズ展望台

 シンガポール夜景鑑賞ツアー
〈船内泊〉 船船 昼

14 13（月）

シンガポール（シンガポール）   ―／―
下船後、フリータイム
送迎車にて空港へ、乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

15 14（火）
成田または羽田空港（05:10～ 13:35目
安）・関西空港（06:30～ 12:55目安）
着後、入国・通関手続き、解散

3

4

2020年

東京・関空発着

大人お 1人様・２名１室利用（東京・関空発着共通）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、150～91日前＝旅行代金の12.5％、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％

■食事：昼2回、船36回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：12名 ■利用航空会社：CX
特典 24時間体制バトラーサービス

＊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。 *2：デラックス・ステートE1、C1の窓の外は甲板となり、人が通る場合
がございます。　※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国内
の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。

E1 C1 B1 A1 PH

客室タイプ デラックス・ステートルーム
（窓〈視界不良〉*2、バスタブ付き 約19㎡）

デラックス・ステートルーム
（窓 *2 、バスタブ付き 約19㎡）

デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約23㎡）

デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約23㎡）

ペントハウス 特典
（ベランダ、バスタブ付き 約34㎡）

エコノミークラス利用 698,000円 858,000円 938,000円 988,000円 1,380,000円
ビジネスクラス利用 758,000円 918,000円 998,000円 1,048,000円 1,440,000円
1人部屋追加代金 160,000円 210,000円 270,000円 300,000円 800,000円

総トン数：5万1044トン
乗客定員：848名
乗組員数：566名
初就航：1995年（2017年改装）

クリスタル・シンフォニー

※写真はすべてイメージです。



15

世界遺産  モンサンミッシェル（フランス）

その美しさから「西洋の驚異」とも称されている修道院。708年、大天使ミカエルのお告げから歴史が始まり、増改築を重ね、13世紀にほぼ
現在の姿になりました。

旅のみどころ

1. 
ヨーロッパでも人気のワインの名産としても有名な寄港地ボルドー
とリスボン。さらにシードルやカルヴァドス造成で有名なフランス
のオンフルールを巡る、お酒好きに最高のコースです。

2. 
バルセロナでは、スペイン名物のパエリアやサングリア飲み
放題のご昼食をご用意。観光後は1泊するので、ゆっくりと
バルセロナの夜を過ごせます。

クリスタル・シンフォニー
世界遺産モンサンミッシェルと月の港ボルドーや
ワインの名産地を巡る地中海クルーズ 18日間

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

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

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、150～91日前＝旅行代金の12.5％、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％

＊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。　*2：デラックス・ステートE1、C1の窓の外は甲板となり、人が通る場合がございます。　※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国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。　※キャンセルサポートの詳細は裏表紙をご覧ください。

E1 C1 B1 A1 PH

客室タイプ
デラックス・ステートルーム

（窓〈視界不良〉 *2、
バスタブ付き 約19㎡）

デラックス・ステートルーム
（窓 *2、バスタブ付き 約19㎡）

デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約23㎡）

デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約23㎡）

ペントハウス 特典
（ベランダ、バスタブ付き 約34㎡）

エコノミークラス利用 1,308,000円 1,438,000円 1,508,000円 1,598,000円 1,958,000円
ビジネスクラス利用 1,628,000円 1,758,000円 1,828,000円 1,918,000円 2,278,000円
1人部屋追加代金 220,000円 270,000円 340,000円 350,000円 840,000円

東京・関空・名駅発着

1 17（月）

成田または羽田空港・関西空港より、
乗継便にてアムステルダムへ
〈機内泊〉 

2 18（火）着後、送迎車にてホテルへ〈ホテル泊〉 夕

3 19（水）

アムステルダム（オランダ）  ―／16:00
オランダ村ザーセスカンス観光
観光後、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 船

4 20（木）
オンフルール（フランス）  10:45／（停泊）

 オンフルール半日観光
〈船内泊〉 船船 船

5 21（金）

オンフルール（フランス）  ―／22:00
世界遺産  モンサンミッシェル観光
●モンサンミッシェル 名物オムレツのご昼食付
〈船内泊〉 船船 昼

6 22（土）フランス沿岸クルージング〈船内泊〉 船船 船

7 23（日）

ボルドー（フランス）  12:00／（停泊）
 ボルドー半日観光＆ドーヴィル（シー

フードのご昼食付）◎ノートルダム寺教会
◎サン・アンドレ・カテドラル
〈船内泊〉 船船 船

8 24（月）

ボルドー（フランス）  ―／（停泊）
サンテミリオン村散策とワイナリー見学
●モノリス教会　●カタコンブ　●ワイナリー
〈船内泊〉 船船 昼

9 25（火）ボルドー（フランス）  ―／11:45
〈船内泊〉 船船 船

10 26（水）ビスケイ湾クルージング〈船内泊〉 船船 船

11 27（木）

リスボン（ポルトガル）  09:00／（停泊）
リスボン終日観光　●ジェロニモス修道
院　◎バスコ・ダ・ガマのお墓
〈船内泊〉 船船 昼

12 28（金）

リスボン（ポルトガル）  ―／16:00
 シントラとロカ岬半日観光

南アトランティック・オーシャンクルーズ
〈船内泊〉 船船 船

13 29（土）
ジブラルタル（イギリス）  13:00／22:00

 ジブラルタル半日観光
〈船内泊〉 船船 船

14 30（日）

マラガ（スペイン）  07:30／22:00
 マラガ半日観光（ご昼食付）●ピカソ

美術館　◎カテドラル、旧市街地散策
〈船内泊〉 船船 船

15 31（月）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

16 1（火）

バルセロナ（スペイン）  06:00／―
下船後、バルセロナ観光へ
●サグラダファミリア、名物パエリア、
ワイン・サングリア飲み放題付のご昼食
〈ホテル泊〉 船 昼

17 2（水）
送迎車にて空港へ
乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 朝

18 3（木）成田または羽田空港（06:35～22:45目安）・関西
空港（17:15目安）着後、入国・通関手続き、解散

8

9

2020年

■食事：朝2回、昼4回、夕1回、船36回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：8名 ■利用航空会社：
【東京】EK／TK／QR／AF／NH／LH 【関空】EK ■利用予定ホテル：【アムステルダム】ヒルトン・アムステル
ダムまたは同等クラス 【バルセロナ】フェアモントまたは同等クラス  特典 24時間体制バトラーサービス

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。

リスボン

ジブラルタル

マラガ

バルセロナ

ボルドー

オンフルール

アムステルダム

●：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。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等により、入場不可となる場合がございます。
その場合は、外観からご覧いただきます。
*1：3日目のご昼食は遅めの時間帯となり、ビュッフェにてご用意しております。

ワインの世界的な産地
であるボルドーは、町の
中心に三日月形に湾曲
したガロンヌ川が流れ
ていることから、月の港
と呼ばれています。

ボルドー（フランス） 

©javarman

*1

キャンセルサポート30万円分保証付き

2020年 8/17（月）出発

※写真はすべてイメージです。
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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

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 20（月）

成田または羽田空港（12:35～ 14:05発）
より乗継便にてローマへ
着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 21（火）

チビタベッキア（イタリア）  ―／18:00
ローマ市内半日観光
観光後、港へ。乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 船

3 22（水）

リボルノ（イタリア）  07:00／19:00
 フィレンツェ市内観光

●ウフィッツィ美術館　◎ドゥオモ
〈船内泊〉 船船 船

4 23（木）

ポルト・ヴェーネレ（イタリア）  08:00／18:00
 世界遺産  チンクエテッレ観光

（ご昼食付）
〈船内泊〉 船船 船

5 24（金）

カンヌ（フランス）  08:00／22:00
 グルドン村観光（ご昼食付）

●オリーブオイル工場見学 *2

〈船内泊〉 船船 船

6 25（土）
アジャクシオ（コルシカ島）  08:00／18:00

 アジャクシオ半日観光
〈船内泊〉 船船 船

7 26（日）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

8 27（月）

パルマ・デ・マヨルカ（スペイン）  08:00／―
下船後、パルマ・デ・マヨルカ市内観光
（ご昼食付）
観光後、ホテルへ
〈ホテル泊〉 船 昼

9 28（火）
送迎車にて空港へ、乗継便にて帰国の
途へ
〈機内泊〉 朝

10 29（水）成田または羽田空港（14:55～ 22:45）
着後、入国・通関手続き、解散

4
2020年

クリスタル・ソサエティのお客様はリピーター割引が適用され、下記の金額が旅行代金より引かれます。船会社に確認が取れ次第、適用いたします。
＜クリスタル・ソサエティ・メンバー割引＞

B1: デラックス・ステートルーム A1: デラックス・ステートルーム PH: ペントハウス
2名1室利用 7,000 円 7,500 円 12,000 円
1名1室利用 9,000 円 9,500 円 19,000 円

総トン数：6万8870トン　乗客定員：980名
乗組員数：655名　初就航：2003年（2018年改装）

クリスタル・セレニティ

●：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。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等により、入場不可となる場合がご
ざいます。その場合は、外観からご覧いただきます。
*1：2日目のご昼食は遅めの時間帯となり、ビュッフェにてご用意して
おります。
*2：現地の事情により、オリーブオイル工場見学が不可の場合は、グ
ラースの香水工場へと代替になります。

＊取消料：旅行開始日の前日から起算して150～ 91日前＝旅行代金の12.5％、
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％

■食事：朝2回、昼1回、船18回 ■添乗員：同行いたします
■最少催行人員：8名様 ■利用予定航空会社：AF／ LH／AY／
DE／ JL／NH ■利用予定ホテル：【ローマ】アンバスシアトリ・
パレスまたは同等クラス 【パルマ・デ・マヨルカ】GPROバルパラ
イソパレス＆スパまたは同等クラス
特典 24時間体制バトラーサービス

＊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。
※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国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。
※キャンセルサポートの詳細は裏表紙をご覧ください。

客室タイプと旅行代金
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。

B1 A1 PH
客室
タイプ

デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約25㎡）

デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約25㎡）

ペントハウス 特典
（ベランダ、バスタブ付き 約38㎡）

798,000円
（210,000円）

828,000円
（220,000円）

1,098,000円
（500,000円）

ビジネスクラス利用追加代金：360,000円

*1

世界遺産  チンクエテッレ（イタリア）

リボルノリボルノ

チビタベッキア／
ローマ
チビタベッキア／
ローマ

ポルト・ヴェーネレポルト・ヴェーネレ
カンヌカンヌ

アジャクシオアジャクシオ

パルマ・デ・
マヨルカ
パルマ・デ・
マヨルカ

カンヌ近郊のグルドン村は、フランスで一番美しい村として登録さ
れている人気の鷲の巣村です。（オプショナルツアー）

グルドン村（フランス）

旅のみどころ

1. GW前の出発だからこそのお得なプラン。もちろんルッソの
サービスはそのままです!

2. 王道の地中海クルーズで、ラグジュアリー船だからこそのゆったりした寄港時間で、存分にその寄港地の魅力を探訪できます。

3. 
下船後は、珍しいパルマ・デ・マヨルカでの宿泊付き。お食事も
お酒も美味しく、景色も綺麗な人気のスペインのリゾート地を
満喫してください。

世界遺産チンクエテッレは5つの村の総称で、イタリア語で「5つの大地」を表します。青い海と断崖絶壁に並ぶカラフルな建物の景色に
写真を撮る手が止まりません。

クリスタル・セレニティ
春の地中海クルーズ 10日間

2020年
4/20（月）出発

東京発着 キャンセルサポート30万円分保証付き

※写真はすべてイメージです。
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バレンシア大聖堂（スペイン） 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 26（日）

成田または羽田空港より、乗継便にて
パルマ・デ・マヨルカへ
着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 夕

2 27（月）

パルマ・デ・マヨルカ（スペイン）  ―／18:00
パルマ・デ・マヨルカ市内観光
観光後、港へ。乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 船

3 28（火）

バレンシア（スペイン）  08:00／18:00
 バレンシア半日観光

◎バレンシア大聖堂　● 世界遺産  ラ・ロ
ンハ・デ・ラ・セダ　●バレンシア中央
市場　名物パエリアのご昼食付
〈船内泊〉 船船 船

4 29（水）

バルセロナ（スペイン）  08:00／（停泊）
バルセロナ観光
●サグラダファミリア　◎グエル公園

 フラメンコ・ディナーショー
〈船内泊〉 船船 船

5 30（木）
バルセロナ（スペイン）  ―／18:00

 モンセラート半日観光
〈船内泊〉 船船 船

6 1（金）

ツーロン（フランス）  08:00／18:00
アヴィニョン観光（ご昼食付）
●アヴィニョン教皇庁　◎オランジュの
古代劇場　◎サン・ベネゼ橋
〈船内泊〉 船船 昼

7 2（土）

モンテカルロ（モナコ）  08:00／（停泊）
 オピオとグルドン村への探訪

（ご昼食付）　●オリーブオイル工場見学*2

〈船内泊〉 船船 船

8 3（日）

モンテカルロ（モナコ）  ―／―
下船後、送迎車にてニース空港へ
乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

9 4（月）成田または羽田空港（14:55～ 22:45）
着後、入国・通関手続き、解散

4

5

2020年

スペイン第三の都市・バレンシア。市のシンボルである「ミゲレテの塔」が目を引く大聖堂（カテドラル）には、キリストが最後の晩餐で使っ
たと伝承される聖杯が保管されています。

パルマ・デ・マヨルカパルマ・デ・マヨルカ

バレンシアバレンシア

バルセロナバルセロナ

ツーロンツーロン
モンテカルロモンテカルロ

アントニオ・ガウディとグエル伯爵が計画した庭園式住宅地で、現在は
公園として公開されています。『ヘンゼルとグレーテル』のお菓子の家
をイメージしたと言われる建物など、カラフルなおとぎの国のようです。

グエル公園（スペイン）

旅のみどころ

1. まさに、GW中のツアー ! 魅力ある寄港地ばかりの珠玉の
クルーズです。

2. 
このツアーでは、サグラダファミリアに入場観光いたします。
さらに、クルーズ中はバルセロナに停泊するため、時間を気に
せず、バルセロナを満喫してください。

3. バレンシアは、パエリア発祥の地。オリジナルのパエリアをぜひ食べてみてください。

クリスタル・セレニティ
スペインを満喫！人気のバルセロナに
停泊・陽光の地中海クルーズ 9日間

東京発着

●：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。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等により、入場不可となる場合がご
ざいます。その場合は、外観からご覧いただきます。
*1：2日目のご昼食は遅めの時間帯となり、ビュッフェにてご用意して
おります。
*2：現地の事情により、オリーブオイル工場見学が不可の場合は、グ
ラースの香水工場へと代替になります。

■食事：朝1回、昼1回、夕1回、船17回 ■添乗員：同行いたし
ます ■最少催行人員：8名様 ■利用予定航空会社：AY／AF／
LH／OS／ LX／ JL／NH　■利用予定ホテル：【パルマ・デ・マ
ヨルカ】GPROバルパライソパレス＆スパまたは同等クラス
特典 24時間体制バトラーサービス

*1

クリスタル・ソサエティのお客様はリピーター割引が適用され、下記の金額が旅行代金より引かれます。船会社に確認が取れ次第、適用いたします。
＜クリスタル・ソサエティ・メンバー割引＞

C1: デラックス・ステートルーム B1: デラックス・ステートルーム A1: デラックス・ステートルーム PH: ペントハウス
2名1室利用   8,000 円   9,000 円 10,000 円 16,000 円
1名1室利用 10,000 円 13,000 円 14,000 円 27,000 円

＊取消料：旅行開始日の前日から起算して150～ 91日前＝旅行代金の12.5％、
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％

＊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国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテ
ルを1泊ご用意いたします。　※キャンセルサポートの詳細は裏表紙をご覧ください。

C1 B1 A1 PH

客室タイプ デラックス・ステートルーム
（窓、バスタブ付き 約21㎡）

デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約25㎡）

デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約25㎡）

ペントハウス 特典
（ベランダ、バスタブ付き 約38㎡）

エコノミークラス利用 998,000円（設定なし） 1,098,000円（1,238,000円） 1,148,000円（1,298,000円） 1,398,000円（1,898,000円）
ビジネスクラス利用追加代金：320,000円

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

ゴールデンウィーク

2020年 4/26（日）出発

キャンセルサポート30万円分保証付き

※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。ペントハウス以上は英国執
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。

※このページのサービスは、マリーナとリビエラのものです。

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。

●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
●名門「キャニオン・ランチ・スパ」で　 
リラックス
●アメニティは「ブルガリ」

業界初の環境保護活動
オーシャニアクルーズでは環境保護活動の一環として、業界で初めて
VERO WATERと提携し、船内のサーバーでクリーンなミネラルウォーターと
スパークリングウォーターの提供を開始します。船内のサーバーの利用に
より、年間約300万本のペットボトルの節約が見込まれます。

VERO WATERはリッツカールトンやJWマ
リオットなどの高級ホテルではすでに導
入された実績があり、オーシャニアク
ルーズでも、すでに船室やレストラン等
では全船にて提供が開始されています。
さらに2019年の秋からは皆様へお土産
用のボトルを配布の上、観光にお持ち
いただくお水まで拡大する予定です。

シェフがガイドする体験型料理ツアー
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）

より快適な空間に改装したリビエラ（2019年6月改装済）

ラルフローレン・ホームの監修による
オーナーズスイート

同じくラルフローレン・ホームによる
特製のファブリックを使用したベランダ

illyの監修によるコーヒーバー「BarIstas」

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 
●レストランの優先予約
●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

インシグニア
（Rクラス／2018年12月改装）

同型姉妹船マリーナも同様の改装を2020年5月に予定しています。

18 ※写真はすべてイメージです。



高い評価を得る美食船

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

ドンペリニョンを楽しめる
特別ディナーコース（マリーナとリビエラのみ）

ワイン愛好家のためのダイニングとよばれる「ラ・レゼルブ(La 
Reserve)」で、「ドンペリニョン体験」が登場。
“ホタテのロッシーニ”、“黒トリュフのリゾット”などの華やか
な5つのお料理と、ドンペリニョンの中でも定評のある3種類
のヴィンテージのマリアージュをお楽しみいただけます。
世界で唯一、マリーナとリビエラのみで楽しめる特別ディナー
コースです。（有料・要予約）

■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
のヘルシーメニューや、ヴィー
ガンなど食事制限のある方で
も豊富なメニューからお選び
いただけます。

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

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。

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

19※写真はすべてイメージです。
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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

モナコは23時出港。夜になると華やかさが増し、カジノや高級ホテル、レストランが立ち並ぶこの地区はナイトライフを楽しむ人 で々賑わ
います。

●：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。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等により、入場不可となる場合がご
ざいます。その場合は、外観からご覧いただきます。

カジノ（モナコ）

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 催行決定

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）
〈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
〈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）
◎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）  08:00／―
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

4
2020年

5

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
GW 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

サントロペ（フランス）

かつては小さな漁村でしたが、20世紀後半からフランスのアー
ティストや映画スターら、セレブが集い、伝説的なリゾート地と
して名を馳せています。

＊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%

東京発着

■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
18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。
※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場合は国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。

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 825,000円 915,000円 1,150,000円

ビジネス
クラス利用 1,375,000円 1,465,000円 1,700,000円

1人部屋追加
代金（共通） 380,000円 450,000円 650,000円

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金

リビエラ
総トン数：6万6084トン
乗客定員：1250名
乗組員数：800名
初就航：2012年
（2019年6月改装）

※写真はすべてイメージです。



21

まるで絵本のおとぎ話のような雰囲気のタリンの旧市街。石畳の路地、門や城壁になど、ゆったり散策するだけでも楽しい街です。

タリン（エストニア） 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 25（木）

成田空港発、スカンジナビア航空直行
便にてコペンハーゲンへ
着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 夕

2 26（金）

コペンハーゲン（デンマーク）  ―／21:00
コペンハーゲン市内観光　◎人魚姫の像 
◎アマリエンボー宮殿
〈船内泊〉 船朝 船

3 27（土）

バルネミュンデ（ドイツ）  06:00／23:00
 ハンザ同盟時代の歴史ある建物を

数多く残す ロストック半日観光
旧市街散策　●聖ペトリ教会 *2　◎塔
〈船内泊〉 船船 船

4 28（日）
レネ（デンマーク）  09:00／18:00
レネ半日観光　◎ Sct ニコライ教会
〈船内泊〉 船船 船

5 29（月）

グディニャ（ポーランド）  08:00／17:00
グダンスク旧市街終日観光（ご昼食付）
●聖マリア教会　◎ドゥーギ広場
◎大武器庫
〈船内泊〉 船船 昼

6 30（火）
クライペダ（リトアニア）  08:00／17:00
世界遺産  クルシュー砂州国立公園観光
〈船内泊〉 船船 船

7 1（水）

リガ（ラトビア）  08:00／15:00
リガ半日市内観光
◎リガ大聖堂　◎ドーム広場　◎旧市
庁広場　◎ブラックヘッドハウス
〈船内泊〉 船船 船

8 2（木）

タリン（エストニア）  10:00／19:00
 世界遺産  タリンの旧市街散策観光

○太っちょマルガリータ　◎城壁
◎ラエイコヤ広場　◎トーンペア城
〈船内泊〉 船船 船

9 3（金）

サンクトペテルブルク（ロシア）  08:00／（停泊）
世界遺産  ピョートル大帝夏の宮殿とエカ
テリーナ宮殿終日観光 *2 *3（ご昼食付）
●ピョートル大帝夏の宮殿の庭園
○血の上の教会　○要塞
●エカテリーナ宮殿（琥珀の間）　
〈船内泊〉 船船 昼

10 4（土）

サンクトペテルブルク（ロシア）  ―／18:00
世界遺産  エルミタージュ美術館半日観光 *2 *3

●エルミタージュ美術館　
〈船内泊〉 船船 昼

11 5（日）

ヘルシンキ（フィンランド）  08:00／17:00
 フィンランドの首都 ヘルシンキ半日観光

●テンペリアウキオ教会　◎シベリウ
スの記念碑　○大聖堂　◎ウスペンス
キー寺院　◎マーケット広場
〈船内泊〉 船船 船

12 6（月）

ストックホルム（スウェーデン）  08:00／―
下船後、ストックホルム半日観光
●市庁舎（黄金の間）*4　◎王宮
◎ガムラスタン　観光後、ホテルへ
〈ホテル泊〉 夕船 昼

13 7（火）送迎車にて空港へ、乗継便にて帰国の途へ〈機内泊〉 朝

14 8（水）成田空港着後、入国・通関手続き、解散

6
2020年

7

＊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%

お1人様US$300の船内クレジット付き 船内無料Wi-Fi

旅のみどころ

1. 白夜の美しいシーズンの北欧バルト海クルーズ! バルト3国を
訪れる非常に珍しい航路で、美しい街並みをお楽しみください。

2. 
「北欧のベニス」として有名なストックホルムや「北のヴェネチア」 
と呼ばれるサンクトペテルブルク、それぞれの運河の街の美しさ
をお楽しみいただけます。

 マリーナ
コペンハーゲンからストックホルムを巡る
魅惑の北欧・バルト海クルーズ 14日間

2020年 6/25（木）出発

成田発着

マリーナ
総トン数：6万6084トン
乗客定員：1250名
乗組員数：800名
初就航：2011年（2016年改装）

*1

■食事：朝2回、昼4回、夕2回、船27回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：8名様 ■利用予定
航空会社：SK ■利用予定ホテル：【コペンハーゲン】SKTペトリまたは同等クラス 【ストックホルム】シェ
ラトンまたは同等クラス　特典 ペントハウススイートの特典詳細は18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。
※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国内の発着空港周辺
に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。　※キャンセルサポートの詳細は裏表紙をご覧ください。

●：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。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等により、入場不可となる場合がございます。その場合は、外観からご覧いただきます。
*1: ご昼食は、遅めの時間帯となり、ビュッフェにてご用意しております。
*2: サンクトペテルブルクにおいて、ツアーにご参加のお客様は、ロシア査証事前取得が必要ございません。現地事
情により変更がございましたら、あらためてご案内いたします。
*3: 9～ 10日目の観光内容に関しましては、観光の順序を変更してご案内する場合がございます。また、他の乗客
と混載のツアーとなることがございます。
*4: 王室等の公式行事等により、急遽入場不可となる場合がございます。その場合は、外観をご覧いただきます。

C B3 PH3 PH2

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

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 1,128,000円 1,198,000円 1,408,000円 1,458,000円

プレミアムエコノミー
クラス利用 1,318,000円 1,388,000円 1,598,000円 1,648,000円

ビジネス
クラス利用 1,478,000円 1,548,000円 1,758,000円 1,808,000円

1人部屋追加
代金（共通） 450,000円 560,000円 770,000円 860,000円

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金

コペンハーゲンコペンハーゲン

レネレネ

グディニャグディニャ

クライペダクライペダ
リガリガ

タリンタリン

サンクトペテルブルクサンクトペテルブルク
ヘルシンキヘルシンキ

ストックホルムストックホルム

バルネミュンデバルネミュンデ

世界遺産  リガ歴史地区
（ラトビア）

「バルト海の真珠」
と言われる美しい
港町。旧市街は当
時の街並みや建物
が多く残っており、
アールヌーボー建築
物の宝庫と言われ
ています。

©kaleff

キャンセルサポート20万円分保証付き

全国各地から成田・羽田まで便利な国内線をご用意!　※追加代金はお問い合わせください。※国際線発着空港と国内線
利用空港が異なり、羽田ー成田空港間の移動が必要となる場合、交通機関はお客様ご自身の手配・ご負担となります。

※写真はすべてイメージです。
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ベニスで宿泊するホテルは、本島中心に位置する有名ホテル！ ホテルから、気楽にベニスの街で自由散策をお楽しみいただけます。

ベニス（イタリア） 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1
28（水）

成田または羽田空港（22:20～ 24:30発 
目安）、関西空港（23:30発目安）より
乗継便にてベニスへ
〈機内泊〉 

2 29（木）ベニス着後、送迎車にてホテルへ〈ホテル泊〉 

3 30（金）
ベニス（イタリア）  ―／17:00
フリータイム後、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 船

4 31（土）

スプリット（クロアチア）  09:00／18:00
添乗員が 世界遺産  スプリット旧市街まで
ご案内。フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

5 1（日）

コトル（モンテネグロ）  08:00／17:00
添乗員が 世界遺産  コトルの旧市街入口
までご案内。フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

6 2（月）

コルフ島（ギリシャ）  09:00／19:00
コルフ島半日観光　●アヒリオン宮殿
◎カノニ展望台　◎旧市街地
〈船内泊〉 船船 船

7 3（火）
ザキントス（ギリシャ）  07:00／16:00
ザキントス半日観光　◎シップレックビーチ
〈船内泊〉 船船 船

8 4（水）

イラクリオン（クレタ島／ギリシャ）  10:00／19:00
イラクリオン半日観光（ご昼食付）
●クノッソス宮殿　●考古学博物館
●マーリア宮殿
〈船内泊〉 船船 昼

9 5（木）

サントリーニ島（ギリシャ）  07:00／18:00
イア・サントリーニ終日観光（ご昼食付）
●サントリーニ・ワイナリー（試飲付）
◎イア（自由散策）
〈船内泊〉 船船 昼

10 6（金）

ピレウス（ギリシャ）  08:00／―
下船後、アテネ半日観光（ご昼食付）
●パルテノン神殿　○ゼウス神殿
観光後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 船 昼

11 7（土）アテネ空港より乗継便にて帰国の途へ〈機内泊〉 朝

12 8（日）
成田または羽田空港（17:20～ 22:45目
安）、関西空港（17:05目安）着後、
入国・通関手続き、解散
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■食事：朝2回、昼3回、船19回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：8名様 ■利用予定航空会
社：【東京】TK／ EK／QR／AF 【関空】EK ■利用予定ホテル：【ベニス】バウアー・イル・パラッツォまたは
同等クラス 【アテネ】ディバニパレスアクロポリスまたは同等クラス
特典 ペントハウススイートの特典詳細は18ページに掲載しています。
*2: 3名以上で1室をご利用の際には、3人目以降のお客様には船内クレジットはお付けしません。1室あたりUS$400ご利
用可能です。

＊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。　※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国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテ
ルを1泊ご用意いたします。　※キャンセルサポートの詳細は裏表紙をご覧ください。

C B2 B1 PH3 PH2

客室タイプ
デラックス海側

（大型窓、シャワー付き
約15㎡）

ベランダ
（ベランダ、シャワー付き

約20㎡）

ベランダ
（ベランダ、シャワー付き

約20㎡）

ペントハウススイート
（ベランダ、バスタブ付き

約31㎡）特典

ペントハウススイート
（ベランダ、バスタブ付き

約31㎡）特典
エコノミークラス
利用（共通） 778,000円 868,000円 888,000円 1,058,000円 1,098,000円

ビジネスクラス
利用（東京） 1,248,000円 1,338,000円 1,358,000円 1,528,000円 1,568,000円

ビジネスクラス
利用（関空・名駅） 1,178,000円 1,268,000円 1,288,000円 1,458,000円 1,498,000円

1人部屋追加
代金（共通） 290,000円 380,000円 420,000円 550,000円 580,000円

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金

ノーティカ
総トン数：3万277トン
乗客定員：684名
乗組員数：400名
初就航：1998年（2014年改装）

＊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%

*1

旅のみどころ

1. 2020年6月に改装予定のノーティカ。生まれ変わったばかりの
船内で快適に島々を巡る珠玉のコースになっています。

2. 人気の島サントリーニでは、人気のワイナリーへと訪れます。サントリーニ島の「神話の蜜」ヴィンサントを是非お試しください。

●：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
※教会等の宗教施設は、宗教行事等により、入場不可となる場合がございます。その場合は、外観からご覧いただきます。
*1: 日程2日目のご昼食は、遅めの時間帯となり、ビュッフェにてご用意しております。

ピレウス／
アテネ
ピレウス／
アテネ

べニスべニス

ザキントスザキントス

イラクリオンイラクリオン

サントリーニ島サントリーニ島

スプリットスプリット

コトルコトル

コルフ島コルフ島

ザキントス（ギリシャ）

ザキントスの海岸は、人気アニメ映画のモデルとなったビーチ
があり、とても神秘的な感覚へといざなう事でしょう。

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。

2020年 10/28（水）出発 ノーティカ
美しいギリシャの島 を々巡る
エーゲ海クルーズ 12日間

東京・関空・名駅発着

お1人様US$200の船内クレジット付き 船内無料Wi-Fi

キャンセルサポート20万円分保証付き

※写真はすべてイメージです。
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1929年にセビリアで開催された万国博覧会の会場施設として造られた広場。周囲には池があり、小型ボートで周遊が可能です。

●：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。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等により、入場不可となる場合がご
ざいます。その場合は、外観からご覧いただきます。

スペイン広場（セビリア） 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1
14（水）

成田または羽田空港（21:20～ 24:30発 
目安）、関西空港（23:45発目安）より
乗継便にてリスボンへ
〈機内泊〉 

2 15（木）着後、送迎車にてホテルへ〈ホテル泊〉 夕

3 16（金）

リスボン（ポルトガル）  ―／17:00
リスボン半日市内観光（ご昼食付）
観光後港へ、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 昼

4 17（土）

カディス（スペイン）  10:00／20:00
セビリア終日観光（ご昼食付）
●アルカサス　◎スペイン広場
〈船内泊〉 船船 昼

5 18（日）
カサブランカ（モロッコ）  08:00／18:00
マラケッシュ終日観光（ご昼食付）
〈船内泊〉 船船 昼

6 19（月）

ジブラルタル（イギリス）  08:00／17:00
 ジブラルタル半日市内観光

◎ヨーロッパポイント
〈船内泊〉 船船 船

7 20（火）
カルタヘナ（スペイン）  08:00／18:00

 カルタヘナ半日市内徒歩観光
〈船内泊〉 船船 船

8 21（水）

パルマ・デ・マヨルカ（スペイン）  08:00／18:00
 バルデモサ半日観光（ご昼食付）

●カルトゥハ修道院
〈船内泊〉 船船 船

9 22（木）

バルセロナ（スペイン）  08:00／19:00
 モンセラート半日観光（ご昼食付）

●モンセラート修道院
〈船内泊〉 船船 船

10 23（金）

マルセイユ（フランス）  08:00／18:00
 アルル市内観光（ご昼食付）

◎円形競技場　◎跳ね橋
〈船内泊〉 船船 船

11 24（土）
アジャクシオ（コルシカ島／フランス）  08:00／18:00
添乗員が市街地までご案内。フリータイム
〈船内泊〉 船船 船

12 25（日）ティレニア海クルージング〈船内泊〉 船船 船

13 26（月）

パレルモ（シチリア島／イタリア）  08:00／18:00
 パレルモ市内観光とモンレアーレ

（ご昼食付）　●モンレアーレ大聖堂
〈船内泊〉 船船 船

14 27（火）
ナポリ（イタリア）  08:00／18:00

 ポンペイ遺跡半日観光（ご昼食付）
〈船内泊〉 船船 船

15 28（水）

チビタベッキア（イタリア）  08:00／―
下船後、世界遺産  ローマ半日観光
（ご昼食付）●バチカン博物館　◎サン
ピエトロ寺院　◎コロッセオ　○サンタン
ジェロ城　観光後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 船 昼

16 29（木）ローマ空港より乗継便にて帰国の途へ〈機内泊〉 朝

17 30（金）
成田または羽田空港（17:20～ 22:45目
安）、関西空港（17:05目安）着後、
入国・通関手続き、解散
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C B3 A3 PH3 PH2

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㎡）

コンシェルジュ
（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

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 998,000円 1,148,000円 1,248,000円 1,448,000円 1,498,000円

1人部屋
追加代金 450,000円 530,000円 560,000円 750,000円 850,000円

ビジネスクラス追加代金：東京…460,000 円　関空…360,000 円

大人お 1人様・２名１室利用（東京・関空発着共通）客室タイプと旅行代金

 リビエラ
ヨーロッパの美しい村を訪れる
地中海６か国クルーズ 17日間

2020年 10/14（水）出発

＊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内線のみとなります。　※ビジネスクラス利用の場合は国内の発着空港周辺
に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。　※キャンセルサポートの詳細は裏表紙をご覧ください。

＊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：朝2回、昼4回、夕1回、船33回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：8名様 ■利用予定
航空会社：【東京】EK／ TK／AF／ LH／OS／NH 【関空】EK ■利用予定ホテル：【リスボン】インターコン
チネンタルまたは同等クラス 【ローマ】アンバシアトリ パレスまたは同等クラス
特典 ペントハウススイートの特典詳細は18ページに掲載しています。

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。

チビタベッキアチビタベッキア

リスボンリスボン

マルセイユマルセイユ

バルセロナバルセロナ

パルマ・デ・
マヨルカ
パルマ・デ・
マヨルカ

カルタヘナカルタヘナ
カディスカディス

カサブランカカサブランカ
ジブラルタルジブラルタル

ナポリナポリ

パレルモパレルモ

アジャクシオアジャクシオ モンセラート（スペイン）

バルセロナ郊外の山間にそびえる奇岩に囲まれた修道
院。アーサー王伝説にも登場する聖地です。

旅のみどころ

1. 
お客様の熱い要望にお応えして、ヨーロッパのワインの名産地
を巡るコースをご案内。お客様のスタイルに合わせて、自由な
形でクルーズをお楽しみいただける内容です。

2. 乗船前は、珍しくリスボンでの宿泊。素敵なご夕食も用意しています。

3. ほとんどが港の近くに街があるため半日観光後に、気楽に自由散策も楽しめる、贅沢なプランです。

お1人様US$300の船内クレジット付き 船内無料Wi-Fi

キャンセルサポート20万円分保証付き東京・関空・名駅発着

※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〉

■レストラン2
ユニークで見た目
にも美しい料理が
楽しめる特別レス
トラン。
※要予約

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。

24 ※写真はすべてイメージです。
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旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 2（金）

成田または羽田空港より、乗継便にて
モントリオールへ
着後、送迎車にてホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 3（土）

ローレンシャン高原観光　●サーブル湖
遊覧船クルーズ　●トランブラン山ロー
プウェー　ご昼食後、ホテルへ
〈ホテル泊〉 夕朝 昼

3 4（日）
モントリオール（カナダ）  ―／17:00
モントリオール市内観光後、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 昼

4 5（月）

ケベックシティ（カナダ）  07:00／（停泊）
ケベックシティ郊外終日観光（ご昼食付）
◎モンモランシーの滝　◎サンタンキャ
ニオン　◎サンタンドボープレ
〈船内泊〉 船船 昼

5 6（火）

ケベックシティ（カナダ）  ―／18:00
 ケベックシティ半日観光

◎シタデル　◎ノートルダム大聖堂
◎ダルム広場　◎プチシャンプラン
〈船内泊〉 船船 船

6 7（水）

サグネフィヨルドクルージング
サグネ（カナダ）  08:00／17:00
添乗員がサグネの街の散策へご案内します
〈船内泊〉 船船 船

7 8（木）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

8 9（金）カップ＝オー＝ムル（カナダ）*
1  10:00／18:00

〈船内泊〉 船船 船

9 10（土）

ジョージタウン（プリンスエドワード島／カナダ）*1  08:00／17:00
赤毛のアンとグリーンゲイブルズ半日観光
（ご昼食付）　●グリーンゲイブルズの家
◎恋人の小径　◎キャベンディッシュ教
会　◎郵便局　◎モンゴメリのお墓
ロブスターのご昼食
〈船内泊〉 船船 昼

10 11（日）

シドニー（カナダ）  08:00／17:00
 シドニー近郊半日観光　◎ルイス

バーグ砦（コスチュームガイド付き）
〈船内泊〉 船船 船

11 12（月）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

12 13（火）
ポートランド（メイン州／アメリカ）  08:00／18:00

 ポートランド市内観光
〈船内泊〉 船船 船

13 14（水）

プロビンスタウン（アメリカ）  08:00／21:00
 プロビンスタウン半日観光

◎プロビンス博物館　○漁村
○コマーシャルストリート
〈船内泊〉 船船 船

14 15（木）

ボストン（アメリカ）  07:00／―
ボストン観光　◎ハーバード大学
◎クインシーマーケット　○フェンウェイ
パーク　○ビーコンヒル　○マサチュー
セッツ工科大学　ボストン名物「クラム
チャウダー」のご昼食
観光後、ホテルヘ
〈ホテル泊〉 船 昼

15 16（金）ボストンより乗継便にて帰国の途へ〈機内泊〉 朝

16 17（土）成田または羽田空港着後、
入国・通関手続き、解散

2020年

10

ローレンシャン高原観光（カナダ）

トランブラン山の山頂から壮大な景色を見晴らします。ロープウェイに乗って眺める視界いっぱいの紅葉は感動的です。

シーボーン・クエスト
赤毛のアンゆかりの地めぐりと秋のカナダ・
ニューイングランドクルーズ 16日間

2020年
10/2（金）出発

旅のみどころ

1. 紅葉で人気のカナダのローレンシャン高原での宿泊付きです。

2. 
海と山、絶壁の素晴らしい景観が有名なサグネフィヨルド。
両岸には、昔ながらのフランスの名残がある美しい自然と
可愛らしい村をご覧いただけます。

3. 中世ヨーロッパを彷彿とさせる街並みと、近代的な高層ビルがうまく入り交じったボストンは素敵な魅力であふれています。

●：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。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等により、入場不可となる場合がござ
います。その場合は、外観からご覧いただきます。
*1: テンダーボートでの上陸となります。

東京発着

＊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3回、昼5回、夕1回、船30回 ■最少催行人員：8名様
■利用予定航空会社：AC／AA／DL／UA／NH ■利用予定ホテル：
【モントリオール】フェアモント・ザ・クイーンエリザベスまたは同
等クラス【ローレンシャン】フェアモントトレンブランまたは同等
クラス 【ボストン】ロウズ ボストン ホテルまたは同等クラス

「赤毛のアン」ゆかりのグリーンゲイブルスへ。小説そのまま
の可愛らしい家や小径などがあり、小説の世界へと誘われる
ことでしょう。

グリーンゲイブルズハウス
（プリンスエドワード島）

ジョージタウン

モントリオール

ケベックシティ

サグネ

シドニー

ボストン

ポートランド

プロビンス
タウン

カップ＝オー＝
ムル

A1 V3 V5 PH OW

客室
タイプ

オーシャンビュー・
スイート

（角窓、バスタブ付き
25～27.5㎡）

ベランダ・
スイート

（ベランダ、バスタブ
付き 32～34㎡）

ベランダ・
スイート

（ベランダ、バスタブ
付き 32～34㎡）

ペントハウス・
スイート

（ベランダ、バスタブ
付き 約50㎡）

オーナーズ・
スイート

（ベランダ、バスタブ
付き 61～88㎡）

エコノミー
クラス利用

1,978,000円
（640,000円）

2,138,000円
（770,000円）

2,298000円
（860,000円）

2,898,000円
（1,300,000円）

3,698,000円
（―）

ビジネスクラス利用追加代金：330,000 円

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

＊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国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。
★この旅行に参加いただく場合は、米国のESTA（電子渡航認証システム）お
よびカナダのeTA（電子渡航認証システム）に従い、認証を受ける必要があり
ます。このコースでは、無料でESTAとeTA認証手続きの代行を承ります（実費
は別途かかります）。

総トン数：3万2000トン
乗客定員：458名
乗組員数：330名　初就航：2011年

シーボーン・クエスト

ロブスター料理（一例）

※写真はすべてイメージです。
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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

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）
●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）
〈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）　◎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
「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）
●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
〈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）*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　◎パンテオン
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

サンピエトロ大聖堂（イタリア） 

＊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 ■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：【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。
※ビジネスクラスのご利用は日本発着の国内線のみとなります。
※ビジネスクラス利用の場合は国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。

客室タイプ 東京・関空発着共通

A オーシャンビュー・スイート
（角窓、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）

ミケランジェロ設計のクーポラの真下にはバロックの巨匠ベル
ニーニの手による大天蓋があり、高さは29mにもおよびます。

サンピエトロ大聖堂 内部

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

言わずと知れたローマ・カトリックの総本山であり、世界最大級のキリスト教会建築。目の前に広がる広場は収容人数が40万人と広大
な規模です。

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

6名様より催行東京・関空発着 2020年
4/21（火）出発

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。

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、宗教行事等により、入場不可となる場合がご
ざいます。その場合は、外観からご覧いただきます。

©Konstik

※写真はすべてイメージです。
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旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 14（木）

成田または羽田空港（21:40～ 24:01発
目安）・中部空港（21:45発目安）より空路、
乗継便にてアテネへ
〈機内泊〉 

2 15（金）着後、ホテルへ〈ホテル泊〉 夕

3 16（土）

ピレウス（ギリシャ）  ―／17:00
世界遺産  アテネ市内半日観光
（ギリシャ料理のご昼食付）　
●アクロポリス　●新考古学博物館
◎プラカ地区
観光後港へ、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 昼

4 17（日）
シロス島／エルムポリ（ギリシャ）  08:00／18:00

 エルムポリ半日徒歩観光
〈船内泊〉 船船 船

5 18（月）

ロードス島（ギリシャ）  08:00／23:00
 リンドス・アクロポリス半日観光

●アクロポリス
〈船内泊〉 船船 船

6 19（火）

フェトヒイェ（トルコ） *1 08:00／18:00
 サクルケント渓谷とトロス古代都市

観光
〈船内泊〉 船船 船

7 20（水）

ボドルム（トルコ）  08:00／21:00
 ボドルム半日観光

●マウソロス霊廟　●円形劇場
〈船内泊〉 船船 船

8 21（木）

サントリーニ島（ギリシャ） *1 08:00／17:00
 イアとサントリーニ終日観光

◎イア村　◎フィラの街
●ワイナリー（試飲付）
〈船内泊〉 船船 船

9 22（金）
スペツェス島（ギリシャ） *1 08:00／17:00
フリータイムをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

10 23（土）

ピレウス（ギリシャ）  07:00／―
市街地にてフリータイム後、送迎車にて
空港へ *2

アテネより空路、乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

11 24（日）
成田または羽田空港（18:40～ 22:40目
安）・中部空港（13:50目安）着後、
入国・通関手続き、解散

2020年

5

ボドルム（トルコ）

市内のどこからでも見える高い丘とその上にそびえる神殿。古代の聖域アクロポリ
スはアテネの象徴です。

アクロポリス（ギリシャ）

●：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。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等により、入場不可となる場合がござ
います。その場合は、外観からご覧いただきます。
*1: テンダーボートでの上陸となります。
*2: 中部空港ご利用の場合、下船後すぐに空港へ向かうためフリータ
イムはございません。

古くから地中海交易の拠点として栄え、聖ヨハネ騎士団
が築いた旧市街は中世の雰囲気が今に残っています。

ロードス島（ギリシャ）

ピレウス／
アテネ
ピレウス／
アテネ

スペツェス島スペツェス島 サントリーニ島サントリーニ島
ロードス島ロードス島

フェトヒイェフェトヒイェ

ボドルムボドルム

シロス島／
エルムポリ
シロス島／
エルムポリ

絶景の景色が楽しめるトルコ随一のリゾート地と有名ですが、街の歴史は古く、遺跡観光も楽しめるのも魅力のひとつです。

シーボーン・オデッセイ
アテネから巡る ターコイズブルーに煌めく
地中海クルーズ 11日間

6名様より催行東京・中部発着 2020年
5/14（木）出発

旅のみどころ

1. 
エーゲ海には、隠れ家のように、知る人ぞ知る美しい島が
まだまだあります。知られざるトルコ南岸の「魔性のリゾート」
フェトヒイェの魅力の虜になってしまうかもしれません。

2. 
ラグジュアリー船だからこそ巡れる、シロス島やスペツェス島
などは、きっとまた行きたくなるほどの印象深い珠玉の島と
いえるでしょう。

©selanik

＊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1回、昼1回、夕1回、船20回 ■最少催行人員：6名様 ■利用予定航空会社：【東京】QR／ TK 
【中部】EY ■利用予定ホテル：【アテネ】ウィンダム グランドまたは同等クラス

＊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。
※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。
※ビジネスクラス利用の場合は国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。

A1 V3 V5 PH

客室タイプ

オーシャンビュー・
スイート

（角窓、バスタブ付き 
25～27.5㎡）

ベランダ・スイート
（ベランダ、バスタブ付き

32～34㎡）

ベランダ・スイート
（ベランダ、バスタブ付き

32～34㎡）

ペントハウス・
スイート

（ベランダ、バスタブ付き
約50㎡）

エコノミークラス
利用（共通） 998,000円 1,148,000円 1,248,000円 1,548,000円

ビジネスクラス
利用（東京） 1,248,000円 1,398,000円 1,498,000円 1,798,000円

ビジネスクラス
利用（中部） 1,258,000円 1,408,000円 1,508,000円 1,808,000円

1人部屋追加
代金（共通） 410,000円 500,000円 540,000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。



ポール・ゴーギャン・クルーズ
南洋の自然に溶け込む　優美なポリネシアン・スタイル
大型船では寄港できない小さな港を訪れ、タヒチ、フレンチポ
リネシア、東南アジアの浅瀬でも航海できるようにデザインされ
たポール・ゴーギャン。南洋の自然の美しさに見事に溶け込み、
船内ではぬくもりあるくつろぎの空間と、快適で贅沢なサービス
を提供します。

ほぼ全客室がオーシャンビュー＆バスタブ付き
全客室がオーシャンビュー
で、約７割の客室がバルコ
ニー付き。バスタブも一部
を除くほぼ全室に完備され
ています。ベッドは一部を
除きクイーンサイズとなって
います。

ハネムーンの方へ無料スペシャルサービス !!
●客室にシャンパン・ボトルをプレゼント
●レ・ゴギンズが2人の幸せを祈っておこなう、
ポリネシアン・スタイルの祝福セレモニー
●スペシャル・ピロー・ギフトをプレゼント
●お2人のポートレート撮影サービス（※事前
のご予約が必要です）
その他、タヒチアンスタイルのセレモニーをはじ
め、結婚周年記念のお祝いをするサービスもご
用意（一部有料パッケージもございます）。

乗客約 1.5名につき乗員 1名のサービス
乗客定員：332名に対して乗組員217名。つまり、乗客約1.5名につき乗員1名 
の行き届いたサービス。タヒチ流の「おもてなしの心」で、小型船ならではの
家族のようにお迎えします。『Travel+Leisure』をはじめとする著名な世界的旅
行誌の人気投票でも常に小型船部門の上位にランキングされています。

タヒチで一番美味しいレストラン
メインダイニング「レトワール」では、繊細な盛り付けのコース料理をいただけます。朝・
昼食はカジュアルダイニングの「ラ・ベランダ」も、夜にはエレガントなレストランへ変身。
パリの有名シェフ、ジャン・ピエール・ヴィガト氏監修によるメニューを提供します。新鮮
な地元の食材を使ったポリネシアングリルのレストラン「ル・グリル」もございます。

ウォータースポーツ・マリーナ
ポリネシアの海を満喫できるのもポール・ゴーギャンならでは。船からは海面まで届く「ウォータースポーツ・
マリーナ」が開かれ、ウインドサーフィンやカヤックに乗ったり、ゾディアックに乗船してダイビングツアーに
出かけることができます。青い海へ潜ると、カクレクマノミや海ガメなど、色とりどりな海洋生物たちのパレー
ドに出逢えるチャンスがあります。酸素ボンベなどの器材も船内に完備し、スキューバダイビングの経験が
ない方でも、スキューバレッスン（有料）を通して楽しめます。

ポール・ゴーギャン
総トン数：1万9200トン
乗客定員：332名
乗組員数：217名
就航年：1998年（2012年改装）

ポール・ゴーギャン・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　●ワイン、スピリッツ類などのアルコールドリンク、ミネラルウォーター、
　コーヒー、紅茶などのソフトドリンク　●基本のチップ　
●マリンスポーツ　●ミニバーのソフトドリンク、ビール、ミネラルウォーターは毎日補充
●バトラーサービス*1　● iPod用サウンドドック*1

*1: カテゴリーB以上の客室

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
カントリー・クラブ・カジュアル
客船の規模
総トン数：1万9200トン　乗客定員：332名

28 ※写真はすべてイメージです。
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旅行日程   （入港／出港時間の目安）

「太平洋の真珠」と賞される美しい島の船会社プライベートビーチでマリンスポーツなどをお楽しみください。

モーレア島

旅のみどころ

1. 「地上の楽園」タヒチを愛し続けた画家ポール・ゴーギャンの名を冠した客船に乗り、楽園めぐりをする旅。

2. 「太平洋の真珠」と称されるソシエテ諸島の代表的な5つの島に
寄港、タヒチならではの至福のリゾート気分が味わえます。

2019年12/14（土）・
2020年 2/8・7/11・

10/31（土）出発

成田発着 エア・タヒチ・ヌイ往復直行便利用

ハネムーン特典付き便利な国内線もご用意

ポール・ゴーギャン
ブルーラグーンが美しいタヒチ・ボラボラ島
を巡るフレンチポリネシアクルーズ 10日間

1 （土）

12/14 出発
成田空港よりエア・タヒチ・ヌイ 77便（17:40
発）にてパペーテへ
パペーテ（タヒチ島／フランス領ポリネシア）  ―／23:55
パペーテ半日観光
○大統領府　◎カテドラル　◎市庁舎
◎マルシェ　◎バイマショッピングセンター
ご昼食後、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船昼

2 （日）
バイラオ（タヒチ・イティ／フランス領ポリネシア）  07:30／17:00
自然あふれる海岸線、古代の石窟画やマラ
エ、本物のポリネシア文化をご探索ください
〈船内泊〉 船船 船

3 （月）
ボラボラ島（フランス領ポリネシア）  08:00／（停泊）
フリータイムをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

4 （火）ボラボラ島（フランス領ポリネシア）  ―／17:00
〈船内泊〉 船船 船

5 （水）
フアヒネ島（フランス領ポリネシア）  08:00／17:00
船会社主催オプショナルツアーへの参加
または、フリータイムをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

6 （木）

タハア島（フランス領ポリネシア）  08:00／17:00
船会社のプライベート・アイランドでバーベ
キューランチや、レ・ゴギンズによるショー
などをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

7 （金）
モーレア島（フランス領ポリネシア）  07:30／17:00
パペーテ（タヒチ島／フランス領ポリネシア）  19:30／（停泊）
〈船内泊〉 船船 船

8 （土）

パペーテ（タヒチ島／フランス領ポリネシア）  ―／―
下船後、タヒチ島内半日観光（ご昼食付）
◎ビーナス岬　◎タハラアの丘
カルフールにてお買い物後、送迎車にて
ホテルへ
夜、ご希望の方は添乗員と共に屋台村
ルロットへ
〈ホテル泊〉 船 昼

9 （日）
送迎車にて空港へ
エア・タヒチ・ヌイ 78便（01:30発）にて
帰国の途へ
〈機内泊〉 

10（月）成田空港（08:00）着後、
入国・通関手続き、解散

●：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
※本コースはLUSSOイヤホンガイドサービスはございません。

※12/14・2/8出発は帰国便の出発時間が早いため、ホテルの滞在時間
が0.5泊となります。予めご了承ください。

★2020年2/8発の2 〜 7日目日程
2日目…バイラオ（08:00／17:00）　3日目…フアヒネ（08:00／17:00）
4・5日目…ボラボラ（08:00／23:00）　6日目…タハア（08:00／17:00）
7日目…モーレア（08:00／17:00）→パペーテ（19:30／停泊）
★2020年7/11発の2 〜 7日目日程
2日目…フアヒネ（08:00／17:00）　3日目…タハア（08:00／17:00）
4・5日目…ボラボラ（08:00／17:00）　6日目…モーレア（08:00／停泊）
7日目…モーレア（ー／17:00）→パペーテ（19:30／停泊）
★2020年10/31発の2 〜 7日目日程
2日目…モーレア（08:00／17:00）　3日目…フアヒネ（08:00／17:00）
4日目…タハア（08:00／17:00）　5・6日目…ボラボラ（08:00／17:00）
7日目…モーレア（08:00／17:00）→パペーテ（19:30／停泊）

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、75～ 61日前＝旅行代金の5％、60～ 31日前＝旅行代金の12.5％、30～ 15日前＝旅行代金
の25％、14～ 8日前＝旅行代金の37.5％、7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：昼2回、船20回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：12名様 ■利用予定航空会社：TN
■利用予定ホテル：インターコンチネンタルリゾートタヒチ指定（スーペリアルーム・シービュー *3）

旅行代金 ＋ でご参加
可能！

大阪・中部・福岡・札幌・小松他から成田・羽田まで 追加代金 0円 【往復】（1名あたり）
全国各地から成田・羽田まで 追加代金 18,000〜46,000円 【往復】（1名あたり）

※国際線発着時刻より、24時間以内に接続する国内線に限ります。そのほかにも注意事項がございます。詳細はお問い合わせください。

エコノミークラス限定　91日前までのお申込みで1万円割引（早期割と併用可能!）
＊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。
※ビジネスクラス利用の場合は国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。
※ベッドはクイーンサイズベッドとなります（ツインベッドに転用できる客室は限られています）。
*1：一部の客室はシャワーのみ、約19.2㎡～ 21.1㎡＋約3.4㎡～ 7.0㎡
*2：早期割引は、2019年10/30までのご予約に限り適用されます。

客室
タイプ

F：ポートホール
ステートルーム

（丸窓、バスタブ付き
約18.6㎡）

E：ウィンドウ
ステートルーム

（角窓、バスタブ付き
約18.6㎡）

C：バルコニー
ステートルーム *1

（バルコニー、バスタブ付き
約22㎡ +約3.4㎡）

B：ベランダ
ステートルーム

（ベランダ、バスタブ、
バトラーサービス付き
約28㎡ +約4.4㎡）

2019年
12/14
（土）

740,000円
（310,000円）

780,000円
（320,000円）

970,000円
（580,000円）

1,120,000円
（730,000円）

プレミアムエコノミークラス追加代金：120,000 円　ビジネスクラス追加代金：260,000 円
早期割引
2020年
2/8（土）

（10/30まで）*2

820,000円
（240,000円）

880,000円
（270,000円）

990,000円
（660,000円）

1,150,000円
（800,000円）

プレミアムエコノミークラス追加代金：120,000 円　ビジネスクラス追加代金：260,000 円

2020年
2/8

（土）

950,000円
（260,000円）

1,020,000円
（290,000円）

1,210,000円
（720,000円）

1,390,000円
（910,000円）

プレミアムエコノミークラス追加代金：120,000 円　ビジネスクラス追加代金：280,000 円

2020年
7/11
（土）

― 1,010,000円
（310,000円）

1,200,000円
（790,000円）

1,400,000円
（950,000円）

プレミアムエコノミークラス追加代金：120,000 円　ビジネスクラス追加代金：340,000 円

2020年
10/31
（土）

― 980,000円
（310,000円）

1,150,000円
（790,000円）

1,380,000円
（950,000円）

プレミアムエコノミークラス追加代金：120,000 円　ビジネスクラス追加代金：350,000 円

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

ボラボラ島ボラボラ島

タハア島タハア島

フアヒネ島フアヒネ島

タヒチ島
パペーテ
タヒチ島
パペーテモーレア島モーレア島

タヒチ・イティ
バイラオ
タヒチ・イティ
バイラオ12/14出発コース

ダブルベッドとなります。3名1室利用は出来ません。御依頼いただいてから
の手配となります。

*3：水上バンガロー アップグレードプラン（1.5泊）
1名様あたり40,000円（シングル利用70,000円）の追加で
ホテルをアップグレード！

※写真はすべてイメージです。



シークラウド・クルーズ
船旅愛好家にも新しい感動を与える帆船クルーズ

23枚の帆が海風を受けて進む優美でレトロな姿が印
象的な船、シークラウド。帆船の魅力はまさに、帆
の上げ下ろしを間近で見られること。スタッフが高
いところまで登り、帆をセットするのにかかる時間は
約1時間。思わず応援したくなるその圧巻の様子は、
帆船での冒険に出発した興奮を高めてくれます。

伝統的な帆船クルーズを堪能
2001年に誕生した船は、現代ではなかなかお目にかかれない木甲板や、レトロ感ある
1930年代の帆船風のインテリアでまとめられています。客室はスタンダードキャビンで
もホテル並みの広さで、設備やアメニティにも高級感が漂っています。高級感あふれ
る空間で、「ラグジュアリー帆船クルーズ」を堪能いただけます。

シークラウド・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　●基本のチップ　●ウェルカムシャンパン
●朝のシャンパン（スパークリングワイン）
●コーヒー、お茶、ジュースなどのソフトドリンク
●昼、夕食時の銘柄指定ワインとビール
●観光時のボトルウォーター　●毎日お部屋補充される果物
●シュノーケリングや、ウォータースポーツの設備
●ランドリーサービス（A～B客室のみ）

ディナータイムの座席
フリーシーティング
ドレスコード

スマートカジュアル
（ガラディナー時は、エレガント）
客船の規模
全長：117ｍ　乗客定員：94名
乗組員数：65名

一流のサービスと食事
最高94名のお客様に対しスタッフは約60
人。お客様のニーズに合わせ最高級の行
き届いたサービスを提供し、ご自身のペー
スで船旅を満喫していただけます。

船内での服装は「スマートカジュ
アル」が基本。ダイニングでのお
食事はフリーシーティング制で、
ディナーではその土地で獲れた
新鮮な魚介類が並びます。

30 ※写真はすべてイメージです。
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旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1
24（金）

成田または羽田空港（22:00～ 24:30発 
目安）より乗継便にてニースへ
〈機内泊〉 

2 25（土）

ニース（フランス）  ―／22:00
着後、ニース市街地にてフリータイム
17:00頃、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船

3 26（日）終日クルーズ〈船内泊〉 船船 船

4 27（月）

サナリー＝シュル＝メール（フランス）*1  08:00／17:00
エクスアンプロヴァンス半日観光
（ご昼食付）
〈船内泊〉 船船 昼

5 28（火）
インペリア（イタリア）  14:00／22:00
添乗員が街の中心へご案内
〈船内泊〉 船船 船

6 29（水）
ポルトヴェーネレ（イタリア）*1  08:00／13:30

 チンクエテッレ観光
〈船内泊〉 船船 船

7 30（木）

リボルノ（イタリア）  08:00／18:00
世界遺産  フィレンツェ観光（ご昼食付）
●ウフィッツィ美術館 *2　◎ドゥオモ　
◎鐘楼　◎ヴェッキオ橋
〈船内泊〉 船船 昼

8 1（金）

ポルトフェッラーイオ（エルバ島／イタリア）  08:00／13:30
添乗員が街の中心へご案内
〈船内泊〉 船船 船

9 2（土）

チビタベッキア（イタリア）  08:00／―
下船後、ローマ市内半日観光（ご昼食付）
◎コロッセオ　◎トレビの泉
◎スペイン広場
観光後、ホテルへ
〈ホテル泊〉 船 昼

10 3（日）
送迎車にてローマ空港へ
空路、乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 朝

11 4（月）成田または羽田空港（17:35～ 22:45目
安）着後、入国・通関手続き、解散

2020年

4

5

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、149～ 50日前＝旅行代金の12.5％、49～ 22日前＝旅行代金の17.5％、
21～ 15日前＝旅行代金の27.5％、14日前～前日＝旅行代金の40％、当日または無連絡不参加＝旅行代金の45％

■食事：朝1回、昼3回、船18回 ■最少催行人員：6名様 ■利用予定航空会社：EK／QR ■利用予定ホテ
ル：【ローマ】ベルニーニ・ブリストルまたは同等クラス

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
：ご希望の方向けの有料ツアーです。船会社主催のため混載になる
場合や観光内容が変更となる場合がございます。（英語ガイド）
※出入港時刻はすべて目安となります。 寄港地、寄港順などのスケ
ジュールは船長判断により変更の可能性があります。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等により、入場不可となる場合がご
ざいます。その場合は、外観からご覧いただきます。
*1: 通船を利用し乗下船予定です。
*2: 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。

ナポレオンが流刑された島として知られるエルバ島。イタリア国内で
は非常に人気のあるリゾート地でマリンスポーツはもちろん、山岳地域
ではトレッキングなども人気です。

ポルトフェッラーイオ（エルバ島）

サナリー＝
シュル＝メール
サナリー＝
シュル＝メール

ニース

インペリア

リボルノリボルノ

ポルトフェッラーイオポルトフェッラーイオ

チビタベッキア／
ローマ
チビタベッキア／
ローマ

ポルトヴェーネレポルトヴェーネレ

シークラウドⅡ
GW 煌めくリビエラ沿岸を巡る
フランスとイタリアのクルーズ 11日間

6名様より催行 2020年
4/24（金）出発

ゴールデンウィーク東京発着

旅のみどころ

1. 憧れの帆船で巡る、GWにぴったりの地中海クルーズです。

2. スタッフも乗客同士も親しみやすい距離感のため、まるで『家』のような温かさで、一味違う『旅』を感じられることでしょう。

3. 
誰もが知る人気の寄港地と、ヨーロッパではリゾート地として
人気の寄港地が組み合わさったコース。
下船後はローマで1泊しますので、観光後はゆったりと
お過ごしください。

客室タイプ デラックス海側
（窓、シャワー付き 約19㎡）

ジュニアスイート
（窓、バスタブ付き 約26㎡）

エコノミークラス利用 1,378,000円（380,000円） 1,768,000円（1,000,000円）

ビジネスクラス追加代金：380,000 円

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

＊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。
※ビジネスクラス利用の場合は国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。

シークラウドⅡ
総トン数：3,849トン
乗客定員：94名
乗組員数：65名
初就航：2001年

※写真はすべてイメージです。
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旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 6（日）

成田または羽田空港（10:50～ 12:30発
目安）より、ANA乗継便にてバルセロナへ
着後、ホテルへ
〈ホテル泊〉 

2 7（月）

バルセロナ（スペイン）*1  ―／18:00
バルセロナ市内観光
● 世界遺産  サグラダファミリア
○カサ・ミラ　○カサ・バトリョ
観光後、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 昼

3 8（火）

コリウール（フランス）*1  13:30／19:00
 コリウール市内観光とフランス絵画

の野獣主義
〈船内泊〉 船船 船

4 9（水）
セット（フランス）  08:00／13:00

 セット市内観光とオイスター試食
〈船内泊〉 船船 船

5 10（木）
アンティーブ（フランス）*1  14:00／（停泊）

 サン・ポール・ド・ヴァンス観光
〈船内泊〉 船船 船

6 11（金）

アンティーブ（フランス） ―／05:00
ニース（フランス）*1  08:00／―
下船後、送迎車にてニース空港へ
空路、ANA乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

7 12（土）成田または羽田空港（14:55～ 15:50）
着後、入国・通関手続き、解散

2020年

●：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。（英語ガイド）
※出入港時刻はすべて目安となります。 寄港地、寄港順などのスケ
ジュールは船長判断により変更の可能性があります。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等により、入場不可となる場合がご
ざいます。その場合は、外観からご覧いただきます。
*1: 通船を利用し乗下船予定です。

カサ・バトリョや
カサ・ミラなどの
ガウディ建築、そ
の他にも古くか
ら芸術活動が盛
んで、美術館・博
物館が多く建ち
並んでいます。

地中海沿いには城
壁とコリウールを
象徴するノートル
ダム・デ・ザンジュ
教会が厳かにそび
え立ちます。沿岸
に面したカフェや
レストランでのんび
りするのもおすす
めです。

カサ・バトリョ

コリウール（フランス）

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、149～ 50日前＝旅行代金の12.5％、49～ 22日前＝旅行代金の17.5％、
21～ 15日前＝旅行代金の27.5％、14日前～前日＝旅行代金の40％、当日または無連絡不参加＝旅行代金の45％

■食事：朝1回、昼1回、船11回 ■最少催行人員：6名様 ■利用予定航空会社：NH（欧州内）LH／SN
■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

客室タイプ デラックス海側
（窓、シャワー付き 約19㎡）

ジュニアスイート
（窓、バスタブ付き 約26㎡）

エコノミークラス利用 908,000円（240,000円） 1,108,000円（540,000円）

ビジネスクラス追加代金：400,000 円

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

＊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国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。

アンティーブ（フランス）
ニースとカンヌの中間に位置するコートダジュールの美しくおしゃれな街。ピカソがアトリエとして利用した城が現在はピカソ美術館とし
て公開されています。

乗船前、バルセロナでの観光には、もちろんサグラダファミリア入場
が含まれています!

世界遺産  サグラダファミリア（スペイン）
ニース

バルセロナ

アンティーブセット

コリウール

シークラウドⅡ
フランスの美しい港町を巡る
地中海ショートクルーズ 7日間

6名様より催行 2020年
9/6（日）出発

東京発着

旅のみどころ

1. 現役のお客様も必見 ! 憧れの帆船に短期間で乗船できる、
お試しコースです。

2. フランスの隠れた名リゾート地を中心に訪れる、帆船ならではの珠玉のコースです。

利用

9

©fazon1

※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（24時間のルームサービス、毎日16時からの 
　アフタヌーンティを含む）
●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

●全寄港地での寄港地ツアー（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

33※写真はすべてイメージです。
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グラナダ アルハンブラ宮殿（スペイン） 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1
25（土）

成田または羽田空港（21:40～ 24:01発 
目安）・関西空港（23:45発目安）より
乗継便にてバルセロナへ
〈機内泊〉 

2 26（日）着後、送迎車にてホテルへ〈ホテル泊〉 夕

3 27（月）

バルセロナ（スペイン）  ―／18:00
バルセロナ観光
●サグラダファミリア　○カサ・ミラ
○カサ・バトリョ 
観光後、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 船

4 28（火）
カルタヘナ（スペイン）  12:00／21:00

 カタルヘナ・ハイライト
〈船内泊〉 船船 船

5 29（水）
モトリル（グラナダ／スペイン）  08:00／20:00
グラナダ終日観光（ご昼食付）
〈船内泊〉 船船 昼

6 30（木）

ジブラルタル（英国領）  08:00／18:00
 ジブラルタル市内観光と

イングリッシュティー
〈船内泊〉 船船 船

7 1（金）

カサブランカ（モロッコ）  08:00／18:00
 カサブランカ・ハイライト

〈船内泊〉 船船 船

8 2（土）
カディス（セビリア／スペイン）  08:00／18:00
セビリア終日観光（ご昼食付）
〈船内泊〉 船船 昼

9 3（日）
リスボン（ポルトガル）  10:00／（停泊）
リスボン半日観光（ご昼食付）
〈船内泊〉 船船 昼

10 4（月）

リスボン（ポルトガル）  ―／―
下船後、リスボン空港より空路、乗継便
にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

11 5（火）
成田空港または羽田空港（17:25～22:45 
目安）・関西空港（17:15目安）着後、入国・
通関手続き、解散

2020年

4

5

総トン数：5万125トン
乗客定員：750名
乗組員数：552名
初就航：2016年

セブンシーズ
エクスプローラー

＊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国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。

■食事条件：朝1回、昼3回、夕1回、船18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：【東京】EK／TK／QR／AF／ LH／NH 【関空】EK ■利用予定ホテル：【バルセロナ】メリア 
バルセロナ セリアまたは同等クラス

迷路のような路地とケーブルカーが印象的な旧市街。大航海時代な
ど歴史的偉業を今に伝える建造物などが多く残っています。

リスボン（ポルトガル）

リスボン

カディス
カルタヘナ

モトリル

ジブラルタル

カサブランカ

バルセロナ

●：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
：船会社主催のオプショナルツアー（英語／混載）となり、追加料金
はございません。弊社からご案内の で、集客人数に達した際には、
添乗員が同行いたします。
※ツアーに組み込まれている観光につきましては、専用車をご用意い
たします。
※教会等の宗教施設は、宗教行事等により、入場不可となる場合がご
ざいます。その場合は、外観からご覧いただきます。
*1: ご昼食は、遅めの時間帯となり、ビュッフェにてご用意しております。

＊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％

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。

*1

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

イスラム建築の最高峰と言われるアルハンブラ宮殿。敷地も広大なため見どころもたくさん。

旅のみどころ

1. リスボンに停泊しノスタルジックな坂の街でゆったりとお過ごしいただけるGWにぴったりのスペシャルコースです。

2. ハリウッド映画のタイトルでも有名な、カサブランカに寄港 !
モトリルでは憧れのグラナダへの観光に専用車でご案内します。

©Mapicss
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客室タイプ

デラックス・
ベランダ・スイート

（ベランダ、シャワー付き
約24㎡）

スーペリア・
スイート

（ベランダ、バスタブ付き
約30㎡）

コンシェルジュ・
スイート

（ベランダ、バスタブ付き
約30㎡）

ペントハウス・
スイート

（ベランダ、シャワー付き
約41㎡）

エコノミー
クラス利用 1,238,000円 1,298,000円 1,358,000円 1,498,000円

1人部屋追加
代金（共通） 390,000円 450,000円 490,000円 630,000円

ビジネスクラス追加代金：東京…410,000 円　関空…290,000 円

セブンシーズ エクスプローラー
GWスペシャル リスボン停泊！
バルセロナからグラナダ・カサブランカを巡る
ジブラルタル海峡クルーズ 11日間

6名様より催行東京・関空・名駅発着 ゴールデンウィーク

2020年 4/25（土）出発

※写真はすべてイメージです。
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モナコグランプリ（モナコ）【オプショナルツアー】

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 19（火）

成田または羽田空港（21:40～ 24:01発
目安）・関西空港港（23:45発目安）より、
乗継便にてローマへ
〈機内泊〉 

2 20（水）着後、送迎車にてホテルへ〈ホテル泊〉 夕

3 21（木）

チビタベッキア（イタリア）  ―／18:00
ローマ観光　◎コロッセオ　◎スペイン広
場　◎トレビの泉　◎サンピエトロ寺院 
観光後、乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船朝 船

4 22（金）

リボルノ（イタリア）  08:00／20:00
 フィレンツェ観光 *3　◎ドゥオモ

◎鐘楼　●ウフィッツィ美術館
〈船内泊〉 船船 船

5 23（土）

サントロペ（フランス）  08:00／23:00
サントロペ湾岸散策コース
動きやすい服装がおススメ。水着を持参
いただくと、海水浴も楽しめます！
〈船内泊〉 船船 船

6 24（日）
モンテカルロ（モナコ）  08:00／23:59

 F1グランプリ観戦ツアー *2

〈船内泊〉 船船 船

7 25（月）

マルセイユ（フランス）  10:00／20:00
アルピーユ山脈のレ・ボー＝ド＝プロヴァンス
と光の採石場キャリエール・ド・ルミエール
〈船内泊〉 船船 船

8 26（火）
パラモス（スペイン）  08:00／18:00
添乗員が街の中心までご案内
〈船内泊〉 船船 船

9 27（水）

パルマ・デ・マヨルカ（スペイン）  08:00／19:00
マヨルカ市内観光　◎マヨルカ大聖堂
◎真珠専門店・工房　◎ベルベル城　
◎サンマルコス教会
〈船内泊〉 船船 船

10 28（木）

バルセロナ（スペイン）  午前／―
下船後、バルセロナ市内観光へ
●サクラダファミリア　○カサ・ミラ
○カサ・バトリョ　観光後、バルセロナ
空港へ。乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

11 29（金）
成田空港または羽田空港（17:25～22:45 
目安）・関西空港（17:05目安）着後、
入国・通関手続き、解散

2020年

5

総トン数：5万125トン
乗客定員：750名
乗組員数：542名
初就航：2020年

セブンシーズ
スプレンダー

見渡す限りの石灰岩でできた山 と々オリーブ畑とブドウ畑が広がる
美しい村。採石場跡は町から徒歩約10分ほどのところにあります。

レ・ボー＝ド＝プロヴァンス（フランス）

バルセロナバルセロナ
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

モンテカルロモンテカルロ

リボルノリボルノマルセイユ
サントロペ

パルマ・デ・マヨルカパルマ・デ・マヨルカ

＊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％

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。

*1

モータースポーツの最高峰 F1の中でも一際華やかなモナコグランプリ。世界中のF1ファンとモナコを愛するセレブ達と共に、2020年の
決戦をご観戦いただけます（船会社主催モナコグランプリ観覧プログラム【別途料金】にお申込みいただいた方に限ります）。

旅のみどころ

1. F1モナコグランプリの決勝戦の日、5月24日に寄港 !
グランプリ観戦ツアーは後日発表予定です!

2. モナコの公道を閉鎖して造られるモンテカルロ市街地コースは、街中にいるだけで、臨場感が味わえます。

3. 
光の採石場キャリエール・ド・ルミエールでは、採石場の壁や
天井、床に映し出される絵画の画像など、大迫力の
アートショーをご覧いただけます。

©モナコ観光協議会

＊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国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。

■食事条件：朝1回、夕1回、船21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：【東京】EK／TK／QR／AF／ LH／NH 【関空】EK ■利用予定ホテル：【ローマ】ベルニーニ・ブリスト
ルまたは同等クラス

客室タイプと旅行代金 大人お 1人様・２名１室利用（東京・関空・名駅発着共通）
G1 F2 E C

客室タイプ

デラックス・
ベランダ・スイート

（ベランダ、シャワー付き
約24㎡）

スーペリア・
スイート

（ベランダ、バスタブ付き
約30㎡）

コンシェルジュ・
スイート

（ベランダ、バスタブ付き
約30㎡）

ペントハウス・
スイート

（ベランダ、シャワー付き
約41㎡）

エコノミー
クラス利用 1,150,000円 1,230,000円 1,450,000円 1,550,000円

1人部屋追加
代金（共通） 550,000円 640,000円 850,000円 870,000円

ビジネスクラス追加代金：東京…470,000 円　関空…380,000 円

セブンシーズ スプレンダー
F1グランプリ決勝日のモナコに寄港！
初夏のフランス・イタリア・スペインの人気の
リゾート地を巡るクルーズ 11日間

6名様より催行東京・関空・名駅発着 2020年
5/19（火）出発

●：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
※教会等の宗教施設は、宗教行事等により、入場不可となる場合がご
ざいます。その場合は、外観からご覧いただきます。
※ツアー内に組み込まれているクルーズ中のツアーは、船会社主催の
ため、他の乗船客と混載となり、添乗員は同行しますが、ガイドは英語
となります。
※船会社のオプショナルツアーの内容・見学箇所は予告なく変更され
ることがございます。
※ につきましては有料となります。また、4日目のフィレンツェ観
光はクルーズプラネット専用車でのご案内になります。
*1: ご昼食は、遅めの時間帯となり、ビュッフェにてご用意しております。
*2: F1グランプリ観戦ツアーの詳細に関しては後日発表いたします。
*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。

※写真はすべてイメージです。
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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

旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 5（月）

成田空港（16:05～ 17:00発目安）より、
ANA直行便にてロサンゼルスへ
ロサンゼルス（アメリカ）  ―／ 18:00
送迎車にて港へ
乗船手続き・出港
〈船内泊〉 船

2 6（火）
エンセナダ（メキシコ）  08:00／ 17:00
街のシンボルとワイン試飲とショッピング
〈船内泊〉 船船 船

3 7（水）太平洋クルージング〈船内泊〉 船船 船

4 8（木）
カボサンルーカス（メキシコ）  11:00／ 21:00
海と陸のカボサンルーカスツアー
〈船内泊〉 船船 船

5 9（金）
マサトラン（メキシコ）  10:00／ 20:00
市内車窓観光とフォークショー
〈船内泊〉 船船 船

6

～

7

10
11

（土）

（日）
終日クルーズ
〈船内泊〉 船船 船

8 12（月）

ロサンゼルス（アメリカ）  08:00／―
下船後、ロサンゼルス市内観光
（ご昼食付）
夜、夜景と人気のデラックスレストラン
での晩餐のコースへ
〈ホテル泊〉 夕船 昼

9 13（火）空路、ANA直行便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 朝

10 14（水）成田空港（15:25～ 16:30目安）着後、
入国・通関手続きの後、解散

2020年

10

総トン数：4万8075トン
乗客定員：445名
乗組員数：700名
初就航：2001年（2018年改装）

セブンシーズ マリナー

※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為、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。
※弊社でご案内しているツアーにご参加の場合は、添乗員が同行しま
すが、その他のオプショナルツアーにご参加されたい場合は、予約担
当者にご相談ください。無料、有料のオプショナルツアーと様々にお
客様のお好みでお選びいただくことが出来ます。その際には、添乗員
の同行は難しくなりますので予めご了承ください。

カボサンルーカス（メキシコ）

旧市街の中心地に位置するカテドラル。タイルを使用した綺麗な装
飾の内部もみどころです。

マサトラン（メキシコ）

マサトランマサトラン
カボサンルーカスカボサンルーカス

エンセナダエンセナダ

ロサンゼルスロサンゼルス

旅のみどころ

1. 終日クルーズも多く、船内のサービスや設備を満喫できるコースを特別価格でご案内 !

2. 
憧れのロサンゼルスでは、ハリウッドやビバリーヒルズへの
観光付き。アメリカで人気のメキシコのリゾート地を訪れ、
美しい海をご堪能ください。

セブンシーズ マリナー
煌めくアメリカ西海岸と
メキシカンリビエラクルーズ 10日間

成田発着 利用

昔ながらの自然そのままの美しいビーチや、緑豊かなジャングル、カボサンルーカスの象徴的な岩石群など、ここにしかない絶景が多くあ
ります。

©gabrielalupu

＊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％

■食事条件：朝1回、昼1回、夕1回、船20回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：8名様 ■利用予
定航空会社：NH ■利用予定ホテル：【ロサンゼルス】リッツカールトン・マリーナデルレイまたは同等クラス

＊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。
＊ビジネスクラス利用の場合は国内の発着空港周辺に前泊または後泊ホテルを1泊ご用意いたします。

大人お 1人様・２名１室利用客室タイプと旅行代金
G F E B

客室タイプ

デラックス・
ベランダ・スイート

（ベランダ、バスタブ付き
約24㎡）

デラックス・
ベランダ・スイート

（ベランダ、バスタブ付き
約24㎡）

コンシェルジュ・
スイート

（ベランダ、バスタブ付き
約24㎡）

ペントハウス・
スイート

（ベランダ、バスタブ付き
約35㎡）

エコノミー
クラス利用 698,000円 728,000円 778,000円 898,000円

ビジネス
クラス利用 1,208,000円 1,238,000円 1,288,000円 1,408,000円

1人部屋追加
代金（共通） 270,000円 310,000円 340,000円 460,000円

～1室US$100の船内クレジット付き

2020年 10/5（月）出発

ロサンゼルス（アメリカ）

ハリウッドやユニバーサルスタジオなど映画の都として知られ、街全体がエンターテ
インメントで溢れています。

※写真はすべてイメージです。
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ホテルリスト

●ヨーロッパ
イタリア
ローマ〈デラックス〉 NH コレクション ローマ パラッツォ チンクエチェント、アレフ、アンバシアトリ パレス、
ウェスティンエクセルシオール、グランドホテル ミネルバ、グランド ホテル パルコ ディ プリンチピ、グラン
ドホテル・プラザ、グランドホテルパレス、スプレンディドロイヤル、セントレジスグランド、ディンギルテッラ、
ローズガーデン パラス、パラッツォナイアディ、ベルニーニブリストル、マジェスティック、レジーナバリオ
リーニ　〈ラグジュアリー〉 ハスラー、エデン、デ ルシー
ベニス〈デラックス〉 メトロポール・ベニス、ロンドラ パラス、ウェスティン ヨーロッパ＆レジーナ、グランド・
ホテル・デイ・ドージ、チェントゥリオンパラス、バウアー パラッツォ、パパドーポリ ベネチア、パラス ボン
ヴェッキアティ、バリオーニホテル ルナ、エクセシオール、スターホテル・スプレンディド、モナコ＆グラン
ドカナル、ヒルトンモリノスタッキー〈ジュデッカ島〉、サンクレメンテ パラス〈サンクレメンテ島〉　〈ラグジュ
アリー〉 グリッティ パラス、ダニエリ、アマン・ヴェニス
スペイン
バルセロナ〈デラックス〉 W（ダヴリュゥ） バルセロナ、アーツ、エル パラス、オム、カサフステル、クラリス、
グラン マリーナ、グランホテル ラ フロリダ、ヒルトン バルセロナ、プリンセサ ソフィア、マジェスティック 
バルセロナ、メリア バルセロナ サリア、メリア バルセロナ スカイ、ル メリディアン、ルネッサンス バルセロナ、
レイ フアン カルロス プリメロ、コンデス・デ・バルセロナ、OD バルセロナ、ロヘル・デ・ユリア、ヒルトン・
ディアゴナル・マール、オラ・エイサンプル、NH カルデロン　〈ラグジュアリー〉 エル・パレス、サー・ビクトル、
クラリス、マジェステイック、カーサー フスター、ル・メリディアン、フェアモント レイ ユアン カルロス
パルマ・デ・マヨルカ〈デラックス〉 ニクセ・パレス、グラン・メリア・ソル、GPROバルパライソ、ホスペス・マ
リソル、グラン・メリア・ビクトリア、ビー リブ コレクション ソン アンテム、カンセラ、カスティージョ ホテ
ル ソン ビーダ ア ラグジュアリー コレクション、エス・プリンセプ、サ・トッレ・マヨルカ、イベロスター・プラ
ヤ・デ・パルマ、ジュメイラ ポルト ソリェール　〈ラグジュアリー〉 ピュア・ソルト・ポート・アドリアーノ、サン
フランチェスク・ホテル・シンギュラー、セントレジス・マルダバル・マヨルカリゾート
ポルトガル
リスボン〈デラックス〉 ユーロースターズ・ダス・レトラス、シェラトン・リスボア、アヴェニーダ・パレス、レアル・
パラシオ、ソフィテル・リベルダーデ、ドム ペドロ リスボア、グランド リスボアホテル、イベロスターリスボア、
マリオット リスボン、コリンシア ホテル リスボン、アルティス・グランド、インターコンチネンタル　〈ラグジュ
アリー〉 フォーシーズンズ ザ・リッツ リスボン
オランダ
アムステルダム〈デラックス〉 ビルダーバーグガーデン、グランド・アムラス、ラディソン・ブル・アムステルダム・
エアポート、ヒルトンアムステルダム、アムステルダム・マリオット、ルネッサンス・アムステルダム　〈ラグジュ
アリー〉 ハイヤット・リージェンシー・アムステルダム、コンサバトリアム、ド リューロップ、インターコンチ
ネンタル アムステル アムステルダム、オークラ、ソフィテル・レジェンド・グランド

ギリシャ
アテネ〈デラックス〉 ウィンダム・グランド、NJV アテネ・プラザ、ラディソン・ブリュ・パーク、アテネ・マリオッ
ト、ヒルトン アテネ、デヴァニ アポロン パレス＆タラソ、エレクトラ・パレス、グランド・ハイヤット・アテネ、
ロイヤル・オリンピック　〈ラグジュアリー〉 フォーシーズンズ アスティル パレス、グランドブルターニュ、キ
ング・ジョージ
●北欧
スウェーデン
ストックホルム〈デラックス〉 アット・シックス、クラリオン・サイン、グランド、シェラトン、ヒルトン・スルッ
セン、ラディソンブル・ウォーターフロント、ラディソンブル・ロイヤルバイキング
デンマーク
コペンハーゲン〈デラックス〉 クラリオン・エアポート、サンクト・ペトリ、スカンディック・パレス、ダングレテッ
レ、マリオット、ラディソンブル・ロイヤル、ラディソンブル・スカンジナビア

●北米
アメリカ
ロサンゼルス〈デラックス〉 シェラトン・グランド・ロサンゼルス、ミレニアム・ビルトモア、ウェスティン・ボナベ
ンチャー・ロサンゼルス、 リュクス シティ センター ホテル、LAホテル、ビバリーヒルトン、ビバリー・ウィルシャー、
ローズ・ハリウッド　〈ラグジュアリー〉 ビバリーヒルズホテル、リッツカールトン・ロサンゼルス ダウンタウン、
リッツカールトン・ビバリーヒルズ、フォーシーズンズ・ビバリーヒルズ、インターコンチネンタル・ホテル ロサ
ンゼルス、JW マリオット・ロサンゼルス・ダウンタウン、インターコンチネンタル・ホテル センチュリーシティ
ボストン〈デラックス〉 XV ビーコンホテル、ハイヤット・リージェンシー・ボストン、マリオット・コプリー・プ
レイス、ウェスティン・コプリー・プレイス、シェラトン・ボストン、ヒルトン・ボストン・バックベイ、ボストニ
アン・ホテル、オムニ・パーカー ホテル ボストン　〈ラグジュアリー〉 リッツカールトン・ボストン、フォーシー
ズンズ・ボストン、マンダリン・オリエンタル ボストン、ボストン・ハーバー・ホテル、インターコンチネンタル 
ボストン、フェアモント・ボストン
カナダ
モントリオール〈デラックス〉 インターコンチネンタル モントリオール、オテル ル セン ジェームズ、デルタ ホ
テルズ バイ マリオット モントリオール 、ダブルツリーバイヒルトンモントリオール、ホテルボナバンチュール
モントリオール、ホテル オムニ モン ロワイヤル、マリオット シャトー シャンプラン、ル センターシェラトン モ
ントリオール　〈ラグジュアリー〉 ザ リッツ カールトン モントリオール、フェアモント ザ クイーン エリザベス
ローレンシャン〈デラックス〉 ソメ デ ネージュ、レルミタージュ デュ ラック、エステレルリゾート、ホテル モン ガ
ブリエル、ホテル ル シャンテクレール、マノワー サン ソヴェール、ル グラン ロッジ、ロ アラ ブーシュ、ホテル 
デュラックカーリン　〈ラグジュアリー〉 フェアモント トランブラン、ル ウェスティンリゾート＆スパ トランブラン

航空会社略号一覧（アルファベット順）　
AA＝アメリカン航空、AC＝エアカナダ、AF＝エールフランス、AY＝フィンエアー、AZ＝アリタリア-イタリア航空、BA=ブリティッシュエアウェイズ、CX＝キャセイパシフィック航空、DE＝コン
ドル航空、DL＝デルタ航空、EK＝エミレーツ航空、EY＝エティハド航空、JL＝日本航空、KL＝KLMオランダ航空、LH＝ルフトハンザドイツ航空、LX＝スイスインターナショナルエアラインズ、
NH＝ANA、OS＝オーストリア航空、QR＝カタール航空、SK＝スカンジナビア航空、SN＝ブリュッセル航空、TK＝ターキッシュエアラインズ、TN＝エア・タヒチ・ヌイ、UA＝ユナイテッド航空

ご旅行条件（要約）    ※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｡

1.お申し込みの前に
（1）この旅行は､ 株式会社クルーズプラネットが企画･
募集し実施する旅行であり､ この旅行に参加されるお
客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することに
なります｡
（2）募集型企画旅行契約の内容・条件は、本パンフレッ
ト、旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及
び当社募集型企画旅行契約約款によります。

2.お客様の解除権（旅行のお取消）
　お客様は「取消料」を支払うことにより、いつでも旅
行契約を解除することができます。本冊子に記載の
コースは､｢フライ&クルーズ旅行｣に適用される取消料
条件となります｡ 通常の海外旅行の取消料とは異なり
ますので､ ご注意ください｡ クルーズ旅行をお取り消
しになる場合､ 取消料をカバーする保険（クルーズ旅行
取消費用担保特約付海外旅行傷害保険）がありますの
で､ クルーズ旅行のお申し込みと一緒にこの保険をお

申し込みいただきますようお勧めいたします｡ 詳しく
は販売員にお尋ねください｡

3.旅券・査証について
　訪問国により、旅券（パスポート）の有効期限に一定
の残存期間が必要となる場合や、査証（ビザ）が必要
となる場合がありますのでお問い合わせください（日本
国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先の領事館、
入国管理事務局にお問い合わせください）。

4.海外危険情報について
　海外クルーズの場合、渡航先（国または地域）によっ
ては外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航
関連情報が出されている場合があります。お申し込み
の際に担当者にご確認ください。海外渡航関連情報
は、外務省海外安全ホームページhttp://www.anzen.
mofa.go.jp/などでもご確認いただけます。

5.渡航先の衛生状況について
　厚生労働省検疫所「海外感染症情報」ホームページ
http://www.forth.go.jp/でご確認ください。

6.個人情報の取り扱いについて
　旅行をお申込みの際にご提出いただいたお客様の個
人情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス等）に
ついて、お客様との連絡のほか、お申込みいただいた
旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービス手
配・手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

7.旅行条件の基準期日
　この旅行条件は､ 2019年9月15日現在の運賃･料金
を基準としております｡

ご案内およびご注意

◇客室（キャビン）
・ お部屋割りに関しては、できるだけ平等を期しておりま
すが、グループでお部屋を近くにご用意できない場合や、
ご希望どおりお部屋をご用意できない場合がございます。
・ おひとり様でご参加の場合、一人部屋追加代金にて２
人部屋を１人でご利用いただけます（なお、陸上ホテルで
は、一人用の部屋となることがあります）。弊社では、相
部屋はお受けしておりません。
・ ３名様で１室をご希望の場合には、リクエストで承ります。
３名様１室の旅行代金が発表されていない場合は、お見
積もりさせていただきますので、お問い合わせください。
なお、船・ホテルともに、３名様で１部屋をご利用の場合、
２人部屋（ツインルーム）に簡易ベッド（又はソファーベッド
や二段ベッド）利用となるため、手狭となります。
・ 船の客室に関しては弊社仕入分が完売した時点でリク
エスト受けとなり、回答までお時間を頂戴する場合や、
見積もりのうえ、新たに旅行代金を提示する場合がござ
います。

◇航空機
・ 航空会社は燃料費高騰分を「燃油特別付加運賃（燃油
サーチャージ）」として徴収しております。本パンフレット掲
載のツアーはご旅行代金に含まれております。

・ 航空機のお座席は、窓側､ 通路側のご希望はお伺いで
きません｡
・ 利用航空会社・ 便については当社にて決定の航空会社・ 
便となります。他の航空会社便利用をご希望の場合は現
地合流・解散プランをご案内させていただきます。
・ 特に記載のない場合、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。
・ 帰路便の遅延により日本帰着後の国内交通機関との乗
継が不可能となる場合がございます。このような場合は当
該航空会社の運送約款により対応することとなり、当社
は責任を負いかねますのでご了承ください。
・ 帰路乗継便の遅延により、乗継時間が短縮された場合、
免税特典を受けるための手続きができない場合がござい
ます。そのような場合でも当社は責任を負いかねますので
ご了承ください。

◇船のスケジュール･寄港地観光
・船のスケジュール及び寄港地での観光は安全面を最優
先に考慮し､ 天候､ 海象及び現地諸事情により､ 船長
判断によって予告なしに変更される場合がございます｡
乗船中のすべての権限は船長が持っております｡ なお､
寄港地変更､ 抜港、寄港時間短縮などによる旅行代金
の一切の払い戻しはございませんので､ あらかじめご承知
くださいますよう､ お願いいたします｡

◇その他
・ 各寄港地では、別料金にてオプショナルツアーをご用意
しております。
・各国査証、電子渡航認証（ESTA、ETASなど）の代行申請
は、お客様の査証等の取得を確約するものではございま
せんので、予めご了承ください。
・ ほとんどのクルーズ船においては、客室内は禁煙となってお
り、パブリックエリアの指定された場所でのみ喫煙が可能です。
・ パンフレットに掲載の写真は観光地、ホテル等のイメー
ジを掴んでいただくための一例として掲載しております。
現地では必ずしも同じ部屋や角度からの風景をご覧いた
だけるとは限りませんのでご了承ください。
・ 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更
などにより旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮、延
長及び観光箇所の変更、削除が生じる場合がございます。
このような場合は責任を負いかねますが、可能な限り当
初の日程に沿ったサービスを手配すべく努力いたします。
上記等の免責の場合、お客様のご希望により当社が現地
にて追加手配した場合、その追加料金を徴収いたします。
・ 当社ではお客様のご都合によるご予約のお取り消しに伴うご
返金の際の手数料はお客様ご負担となります。ご了承ください。
・ お客様からの出発日、出発地、客室タイプの変更依頼は、
取消料の対象となります。

※写真はすべてイメージです。



船旅の計画も思いのままに。私たちがお手伝いいたします。
銀座支店・大阪支店では、クルーズプラネットの最高級ブランド「LUSSO」の商品をはじめ、ラグジュアリー船、プレミアム船を中心とした
クルーズの魅力をご紹介しています。各種パンフレットも揃えておりますので、お気軽にお立ち寄りください。

LUSSO
専用ダイヤル

銀座支店 03-6691-1213TEL 大阪支店 06-4798-8002TEL

＊お電話でご予約をいただければ、お待たせすることなくベテランスタッフが対応させていただきます。

■シーボーン・クルーズ・ライン説明会
　日時：11/9（土）14:00～ 15:30
　定員：16名様

■オーシャニア・クルーズ説明会 
　日時：11/26（火）14:00～ 15:30　定員：10名様

■シルバーシー・クルーズ説明会
　日時：11/23（土）14:00～ 15:30
　定員：16名様

■クリスタル・クルーズ説明会
　日時：10/28（月）13:00～
　定員：10名様

■オーシャニアクルーズ＆
　リージェント セブンシーズ クルーズ説明会
　日時：11/4（月）14:00～ 15:30　定員：16名様

クルーズプラネット銀座支店／大阪支店では、随時個別説明会を行っております。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはLUSSO専用ダイヤルまで

銀座支店

〒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：11：00～ 19：00　◎総合旅行業務取扱管理者：鈴木知香

クルーズプラネット
銀座支店
北数寄屋ビル1F

イトシア

マリオン 西
銀
座
デパ
ート

東京高
速道路

晴海通り

銀座駅丸の内線
日比谷線

数寄屋橋

JR有楽町駅

〒530-0001
大阪市北区梅田1-8-17
大阪第一生命ビル12階

◎営業時間：平日10：00～ 18：00　土曜･日曜･祝日11：00～ 18：00
◎総合旅行業務取扱管理者：大野義恵

大阪支店
阪急百貨店

阪神百貨店

ヒルトン大阪

ルクアイーレ 南口

中央南口

大丸

ホテル
グランヴィア

JR大
阪駅

クルーズプラネット
大阪支店
大阪第一生命ビル12F

追加料金で加入できます! クルーズプラネットキャンセルサポート
クルーズプラネットキャンセルサポートで補償される事由（概要）

以下のような事由が発生したことにより出国を中止した場合に補償します。

【諸注意】※縮小支払割合90%の設定。※単に旅行に行く意思がなくなっただけの場合は補償の対象となりません。※キャンセルサポートに加入される前に発生した病気やケガ等により、出国を中止し
た場合は、クルーズプラネットキャンセルサポートの補償対象外となります。※急な出張は、出国予定日が出張開始日と出張終了日の間に含まれる場合のみ補償対象となります。例：出国予定日
2019/5/3で出張期間が2019/5/2（開始日）～ 2019/5/4（終了日）の場合は補償対象。※上記はお支払いする保険金の一例です。※その他の支払事由等「クルーズプラネットキャンセルサポート」の詳細につ
いては、「クルーズプラネットキャンセルサポート」および加入申込票の「重要事項のご説明」をご覧ください。※保険金のご請求手続きにあたっては事由を証明する書類が必要です。※支払事由によって
は、保険金を縮小して支払うことがあります。※クルーズプラネットキャンセルサポートは出国を中止した際に発生する費用を補償する保険です。出国後の補償については、別途海外旅行保険の加入を
おすすめします。※詳しくは予約担当者へお問い合わせください。
〈引受保険会社〉三井住友海上火災保険株式会社〈代理店・扱者〉株式会社クルーズプラネット 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館ビル6階 承認番号 :B19-101036　使用期限 :2020/8/14

10万円までご契約タイプ一例〈Aタイプ〉
保険料1,000円で取消料最大
※その他タイプはお問い合わせください

たとえば… 子供が急に病気になってしまい入院することに…
旅行に行けなくなったので旅行をキャンセルしたい。

お子様やご友人など同伴者事由の
場合でも、ご自身のキャンセル料が
補償されます。

パスポートの紛失、盗難、置き忘れ、失効

家屋災害・裁判所呼出
離婚、婚姻予約の不履行

交通機関遅延・運休・欠航
死亡・入院
通院

妊娠、出産、早産、流産
動務先企業の倒産

ペットの死亡
急な出張

渡航先でのテロ・噴火等
官公署命令による避難勧告等、宿泊機関の火災

クルーズプラネット有楽町本社 クルーズプラネット大阪支店

■LUSSO〜極上の船旅〜説明会 
　日時：11/2（土）14:00～　定員：10名様

クルーズプラネット名古屋支店（専用ラウンジ）

LU
SSO
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https://www.cruiseplanet.co.jp

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

（受託販売）
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本社
〒100-0006　
東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館ビル6階

☎03-6865-9600
総合旅行業務取扱管理者：小川誠、八木希理子

新宿支店
〒151-0051　
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8　
サウスゲート新宿ビル9階

☎03-5360-8420
総合旅行業務取扱管理者：北野博文

銀座支店
〒104-0061
東京都中央区銀座4丁目1番先
北数寄屋ビル1階

☎03-6691-1213
総合旅行業務取扱管理者：鈴木知香

横浜支店
〒220-0004　
横浜市西区北幸1-6-1
横浜ファーストビル11階 

☎045-317-2080
総合旅行業務取扱管理者：元山亜美

みなとみらい
クルーズデスク

〒220-6004
横浜市西区みなとみらい2-3-1
クイーンズタワー A 2階

☎045-224-8050
総合旅行業務取扱管理者：福原慎

名古屋支店
〒450-0002　
名古屋市中村区名駅4-10-25
名駅 IMAIビル1階

☎052-569-2866
総合旅行業務取扱管理者：岩橋洋宗

大阪支店
〒530-0001　
大阪市北区梅田1-8-17
大阪第一生命ビル12階

☎06-4798-8002
総合旅行業務取扱管理者：大野義恵

神戸支店
〒650-0021
神戸市中央区三宮町1-10-1
神戸交通センタービル4階

☎078-392-3570
総合旅行業務取扱管理者：原口奈津子

福岡支店
〒810-0001　
福岡市中央区天神2-11-1
福岡パルコ7階　

☎092-735-5511
総合旅行業務取扱管理者：新海雄基

広告コード L18

（旅行企画・実施）H.I.S.グループ　観光庁長官登録旅行業第1739号　　JATA正会員


	H1
	H2
	4
	18
	H1

