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いつも新しい発見がある。

いつも新しい発見がある。

東京（成田または羽田）・ 
大阪（関空）・名古屋発着

2018 年 4月
▲ ▲ 11月

地中海／エーゲ海・アドリア海／北欧・バルト海

ヨーロッパクルーズ客船
で巡る
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クルーズは7つの海を巡りますが、その中でも最も適している海域はヨーロッパではないでしょうか。
文化や歴史、洗練されたリゾートが点在する地「地中海」。
古代遺跡と神話の島 を々、優雅に巡る「エーゲ海」、白夜に浮かぶ島 を々ロシアまで航行する
「バルト海」と色 な々見所が満載です。ヨーロッパは、船が一般的な移動手段だった古代から
中世にかけて海運で発達した都市がほとんどですから、観光地は港周辺に集まっています。
だからこそ効率的にヨーロッパの街 を々訪れるにはクルーズが最適なのです。
古都の散策、遺跡観光、世界遺産巡り、リゾートでのバカンス、ショッピング等を、
クルーズで効率的に巡るのはいかがですか？

ク ル ー ズ で 巡 る ヨ ー ロ ッ パ

プリンセス・クルーズ
ワンランク上のプレミアム・クラス。本格的フルコー
スを楽しむメイン・ダイニングから気軽に召し上がれ
るブッフェレストラン、評判のスペシャリティ・レスト
ランまで多彩な食事を提供。

プルマントゥール・クルーズ
太陽の国スペインを本拠地としたクルーズ会社。船
内はラテンの明るくフレンドリーな雰囲気に包まれて
いる。アルコールなどドリンク代を含むオール・イン
クルーシブ制を採用（ボトルの水のみ有料）。

M S C ク ル ー ズ
カジュアル・クルーズの代表格だが、上級客室専用エ
リア「MSCヨットクラブ」を設置。バトラーサービス
に専用ラウンジやプールを用意するなど、ワンランク
上のラグジュアリー・クラスのサービスが体験可能。

ノルウェージャン クルーズライン
ノルウェージャンクルーズラインのコンセプトは「フ
リースタイル・クルージング」。自由度の高い食事や
ドレスコードも好評。多彩なアイデアが革新的な客
船を造っている。

クラウン・プリンセス� 2006年就航／総トン数113,561トン／乗客定員3,080人
リーガル・プリンセス� 2014年就航／総トン数142,229トン／乗客定員3,560人

ジュニア・スイート
バルコニー・バスタブ付
〔面積〕30㎡

海側バルコニー
バルコニー・シャワー付
〔面積〕20～26㎡

海側（クラウン・プリンセス）

窓・シャワー付
〔面積〕15～20㎡

内側
窓なし・シャワー付
〔面積〕15㎡
〈クラウン・プリンセス〉

ホライズン� 1990年就航・2005年改装／総トン数47,427トン／乗客定員1,828人

ジュニア・スイート
バルコニー・バスタブ付
〔面積〕24㎡

海側
窓・シャワー付
〔面積〕11㎡

内側
窓なし・シャワー付
〔面積〕11㎡

MSCシービュー（新造船）� 2018年6月就航／総トン数154,000トン／乗客定員5,429人
MSCシンフォニア� 2002年就航・2014年改装／総トン数65,542トン／乗客定員2,679人

MSCヨットクラブ 
デラックススイート
バルコニー・バスタブ付
〔面積〕25～33㎡

海側バルコニー 
ファンタスティカ／アウレア
バルコニー・シャワー付
〔面積〕20㎡

内側 
ベッラ／ファンタスティカ
窓なし・シャワー付
〔面積〕16㎡

〈MSCシービュー〉

ノルウェージャン・エピック� 2010年就航・2015年改装／総トン数155,873トン／乗客定員4,100人
ノルウェージャン・スター� 2001年就航・2015年改装／総トン数91,740トン／乗客定員2,348人

ミニスイート
バルコニー・バスタブ付
〔面積〕22㎡

海側バルコニー
バルコニー・シャワー付
〔面積〕17.5～23.9㎡

海側（ノルウェージャン・スターのみ）

窓・シャワー付
〔面積〕14.8㎡

内側
窓なし・シャワー付
〔面積〕21㎡

〈ノルウェージャン・エピック〉

世界遺産や神話の島々に出会う

地中海・エーゲ海
地中海・エーゲ海ならではの魅力あふれる寄港地を巡るコースをご用意しました。クルーズの代名詞と
言えるこの海は「リゾート満喫」「歴史探訪」「食や自然を堪能」と楽しみは実に豊富な海域です。

世界遺産の宝庫　地中海
歴史や文化・グルメなど、トータルに楽しめる人気のエリア。
コースは1週間〜2週間程度。イタリアのシチリア島やフランス
のコルシカ島、モナコなど、コースも多彩。

古代遺産と神話の島々　エーゲ海&アドリア海
ギリシャの島 を々巡るエーゲ海はクルーズの定番エリアです。
クロアチアの海岸線を巡るアドリア海は近年人気。イタリアの
ベニスやアテネが起点に憧れのエーゲ海をクルーズ。

カプリ島〈イタリア〉 ドブロブニク〈クロアチア〉

〈主な寄港地〉
●モンテカルロ（モナコ公国）　●バルセロナ（スペイン）　
●ナポリ（イタリア）　●ローマ（イタリア）　●フィレンツェ（イタリア）
●マルセイユ（フランス）　●ニース（フランス）

〈主な寄港地〉
●ベニス（イタリア）　●ドブロブニク（クロアチア）　
●サントリーニ島（ギリシャ）　●ミコノス島（ギリシャ）　
●アテネ（ギリシャ）　●クサダシ（トルコ）　●イスタンブール（トルコ）

短い夏を満喫する北の国へ

北欧・バルト海
ノルウェー西岸のフィヨルドクルーズは大自然の雄大さと北欧の素
朴さを実感できるコース。バルト海クルーズでは、スウェーデンや
フィンランドなどの美しい都市を巡り、美術や芸術の宝庫であるロ
シアのサンクトペテルブルクを訪れます。

夏のみの限定コース　バルト海
短い夏を満喫する北の国“北欧”。
美しい自然に囲まれた街並みを巡る
春夏の限定クルーズ海域。

〈主な寄港地〉
●コペンハーゲン（デンマーク）　
●オスロ（ノルウェー）
●ヴァルネミュンデ（ドイツ）　
●タリン（エストニア）
●サンクトペテルブルク（ロシア）
●ヘルシンキ（フィンランド）　
●ストックホルム（スウェーデン） タリン〈エストニア〉
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出発日／2018年 
₁ 6月  7日㈭発 日本人コーディネーター乗船 ₄ 8月  9日㈭発
₂ 6月28日㈭発 日本人コーディネーター乗船 ₅ 8月30日㈭発 日本人コーディネーター乗船

₃ 7月19日㈭発
日次 スケジュール
1 東京（成田または羽田）発 関空発 名古屋発
［21：20～24：45］
東京発H空路、
ドーハまたはドバイ
乗継にてローマへ
 〈機内泊〉xxr

［23：45］
関空発H空路、
ドバイ乗継にて
ローマへ
 〈機内泊〉xxr

［15：00］JR名古屋駅発 
J 航空会社バスにて関空へ
［23：45］関空発H
空路、ドバイ乗継にてローマへ
 〈機内泊〉xxr

2 ローマ着 
（イタリア）

［12：00～14：00］着後、専用車（英語ドライバー）にてホテルへ 
着後、自由行動 〈ローマ泊〉rxx

3 チビタベッキア／ローマ ［午前］専用車（英語ドライバー）にてチビタベッキア港へ
（イタリア） ［昼頃］  クラウン・プリンセス乗船 

［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 サレルノ
（イタリア）

［07：00］入港　B ：（例）世界遺産  アマルフィ海岸を訪ねて
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

6 コトル
（モンテネグロ）

［07：00］入港　B ：（例）世界遺産  コトル旧市街観光
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 コルフ島
（ギリシャ）

［07：00］入港　B ：（例）世界遺産  旧市街とアヒリオン宮殿
［16：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 ハニア／クレタ島
（ギリシャ）

［12：00］入港　B ：（例）クレタ島内観光
［22：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 ミコノス島
（ギリシャ）

［07：00］入港　B ：（例）ミコノスタウンを訪ねて
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 ピレウス（ギリシャ）［午前］入港　朝食の後、下船
アテネ

（ギリシャ）
アテネ発

その後日本語ガイドと共に専用車にてアテネへ
アテネ観光（世界遺産  パルテノン神殿含む）の後、空港へ
［18：00～20：30］Hドバイまたはドーハ乗継にて帰国の途へ
 〈機内泊〉Qxr

11 東京（成田または羽田）着 関空着 名古屋着
［17：35～22：45］
東京着
着後、解散
 rrx

［18：05］
関空着
着後、解散
 rrx

［18：05］関空着
［夜］関空発
J航空会社バスにて名古屋へ
［夜］JR名古屋駅到着 rrx

＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取り式旅券が必要です。
※  外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様自身でお済ませいただき
ますようお願い申し上げます。

出発日／2018年
₁ 7月  5日㈭発 ₃ 8月16日㈭発
₂ 7月26日㈭発 ₄ 9月  6日㈭発 日本人コーディネーター乗船

日次 スケジュール
1 東京（成田または羽田）発 関空発 名古屋発
［21：20～24：45］
東京発 H 空路、
ドーハまたはドバイ
乗継にてアテネへ
 〈機内泊〉xxr

［23：45］
関空発 H  
ドバイ乗継にて
アテネへ
 〈機内泊〉xxr

［15：00］JR名古屋駅発
J 航空会社バスにて関空へ
［23：45］関空発 H  
ドバイ乗継にてアテネへ
 〈機内泊〉xxr

2 アテネ着
（ギリシャ）

［12：00～20：00］日本語係員と共に専用車にてホテルへ
着後、自由行動 〈アテネ泊〉rrx

3 アテネ ［午前］日本語係員と共に専用車でピレウス港へ
ピレウス
（ギリシャ）

［昼頃］  クラウン・プリンセス乗船 
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 サントリーニ島
（ギリシャ）

［07：00］入港　B ：（例）絵画のように美しい「イア村」を訪ねて
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

6 コトル
（モンテネグロ）

［07：00］入港　B ：（例）世界遺産  旧市街を訪ねて
［15：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 メッシーナ
（シチリア島／イタリア）

［12：00］入港　B ：（例）風光明媚なタオルミーナと 世界遺産  エトナ山
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 ナポリ
（イタリア）

［07：00］入港　B ：（例）世界遺産  ポンペイとナポリ観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

10 バルセロナ ［午前］入港　朝食の後、下船
（スペイン）

バルセロナ発

日本語ガイドと共に専用車にてバルセロナ観光
（世界遺産  サグラダ・ファミリア含む）　その後、空港へ
［15：30～18：00］H ドーハまたはドバイ乗継にて帰国の途へ
 〈機内泊〉Qxr

11 東京（成田または羽田）着 関空着 名古屋着
［18：00～23：00］
東京着
着後、解散
 rrx

［18：05］
関空着
着後、解散
 rrx

［18：05］関空着
［夜］関空発
J航空会社バスにて名古屋へ
［夜］JR名古屋駅到着 rrx

＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取り式旅券が必要です。
※  外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な 
手続きはお客様自身でお済ませいただきますようお願い申し上げます。

地中海・アドリア海・エーゲ海クルーズ 11日間 エーゲ海と地中海クルーズ 11日間

ミコノス島〈ギリシャ〉
サントリーニ島と人気を二分する、エーゲ海の代表的な観光
地の一つ。世界でも有数のリゾート地であり、年間を通して
世界中から観光客が集まります。

コトル〈モンテネグロ〉
アドリア海沿岸、中世の面影が色濃く残る世界遺産の街・コトル。
海のブルーとオレンジ屋根のコントラストが美しい街です。

1
迷路のような白の世界「ミコノス島」や
ミノア王朝の中心地にある
クノソッス宮殿のある「クレタ島」など
エーゲ海で人気の島々に寄港

2
モンテネグロの「コトル」やギリシャの「コルフ島」、

「アマルフィ」など世界遺産の町を
同時に巡ることが可能

3
6/7、6/28、8/30発は、
船内に日本人コーディネーターが乗船
専用デスクでの日本語対応や船内新聞、
食事のメニューも日本語版をご用意

おすすめポイント
1 エーゲ海、地中海で人気の寄港地や

島々をめぐります

2 アテネ、コトル、エトナ山（シチリア島）、ナポリ、
バルセロナと5つの世界遺産を訪れます

3 白く輝く壁の家に青い円形の屋根が並ぶエーゲ
海を代表する美しい島「サントリーニ島」に寄港

4
9/6発は、船内に日本人コーディネーターが乗船
専用デスクでの日本語対応や船内新聞、
食事のメニューも日本語版をご用意

おすすめポイント

　クラウン・プリンセス　 SHIP DATA 　●総トン数／113,561トン　●全長／290ｍ　●全幅／36ｍ　●乗客定員／3,080名 SHIP DATA 　●総トン数／113,561トン　●全長／290ｍ　●全幅／36ｍ　●乗客定員／3,080名　クラウン・プリンセス　

■   旅行代金表／東京発着（2名１室利用／大人お一人様、［　　］内はお1人様利用追加代金） ツアーコード：CE-MKPR-□□□□□□

出発日

キャビンタイプ
コースコード ₁ 6/7発

₂ 6/28発 ₃ 7/19発 ₄ 8/9発 ₅ 8/30発

内側
約15㎡／シャワー付

東京  9038TA 
大阪  9038OA 
名古屋  9038NA 

248,000円
［100,000円］

265,000円
［103,000円］

328,000円
［110,000円］

275,000円
［110,000円］

海側
約15～20㎡／窓・シャワー付
※一部視界が遮られます

東京  9038TB 
大阪  9038OB 
名古屋  9038NB 

258,000円
［110,000円］ －

338,000円
［127,000円］ －

海側
約15～20㎡／窓・シャワー付

東京  9038TC 
大阪  9038OC 
名古屋  9038NC 

－ 288,000円
［130,000円］

355,000円
［133,000円］

298,000円
［130,000円］

海側バルコニー
約20～26㎡／バルコニー・シャワー付

東京  9038TD 
大阪  9038OD 
名古屋  9038ND 

288,000円
［137,000円］

308,000円
［147,000円］

378,000円
［150,000円］

318,000円
［147,000円］

ジュニア・スイート
約30㎡／バルコニー・バスタブ付

東京  9038TE 
大阪  9038OE 
名古屋  9038NE 

318,000円
［170,000円］

335,000円
［173,000円］

408,000円
［170,000円］

348,000円
［170,000円］

租税・手数料及び港湾費用 27,200円
大阪・名古屋発着追加代金 20,000円
ビジネスクラス利用追加代金 265,000円 255,000円 218,000円 245,000円

キャンセル料：プリンセス・クルーズ 59日前パターン
※本コースは「フライ＆クルーズ旅行」に適用される取消条件となります。詳細は、裏表紙をご覧ください。

■   旅行代金表／東京発着（2名１室利用／大人お一人様、［　　］内はお1人様利用追加代金） ツアーコード：CE-MKPR-□□□□□□

出発日

キャビンタイプ
コースコード ₁ 7/5発 ₂ 7/26発 ₃ 8/16発 ₄ 9/6発

内側
約15㎡／シャワー付

東京  9039TA 
大阪  9039OA 
名古屋  9039NA 

275,000円
［113,000円］

298,000円
［110,000円］

308,000円
［100,000円］

275,000円
［103,000円］

海側
約15～20㎡／窓・シャワー付
※一部視界が遮られます

東京  9039TB 
大阪  9039OB 
名古屋  9039NB 

285,000円
［123,000円］

308,000円
［120,000円］ － －

海側
約15～20㎡／窓・シャワー付

東京  9039TC 
大阪  9039OC 
名古屋  9039NC 

－ 328,000円
［140,000円］ －

298,000円
［130,000円］

海側バルコニー
約20～26㎡／バルコニー・シャワー付

東京  9039TD 
大阪  9039OD 
名古屋  9039ND 

318,000円
［150,000円］

345,000円
［153,000円］

348,000円
［140,000円］

315,000円
［140,000円］

ジュニア・スイート
約30㎡／バルコニー・バスタブ付

東京  9039TE 
大阪  9039OE 
名古屋  9039NE 

345,000円
［173,000円］

368,000円
［180,000円］

378,000円
［170,000円］

338,000円
［160,000円］

租税・手数料及び港湾費用 26,050円
大阪・名古屋発着追加代金 20,000円
ビジネスクラス利用追加代金 255,000円 235,000円 215,000円 245,000円

キャンセル料：プリンセス・クルーズ 59日前パターン
※本コースは「フライ＆クルーズ旅行」に適用される取消条件となります。詳細は、裏表紙をご覧ください。

燃油サーチャージ込
■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、

6/7、6/28、8/30発は船内に日本人
コーディネーターが乗船しています

■利用航空会社／エミレーツ航空、カタール航空
■利用予定ホテル／〈ローマ〉マッシモ・ダゼリオ、

メディテラネオ、ウニベルソ、
ジェノア、トリノ、ディアナ、
アンブラ・パレス、ルチア・パレス
（スーペリアクラス）

■食事／Q8回、W7回、E7回（機内食は除く）

※船内チップ…内側～バルコニー お１人様：1泊あたり13.5米ド
ル／ジュニア・スイート お１人様：1泊あたり14.50米ドル／
スイート お１人様：1泊あたり15.50米ドルが船内会計に自動
的にチャージされます（船内払い）。

※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,610円／子
供1,570円）および羽田空港施設使用料（大人2,670円／子供
1,380円）および大阪（関空）空港施設使用料・保安サービス料
（大人3,040円／子供1,680円）は含まれておりません。旅行
代金とあわせてお支払いください。

※外国諸税（8,800円／大人・子供同額）は含まれておりません。
旅行代金とあわせてお支払いください。

※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃
油サーチャージが増額または減額、廃止された場合でも旅行
代金に変更はございません。

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、アテネ、バルセロナ

では日本語係員がお世話いたします。
また、9/6発は船内に日本人
コーディネーターが乗船しています

■利用航空会社／エミレーツ航空、カタール航空
■利用予定ホテル／〈アテネ〉フィリッポス、アキレス、

エルメス、プラカ、アマゾン、パリ、
アドリアン、アリオン、セントラル、
アクロポロス、アレトーサ
（スーペリアクラス）

■食事／Q8回、W7回、E7回（機内食は除く）

※船内チップ…内側～バルコニーお1人様：1泊あたり13.50米ド
ル、ジュニア・スイートお1人様：1泊あたり14.50米ドル、ス
イートお1人様：1泊あたり15.50米ドルが船内会計に自動的に
チャージされます。（船内払い）

※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,610円／子
供1,570円）および羽田空港施設使用料（大人2,670円／子供
1,380円）および大阪（関空）空港施設使用料・保安サービス料
（大人3,040円／子供1,680円）は含まれておりません。旅行
代金とあわせてお支払いください。

※外国諸税（8,800円／大人・子供同額）は含まれておりません。
旅行代金とあわせてお支払いください。

※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃
油サーチャージが増額または減額、廃止された場合でも旅行
代金に変更はございません。

コルフ島 
〈ギリシャ〉

透明度の高い海が人
気のヨーロッパの高級
リゾートです。世界遺
産にも登録されている
街並みは、他のリゾー
トでは味わえない魅力
が詰まっています。

メッシーナ／シチリア島 
〈イタリア〉

イタリア南部、メッシーナ海峡を挟
んでレッジョ・ディ・カラブリアと対面
するシチリア島の入り口。地中海貿
易の拠点として栄えた商業都市で
す。ここからカターニアや、タオル
ミーナへの観光ツアーが人気です。

燃油サーチャージ込

サントリーニ島〈ギリシャ〉
エーゲ海で一番人気のサントリー
ニ島で最も象徴的なイア村は、白
壁に青いドーム型の屋根の家々や
教会が立ち並ぶメルヘンチックな
街並みが旅行者を魅了します。
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出発日／2018年 日本語スタッフ乗船

₁ 5月9日㈬発 ₂ 5月20日㈰発 ₃ 6月11日㈪発 ₄ 6月22日㈮発
₅ 7月3日㈫発 ₆ 7月25日㈬発 ₇ 8月  5日㈰発 ₈ 8月27日㈪発
日次 スケジュール
1 （大阪・名古屋）

成田発
コペンハーゲン着
（デンマーク）

H 大阪・名古屋から国内線にて東京へ
［11：10］空路、スカンジナビア航空直行便にてコペンハーゲンへ
［15：30］着後、専用車（英語ドライバー）と共にホテルへ
チェックイン後、自由行動 〈コペンハーゲン泊〉rrx

2 ［午前］出発まで自由行動。専用車（英語ドライバー）と共に港へ

コペンハーゲン
［昼頃］  リーガル・プリンセス乗船 　その後、昼食
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

3 オスロ
（ノルウェー）

［10：00］入港　B ：（例）国立博物館とオスロハイライト
［23：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

5 ヴァルネミュンデ
（ドイツ）

［07：00］入港　B ：（例）ベルリン終日観光
［21：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

7 タリン
（エストニア）

［08：00］入港　B ：（例）世界遺産の街「タリン旧市街」を訪ねて
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 サンクトペテルブルク
（ロシア）

［06：30］入港　B ：（例）エカテリーナ宮殿とサンクトペテルブルク観光
船はサンクトペテルブルクに停泊します 〈船中泊〉QWE

9 サンクトペテルブルク B ：（例）世界遺産  エルミタージュ美術館を訪ねて
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 ヘルシンキ
（フィンランド）

［07：00］入港　B ：（例）ヘルシンキの見所
［16：00］出港 〈船中泊〉QWE

11 ニーネスハムン
（スウェーデン）

［07：00］入港　B ：（例）ストックホルム旧市街の歴史探訪と市内観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

12 ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

13 コペンハーゲン ［午前］入港　朝食の後、下船

コペンハーゲン発
その後、船会社手配の混乗バスにて空港へ
［15：45］H スカンジナビア航空直行便にて帰国の途へ

 〈機内泊〉Qxr

14 成田着
（大阪・名古屋）

［09：35］着後解散
成田より空路 H 大阪・名古屋へ rxx

＊5/20、6/22、7/3発はニーネスハムンに変わりストックホルム（07：00入港・19：00出港）に寄港いたします。
＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取り式旅券が必要です。
※  外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な 
手続きはお客様自身でお済ませいただきますようお願い申し上げます。

直行便利用 北欧バルト海とロシアクルーズ 14日間

1 スウェーデンやフィンランド、ノルウェーなどの
美しい都市をめぐります

2 サンクトペテルブルクで停泊しますので、歴史と
芸術の宝庫をゆっくり2日間堪能いただけます

3 往復の航空機はスカンジナビア航空
直行便利用

4
全出発日で、船内には日本語スタッフが乗船
専用デスクでの日本語対応や船内新聞、
食事のメニューも日本語版をご用意（予定）

5 一部日本語オプショナル・ツアーを設定
（参加者が少ない場合、実施されない可能性があります）

おすすめポイント

SHIP DATA 　●総トン数／142,229トン　●全長／330ｍ　●全幅／47ｍ　●乗客定員／3,560名　リーガル・プリンセス　

■   旅行代金表／東京発着（2名１室利用／大人お一人様、［　　］内はお1人様利用追加代金） ツアーコード：CE-MKPR-□□□□□□

出発日

キャビンタイプ
コースコード ₁ 5/9発 ₂ 5/20発

₃ 6/11発 ₄ 6/22発 ₅ 7/3発 ₆ 7/25発
₈ 8/27発 ₇ 8/5発

内側
約15㎡／シャワー付

 9041T A 338,000円
［210,000円］

358,000円
［230,000円］

378,000円
［240,000円］

398,000円
［260,000円］

428,000円
［250,000円］

478,000円
［250,000円］

海側バルコニー
約20～23㎡／バルコニー・シャワー付

 9041T B 378,000円
［247,000円］

398,000円
［267,000円］

418,000円
［277,000円］

448,000円
［290,000円］

468,000円
［290,000円］

518,000円
［290,000円］

ジュニア・スイート
約28㎡／バルコニー・バスタブ付

 9041T C 398,000円
［257,000円］

418,000円
［280,000円］

438,000円
［290,000円］

468,000円
［300,000円］

488,000円
［300,000円］

538,000円
［300,000円］

租税・手数料及び港湾費用 48,700円
大阪・名古屋発着追加代金（片道） 片道 15,000円（国内線は全日空利用のみ適用可）
ビジネスクラス利用追加代金 265,000円 265,000円 258,000円 325,000円 298,000円 338,000円

キャンセル料：プリンセス・クルーズ 74日前パターン
※本コースは「フライ＆クルーズ旅行」に適用される取消条件となります。詳細は、裏表紙をご覧ください。

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、船内には日本語スタッフが乗船しています
■利用航空会社／スカンジナビア航空（限定）（エコノミークラス）
■利用予定ホテル／〈コペンハーゲン〉コンフォート・ヴェスターブロ、アイランド、

ザ・スクエア、スカンディック、チボリ、インペリアル
（スーペリアクラス）

■食事／Q12回、W11回、E11回（機内食は除く）

ストックホルム〈スウェーデン〉
「北欧のベニス」と称えられるストックホルム
は、郊外を含めると24,000もの島からなる群
島の都。島から島へ、船に乗り、橋をつなぎ、
この美しい街は形づくられています。

燃油サーチャージ込

サンクトペテルブルク 
〈ロシア〉

ピョートル大帝が建設させ激
動の歴史を耐えた古都は現在
では静かな佇まいを見せ、約
250万点のコレクションを持つ
エルミタージュ美術館、屋根
が特徴的な聖ヴァシーリー大
聖堂など、見どころもたくさん。

出発日／2018年
₁ 6月21日㈭発 日本語コーディネーター乗船 ₄ 8月23日㈭発
₂ 7月12日㈭発 ₅ 9月13日㈭発 日本語コーディネーター乗船

₃ 8月  2日㈭発
日次 スケジュール
1 東京（成田または羽田）発 関空発 名古屋発
［21：20～24：30］
東京発H空路、 
ドーハまたはドバイ
乗継にてバルセロナへ
 〈機内泊〉xxr

［23：45］
関空発H空路、
ドバイ乗継にて
バルセロナへ
 〈機内泊〉xxr

［15：00］JR名古屋駅発 
J 航空会社バスにて関空へ
［23：45］関空発H
空路、ドバイ乗継にてバルセロナへ
 〈機内泊〉xxr

2 バルセロナ着 
（スペイン）

［13：00～14：00］着後、専用車（英語ドライバー）にてホテルへ 
着後、自由行動 〈バルセロナ泊〉rxx

3 バルセロナ ［午前］専用車（英語ドライバー）にて港へ
［昼頃］  クラウン・プリンセス乗船 
［22：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

5 ジブラルタル
（英領）

［07：00］入港　B ：（例）要塞都市ジブラルタル
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

7 マルセイユ／プロバンス
（フランス）

［08：00］入港　B ：（例）エクサンプロバンスとマルセイユ観光
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 ジェノバ
（イタリア）

［07：00］入港　B ：（例）コロンブス生誕の地ジェノバを訪ねて
［21：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 リボルノ／ピサ
（イタリア）

［07：00］入港　B ：（例）世界遺産  フィレンツェ終日観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 チビタベッキア（イタリア）［午前］入港　朝食の後、下船
ローマ（イタリア）
ローマ発

船会社手配の混乗車にて空港へ
［15：00～18：00］Hドバイまたはドーハ乗継にて帰国の途へ
 〈機内泊〉Qxr

11 東京（成田または羽田）着 関空着 名古屋着
［18：00～23：00］
東京着
着後、解散
 rrx

［18：05］
関空着
着後、解散
 rrx

［18：05］関空着
［夜］関空発
J航空会社バスにて名古屋へ
［夜］JR名古屋駅到着 rrx

＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取り式旅券が必要です。
※  外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様自身でお済ませいただき
ますようお願い申し上げます。

地中海ハイライトクルーズ 11日間
　クラウン・プリンセス　 SHIP DATA 　●総トン数／113,561トン　●全長／290ｍ　●全幅／36ｍ　●乗客定員／3,080名

■   旅行代金表／東京発着（2名１室利用／大人お一人様、［　　］内はお1人様利用追加代金） ツアーコード：CE-MKPR-□□□□□□

出発日

キャビンタイプ
コースコード ₁ 6/21発 ₂ 7/12発 ₃ 8/2発 ₄ 8/23発 ₅ 9/13発

内側
約15㎡／シャワー付

東京  9040TA 
大阪  9040OA 
名古屋  9040NA 

218,000円
［117,000円］

218,000円
［110,000円］

258,000円
［110,000円］

258,000円
［110,000円］

238,000円
［110,000円］

海側
約15～20㎡／窓・シャワー付
※一部視界が遮られます

東京  9040TB 
大阪  9040OB 
名古屋  9040NB 
－ 238,000円

［127,000円］
278,000円
［127,000円］ － －

海側
約15～20㎡／窓・シャワー付

東京  9040TC 
大阪  9040OC 
名古屋  9040NC 

238,000円
［140,000円］

248,000円
［140,000円］

288,000円
［140,000円］

288,000円
［140,000円］

268,000円
［130,000円］

海側バルコニー
約20～26㎡／バルコニー・シャワー付

東京  9040TD 
大阪  9040OD 
名古屋  9040ND 

258,000円
［150,000円］

268,000円
［160,000円］

308,000円
［150,000円］

308,000円
［150,000円］

288,000円
［140,000円］

ジュニア・スイート
約30㎡／バルコニー・バスタブ付

東京  9040TE 
大阪  9040OE 
名古屋  9040NE 

288,000円
［180,000円］

298,000円
［180,000円］

338,000円
［180,000円］

338,000円
［180,000円］

318,000円
［170,000円］

租税・手数料及び港湾費用 27,200円
大阪・名古屋発着追加代金 20,000円
ビジネスクラス利用追加代金 258,000円 258,000円 218,000円 218,000円 235,000円

キャンセル料：プリンセス・クルーズ 59日前パターン
※本コースは「フライ＆クルーズ旅行」に適用される取消条件となります。詳細は、裏表紙をご覧ください。

燃油サーチャージ込 ■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、6/21、9/13発は、

船内に日本語コーディネーターが
乗船しています

■利用航空会社／エミレーツ航空、カタール航空
■利用予定ホテル／〈バルセロナ〉

ゴティコ、コロン、
H10カサノヴァ、
グラン・バルシーノ、
サン・モリッツ
（スーペリアクラス）

■食事／Q8回、W7回、E7回（機内食は除く）

※船内チップ…内側～バルコニー お１人様：1泊あたり13.5米ド
ル／ジュニア・スイート お１人様：1泊あたり14.50米ドル／
スイート お１人様：1泊あたり15.50米ドルが船内会計に自動
的にチャージされます（船内払い）。

※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,610円／子
供1,570円）および羽田空港施設使用料（大人2,670円／子供
1,380円）および大阪（関空）空港施設使用料・保安サービス料
（大人3,040円／子供1,680円）は含まれておりません。旅行
代金とあわせてお支払いください。

※外国諸税（9,440円／大人・子供同額）は含まれておりません。
旅行代金とあわせてお支払いください。

※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃
油サーチャージが増額または減額、廃止された場合でも旅行
代金に変更はございません。

フィレンツェ〈イタリア〉
トスカーナの丘に囲まれたフィレンツェは芸術の都。
街全体が「屋根のない美術館」といわれています。

1
ヨーロッパを代表するイタリア、フランス、
スペインの港町をめぐる、歴史や文化、グルメなど
トータルに地中海を楽しめる人気のクルーズ

2
イベリア半島に位置する英領「ジブラルタル」や
南仏を代表する「マルセイユ」、コロンブス生誕の地

「ジェノバ」などクルーズならではの寄港地を訪れる

3
6/21、9/13発は
船内には日本語コーディネーターが乗船
専用デスクでの日本語対応や船内新聞、
食事のメニューも日本語版をご用意（予定）

おすすめポイント

エクサンプロバンス〈フランス〉
町そのものが歴史の本のようで街中を歩い
て回るだけで、その優れた歴史や文化遺
産を見ることができます。

ジブラルタル〈英領〉
ジブラルタル海峡に向かって突き出した岬
に位置し、中心にそびえ立つ「ザ・ロック」と
呼ばれる岩山が有名。ヨーロッパで唯一の
野生の猿の生息地としても知られています。

※船内チップ…内側～バルコニー お１人
様：1泊あたり13.5米ドル／ジュニア・ス
イート お１人様：1泊あたり14.5米ドル、
スイート お１人様：1泊あたり15.5米ドル
が船内会計に自動的にチャージされます。
（船内払い）
※成田空港施設使用料・保安サービス料
（大人2,610円／子供1,570円）および名
古屋（中部）空港施設使用料・保安サー
ビス料（大人2,570円／子供1,290円）およ
び大阪（関空）空港施設使用料・保安サー
ビス料（大人3,040円／子供1,680円）は含
まれておりません。旅行代金とあわせて
お支払いください。

※外国諸税（3,280円／大人・子供同額）は
含まれておりません。旅行代金とあわせ
てお支払いください。
※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれ
ております。今後燃油サーチャージが増
額または減額、廃止された場合でも旅行
代金に変更はございません。

※サンクトペテルブルクにおいて船会社主催
のオプショナルツアーにご参加の方は、ロ
シア査証は免除されます（それ以外は必要）。

タリン〈エストニア〉
徒歩で観光するには丁度良い広さを持つ、
バルト海に面するエストニアの首都。ユネス
コの世界遺産に指定された旧市街を囲む城
壁がそのまま残り、中世ハンザ都市の雰囲
気を楽しみに多くの観光客が訪れます。
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地中海周遊クルーズ 11日間
　ノルウェージャン エピック　 SHIP DATA 　●総トン数／155,873トン　●全長／329ｍ　●全幅／52ｍ　●乗客定員／4,100名

出発日／2018年 日本人コーディネーター乗船

₁ 7月20日㈮発 ₂ 8月17日㈮発 ₃ 10月12日㈮発
日次 スケジュール
1 東京（成田または羽田）発 関空発 名古屋発
［21：20～24：30］
東京発H空路、 
ドーハまたはドバイ
乗継にてベニスへ
 〈機内泊〉xxr

［23：45］
関空発H空路、
ドバイ乗継にて
ベニスへ
 〈機内泊〉xxr

［15：00］JR名古屋駅発 
J 航空会社バスにて関空へ
［23：45］関空発H
空路、ドバイ乗継にてベニスへ
 〈機内泊〉xxr

2 ベニス着 
（イタリア）

［12：00～14：00］専用車（英語アシスタント）と共にホテルヘ 
着後、自由行動 〈ベニス泊〉rrx

3 ベニス 出発まで自由行動
［午前］専用車（英語アシスタント）と共に港へ
［昼頃］乗船手続きの後  ノルウェージャン スター乗船 
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 コトル
（モンテネグロ）

［14：00］入港　B ：（例）世界遺産  城壁の都市コトル観光
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 コルフ島
（ギリシャ）

［10：00］入港　B ：（例）世界遺産  旧市街とアヒリオン宮殿観光
［16：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 サントリーニ島
（ギリシャ）

［14：00］入港　B ：（例）絵画のように美しい「イア村」を訪ねて
［22：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 ミコノス島
（ギリシャ）

［08：00］入港　B ：（例）白い世界“ミコノスタウン”を訪ねて
［16：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

9 ドブロブニク
（クロアチア）

［07：00］入港　B ：（例）世界遺産  ドブロブニク旧市街散策
［13：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 ベニス ［08：00］入港　朝食の後、下船

ベニス発

シャトルボートにてベニス・サンマルコ広場へ
その後、ベニスにて自由行動（スーツケースは港等でお預かりします）
その後、日本語アシスタントと共に専用車にて空港へ
［15：30～20：30］Hドーハまたはドバイ乗継にて帰国の途へ
 〈機内泊〉Qxr

11 東京（成田または羽田）着 関空着 名古屋着
［17：35～22：45］
東京着
着後、解散
 rrx

［18：05］
関空着
着後、解散
 rrx

［18：05］関空着
［夜］関空発
J航空会社バスにて名古屋へ
［夜］JR名古屋駅到着 rrx

＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取り式旅券が必要です。
※  外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な 
手続きはお客様自身でお済ませいただきますようお願い申し上げます。

出発日／2018年 日本人コーディネーター乗船

₁ 5月11日㈮発 ₂ 6月  8日㈮発 ₃   7月13日㈮発
₄ 8月17日㈮発 ₅ 9月14日㈮発 ₆ 10月26日㈮発
日次 スケジュール
1 東京（成田または羽田）発 関空発 名古屋発
［21：20～24：30］
東京発H空路、 
ドーハまたはドバイ
乗継にてバルセロナへ
 〈機内泊〉xxr

［23：45］
関空発H空路、
ドバイ乗継にて
バルセロナへ
 〈機内泊〉xxr

［15：00］JR名古屋駅発 
J 航空会社バスにて関空へ
［23：45］関空発H
空路、ドバイ乗継にてバルセロナへ
 〈機内泊〉xxr

2 バルセロナ着 
（スペイン）

［13：00～14：00］専用車（英語ガイド）にてホテルヘ 
着後、自由行動 〈バルセロナ泊〉rrx

3 バルセロナ 出発まで自由行動
［午前］専用車（英語ガイド）にて港へ
［昼頃］乗船手続きの後  ノルウェージャン エピック乗船 
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

5 ナポリ
（イタリア）

［07：00］入港　B ：（例）世界遺産  ポンペイ遺跡観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 チビタベッキア／ローマ
（イタリア）

［06：00］入港　B ：（例）世界遺産  ローマ終日観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 リボルノ／フィレンツェ／ピサ
（イタリア）

［07：00］入港　B ：（例）世界遺産  フィレンツェ終日観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 カンヌ
（フランス）

［08：00］入港　B ：（例）モナコ・ニース観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 パルマ・デ・マヨルカ／マヨルカ島
（スペイン）

［13：00］入港　B ：（例）マヨルカ島内観光
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 バルセロナ ［午前］入港　朝食の後、下船

バルセロナ発

日本語ガイドと共に専用車にてバルセロナ観光
（世界遺産  サグラダ・ファミリア含む）　その後、空港へ
［15：30～18：00］H ドーハまたはドバイ乗継にて帰国の途へ
 〈機内泊〉Qxr

11 東京（成田または羽田）着 関空着 名古屋着
［17：35～22：45］
東京着
着後、解散
 rrx

［18：05］
関空着
着後、解散
 rrx

［18：05］関空着
［夜］関空発
J航空会社バスにて名古屋へ
［夜］JR名古屋駅到着 rrx

＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取り式旅券が必要です。
※  外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様自身で 
お済ませいただきますようお願い申し上げます。

■   旅行代金表／東京発着（2名１室利用／大人お一人様、［　　］内はお1人様利用追加代金） ツアーコード：CE-MKNG-□□□□□□

出発日

キャビンタイプ
コースコード ₁ 7/20発 ₂ 8/17発 ₃ 10/12発

内側
約13～14㎡／シャワー付

東京  9002TA 
大阪  9002OA 
名古屋  9002NA 

358,000円
［150,000円］

318,000円
［120,000円］

278,000円
［110,000円］

海側
約14.8㎡／シャワー付

東京  9002TB 
大阪  9002OB 
名古屋  9002NB 

388,000円
［180,000円］

338,000円
［130,000円］

298,000円
［137,000円］

海側バルコニー
約19～28㎡／リビング・バルコニー・シャワー付

東京  9002TC 
大阪  9002OC 
名古屋  9002NC 

458,000円
［250,000円］

408,000円
［200,000円］

358,000円
［190,000円］

租税・手数料及び港湾費用 42,760円
大阪・名古屋発着追加代金 20,000円
ビジネスクラス利用追加代金 228,000円 228,000円 258,000円

キャンセル料：ノルウェージャン クルーズライン 59日前パターン
※本コースは「フライ＆クルーズ旅行」に適用される取消条件となります。詳細は、裏表紙をご覧ください。

■   旅行代金表／東京発着（2名１室利用／大人お一人様、［　　］内はお1人様利用追加代金） ツアーコード：CE-MKNG-□□□□□□

出発日

キャビンタイプ

コースコード ₁ 5/11発
₆ 10/26発 ₂ 6/8発 ₃ 7/13発

₅ 9/14発 ₄ 8/17発

内側
約12㎡／シャワー付

東京  9003TA 
大阪  9003OA 
名古屋  9003NA 

258,000円
［100,000円］

268,000円
［107,000円］

325,000円
［123,000円］

348,000円
［120,000円］

海側バルコニー
約17.5～23.9㎡／バルコニー・シャワー付

東京  9003TB 
大阪  9003OB 
名古屋  9003NB 

298,000円
［140,000円］

318,000円
［160,000円］

375,000円
［170,000円］

398,000円
［177,000円］

ミニスイート
約22㎡／バルコニー・
バスタブまたはシャワー付

東京  9003TC 
大阪  9003OC 
名古屋  9003NC 

348,000円
［180,000円］

358,000円
［190,000円］

408,000円
［200,000円］

428,000円
［200,000円］

租税・手数料及び港湾費用 43,000円
大阪・名古屋発着追加代金 20,000円
ビジネスクラス利用追加代金 268,000円 268,000円 238,000円 218,000円

キャンセル料：ノルウェージャン クルーズライン 59日前パターン
※本コースは「フライ＆クルーズ旅行」に適用される取消条件となります。詳細は、裏表紙をご覧ください。

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、船内では日本人コーディネーター

がお世話いたします
■利用航空会社／エミレーツ航空、カタール航空
■利用予定ホテル／〈ベニス〉サボイア&ヨランダ、

カヴァレット・ドージ・オルセオロケッテ、
プリンチペ、B4ベリーニ、アマデウス、
ドゥオード・パレス（スーペリアクラス）

■食事／Q8回、W7回、E7回（機内食は除く）

※船内チップ…お１人様：1泊あたり13.99米ドル、スイート以上は16.99米ド
ルが船内会計に自動的にチャージされます。

※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,610円／子供1,570円）およ
び羽田空港施設使用料（大人2,670円／子供1,380円）および大阪（関空）空
港施設使用料・保安サービス料（大人3,040円／子供1,680円）は含まれて
おりません。旅行代金とあわせてお支払いください。

※外国諸税（6,870円／大人・子供同額）は含まれておりません。旅行代金と
あわせてお支払いください。

※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃油サーチャー
ジが増額または減額、廃止された場合でも旅行代金に変更はございません。
※日本人コーディネーターは、体調不良や業務スケジュールなどの関係で急
遽乗船できない場合がございます。

燃油サーチャージ込

サントリーニ島〈ギリシャ〉
エーゲ海で一番人気のサントリーニ島で最も象徴的なイア村は、
白壁に青いドーム型の屋根の家々や教会が立ち並ぶメルヘンチッ
クな街並みが旅行者を魅了します。

ポンペイ遺跡／ナポリ〈イタリア〉
イタリア・ナポリ近郊にあった古代都市。79年のヴェスヴィオ火山噴火による火
砕流によって地中に埋もれたことで知られ、世界遺産に登録されています。

1 一度は訪れたい憧れのエーゲ海の島々を
クルーズでめぐります

2
アドリア海の真珠と称される「ドブロブニク」や
エーゲ海で人気の「サントリーニ島」や

「ミコノス島」「コルフ島」に寄港

3 水の都「ベニス」の出入港風景は
このクルーズのハイライト

4
クルーズ中3回分の有料レストランでのお食事を
無料でお楽しみいただける「ジャパン・ダイニング・
パッケージ」適用クルーズ（ご利用には各種条件有）

5
利用客船ノルウェージャンスターのコンセプトは

「フリースタイル・クルージング」。
多様なレストランでの自由に選べる食事、
堅苦しさのないドレスコードなどが好評。

6 日本人コーディネーターが乗船。
船内新聞、食事のメニューも日本語版をご用意

おすすめポイント
1 ヨーロッパを代表する3ヶ国、6都市を

クルーズ客船で効率的にめぐる

2

「ノルウェージャン エピック」はエンターテイメント
客船で、本船ブロードウェイで人気のダンス 
パフォーマンス「バーン・ザ・フロア」、
洋上初のアイスバー、ボーリングなど豊富な
エンターテイメントが盛りだくさん。
また、ドレスコードもリゾートカジュアル、
夕食のダイニングの時間やテーブルが自由と

「フリースタイル・クルージング」がコンセプト

3
クルーズ中3回分の有料レストランでのお食事を
無料でお楽しみいただける「ジャパン・ダイニング・
パッケージ」適用クルーズ（ご利用には各種条件有）

4 日本人コーディネーターが乗船。
船内新聞、食事のメニューも日本語版をご用意

おすすめポイント

ドブロブニク〈クロアチア〉
石造りの城壁に囲まれた美しい旧
市街は世界遺産に登録されていま
す。アドリア海に突き出すような半
島に位置しているため、白い壁にオ
レンジ色の屋根が美しく、海からの
アプローチでは一層目をひきます。

パルマ・デ・マヨルカ
／マヨルカ島 
〈スペイン〉

マヨルカ島はスペイン王室
が夏を過ごすことで知られ
るセレブなリゾートアイラン
ド。パルマ・デ・マヨルカには
中世の雰囲気が残る旧市街
が広がっており、旧跡巡りや
街歩きがおすすめです。

ベニス発着 憧れのエーゲ海とギリシャの島々クルーズ 11日間
SHIP DATA 　●総トン数／91,740トン　●全長／294ｍ　●全幅／38ｍ　●乗客定員／2,348名　ノルウェージャン スター　

燃油サーチャージ込 ■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、船内では日本人コーディネーター

がお世話いたします
■利用航空会社／エミレーツ航空、カタール航空
■利用予定ホテル／〈バルセロナ〉

ゴティコ、コロン、H10カサノヴァ、
グラン・バルシーノ、サン・モリッツ
（スーペリアクラス）

■食事／Q8回、W7回、E7回（機内食は除く）
※船内チップ…お１人様：1泊あたり13.99米ドル、スイート以上は16.99米
ドルが船内会計に自動的にチャージされます。
※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,610円／子供1,570円）お
よび羽田空港施設使用料（大人2,670円／子供1,380円）および大阪（関
空）空港施設使用料・保安サービス料（大人3,040円／子供1,680円）は含
まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。
※外国諸税（6,940円／大人・子供同額）は含まれておりません。旅行代金
とあわせてお支払いください。
※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃油サーチャー
ジが増額または減額、廃止された場合でも旅行代金に変更はございません。
※日本人コーディネーターは、体調不良や業務スケジュールなどの関係で
急遽乗船できない場合がございます。
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ビジネスクラス体験と新造船の“MSCヨットクラブ”で過ごす

西地中海クルーズ 11日間

　MSCシービュー　 SHIP DATA 　●総トン数／154,000トン　●全長／323ｍ　●全幅／41ｍ　●乗客定員／5,429名 SHIP DATA 　●総トン数／65,542トン　●全長／274.9ｍ　●全幅／32ｍ　●乗客定員／2,679名　MSCシンフォニア　

エーゲ海・アドリア海クルーズ 11日間

出発日／2018年  各出発日：金曜日 日本人コーディネーター乗船（予定）

1    6月29日発 2    7月  6日発 3    7月13日発 4    7月20日発
5    7月27日発 6    8月  3日発 7    8月10日発 8    8月17日発
9    8月24日発 10   8月31日発 11   9月  7日発 12   9月14日発
13   9月21日発 14   9月28日発 15 10月  5日発 16 10月12日発
17 10月19日発 18 10月26日発 19 11月  2日発 20 11月  9日発
日次 スケジュール
1 東京（成田または羽田）発 関空発 名古屋発
［21：20～24：45］
東京発H空路、 
ドーハまたはドバイ
乗継（エコノミー
クラス）にてミラノへ
 〈機内泊〉xxr

［23：45］
関空発H空路、
ドバイ乗継
（エコノミークラス）
にてミラノへ
 〈機内泊〉xxr

［15：00］JR名古屋駅発 
J 航空会社バスにて関空へ
［23：45］関空発H
空路、ドバイ乗継（エコノミー
クラス）にてミラノへ
 〈機内泊〉xxr

2 ミラノ着 
（イタリア）

［09：00～14：30］着後、各自にてホテルヘ 
 〈ミラノ／マルペンサー空港地区泊〉rxx

3 ミラノ ［午前］船会社手配の混乗車にてジェノバ港へ
ジェノバ
（イタリア）

［昼頃］  MSCシービュー乗船 
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 ナポリ
（イタリア）

［13：00］入港　B ：（例）世界遺産  ポンペイ遺跡観光
［19：30］出港 〈船中泊〉QWE

5 メッシーナ／シチリア島
（イタリア）

［08：00］入港　B ：（例）タオルミナ半日観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 バレッタ／マルタ島
（マルタ）

［08：00］入港　B ：（例）世界遺産  バレッタ半日観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

8 バルセロナ
（スペイン）

［09：00］入港　B ：（例）世界遺産  バルセロナ市内観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 マルセイユ
（フランス）

［09：00］入港　B ：（例）エクサンプロバンス観光
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 ジェノバ ［08：00］入港　朝食の後、下船

ミラノ発
船会社手配の混乗車にてミラノ空港へ
［14：00～17：30］H ビジネスクラスにてドーハまたはドバイ
乗継にて帰国の途へ 〈機内泊〉Qxr

11 東京（成田または羽田）着 関空着 名古屋着
［18：00～23：00］
東京着
着後、解散
 rrx

［18：05］
関空着
着後、解散
 rrx

［18：05］関空着
［夜］関空発
J航空会社バスにて名古屋へ
［夜］JR名古屋駅到着 rrx

出発日／2018年  各出発日：木曜日

₁ 5月31日発 ₂ 6月14日発 ₃ 6月21日発 ₄ 6月28日発
₅ 7月  5日発 ₆ 8月  2日発 ₇ 8月16日発 ₈ 9月  6日発
₉ 9月13日発
日次 スケジュール
1 東京（成田または羽田）発 関空発 名古屋発
［21：20～24：45］
東京発H空路、 
ドーハまたはドバイ
乗継にてベニスへ
 〈機内泊〉xxr

［23：45］
関空発H空路、
ドバイ乗継にて
ベニスへ
 〈機内泊〉xxr

［15：00］JR名古屋駅発 
J 航空会社バスにて関空へ
［23：45］関空発H
空路、ドバイ乗継にてベニスへ
 〈機内泊〉xxr

2 ベニス着 
（イタリア）

［12：00～14：00］専用車（英語アシスタント）と共にホテルヘ
着後、自由行動 〈ベニス泊〉rrx

3 ベニス ［午前］専用車（英語アシスタント）と共に港へ
［昼頃］乗船手続きの後  MSCシンフォニア乗船 
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 スプリット
（クロアチア）

［07：00］入港　B ：（例）世界遺産  旧市街を訪ねて
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

6

サントリーニ島
（ギリシャ）
ミコノス島
（ギリシャ）

［07：00］入港　B ：（例）絵画のように美しい「イア村」を訪ねて
［15：00］出港
［20：00］入港　B ：（例）ミコノスタウンを訪ねて
 〈船中泊〉QWE

7 ミコノス島 ［03：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 ドブロブニク
（クロアチア）

［13：00］入港　B ：（例）世界遺産  ドブロブニク旧市街
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 アンコーナ
（イタリア）

［10：00］入港　B ：（例）アンコーナ市内観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 ベニス ［08：00］入港　朝食の後、下船

ベニス発

日本語アシスタントと共にシャトルボートにて
ベニス・サンマルコ広場へ
その後、ベニスにて自由行動（スーツケースは港でお預かりします）
その後、日本語アシスタントと共に専用車にて空港へ
［15：30～20：30］Hドーハまたはドバイ乗継にて帰国の途へ
 〈機内泊〉Qxr

11 東京（成田または羽田）着 関空着 名古屋着
［18：00～23：00］
東京着
着後、解散
 rrx

［18：05］
関空着
着後、解散
 rrx

［18：05］関空着
［夜］関空発
J航空会社バスにて名古屋へ
［夜］JR名古屋駅到着 rrx

＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※  B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取り式旅券が必要です。
※  外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続き
はお客様自身でお済ませいただきますようお願い申し上げます。

■旅行代金表／東京発着（2名１室利用／大人お一人様、［　　］内はお1人様利用追加代金） ツアーコード：CE-MKMS-□□□□□□

エクスペリエンス

出発日

キャビンタイプ

コースコード ①6/29発・②7/6発 ③7/13発・④7/20発 ⑤7/27発・⑥8/3発 ⑦8/10発 ⑧8/17発・⑨8/24発
⑩8/31発・⑪9/7発
⑫9/14発・⑬9/21発

⑭9/28発

⑮10/5発・⑯10/12発
⑰10/19発・⑱10/26発
⑲11/2発・⑳11/9発

MSC
ヨットクラブ

内側
約16㎡／シャワー付

東京  X001TA 
大阪  X001OA 
名古屋  X001NA 

518,000円
［320,000円］

545,000円
［343,000円］

578,000円
［360,000円］

655,000円
［373,000円］

568,000円
［350,000円］

528,000円
［310,000円］

478,000円
［287,000円］

MSC
ヨットクラブ

デラックススイート
約25～33㎡／
バルコニー・シャワー付

東京  X001TB 
大阪  X001OB 
名古屋  X001NB 

628,000円
［430,000円］

648,000円
［450,000円］

685,000円
［463,000円］

768,000円
［480,000円］

678,000円
［460,000円］

638,000円
［420,000円］

588,000円
［400,000円］

租税・手数料及び港湾費用 22,500円
大阪・名古屋発着追加代金 20,000円
ビジネスクラス利用追加代金 135,000円

キャンセル料：MSCクルーズ 76日前パターン　※本コースは「フライ＆クルーズ旅行」に適用される取消条件となります。詳細は、裏表紙をご覧ください。

■   旅行代金表／東京発着（2名１室利用／大人お一人様、［　　］内はお1人様利用追加代金） ツアーコード：CE-MKMS-□□□□□□

エクスペリエンス
出発日

キャビンタイプ
コースコード ①5/31発・②6/14発

③6/21発・④6/28発 ⑤7/5発 ⑥8/2発・⑦8/16発 ⑧9/6発 ⑨9/13発

ファンタスティカ 内側
約13㎡／シャワー付

東京  X002TA 
大阪  X002OA 
名古屋  X002NA 

278,000円
［110,000円］

298,000円
［130,000円］ －

288,000円
［110,000円］

298,000円
［110,000円］

ファンタスティカ
海側
約13㎡／
窓・シャワー付

東京  X002TB 
大阪  X002OB 
名古屋  X002NB 

288,000円
［140,000円］

308,000円
［140,000円］

368,000円
［170,000円］

328,000円
［150,000円］

338,000円
［150,000円］

アウレア
スイート
約27㎡／
バルコニー・バスタブ付

東京  X002TC 
大阪  X002OC 
名古屋  X002NC 

408,000円
［230,000円］

428,000円
［250,000円］

478,000円
［280,000円］

448,000円
［250,000円］

448,000円
［250,000円］

租税・手数料及び港湾費用 22,500円
大阪・名古屋発着追加代金 20,000円
ビジネスクラス利用追加代金 278,000円 278,000円 248,000円 258,000円 248,000円

キャンセル料：MSCクルーズ 76日前パターン　
※本コースは「フライ＆クルーズ旅行」に適用される取消条件となります。詳細は、裏表紙をご覧ください。

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、船内では日本人コーディネーターが

　お世話いたします（予定）
■利用航空会社／エミレーツ航空、カタール航空

（往路エコノミークラス、復路ビジネスクラス）
■利用予定ホテル／〈ミラノ〉ノボテル、グランド・ミラノ、ヒルトン・ガーデン

（マルペンサー空港地区）（スーペリアクラス）
■食事／Q8回、W7回、E7回（機内食は除く）
※日本人コーディネーターの乗船は現時点（2018年1月10日）では未定です。
※船内チップ…旅行代金に含まれません。10ユーロ×7泊分を船内でお支払いください。
※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,610円／子供1,570円）および羽田空港施設使用料
（大人2,670円／子供1,380円）および大阪（関空）空港施設使用料・保安サービス料（大人3,040
円／子供1,680円）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。

※外国諸税（4,670円／大人・子供同額）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。
※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃油サーチャージが増額または減額、
廃止された場合でも旅行代金に変更はございません。

＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※  B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取り
式旅券が必要です。
※  外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様自
身でお済ませいただきますようお願い申し上げます。

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しません
■利用航空会社／エミレーツ航空、カタール航空

タオルミナ／メッシーナ 
〈シチリア島／イタリア〉

映画「グラン・ブルー」の舞台にもなったタオル
ミナにあるギリシャ劇場は、作家ゲーテが“こ
の劇場から見るパノラマは世界一の美しさだ”
と語ったほどの美しさです。

1
MSCクルーズ新造船「MSCシービュー」の
特別なサービス“MSCヨットクラブ”による
憧れの地中海クルーズ

2

特別なサービス
“MSCヨットクラブ”で
過ごす
「船の中にある特別な船」
という新しいコンセプトを
掲げる。特別なサービス
とファシリティを持つ安ら
ぎの場所

〈MSCヨットクラブの特別なサービス〉
●  優先チェックイン、チェックアウト
●24時間対応のコンシェルジュとバトラーサービス
●ゲスト専用エリア・専用レストラン
●船内アルコールを含む飲み放題（一部除く）
●お好みの新聞デリバリー

3 航空機は人気のカタール航空または
エミレーツ航空のビジネスクラス利用（復路のみ）

4 船内には日本人コーディネーターが乗船（予定）

おすすめポイント

1 古代遺跡と神話の島々“エーゲ海”とアドリア
海を巡るエーゲ海クルーズの王道コース

2 水の都「ベニス」の出入港風景は
このクルーズのハイライト

3
アドリア海の真珠と称される「ドブロブニク」、 
旧市街が世界遺産の町「スプリット」と
クロアチアの2つの世界遺産に寄港

4

イタリアにルーツを持つMSCクルーズ
ならではのスタイリッシュで地中海スタイルの
おもてなしを体験
※  今回のエクスペリエンスはファンタスティカ、アウレアの特典が付いています

〈ファンタスティカの特典〉
●上層階もしくは快適な階のキャビン
●ダイニング（夕食）時間の優先チョイス
●24時間対応のルームサービス（料理代金は有料）

〈アウレアの特典〉
上記ファンタスティカの特典に加えて
●乗船中1回のスパ付き　●優先乗船　等

おすすめポイント

燃油サーチャージ込

燃油サーチャージ込

スプリット〈クロアチア〉
クロアチアのアドリア海沿いに位置
する、神秘的な町。古代ローマ遺跡
の中に現代の人々が暮らすこの街に
は古代、中世、現代が複雑に絡み
合う独特の雰囲気が漂います。

■利用予定ホテル／
〈ベニス〉サボイア、オルセオロケッテ、

プリンチペ、B4ベリーニ、
アマデウス、ドゥオード・パレス
（スーペリアクラス）

■食事／Q8回、W7回、E7回 
（機内食は除く）

※船内チップ…旅行代金に含まれません。10ユー
ロ×7泊分を船内でお支払いください。
※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人

2,610円／子供1,570円）および羽田空港施設
使用料（大人2,670円／子供1,380円）および大阪
（関空）空港施設使用料・保安サービス料（大
人3,040円／子供1,680円）は含まれておりませ
ん。旅行代金とあわせてお支払いください。
※外国諸税（6,980円／大人・子供同額）は含まれ
ておりません。旅行代金とあわせてお支払いく
ださい。

※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれており
ます。今後燃油サーチャージが増額または減
額、廃止された場合でも旅行代金に変更はご
ざいません。

アンコーナ〈イタリア〉
アドリア海に面したマルケ州の
州都。港町として栄えた町は16
世紀中頃、教皇庁に支配されま
した。そのためアンコーナには
教会が多く、今でもその歴史が
町に刻まれています。
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ミコノス島

ヴォロス
ピレウス／
アテネ

ナフプリオ

●サントリーニ島
ハニア／クレタ島

いつも新しい発見がある。

旅行条件（要約）詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので事前にご確認のうえ、お申し込みください。

旅行条件は、本パンフレットによるほか、旅行条件書、確定書面、
当社旅行約款募集型企画旅行契約の部によります。
●募集型企画旅行契約／この旅行は、名鉄観光サービス（株）（愛知
県名古屋市中村区名駅南2丁目14番18号、観光庁長官登録第55号。以
下「当社」といいます。）が企画実施するものであり、旅行に参加される
お客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）
を締結することになります。旅行契約の内容・条件は下記によるほか
別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面（最終日程
表）および当社旅行業務約款募集型企画旅行契約の部によります。
●お申込み方法と契約の成立時期／当社所定の申込書に下記の
申込金を添えてお申込みください。当社は、電話、郵便、FAX等により
予約いただいた場合は、当社が予約の承諾をする旨を通知した日の
翌日から起算して7日以内に申込み手続きをお願いします。当社が契
約の締結を承諾し、申込金を受領したときに契約が成立します。
●申込金／  〈旅行代金が30万円以上〉旅行代金の20％以上旅行代金まで。 

  〈旅行代金が30万円未満〉60,000円以上旅行代金まで。
●旅行代金のお支払い／旅行代金は、旅行開始日の前日から起
算してさかのぼって取消料が発生する日より前（お申込みが間際
の場合は当社が指定する日まで）に全額お支払いください。
●旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示された以下のもの
が含まれます。※航空運賃および船舶・鉄道運賃等※バス代金・
ガイド代金・入場料等の観光代金※宿泊代金および税・サービ
ス料金（二人部屋にお2人様宿泊を基準とします）※食事代金お
よび税・サービス料金※添乗員が同行するコースの同行代金※
その他パンフレット等で含まれる旨明示したもの。前記の諸費用
は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払戻
しはいたしません。
●旅行代金に含まれないもの／上記の他は旅行代金に含まれま
せん。その一部を例示します。※渡航手続諸経費※日本国内におけ
る自宅から発着空港等集合・解散場所までの交通費、宿泊費等※
日本国内の空港施設使用料※超過手荷物料金※クリーニング代
金、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追
加飲食等個人的性質の諸経費、税・サービス料※傷害・疾病に関す
る医療費※日本国外の空港税・出国税・国際旅客航路料等の諸税・
料金（ただし空港税等が含まれていることを明示したコースを除き
ます。コースによっては、空港税等を出発前に日本にてお支払いい
ただく場合もあります）
●取消料／お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただ
くことにより旅行契約を解除することができます。

当ツアーはフライ&クルーズ旅行となり通常の約款と異なる 
クルーズ約款が適用となり、取消料の規定が変わります。
 プリンセス・クルーズ（59日前）パターン

取消日 取消料

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

60日前まで 無料
59日前～45日前まで 旅行代金の10％
44日前～15日前まで 旅行代金の25％
14日前～8日前まで 旅行代金の37.5％
7日前～当日まで 旅行代金の50％

旅行開始後、または無連絡不参加 旅行代金の100％

 プリンセス・クルーズ（74日前）パターン
取消日 取消料

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

75日前まで 無料
74日前～57日前まで 旅行代金の10％
56日前～29日前まで 旅行代金の25％
28日前～15日前まで 旅行代金の37.5％
14日前～当日まで 旅行代金の50％

旅行開始後、または無連絡不参加 旅行代金の100％

 ノルウェージャン クルーズライン（59日前）パターン
取消日 取消料

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

60日前まで 無料
59日前～46日前まで 旅行代金の5％
45日前～30日前まで 旅行代金の15％
29日前～15日前まで 旅行代金の25％
14日前～当日まで 旅行代金の50％

旅行開始後、または無連絡不参加 旅行代金の100％

 MSCクルーズ（76日前）パターン
取消日 取消料

ご予約後
旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

ご予約後から76日前まで 旅行代金の2.5％
75日前～46日前まで 旅行代金の7.5％
45日前～31日前まで 旅行代金の12.5％
30日前～16日前まで 旅行代金の25％
15日前～6日前まで 旅行代金の37.5％
5日前～当日まで 旅行代金の50％

旅行開始後、または無連絡不参加 旅行代金の100％

 プルマントゥール・クルーズ（32日前）パターン
取消日 取消料

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

32日前まで 無料
31日前～16日前まで 旅行代金の16.5％
15日前～8日前まで 旅行代金の33.5％
7日前～当日まで 旅行代金の50％

旅行開始後、または無連絡不参加 旅行代金の100％

●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は2018年1月
20日を基準としています。また、旅行代金は、2018年1月20日現
在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または
2018年1月20日現在国土交通大臣に認可中の航空運賃・適用規
則を基準として算出しています。

●パンフレットの表示について
◆スケジュール中のマークについて／ 
r：機内食　Q：朝食　W：昼食　E：夕食　X：食事なし　
H：飛行機での移動　J：バスでの移動
◆スケジュール中の観光について／天候や道路事情により観光先を
変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。（現地空港税及
び燃油サーチャージの合算額は2018年1月20日現在の社内レートを元
に算出しております。この金額については出発時為替レートにより差額
が生じましてもご返金、ご請求をしないことを予めご了承ください。）
◆スケジュール中の予定時間／
早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜

03：00 06：00 08：00 12：00 13：00 17：00 19：00 23：00 03：00

海外クルーズ保険ご加入のおすすめ
クルーズ約款が適用されるクルーズ旅行は通常の旅行よりも取消料の発生が早くなってくるケースや取消料率が高くなっているケースがござ
います。お客様やご同行者の方の病気や怪我などでやむを得ずクルーズ旅行をお取消になる場合に取消料をカバーする保険がございます
ので、クルーズ旅行にお申し込みと一緒にこの保険をお申込みされることをお勧めいたします。詳しくは係員までお尋ねください。 〒141-0031　東京都品川区西五反田2-12-3　第一誠実ビル8階

T-18-01-003

お申し込み・お問い合わせは

旅行企画・実施　

●名鉄観光ホームページ　http://www.mwt.co.jp/ 観光庁長官登録旅行業第55号

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に関
する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明の点
があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

地中海／エーゲ海・アドリア海／北欧・バルト海

ホライズンで航く　ギリシャの島 ・々エーゲ海クルーズ 11日間
　ホライズン　 SHIP DATA 　●総トン数／47,427トン　●全長／208ｍ　●全幅／29ｍ　●乗客定員／1,828名

出発日／2018年  各出発日：土曜日

1  4月21日発 2  5月  5日発 3  5月26日発 4    6月23日発
5  6月30日発 6  7月  7日発 7  7月28日発 8    8月18日発
9  8月25日発 10 9月15日発 11 9月29日発 12 10月  6日発
日次 スケジュール
1 東京（成田または羽田）発 関空発 名古屋発
［21：20～24：30］
東京発H空路、 
ドーハまたはドバイ
乗継にてアテネへ
 〈機内泊〉xxr

［23：45］
関空発H空路、
ドバイ乗継にて
アテネへ
〈機内泊〉xxr

［15：00］JR名古屋駅発 
J 航空会社バスにて関空へ
［23：45］関空発H
空路、ドバイ乗継にて
アテネへ 〈機内泊〉xxr

2 アテネ着 
（ギリシャ）

［12：00～20：25］日本語係員と共に専用車でホテルヘ 
着後、自由行動 〈アテネ泊〉rrx

3 アテネ ［午前］日本語係員と共に専用車でピレウス港へ
ピレウス
（ギリシャ）

［昼頃］  ホライズン乗船 
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 ミコノス島
（ギリシャ）

［09：00］入港　B ：（例）ミコノスタウンを訪ねて
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 ヴォロス
（ギリシャ）

［09：00］入港　B ：（例）世界遺産  メテオラ修道院群観光
［21：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

7 ハニア／クレタ島
（ギリシャ）

［09：00］入港　B ：（例）クレタ島内観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 サントリーニ島
（ギリシャ）

［09：00］入港　B ：（例）絵画のように美しい「イア村」を訪ねて
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 ナフプリオ
（ギリシャ）

［08：00］入港　B ：（例）パラミディ要塞観光
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 ピレウス ［08：00］入港　朝食の後、下船
アテネ

アテネ発

日本語ガイドと共に専用車にてアテネ観光
（世界遺産  パルテノン神殿含む）　その後、空港へ
［18：00～25：20］H ドーハまたはドバイ乗継にて
帰国の途へ 〈機内泊〉Qxr

11 東京（成田または羽田）着 関空着 名古屋着
［17：35～22：45］
東京着
着後、解散
 rrx

［18：05］
関空着
着後、解散
 rrx

［18：05］関空着
［夜］関空発 J
航空会社バスにて名古屋へ
［夜］JR名古屋駅到着 rrx

＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取り式旅券が
必要です。※外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様
自身でお済ませいただきますようお願い申し上げます。

■   旅行代金表／東京発着（2名１室利用／大人お一人様、［　　］内は
　お1人様利用追加代金） ツアーコード：CE-MKPU-□□□□□□

出発日

キャビンタイプ
コースコード ①4/21発・②5/5発

③5/26発・⑫10/6発
④6/23発・⑤6/30発
⑥7/7発・⑪9/29発

⑦7/28発・⑧8/18発
⑨8/25発 ⑩9/15発

内側
約11㎡／シャワー付

東京  9000TA 
大阪  9000OA 
名古屋  9000NA 

258,000円
［60,000円］

268,000円
［57,000円］

345,000円
［80,000円］

298,000円
［57,000円］

海側
約11㎡／窓・シャワー付

東京  9000TB 
大阪  9000OB 
名古屋  9000NB 

298,000円
［80,000円］

308,000円
［80,000円］

398,000円
［100,000円］

348,000円
［67,000円］

ジュニアスイート
約24㎡／バルコニー・バスタブ付

東京  9000TC 
大阪  9000OC 
名古屋  9000NC 

438,000円
［140,000円］

448,000円
［140,000円］

538,000円
［180,000円］

488,000円
［140,000円］

港湾費用 28,350円　 ご旅行代金とあわせてお支払いください

大阪・名古屋発着追加代金 20,000円
ビジネスクラス利用追加代金 268,000円 258,000円 228,000円 228,000円

キャンセル料：プルマントゥール・クルーズ 32日前パターン
※本コースは「フライ＆クルーズ旅行」に適用される取消条件となります。詳細は、下記をご覧ください。

■最少催行人員／2名様　　■添乗員／同行しません
■利用航空会社／エミレーツ航空、カタール航空
■利用予定ホテル／〈アテネ〉フィリッポス、アキレス、エルメス、プラカ、アマゾン、パン、アドリアン、

アリオン、セントラル、アクロポリス、アレトーサ（スーペリアクラス）
■食事／Q8回、W7回、E7回（機内食は除く）
※船内チップ…7泊分として9,950円をご旅行代金とあわせてお支払いください（大人・子供同額）。
※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,610円／子供1,570円）および羽田空港施設使用料（大人2,670円
／子供1,380円）および大阪（関空）空港施設使用料・保安サービス料（大人3,040円／子供1,680円）は含まれて
おりません。旅行代金とあわせてお支払いください。

※外国諸税（9,200円／大人・子供同額）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。
※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃油サーチャージが増額または減額、廃止された場
合でも旅行代金に変更はございません。

燃油サーチャージ込

1 エーゲ海で人気の島々や寄港地をめぐるゴールデンルート

2 ヴォロスからは 世界遺産  天空の砦「メテオラ修道院群」を訪れます
（オプショナルツアー）

3 船内はアルコールを含む飲み放題（プレミアムリカーとミネラルウォーターを除く）

4 ホライズンはスペインを本拠地としたクルーズライン
素晴らしい施設、上質できめ細かいサービスをお楽しみください

おすすめポイント

※本パンフレットに掲載の画像は全てイメージです。

世界遺産  メテオラ修道院群


