
　 　
　 　
　

2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

2月5日 (水) フォートローダーデール アメリカ 21:00 テラススイート 7,900～

2月6日 (木) 終日クルージング テラスミッドスイート 8,300～

2月7日 (金) 終日クルージング シグネチャースイート 13,100～

2月8日 (土) サマナ ドミニカ 9:00 17:00 シグネチャーミッドスイート 13,700～

2月9日 (日) サントドミンゴ ドミニカ 9:00 17:00 グランドスイート 14,900～

2月10日 (月) サンファン プエルトリコ 10:00 23:59 ロフトスイート 16,500～

2月11日 (火) ビエケス島 プエルトリコ 8:00 23:59 ビュースイート 18,200～

2月12日 (水) ネイビス島 チャールズタウン＆ネイビス 13:00 20:00 オーナーズスイート 33,100～

2月13日 (木) テール・ド・オー グアドループ 8:00 18:00 ポートチャージ 457

2月14日 (金) フォール・ド・フランス マルティニーク 8:00 18:00

2月15日 (土) ブリッジタウン バルバドス 7:00

2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

2月15日 (土) ブリッジタウン バルバドス 18:00 テラススイート 4,600～

2月16日 (日) ベキア ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄ＆ｸﾞﾚﾅﾃﾞｨﾝ 13:00 テラスミッドスイート 4,800～

2月17日 (月) ベキア ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄ＆ｸﾞﾚﾅﾃﾞｨﾝ 7:00 シグネチャースイート 7,500～

2月17日 (月) メイルー ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄ＆ｸﾞﾚﾅﾃﾞｨﾝ 9:00 18:00 シグネチャーミッドスイート 7,800～

2月18日 (火) 終日クルージング グランドスイート 8,600～

2月19日 (水) ウィレムスタッド キュラソー 8:00 23:59 ロフトスイート 9,500～

2月20日 (木) ビュースイート 10,400～

2月21日 (金) カルタヘナ コロンビア 9:00 オーナーズスイート 18,900～

2月22日 (土) カルタヘナ コロンビア ＡＭ下船 ポートチャージ 126

2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

2月22日 (土) カルタヘナ コロンビア 23:59 テラススイート 4,600～

2月23日 (日) 終日クルージング テラスミッドスイート 4,800～

2月24日 (月) オランヘスタッド アルバ 8:00 18:00 シグネチャースイート 7,500～

2月25日 (火) 終日クルージング シグネチャーミッドスイート 7,800～

2月26日 (水) セントジョージ グレナダ 9:00 23:59 グランドスイート 8,600～

2月27日 (木) カリアク島 グレナダ 10:00 ロフトスイート 9,500～

2月28日 (金) カリアク島 グレナダ 8:00 ビュースイート 10,400～

2月28日 (金) ユニオン島 ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄ＆ｸﾞﾚﾅﾃﾞｨﾝ 9:00 18:00 オーナーズスイート 18,900～

2月29日 (土) ブリッジタウン バルバドス 7:00 ポートチャージ 153

2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

2月29日 (土) ブリッジタウン バルバドス 23:59 テラススイート 4,600～

3月1日 (日) 終日クルージング テラスミッドスイート 4,800～

3月2日 (月) リトルベイ モントセラト 9:00 22:00 シグネチャースイート 7,500～

3月3日 (火) ネイビス島 チャールズタウン＆ネイビス 8:00 20:00 シグネチャーミッドスイート 7,800～

3月4日 (水) ウエストエンド、トルトラ 英領ヴァージン諸島 13:00 グランドスイート 8,600～

3月5日 (木) ウエストエンド、トルトラ 英領ヴァージン諸島 8:00 ロフトスイート 9,500～

3月5日 (木) ノーマン島 英領ヴァージン諸島 9:00 18:00 ビュースイート 10,400～

3月6日 (金) セントバーツ島 仏領西インド諸島 9:00 18:00 オーナーズスイート 18,900～

3月7日 (土) プリップスバーグ セントマーチン 7:00 ポートチャージ 139

ザ・リッツカールトン ヨットコレクション

２０２０



2020年 寄港地 国 入港 出港 　 キャビンタイプ USドル

3月19日 (木) カストリーズ セントルシア 　 23:59 　 テラススイート 5,800～

3月20日 (金) ベキア ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄ＆ｸﾞﾚﾅﾃﾞｨﾝ 7:00 23:59 　 テラスミッドスイート 6,100～

3月21日 (土) メイルー ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄ＆ｸﾞﾚﾅﾃﾞｨﾝ 7:00 23:59 　 シグネチャースイート 9,600～

3月22日 (日) カリアク島 グレナダ 7:00 23:59 　 シグネチャーミッドスイート 10,100～

3月23日 (月) セントジョージ グレナダ 7:00 19:00 　 グランドスイート 11,100～

3月24日 (火) カストリーズ セントルシア 7:00 23:59 　 ロフトスイート 12,200～

3月25日 (水) フォール・ド・フランス マルティニーク 7:00 23:59 　 ビュースイート 13,400～

3月26日 (木) ロゾー ドミニカ 7:00 23:59 　 オーナーズスイート 24,300～

3月27日 (金) バステール グアドループ 7:00 12:00 ポートチャージ 220

3月28日 (土) ブリッジタウン バルバドス 7:00 　
　 　 　 　 　

2020年 寄港地 国 入港 出港 　 キャビンタイプ USドル

3月19日 (木) カストリーズ セントルシア 　 23:59 　 テラススイート 3,800～

3月20日 (金) ベキア ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄ＆ｸﾞﾚﾅﾃﾞｨﾝ 7:00 23:59 　 テラスミッドスイート 4,000～

3月21日 (土) メイルー ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄ＆ｸﾞﾚﾅﾃﾞｨﾝ 7:00 23:59 　 シグネチャースイート 6,100～

3月22日 (日) カリアク島 グレナダ 7:00 23:59 　 シグネチャーミッドスイート 6,400～

3月23日 (月) セントジョージ グレナダ 7:00 19:00 　 グランドスイート 7,100～

3月24日 (火) カストリーズ セントルシア 7:00  　 ロフトスイート 7,800～

ビュースイート 8,600～

オーナーズスイート 15,500～

　 　 　 　 　 ポートチャージ 97
　 　 　 　 　

2020年 寄港地 国 入港 出港 　 キャビンタイプ USドル

3月24日 (火) カストリーズ セントルシア  23:59 　 テラススイート 3,100～

3月25日 (水) フォール・ド・フランス マルティニーク 7:00 23:59 　 テラスミッドスイート 3,300～

3月26日 (木) ロゾー ドミニカ 7:00 23:59 　 シグネチャースイート 5,100～

3月27日 (金) バステール グアドループ 7:00 12:00 　 シグネチャーミッドスイート 5,400～

3月28日 (土) ブリッジタウン バルバドス 7:00 　 　 グランドスイート 5,600～

　 　 　 　 　 　 ロフトスイート 6,200～

　 　 　 　 　 　 ビュースイート 6,900～

　 　 　 　 　 　 オーナーズスイート 12,400～

　 　 　 　 　 ポートチャージ 123
　 　 　 　 　

2020年 寄港地 国 入港 出港 　 キャビンタイプ USドル

3月28日 (土) ブリッジタウン バルバドス 　 18:00 　 テラススイート 5,200～

3月29日 (日) 終日クルージング 　 　 　 　 テラスミッドスイート 5,400～

3月30日 (月) 終日クルージング 　 　 　 　 シグネチャースイート 8,700～

3月31日 (火) 終日クルージング 　 　 　 　 シグネチャーミッドスイート 9,100～

4月1日 (水) 終日クルージング 　 　 　 　 グランドスイート 9,800～

4月2日 (木) 終日クルージング 　 　 　 　 ロフトスイート 10,800～

4月3日 (金) 終日クルージング 　 　 　 　 ビュースイート 11,900～

4月4日 (土) 終日クルージング 　 　 　 　 オーナーズスイート 21,600～

4月5日 (日) テネリフェ カナリア諸島 9:00 23:00 ポートチャージ 140

4月6日 (月) ランザローテ カナリア諸島 9:00 23:59

4月7日 (火) 終日クルージング 　 　 　

4月8日 (水) 終日クルージング 　 　 　

4月9日 (木) リスボン ポルトガル 7:00 　

　 　 　 　 　

2020年 寄港地 国 入港 出港 　 キャビンタイプ USドル

4月9日 (木) リスボン ポルトガル 　 23:59 　 テラススイート 6,300～

4月10日 (金) 終日クルージング 　 　 　 　 テラスミッドスイート 6,600～

4月11日 (土) ジブラルタル ジブラルタル 13:00 23:00 　 シグネチャースイート 10,400～

4月12日 (日) マラガ スペイン 9:00 23:59 　 シグネチャーミッドスイート 10,900～

4月13日 (月) 終日クルージング 　 　 　 　 グランドスイート 11,900～

4月14日 (火) バレンシア スペイン 9:00 23:59 　 ロフトスイート 13,200～

4月15日 (水) イビーサ スペイン 13:00 　 　 ビュースイート 14,600～

4月16日 (木) イビーサ スペイン 　 23:59 　 オーナーズスイート 26,400～

4月17日 (金) パルマ・デ・マヨルカ スペイン 7:00 　 ポートチャージ 268

日本人コーディネーター乗船



　 　 　 　 　

2020年 寄港地 国 入港 出港 　 キャビンタイプ USドル

4月17日 (金) パルマ・デ・マヨルカ スペイン 　 23:59 　 テラススイート 6,900～

4月18日 (土) フォルメンテラ スペイン 12:00 18:00 　 テラスミッドスイート 7,200～

4月19日 (日) メノルカ スペイン 9:00 　 　 シグネチャースイート 11,400～

4月20日 (月) メノルカ スペイン 　 12:00 　 シグネチャーミッドスイート 11,900～

4月21日 (火) ボニファシオ（コルシカ） フランス 9:00 23:59 　 グランドスイート 13,100～

4月22日 (水) ポルト・ロトンド（サルジニア） イタリア 9:00 23:59 　 ロフトスイート 14,400～

4月23日 (木) 終日クルージング 　 　 　 　 ビュースイート 15,900～

4月24日 (金) リパリ イタリア 8:00 18:00 　 オーナーズスイート 28,800～

4月25日 (土) バレッタ マルタ 17:00 　 ポートチャージ 148

4月26日 (日) バレッタ マルティニーク ＡＭ下船 　

　 　 　 　 　

2020年 寄港地 国 入港 出港 　 キャビンタイプ USドル

4月26日 (日) バレッタ マルティニーク 　 20:00 　 テラススイート 5,600～

4月27日 (月) 終日クルージング 　 　 　 　 テラスミッドスイート 5,800～

4月28日 (火) モネンバシア ギリシャ 10:00 18:00 　 シグネチャースイート 9,200～

4月29日 (水) サントリーニ島 ギリシャ 8:00 19:00 　 シグネチャーミッドスイート 9,600～

4月30日 (木) ミコノス島 ギリシャ 6:00 23:59 　 グランドスイート 10,400～

5月1日 (金) ナフプリオン ギリシャ 14:00 　 　 ロフトスイート 11,600～

5月2日 (土) ナフプリオン ギリシャ 　 16:00 　 ビュースイート 12,800～

5月3日 (日) アテネ ギリシャ 7:00 　 　 オーナーズスイート 23,100～

　 　 　 　 　 ポートチャージ 104
　 　 　 　 　

2020年 寄港地 国 入港 出港 　 キャビンタイプ USドル

5月3日 (日) アテネ ギリシャ 　 22:00 　 テラススイート 5,600～

5月4日 (月) 終日クルージング 　 　 　 　 テラスミッドスイート 5,800～

5月5日 (火) コルフ ギリシャ 8:00 19:00 　 シグネチャースイート 9,200～

5月6日 (水) コトル モンテネグロ 13:00 　 　 シグネチャーミッドスイート 9,600～

5月7日 (木) コトル モンテネグロ 　 14:00 　 グランドスイート 10,400～

5月7日 (木) ドブロブニク クロアチア 18:00 　 　 ロフトスイート 11,600～

5月8日 (金) ドブロブニク クロアチア 　 14:00 　 ビュースイート 12,800～

5月9日 (土) ベニス イタリア 14:00 　 　 オーナーズスイート 23,100～

5月10日 (日) ベニス イタリア ＡＭ下船 　 ポートチャージ 203

　 　 　 　 　

2020年 寄港地 国 入港 出港 　 キャビンタイプ USドル

5月10日 (日) ベニス イタリア 　 ＰＭ乗船 　 テラススイート 8,700～

5月11日 (月) ベニス イタリア 　 17:00 　 テラスミッドスイート 9,100～

5月12日 (火) コペル スロベニア 8:00 17:00 　 シグネチャースイート 14,400～

5月13日 (水) フヴァル クロアチア 10:00 23:59 　 シグネチャーミッドスイート 15,100～

5月14日 (木) ドブロブニク クロアチア 9:00 　 　 グランドスイート 16,400～

5月15日 (金) ドブロブニク クロアチア 　 18:00 　 ロフトスイート 18,200～

5月16日 (土) 終日クルージング 　 　 　 　 ビュースイート 20,100～

5月17日 (日) タオルミナ（シチリア） イタリア 8:00 23:59 　 オーナーズスイート 36,300～

5月18日 (月) 終日クルージング 　 　 　 ポートチャージ 212

5月19日 (火) ソレント イタリア 8:00 　

5月20日 (水) ソレント イタリア 　 18:00

5月21日 (木) ローマ イタリア 7:00 　

　 　 　 　 　

2020年 寄港地 国 入港 出港 　 キャビンタイプ USドル

5月21日 (木) ローマ イタリア 　 23:59 　 テラススイート 7,100～

5月22日 (金) モンテカルロ モナコ 18:00 　 　 テラスミッドスイート 7,400～

5月23日 (土) モンテカルロ（Ｆ１予選） モナコ 　 　 　 シグネチャースイート 11,700～

5月24日 (日) モンテカルロ（Ｆ１決勝） ドミニカ 　 22:00 　 シグネチャーミッドスイート 12,300～

5月25日 (月) ポルトフィーノ イタリア 8:00 　 　 グランドスイート 13,400～

5月26日 (火) ポルトフィーノ イタリア 　 23:00 　 ロフトスイート 14,800～

5月27日 (水) リボルノ イタリア 8:00 　 　 ビュースイート 16,300～

5月28日 (木) リボルノ イタリア 　 18:00 　 オーナーズスイート 29,600～

5月29日 (金) ローマ イタリア 7:00 　 ポートチャージ 113



2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

5月29日 (金) ローマ イタリア 0:15 テラススイート 7,600～

5月30日 (土) ポルトベッキオ（コルシカ） フランス 13:00 テラスミッドスイート 7,900～

5月31日 (日) ポルトベッキオ（コルシカ） フランス 18:00 シグネチャースイート 12,500～

6月1日 (月) カルビ（コルシカ） フランス 14:00 シグネチャーミッドスイート 13,100～

6月2日 (火) カルビ（コルシカ） フランス 18:00 グランドスイート 14,200～

6月3日 (水) カンヌ フランス 8:00 0:15 ロフトスイート 15,800～

6月4日 (木) マルセイユ フランス 13:00 ビュースイート 17,400～

6月5日 (金) マルセイユ フランス オーナーズスイート 31,500～

6月6日 (土) マルセイユ フランス 6:00 ポートチャージ 153

6月7日 (日) モンテカルロ モナコ 7:00

2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

6月7日 (日) モンテカルロ モナコ 23:59 テラススイート 5,900～

6月8日 (月) アンティーブ フランス 8:00 23:59 テラスミッドスイート 6,200～

6月9日 (火) サントロぺ フランス 13:00 シグネチャースイート 9,700～

6月10日 (水) サントロぺ フランス 23:59 シグネチャーミッドスイート 10,200～

6月11日 (木) 終日クルージング グランドスイート 11,100～

6月12日 (金) セーテ スペイン 8:00 22:00 ロフトスイート 12,300～

6月13日 (土) ロザス スペイン 8:00 18:00 ビュースイート 13,500～

6月14日 (日) バルセロナ スペイン 7:00 オーナーズスイート 24,500～

ポートチャージ 183

2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

6月14日 (日) バルセロナ スペイン 23:59 テラススイート 5,900～

6月15日 (月) イビーサ スペイン 18:00 テラスミッドスイート 6,200～

6月16日 (火) イビーサ スペイン シグネチャースイート 9,700～

6月17日 (水) イビーサ スペイン 7:30 シグネチャーミッドスイート 10,200～

6月17日 (水) フォルメンテラ スペイン 9:00 18:00 グランドスイート 11,100～

6月18日 (木) メノルカ スペイン 8:00 23:59 ロフトスイート 12,300～

6月19日 (金) ソーリェル スペイン 9:00 ビュースイート 13,500～

6月20日 (土) ソーリェル スペイン 14:00 オーナーズスイート 24,500～

6月20日 (土) パルマ・デ・マヨルカ スペイン 18:00 ポートチャージ 240

6月21日 (日) パルマ・デ・マヨルカ スペイン ＡＭ下船

2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

6月21日 (日) パルマ・デ・マヨルカ スペイン 21:00 テラススイート 5,800～

6月22日 (月) 終日クルージング テラスミッドスイート 6,100～

6月23日 (火) カルタヘナ スペイン 9:00 22:00 シグネチャースイート 9,500～

6月24日 (水) マラガ スペイン 14:00 シグネチャーミッドスイート 9,900～

6月25日 (木) マラガ スペイン 19:00 グランドスイート 10,800～

6月26日 (金) ジブラルタル ジブラルタル 8:00 23:59 ロフトスイート 11,900～

6月27日 (土) 終日クルージング ビュースイート 13,100～

6月28日 (日) リスボン ポルトガル 7:00 オーナーズスイート 23,800～

ポートチャージ 171

2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

6月28日 (日) リスボン ポルトガル 22:00 テラススイート 5,800～

6月29日 (月) ヴィゴ スペイン 18:00 テラスミッドスイート 6,100～

6月30日 (火) ヴィゴ スペイン 21:00 シグネチャースイート 9,500～

7月1日 (水) 終日クルージング シグネチャーミッドスイート 9,900～

7月2日 (木) ビルバオ スペイン 8:00 23:59 グランドスイート 10,800～

7月3日 (金) ビアリッツ（サン・ナン・ド・リュズ フランス 9:00 17:00 ロフトスイート 11,900～

7月4日 (土) ボルドー フランス 8:00 ビュースイート 13,100～

7月5日 (日) ボルドー フランス ＡＭ下船 オーナーズスイート 23,800～

ポートチャージ 229



2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

7月5日 (日) ボルドー フランス ＰＭ乗船 テラススイート 7,400～

7月6日 (月) ボルドー フランス 23:59 テラスミッドスイート 7,700～

7月7日 (火) ベル・イル フランス 13:00 22:00 シグネチャースイート 12,100～

7月8日 (水) 終日クルージング シグネチャーミッドスイート 12,700～

7月9日 (木) サン・マロ フランス 8:00 20:00 グランドスイート 13,800～

7月10日 (金) オンフルール フランス 9:00 18:00 ロフトスイート 15,300～

7月11日 (土) ガーンジー島 イギリス 13:00 20:00 ビュースイート 16,900～

7月12日 (日) 終日クルージング オーナーズスイート 30,600～

7月13日 (月) ロンドン イギリス 8:00 ポートチャージ 462

7月14日 (火) ロンドン イギリス ＡＭ下船

2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

7月14日 (火) ロンドン イギリス PM乗船 テラススイート 7,700～

7月15日 (水) ロンドン イギリス 20:30 テラスミッドスイート 8,100～

7月16日 (木) ブールージュ ベルギー 9:00 23:59 シグネチャースイート 12,800～

7月17日 (金) アントワープ ベルギー 14:00 シグネチャーミッドスイート 13,400～

7月18日 (土) アントワープ ベルギー 23:59 グランドスイート 14,600～

7月19日 (日) アムステルダム オランダ 14:00 ロフトスイート 16,200～

7月20日 (月) アムステルダム オランダ 23:59 ビュースイート 17,900～

7月21日 (火) 終日クルージング オーナーズスイート 32,400～

7月22日 (水) ハンブルグ ドイツ 9:00 ポートチャージ 771

7月23日 (木) ハンブルグ ドイツ ＡＭ下船

2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

7月23日 (木) ハンブルグ ドイツ PM乗船 テラススイート 6,400～

7月24日 (金) ハンブルグ ドイツ 0:00 テラスミッドスイート 6,700～

7月25日 (土) キール運河通過 シグネチャースイート 10,600～

7月26日 (日) ヴァルネミュンデ ドイツ 9:00 シグネチャーミッドスイート 11,100～

7月27日 (月) ヴァルネミュンデ ドイツ 22:00 グランドスイート 12,100～

7月28日 (火) ロンヌ デンマーク 9:00 20:00 ロフトスイート 13,300～

7月29日 (水) コペンハーゲン デンマーク 9:00 ビュースイート 14,700～

7月30日 (木) コペンハーゲン デンマーク AM下船 オーナーズスイート 26,600～

ポートチャージ 413

2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

7月30日 (木) コペンハーゲン デンマーク PM乗船 テラススイート 8,700～

7月31日 (金) コペンハーゲン デンマーク 18:00 テラスミッドスイート 9,100～

8月1日 (土) 終日クルージング シグネチャースイート 14,200～

8月2日 (日) タリン エストニア 9:00 18:00 シグネチャーミッドスイート 14,900～

8月3日 (月) サンクトペテルブルグ ロシア 9:00 グランドスイート 16,200～

8月4日 (火) サンクトペテルブルグ ロシア ロフトスイート 18,100～

8月5日 (水) サンクトペテルブルグ ロシア 18:00 ビュースイート 19,800～

8月6日 (木) 終日クルージング オーナーズスイート 36,100～

8月7日 (金) マリエハムン島 フィンランド 9:00 23:00 ポートチャージ 441

8月8日 (土) ストックホルム スウェーデン 16:00

8月9日 (日) ストックホルム スウェーデン AM下船

2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

8月9日 (日) ストックホルム スウェーデン PM乗船 テラススイート 8,700～

8月10日 (月) ストックホルム スウェーデン 16:00 テラスミッドスイート 9,100～

8月11日 (火) マリエハムン島 フィンランド 9:00 23:00 シグネチャースイート 14,200～

8月12日 (水) 終日クルージング シグネチャーミッドスイート 14,900～

8月13日 (木) サンクトペテルブルグ ロシア 9:00 グランドスイート 16,200～

8月14日 (金) サンクトペテルブルグ ロシア ロフトスイート 18,100～

8月15日 (土) サンクトペテルブルグ ロシア 18:00 ビュースイート 19,800～

8月16日 (日) タリン エストニア 9:00 18:00 オーナーズスイート 36,100～

8月17日 (月) 終日クルージング ポートチャージ 470

8月18日 (火) コペンハーゲン デンマーク 9:00

8月19日 (水) コペンハーゲン デンマーク AM下船



　 　 　 　 　

2020年 寄港地 国 入港 出港 　 キャビンタイプ USドル

8月19日 (水) コペンハーゲン デンマーク 　 23:59 　 テラススイート 7,700～

8月20日 (木) ヘルシングボルグ スウェーデン 9:00 18:00 　 テラスミッドスイート 8,100～

8月21日 (金) ヨーテボリ スウェーデン 8:00 23:59 　 シグネチャースイート 12,800～

8月22日 (土) リューセヒール スウェーデン 9:00 20:00 　 シグネチャーミッドスイート 13,400～

8月23日 (日) オスロ ノルウェー 9:00 　 　 グランドスイート 14,600～

8月24日 (月) オスロ ノルウェー 　 17:00 　 ロフトスイート 16,200～

8月25日 (火) リーセール ノルウェー 9:00 22:00 　 ビュースイート 17,900～

8月26日 (水) 終日クルージング 　 　 　 　 オーナーズスイート 32,400～

8月27日 (木) エジンバラ（スコットランド） イギリス 8:00 　 ポートチャージ 435

8月28日 (金) エジンバラ（スコットランド） イギリス AM下船 　

　 　 　 　 　

2020年 寄港地 国 入港 出港 　 キャビンタイプ USドル

8月28日 (金) エジンバラ（スコットランド） イギリス 　 PM乗船 　 テラススイート 6,100～

8月29日 (土) エジンバラ（スコットランド） イギリス 　 23:30 　 テラスミッドスイート 6,400～

8月30日 (日) インヴァーゴードン（スコットランド） イギリス 18:00 　 　 シグネチャースイート 10,100～

8月31日 (月) インヴァーゴードン（スコットランド） イギリス 　 18:00 　 シグネチャーミッドスイート 10,600～

9月1日 (火) カークウォール イギリス 8:00 18:00 　 グランドスイート 11,600～

9月2日 (水) 終日クルージング 　 　 　 　 ロフトスイート 12,800～

9月3日 (木) トースハーン（フェロー諸島） デンマーク 8:00 18:00 　 ビュースイート 14,100～

9月4日 (金) 終日クルージング 　 　 　 　 オーナーズスイート 25,600～

9月5日 (土) レイキャビク アイスランド 7:00 　 ポートチャージ 462

　 　 　 　 　

2020年 寄港地 国 入港 出港 　 キャビンタイプ USドル

9月5日 (土) レイキャビク アイスランド 　 23:59 　 テラススイート 6,100～

9月6日 (日) 終日クルージング 　 　 　 　 テラスミッドスイート 6,300～

9月7日 (月) アークレイリ アイスランド 8:00 　 　 シグネチャースイート 9,900～

9月8日 (火) アークレイリ アイスランド 　 12:00 　 シグネチャーミッドスイート 10,400～

9月9日 (水) Stykkisholmur アイスランド 9:00 18:00 　 グランドスイート 11,400～

9月10日 (木) 終日クルージング 　 　 　 　 ロフトスイート 12,600～

9月11日 (金) ヘイマエイ島 アイスランド 8:00 18:00 　 ビュースイート 13,900～

9月12日 (土) レイキャビク アイスランド 7:00 　 　 オーナーズスイート 25,200～

　 　 　 　 　 ポートチャージ 283

　 　 　 　 　

2020年 寄港地 国 入港 出港 　 キャビンタイプ USドル

9月12日 (土) レイキャビク アイスランド 　 22:00 　 テラススイート 9,400～

9月13日 (日) Stykkisholmur アイスランド 11:00 18:00 　 テラスミッドスイート 9,800～

9月14日 (月) デンマーク海峡クルージング 　 　 　 　 シグネチャースイート 15,400～

9月15日 (火) デンマーク海峡クルージング 　 　 　 　 シグネチャーミッドスイート 16,200～

9月16日 (水) プリンスクリスチャンサウンド　ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ 　 　 　 　 グランドスイート 17,700～

9月17日 (木) クアコルトク グリーンランド 9:00 18:00 　 ロフトスイート 19,600～

9月18日 (金) 終日クルージング 　 　 　 　 ビュースイート 21,600～

9月19日 (土) ランス・オー・メドウ カナダ 13:00 18:00 　 オーナーズスイート 39,200～

9月20日 (日) ボーンベイ カナダ 12:00 　 ポートチャージ 257

9月21日 (月) ボーンベイ カナダ 　 18:00

9月22日 (火) セントローレンス湾クルージング 　 　 　

9月23日 (水) プリンスエドワード島 カナダ 8:00 　

9月24日 (木) プリンスエドワード島 カナダ 　 13:00

9月25日 (金) ルイスブルグ カナダ 9:00 13:00

9月26日 (土) ハリファックス カナダ 8:00 　

　 　 　 　 　



2020年 寄港地 国 入港 出港 　 キャビンタイプ USドル

9月26日 (土) ハリファックス カナダ 　 23:59 　 テラススイート 5,600～

9月27日 (日) ルーネンブルグ カナダ 9:00 19:00 　 テラスミッドスイート 5,800～

9月28日 (月) セントアンドリュース カナダ 13:00 22:00 　 シグネチャースイート 9,200～

9月29日 (火) バーハーバー アメリカ 9:00 18:00 　 シグネチャーミッドスイート 9,600～

9月30日 (水) ロックランド アメリカ 8:00 20:00 　 グランドスイート 10,400～

10月1日 (木) ポートランド アメリカ 8:00 23:59 　 ロフトスイート 11,600～

10月2日 (金) サレム アメリカ 8:00 23:59 　 ビュースイート 12,800～

10月3日 (土) ボストン アメリカ 7:00 　 　 オーナーズスイート 23,100～

　 　 　 　 　 ポートチャージ 337

　 　 　 　 　

2020年 寄港地 国 入港 出港 　 キャビンタイプ USドル

10月3日 (土) ボストン アメリカ 　 19:00 　 テラススイート 10,100～

10月4日 (日) バーハーバー アメリカ 8:00 23:00 　 テラスミッドスイート 10,500～

10月5日 (月) ハリファックス カナダ 19:00 　 　 シグネチャースイート 16,600～

10月6日 (火) ハリファックス カナダ 　 22:00 　 シグネチャーミッドスイート 17,400～

10月7日 (水) 終日クルージング 　 　 　 　 グランドスイート 18,900～

10月8日 (木) プリンスエドワード島 カナダ 8:00 23:00 　 ロフトスイート 21,100～

10月9日 (金) 終日クルージング 　 　 　 　 ビュースイート 23,100～

10月10日 (土) ガスペ カナダ 9:00 22:00 　 オーナーズスイート 42,100～

10月11日 (日) セントローレンス川クルージング 　 　 　 ポートチャージ 614

10月12日 (月) タドゥサック カナダ 6:00 18:00

10月13日 (火) ケベックシティ カナダ 7:00 23:00

10月14日 (水) モントリオール カナダ 9:00 　

10月15日 (木) モントリオール カナダ AM下船 　

　 　 　 　 　

2020年 寄港地 国 入港 出港 　 キャビンタイプ USドル

10月15日 (木) モントリオール カナダ PM乗船 　 　 テラススイート 10,100～

10月16日 (金) モントリオール 　 　 19:00 　 テラスミッドスイート 10,500～

10月17日 (土) ケベックシティ カナダ 8:00 18:00 　 シグネチャースイート 16,600～

10月18日 (日) タドゥサック カナダ 7:00 18:00 　 シグネチャーミッドスイート 17,400～

10月19日 (月) セントローレンス川クルージング 　 　 　 　 グランドスイート 18,900～

10月20日 (火) ガスペ カナダ 8:00 23:00 　 ロフトスイート 21,100～

10月21日 (水) 終日クルージング 　 　 　 　 ビュースイート 23,100～

10月22日 (木) プリンスエドワード島 カナダ 8:00 23:00 　 オーナーズスイート 42,100～

10月23日 (金) 終日クルージング 　 　 　 ポートチャージ 732

10月24日 (土) ハリファックス カナダ 12:00 　

10月25日 (日) ハリファックス カナダ 　 11:00

10月26日 (月) バーハーバー アメリカ 7:00 17:00

10月27日 (火) ボストン アメリカ 7:00 　

　 　 　 　 　

2020年 寄港地 国 入港 出港 　 キャビンタイプ USドル

10月27日 (火) ボストン アメリカ 　 23:59 　 テラススイート 4,900～

10月28日 (水) ケープコッド運河クルージング 　 　 　 　 テラスミッドスイート 5,100～

10月28日 (水) ニューポート（ロードアイランド） アメリカ 15:00 　 　 シグネチャースイート 7,800～

10月29日 (木) ニューポート（ロードアイランド） アメリカ 　 18:00 　 シグネチャーミッドスイート 8,200～

10月30日 (金) ニューヨーク アメリカ 10:00 　 　 グランドスイート 9,100～

10月31日 (土) ニューヨーク アメリカ 　 17:00 　 ロフトスイート 9,900～

11月1日 (日) 終日クルージング 　 　 　 　 ビュースイート 10,900～

11月2日 (月) チャールストン アメリカ 18:00 　 　 オーナーズスイート 19,800～

11月3日 (火) チャールストン アメリカ 　 18:00 ポートチャージ 842

11月4日 (水) 終日クルージング 　 　 　

11月5日 (木) ナッソー バハマ 8:00 　



2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

11月6日 (金) フォートローダーデール アメリカ 18:00 テラススイート 5,200～

11月7日 (土) キーウエスト アメリカ 9:00 18:00 テラスミッドスイート 5,400～

11月8日 (日) 終日クルージング シグネチャースイート 8,700～

11月9日 (月) グランドターク タークス＆カイコス 13:00 20:00 シグネチャーミッドスイート 9,100～

11月10日 (火) 終日クルージング グランドスイート 9,800～

11月11日 (水) サマナ ドミニカ 8:00 18:00 ロフトスイート 10,800～

11月12日 (木) ラ・ロマーナ ドミニカ 8:00 23:59 ビュースイート 11,900～

11月13日 (金) カタリナ島 ドミニカ 8:00 23:59 オーナーズスイート 21,600～

11月14日 (土) サンファン プエルトリコ 7:00 ポートチャージ 391

2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

11月14日 (土) サンファン プエルトリコ 23:59 テラススイート 4,600～

11月15日 (日) ビエケス島 プエルトリコ 8:00 23:59 テラスミッドスイート 4,800～

11月16日 (月) ヨスト・ヴァン・ダイク 英領ヴァージン諸島 8:00 23:30 シグネチャースイート 7,500～

11月17日 (火) ロードタウン・トルトラ 英領ヴァージン諸島 8:00 20:00 シグネチャーミッドスイート 7,800～

11月18日 (水) セントバーツ島 仏領西インド諸島 8:00 グランドスイート 8,600～

11月19日 (木) セントバーツ島 仏領西インド諸島 18:00 ロフトスイート 9,500～

11月19日 (木) マリゴ セントマーチン島 21:00 ビュースイート 10,400～

11月20日 (金) マリゴ セントマーチン島 18:00 オーナーズスイート 18,900～

11月20日 (金) フィリップスバーグ セントマーチン島 20:00 ポートチャージ 217

11月21日 (土) フィリップスバーグ セントマーチン島 AM下船

2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

11月21日 (土) フィリップスバーグ セントマーチン島 23:59 テラススイート 4,600～

11月22日 (日) 終日クルージング テラスミッドスイート 4,800～

11月23日 (月) リトルベイ モントセラト 9:00 20:00 シグネチャースイート 7,500～

11月24日 (火) テール・ド・オー グアドループ 9:00 20:00 シグネチャーミッドスイート 7,800～

11月25日 (水) ポワンタピートル グアドループ 9:00 23:59 グランドスイート 8,600～

11月26日 (木) ロゾー ドミニカ 8:00 18:00 ロフトスイート 9,500～

11月27日 (金) ル・マリン マルティニーク 9:00 20:00 ビュースイート 10,400～

11月28日 (土) ブリッジタウン バルバドス 7:00 オーナーズスイート 18,900～

ポートチャージ 155

2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

11月28日 (土) ブリッジタウン バルバドス 21:00 テラススイート 4,600～

11月29日 (日) レ・トロワ・イレ マルティニーク 8:00 19:00 テラスミッドスイート 4,800～

11月30日 (月) スーフリエル セントルシア 8:00 21:00 シグネチャースイート 7,500～

12月1日 (火) ベキア セントビンセント・グレナディン 8:00 21:00 シグネチャーミッドスイート 7,800～

12月2日 (水) カリアク グレナダ 8:00 20:00 グランドスイート 9,100～

12月3日 (木) セントジョージ グレナダ 7:00 23:00 ロフトスイート 9,100～

12月4日 (金) スカボロー トリニダード・トバゴ 9:00 18:00 ビュースイート 10,400～

12月5日 (土) ブリッジタウン バルバドス 7:00 オーナーズスイート 21,300～

ポートチャージ 156

2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

12月5日 (土) ブリッジタウン バルバドス 21:00 テラススイート 4,600～

12月6日 (日) メイル― セントビンセント・グレナディン 8:00 18:00 テラスミッドスイート 4,800～

12月6日 (日) ベキア セントビンセント・グレナディン 21:00 シグネチャースイート 7,500～

12月7日 (月) ベキア セントビンセント・グレナディン 20:00 シグネチャーミッドスイート 7,800～

12月8日 (火) バステール グアドループ 13:00 グランドスイート 9,100～

12月9日 (水) バステール グアドループ 10:00 ロフトスイート 9,100～

12月9日 (水) テール・ド・オー グアドループ 12:00 19:00 ビュースイート 10,400～

12月10日 (木) ロゾー ドミニカ 8:00 23:00 オーナーズスイート 21,300～

12月11日 (金) フォート・デ・フランス マルティニーク 8:00 23:00 ポートチャージ 181

12月12日 (土) カストリーズ セントルシア 7:00



2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

12月12日 (土) カストリーズ セントルシア 22:00 テラススイート 4,600～

12月13日 (日) レ・トロワ・イレ マルティニーク 8:00 18:00 テラスミッドスイート 4,800～

12月14日 (月) リトルベイ モントセラト 8:00 21:00 シグネチャースイート 7,500～

12月15日 (火) セントジョンズ アンティグア 8:00 22:00 シグネチャーミッドスイート 7,800～

12月16日 (水) チャールストン セントキッツ・ネイビス 9:00 21:00 グランドスイート 9,100～

12月17日 (木) ガスタビア セントバーツ 9:00 ロフトスイート 9,100～

12月18日 (金) ガスタビア セントバーツ 22:00 ビュースイート 10,400～

12月19日 (土) フィリップスバーグ セントマーチン島 7:00 オーナーズスイート

ポートチャージ 101

2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

12月19日 (土) フィリップスバーグ セントマーチン島 21:00 テラススイート 6,900～

12月20日 (日) ファルマスハーバー アンティグア 8:00 19:00 テラスミッドスイート 7,200～

12月21日 (月) バステール セントキッツ・ネイビス 8:00 23:00 シグネチャースイート 11,400～

12月22日 (火) ガスタビア セントバーツ 8:00 21:00 シグネチャーミッドスイート 11,900～

12月23日 (水) ヴァージンゴルダ 英領ヴァージン諸島 9:00 グランドスイート 13,700～

12月24日 (木) ヴァージンゴルダ 英領ヴァージン諸島 9:00 ロフトスイート 13,700～

12月24日 (木) ヨスト・ヴァン・ダイク 英領ヴァージン諸島 12:00 ビュースイート 15,900～

12月25日 (金) ヨスト・ヴァン・ダイク 英領ヴァージン諸島 7:30 オーナーズスイート 32,400～

12月25日 (金) ロードタウン・トルトラ 英領ヴァージン諸島 10:00 22:00 ポートチャージ 202

12月26日 (土) セントジョン ＵＳヴァージン諸島 8:00 19:00

12月27日 (日) サンファン プエルトリコ 7:00

2020年 寄港地 国 入港 出港 キャビンタイプ USドル

12月27日 (日) サンファン プエルトリコ 23:59 テラススイート 6,100～

12月28日 (月) 終日クルージング テラスミッドスイート 6,300～

12月29日 (火) サマナ ドミニカ共和国 9:00 シグネチャースイート 9,900～

12月30日 (水) サントドミンゴ ドミニカ共和国 23:59 シグネチャーミッドスイート 10,400～

12月31日 (木) ラ・ロマーナ ドミニカ 9:00 21:30 グランドスイート 12,100～

1月1日 (金) ラ・ロマーナ ドミニカ 8:00 18:00 ロフトスイート 12,100～

1月2日 (土) ポンセ プエルトリコ 18:00 ビュースイート 13,900～

1月3日 (日) サンファン プエルトリコ オーナーズスイート 28,400～

ポートチャージ 281



予約から乗船まで

■ 発売開始

ザ・リッツカールトン・ヨットコレクションは約２年前から新しいコースの予約を開始します。

■ ご予約

まずは、ご希望のクルーズの現在の空き状況と料金をお問合せ下さい。

ご予約時に必要な情報はお名前と生年月日です。

ご予約金は総額の２５％です。

■ 残金のお支払

ご出発の１２０日前までに残金をお支払いいただきます。

■ クルーズチケットのお届け

ご出発の２週間前にクルーズチケットをお届けいたします。

■ キャンセル料について

出港日までの日数 キャンセル料

予約完了後～１２１日前まで 250ドル／人

120～91日前まで 25%

90 ～ 61日前まで 50%

60 ～ 31日前まで 75%

30日前以降 100%


