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バルセロナ

バレンシア
パルマ・デ・マヨルカ／
マヨルカ島

ニース
アンティーブ

モンテカルロ
ポルトフィーノ
リボルノ／フィレンツェ／ピサ

アジャクシオ／コルシカ島
東京（成田または羽田）・ 
大阪（関空）・名古屋発着
2018年8月 ▲ ▲ 11月

オーシャニア・クルーズ／リージェント・セブンシーズ・クルーズで巡る

ヨーロッパクルーズ
究極のラグジュアリー客船

Oceania Riviera

Seven Seas Voyager

地中海／エーゲ海／アドリア海
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リージェント・セブンシーズ・クルーズのクルーズ代金に含まれる10項目

■   4つの特別レストランも
全て追加料金なし

ダイニングやブッフェレストランの他
に、イタリア・フランス・ステーキ&
シーフード・アジア料理と4つのレス
トランが追加料金なしで楽しめます。
※ルームサービスも24時間無料。

■   ジャック・ペパン氏 
監修の芸術的な料理

オーシャニア・クルーズのすべて
の料理を監修するのは、元仏大
統領シャルル・ド・ゴールをはじめ、
仏政府要人のプライベートシェフ
をつとめたジャック・ペパン氏。

プライム7
クラシックなアメリカンステー
キとシーフード料理をお召し
上がりいただける洋上の伝統
的レストラン（予約制／無料）。

シャルトリューズ
伝統にもモダンを加えた正
統派のフランス料理レストラン
（予約制／無料）。

セッテ マーリ／ラ・ベランダ
ビュッフェレストラン（ラ・ベラ
ンダ）が夜になるとセッテ マー
リへと姿を変え、本格的なイ
タリアンレストランとなります。

■   ドレスコードは毎日が
「エレガントカジュアル」
ラグジュアリー客船でありなが
ら、ドレスコードは「エレガントカ
ジュアル」。パーティも気軽な服
装で楽しめます。

■   ディナーテーブルは 
フリーシーティング制

多くの客船は指定テーブル制ですが、
オーシャニア・クルーズは、お好きな
時間にお好きなテーブルで召し上が
るフリーシーティング制を採用。

親密さを感じるラグジュアリーな客船

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
世界で最もインクルーシブなラグジュアリー体験

きめ細かいサービスと心のこもったおもてなしに定評があるオーシャニア・クルーズ。
クルーズ界随一の料理、エレガントな内装、豪華な客船、お客様のご要望に応じたサービスが特徴です。

オーシャニア・クルーズを代表する6万トン型客船。ダイニング・ブッフェをはじめ、
4つの特別レストランはすべて無料。ほとんどの客船にチーク材のベランダ、バス
タブと独立型シャワーブースが設置。全航路で毎晩、寿司と刺身が提供される。

オールスイート、オールバルコニー付きの客室は、最低でも28㎡という広さ。
メイン・ダイニングに加え、2つのスペシャリティレストランが揃い、いずれも
定評のある味とサービスが人気。

ほとんどの外国船のメイン・ダイニングでは、ス
ペースかつサービス効率を優先するため、相席・
時間指定制が一般的です。リージェント・セブン
シーズ・クルーズのメイン・ダイニングでは、開始時
間やテーブルの指定がない「オープンシーティン
グ制」を採用しています。お好きな時間にお好きな
方と夕食をお楽しみいただけますので、その日のス
ケジュールや体調に合わせてお選びください。
メイン・ダイニングやバイキングレストランの他にも
選りすぐりのスペシャリティレストランをご用意して
います（無料）。

リージェント・セブンシーズ・クルーズのクルーズ代金には船上でのアルコール類を含むほぼす
べての飲み物、チップ、寄港地ツアーの多く、乗船前の前泊ホテルと港までの送迎（コンシェル
ジュ・スイート以上に適用）がクルーズ代金に含まれる完全なる「オールインクルーシブ」。他の
客船では追加料金が必要な船内インターネット利用、スペシャリティ・レストランでの食事やワイ
ンもサインすることなく、クルーズをより一層お楽しみいただけます。

世界最高水準のクルーズ客船会社。オールスイートの客室やメイン・ダイニングに加え、贅沢なスタイルで供されるクラシックな
フレンチレストラン「シグネチャー」などのレストランはいずれも定評のある味とサービスが人気。

Oceania Riviera Seven Seas Voyager

オーシャニア・クルーズが支持される理由

お食事は「オープンシーティング（自由席制）」

完全なる「オールインクルーシブ」 船上の豪華スイート

■   日本語対応の 
コーディネーターが乗船

※日本語対応のサービスは、船内のみとなります。
※船内新聞は英文のみ、日本語対応はありません。
※  日本語のレストランメニューは、スペシャルレストラン
のみになり、メインダイニングは英文になります。

■   安らぎのキャビン
94%の客室にベランダが付いて
います。また97%の客室に大型
バスタブと独立したシャワールー
ムを完備しています。

F G
内側客室
約16㎡
シャワー付

H / F
デラックス・ 
ベランダ・ 
スイート
約33㎡
ベランダ・バスタブ付

C
ペントハウス・
スイート
約42㎡
ベランダ・バスタブ付
専任バトラーサービス付

E
コンシェルジュ・ 
スイート
約33㎡
ベランダ・バスタブ付

PH　ペントハウススイート
約39㎡
バスタブ、独立シャワー
ブース、ベランダ付

A　ベランダ付き客室 約26㎡ 
（コンシェルジュ・サービス付）

B　ベランダ付き客室 約26㎡
バスタブ、独立シャワーブース、ベランダ付

C
海側客室
約22㎡
バスタブ、独立 
シャワーブース付

バトラー
サービス付き

ご乗船のお客様には下記の特典をご用意しています。

●インターネット使い放題
●船内のお支払いに利用いただける 

シップボード・クレジット
●チップ無料

❶  船内でのお食事、 
アルコールを含む飲み物代
❷  船内でのエンター 
テイメント、施設使用料
❸寄港地での観光（一部有料）
❹  スペシャリティ・ 
レストランでのお食事

❺スイート・ルーム備え付けのミニバー
❻船上チップ　❼港湾使用料、税金
❽  スイートルーム内とパブリック 
スペースの無制限Wi-Fiサービス
❾  ラグジュアリーホテルでの前泊 
（コンシェルジュ・スイート以上）
●10   ホテルと港間の送迎（コンシェルジュ・スイート以上）

ボーナス特
典 無料

オーシャニア・リビエラ セブンシーズ・ボイジャー

●就航年　2003年（2016年改装）　　●総トン数　42,363トン　　●全長　206.50m　　
●全幅　32.18m　　●乗客定員　700人　　●乗組員定員　447人

●就航年　2012年（2015年改装）　　●総トン数　66,084トン　　●全長　239.24m　
●全幅　32.2m　　●乗客定員　1,250人　　●乗組員数　800人
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バルセロナ

リボルノ／
フィレンツェ／ピサ

チビタベッキア／
ローマ
ソレント

メッシーナ／
シチリア島

ピレウス／
アテネ

サントリーニ島

ロードス島

バレッタ／マルタ島

マルセイユ

Oceania Riviera
オーシャニア・リビエラ

Oceania Riviera
オーシャニア・リビエラエーゲ海の島々と

アドリア海クルーズ 12日間
エーゲ海と
地中海クルーズ 14日間

1 魅力的な個性が光るエーゲ海の島々を
クルーズ客船で巡ります

2 アドリア海の真珠と称される「ドブロブニク」と旧市街が
美しい「コトル」と、2つの世界遺産の街に寄港

3 ご利用客船“オーシャニア・リビエラ”は全部で9つの
ダイニングがある美食で知られるラグジュアリー客船

4
日本語コーディネーター乗船
※日本語対応のサービスは、船内のみとなります
※船内新聞は英文のみ、日本語対応はありません
※  日本語のレストランメニューは、スペシャルレストランのみになり、 
メインダイニングは英文になります

5 水の都 「ベニス」に停泊します

6
船内
特典の
数々

❶ 〈無料〉インターネット使い放題
❷ 〈無料〉船内チップ（1室2名様まで）
❸   船上の支払いにご利用いただける 
クレジット1室 US＄550付

1 地中海を代表する文化と歴史あふれる
スペイン、フランス、イタリア、マルタを訪ねます

2
エーゲ海では断崖絶壁の美しい街が印象的な
「サントリーニ島」、古代からの交易の要衝で、旧市街が
世界遺産に登録されている「ロードス島」に寄港

3 ご利用客船“オーシャニア・リビエラ”は全部で9つの
ダイニングがある美食で知られるラグジュアリー客船

4
日本語コーディネーター乗船
※日本語対応のサービスは、船内のみとなります
※船内新聞は英文のみ、日本語対応はありません
※  日本語のレストランメニューは、スペシャルレストランのみになり、 
メインダイニングは英文になります

5
船内
特典の
数々

❶ 〈無料〉インターネット使い放題
❷ 〈無料〉船内チップ（1室2名様まで）
❸   船上の支払いにご利用いただける 
クレジット1室 US＄750付

おすすめ
ポイント

おすすめ
ポイント

出発日／2018年 10月22日㈪～11月2日㈮ 12日間 
日次 スケジュール

1 10/22（月） 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

［23：40］
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
［23：40］関空発 H 空路、
ドバイ乗継にてアテネへ
 〈機内泊〉xxr

2 10/23（火） アテネ着 
（ギリシャ）

［12：00～20：00］着後、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 10/24（水） アテネ ［午前］日本語係員と共に専用車にてピレウス港へ
ピレウス
（ギリシャ）

［昼頃］  オーシャニア・リビエラ乗船 
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 10/25（木） ロードス島
（ギリシャ）

［10：00］入港　B ：（例）  世界遺産  ロードス島の 
中世都市とリンドス観光

［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 10/26（金） イラクリオン／クレタ島
（ギリシャ）

［08：00］入港　B ：（例）  クノッソス宮殿跡を 
訪ねて

［23：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 10/27（土） サントリーニ島
（ギリシャ）

［08：00］入港　B ：（例）  絵画のように美しい 
イア村観光

［16：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 10/28（日） アルゴストリ／ケファロニア島
（ギリシャ）

［10：00］入港　B ：（例）  多くのセレブを虜にした 
ケファロニア島内観光

［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 10/29（月） コトル
（モンテネグロ）

［12：00］入港　B ：（例）  世界遺産  コトル旧市街を 
訪ねて

［23：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 10/30（火） ドブロブニク
（クロアチア）

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

10 10/31（水） ベニス
（イタリア）

［12：00］入港　B ：（例） 世界遺産  ベニス島内観光
船はベニスに停泊します 〈船中泊〉QWE

11 11/1（木） ベニス ［午前］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

12 11/2（金） 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

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、船内では日本語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／〈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／Q9回、W8回、E8回（機内食は除く）

出発日／2018年 10月2日㈫～10月15日㈪ 14日間 
日次 スケジュール

1 10/2（火） 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 10/3（水） 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〉rrx

3 10/4（木） 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
［午後］  オーシャニア・リビエラ乗船 
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 10/5（金） マルセイユ
（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

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 10/6（土） リボルノ／フィレンツェ／ピサ
（イタリア）

［08：00］入港　B ：（例）  世界遺産  花の都 
フィレンツェ終日観光

［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 10/7（日） チビタベッキア／ローマ
（イタリア）

［08：00］入港　B ：（例）  世界遺産  ローマ終日観光
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 10/8（月） ソレント
（イタリア）

［08：00］入港　B ：（例）カプリ島観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 10/9（火） メッシーナ／シチリア島
（イタリア）

［08：00］入港　B ：（例）タオルミーナと 世界遺産  エトナ山
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 10/10（水） バレッタ／マルタ島
（マルタ）

［08：00］入港　B ：（例） 世界遺産  旧市街を訪ねて
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 10/11（木） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

11 10/12（金） サントリーニ島
（ギリシャ）

［08：00］入港　B ：（例）絵画のように美しいイア村観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

12 10/13（土） ロードス島
（ギリシャ）

［07：00］入港　B ：（例）世界遺産  旧市街とリンドス観光
［15：00］出港 〈船中泊〉QWE

13 10/14（日） ピレウス ［08：00］入港　朝食の後、下船
（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
観光（世界遺産  パルテノン神殿含む）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

14 10/15（月） 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

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、船内では日本語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カサノバ、グラン・バルシーノ、

サン・モリッツ（スーペリアクラス）
■食事／Q11回、W10回、E10回（機内食は除く）

■   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-MKOC-□□□□□□

出発日

キャビンタイプ
コースコード 燃油サーチャージ込

旅行代金

C
海側
約23㎡／天井から床までの
パノラマウィンドウ・バスタブ付

東京  9002TA 
大阪  9002OA 
名古屋  9002NA 

398,000円
［250,000円］

B4 海側バルコニー
約26㎡／バルコニー・バスタブ付

東京  9002TB 
大阪  9002OB 
名古屋  9002NB 

488,000円
［327,000円］

B3 海側バルコニー
約26㎡／バルコニー・バスタブ付

東京  9002TC 
大阪  9002OC 
名古屋  9002NC 

498,000円
［340,000円］

B1 海側バルコニー
約26㎡／バルコニー・バスタブ付

東京  9002TD 
大阪  9002OD 
名古屋  9002ND 

515,000円
［350,000円］

A4
コンシェルジュ バルコニー
約26㎡／バルコニー・バスタブ付
コンシェルジュサービス付

東京  9002TE 
大阪  9002OE 
名古屋  9002NE 

528,000円
［367,000円］

PH3
ペントハウス・スイート
約39㎡／バルコニー・バスタブ付
バトラーサービス付

東京  9002TF 
大阪  9002OF 
名古屋  9002NF 

688,000円
［510,000円］

租税・手数料及び港湾費用 66,720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 275,000円

キャンセル料：オーシャニア・クルーズ 90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。

※B1、B3、B4、A4は客室の大きさは同一ですが、階数、船内サービスが異なります。
※船内チップ…ご旅行代金に含まれています。
※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（8,650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。

■   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-MKOC-□□□□□□

出発日

キャビンタイプ
コースコード 燃油サーチャージ込

旅行代金

F 内側
約16㎡／シャワー付

東京  9001TA 
大阪  9001OA 
名古屋  9001NA 

428,000円
［260,000円］

C
海側
約22㎡／天井から床までの
パノラマウィンドウ・バスタブ付

東京  9001TB 
大阪  9001OB 
名古屋  9001NB 

528,000円
［360,000円］

B4 海側バルコニー
約26㎡／バルコニー・バスタブ付

東京  9001TC 
大阪  9001OC 
名古屋  9001NC 

598,000円
［450,000円］

B1 海側バルコニー
約26㎡／バルコニー・バスタブ付

東京  9001TD 
大阪  9001OD 
名古屋  9001ND 

628,000円
［470,000円］

A4
コンシェルジュ バルコニー
約26㎡／バルコニー・バスタブ付
コンシェルジュサービス付

東京  9001TE 
大阪  9001OE 
名古屋  9001NE 

648,000円
［490,000円］

PH3
ペントハウス・スイート
約39㎡／バルコニー・バスタブ付
バトラーサービス付

東京  9001TF 
大阪  9001OF 
名古屋  9001NF 

808,000円
［660,000円］

租税・手数料及び港湾費用 78,960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 288,000円

キャンセル料：オーシャニア・クルーズ 90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。

※B1とB4とA4は客室の大きさは同一ですが、階数、船内サービスが異なります。
※船内チップ…ご旅行代金に含まれています。
※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（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。

日本語
コーディネーター
乗船

日本語
コーディネーター
乗船

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。

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。

＊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。

＊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。

ロードス島〈ギリシャ〉 クレタ島〈ギリシャ〉
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Seven Seas Voyager
セブンシーズ・ボイジャー

Seven Seas Voyager
セブンシーズ・ボイジャー 地中海の世界遺産探訪クルーズ

 11日間
地中海ハイライトクルーズ 
11日間

1
歴史や文化、グルメなど、トータルに
楽しめる地中海。南仏の洗練されたリゾート地 
モナコを出港し、マルセイユや「花の都」フィレンツェ、
ローマ、ナポリとイタリアの世界遺産の街を訪れます

2

クルーズ中は全寄港地観光付で船内チップやアルコールを
含む飲物、メインダイニングやスペシャリティレストラン
の食事がご旅行代金に含まれる
完全なるオールインクルーシブ制を採用
※  日程表の寄港地観光は一例を記載していますが、寄港地観光は 
無制限でお選びいただけます（一部有料）

3
日本語コーディネーター乗船
※日本語対応のサービスは、船内のみとなります
※船内新聞は英文のみ、日本語対応はありません
※  日本語のレストランメニューは、スペシャルレストランのみになり、 
メインダイニングは英文になります

4 船内でのお支払いにご利用いただける
船上クレジット 1室 US＄300付

1
一度は訪れたい洗練されたヨーロッパ
リゾートや世界遺産が点在する“地中海”を
ラグジュアリー客船で巡ります

2

クルーズ中は全寄港地観光付で船内チップやアルコールを
含む飲物、メインダイニングやスペシャリティレストラン
の食事がご旅行代金に含まれる
完全なるオールインクルーシブ制を採用
※  日程表の寄港地観光は一例を記載していますが、寄港地観光は 
無制限でお選びいただけます（一部有料）

3
日本語コーディネーター乗船
※日本語対応のサービスは、船内のみとなります
※船内新聞は英文のみ、日本語対応はありません
※  日本語のレストランメニューは、スペシャルレストランのみになり、 
メインダイニングは英文になります

4 船内でのお支払いにご利用いただける
船上クレジット 1室 US＄300付

おすすめ
ポイント

おすすめ
ポイント出発日／2018年 8月9日㈭～8月19日㈰ 11日間 

日次 スケジュール
1 8/9（木） 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 8/10（金） 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〉rrx

3 8/11（土） 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
チビタベッキア
（イタリア）

［昼頃］  セブンシーズ・ボイジャー乗船 
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 8/12（日） アマルフィ／ポジターノ
（イタリア）

［08：00］入港　  世界遺産  アマルフィ海岸とポジターノ
観光（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 8/13（月） リーパリ／リパリ島
（イタリア）

［07：00］入港　  リーパリ観光（混乗・英語ガイド）
（一例）無料

［14：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 8/14（火） カリアリ／サルディーニャ島
（イタリア）

［08：00］入港　  独自の歴史と文化を誇る 
サルディーニャ島内観光 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［16：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 8/15（水） パルマ・デ・マヨルカ／マヨルカ島
（スペイン）

［13：00］入港　  マヨルカ島内観光 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［22：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 8/16（木） バルセロナ
（スペイン）

［08：00］入港　  世界遺産  バルセロナ市内観光 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 8/17（金） サン・ラファエル
（フランス）

モンテカルロ
（モナコ）

［09：00］入港　  フレンチリビエラの街 
“サン・ラファエル”を訪ねて 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［17：00］出港
［20：00］入港
船はモンテカルロに停泊します 〈船中泊〉QWE

10 8/18（土） モンテカルロ ［午前］朝食の後、下船

ニース発
（フランス）

その後、船会社手配の車（混乗）にてニース空港へ
［15：30～16：30］Hドーハまたはドバイ乗継にて
帰国の途へ 〈機内泊〉Qxr

11 8/19（日） 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 11月3日㈯～11月13日㈫ 11日間 
日次 スケジュール

1 11/3（土） 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 
乗継にてニースへ
 〈機内泊〉xxr

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

2 11/4（日） ニース着 
（フランス）

［12：30～14：00］着後、専用車（英語ドライバー）
にてホテルへ
着後、自由行動 〈ニース泊〉rrx

3 11/5（月） ニース 出発まで自由行動
［午前］専用車（英語ドライバー）にてモンテカルロへ

モンテカルロ
（モナコ）

［昼頃］  セブンシーズ・ボイジャー乗船 
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 11/6（火） リボルノ／フィレンツェ／ピサ
（イタリア）

［08：00］入港　  世界遺産  花の都フィレンツェ終日観光
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 11/7（水） チビタベッキア／ローマ
（イタリア）

［08：00］入港　  世界遺産  ローマ終日観光 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 11/8（木） ナポリ
（イタリア）

［08：00］入港　  世界遺産  ポンペイ遺跡とナポリ観光 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 11/9（金） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

8 11/10（土） マルセイユ
（フランス）

［08：00］入港　  エクサンプロバンスと 
マルセイユ観光（混乗・英語ガイド）
（一例）無料

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 11/11（日） パルマ・デ・マヨルカ／マヨルカ島
（スペイン）

［12：00］入港　  マヨルカ島内観光 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［21：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 11/12（月） バルセロナ ［07：00］入港　朝食の後、下船

（スペイン）

バルセロナ発

その後、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）
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 11/13（火） 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-MKRG-□□□□□□

出発日

キャビンタイプ
コースコード 燃油サーチャージ込

旅行代金

H デラックス・ベランダ・スイート
約33㎡／バルコニー・バスタブ付

東京  9000TA 
大阪  9000OA 
名古屋  9000NA 

928,000円
［670,000円］

F デラックス・ベランダ・スイート
約33㎡／バルコニー・バスタブ付

東京  9000TB 
大阪  9000OB 
名古屋  9000NB 

998,000円
［760,000円］

E
コンシェルジュ・スイート
約33㎡／バルコニー・バスタブ、
コンシェルジュサービス付

東京  9000TC 
大阪  9000OC 
名古屋  9000NC 

1,098,000円
［840,000円］

C
ペントハウス・スイート
約35～41㎡／バルコニー・バスタブ、 
バトラー（執事サービス）付

東京  9000TD 
大阪  9000OD 
名古屋  9000ND 

1,198,000円
［930,000円］

租税・手数料及び港湾費用 51,480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
キャンセル料：リージェント・セブンシーズ・クルーズ120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。

※船内チップ…ご旅行代金に含まれています。
※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（9,830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。

■   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-MKRG-□□□□□□

出発日

キャビンタイプ
コースコード 燃油サーチャージ込

旅行代金

H デラックス・ベランダ・スイート
約33㎡／バルコニー・バスタブ付

東京  9001TA 
大阪  9001OA 
名古屋  9001NA 

858,000円
［670,000円］

F デラックス・ベランダ・スイート
約33㎡／バルコニー・バスタブ付

東京  9001TB 
大阪  9001OB 
名古屋  9001NB 

938,000円
［750,000円］

E
コンシェルジュ・スイート
約33㎡／バルコニー・バスタブ、
コンシェルジュサービス付

東京  9001TC 
大阪  9001OC 
名古屋  9001NC 

1,028,000円
［850,000円］

C
ペントハウス・スイート
約35～41㎡／バルコニー・バスタブ、 
バトラー（執事サービス）付

東京  9001TD 
大阪  9001OD 
名古屋  9001ND 

1,158,000円
［970,000円］

租税・手数料及び港湾費用 54,840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
キャンセル料：リージェント・セブンシーズ・クルーズ120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。

※船内チップ…ご旅行代金に含まれています。
※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（8,440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。

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、船内では日本語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／〈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・ルーフガーデン、
アウグスタ・ルチッラ・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）

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、船内では日本語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／〈ニース〉B4プラザ、プラス・マセナ、ウエスト・エンド、

ボー・リバージュ、アストン・ラ・スカラ、
ウェストミンスター（スーペリアクラス）

■食事／Q8回、W7回、E7回（機内食は除く）

アマルフィ〈イタリア〉
アマルフィは、イタリアのナポリから南へ約50km行ったところにある
地中海沿いの町。世界一美しいといわれているアマルフィ海岸がある
ことで有名で、1997年に世界文化遺産に登録されました。

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。

日本語
コーディネーター
乗船

日本語
コーディネーター
乗船

エクサンプロバンス〈フランス〉

パルマ・デ・マヨルカ〈スペイン〉



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。
 オーシャニア・クルーズ（90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

90日前～76日前まで 旅行代金の12.5％
75日前～61日前まで 旅行代金の25％
60日前～31日前まで 旅行代金の37.5％
30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％
 リージェント・セブンシーズ・クルーズ（120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

120日前～91日前まで 旅行代金の7.5％
90日前～61日前まで 旅行代金の25％
60日前～31日前まで 旅行代金の37.5％
30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31
日を基準としています。また、旅行代金は、2018年1月31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31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
◆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31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-18-01-004

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。

出発日／2018年 8月29日㈬～9月7日㈮ 10日間 
日次 スケジュール

1 8/29（水） 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
乗継にてニースへ
 〈機内泊〉xxr

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

2 8/30（木） ニース着 
（フランス）

［12：30～14：00］着後、専用車（英語ドライバー）に
てモンテカルロへ

モンテカルロ
（モナコ）

その後、  オーシャニア・リビエラ乗船 
船はモンテカルロに停泊します 〈船中泊〉rrE

3 8/31（金） モンテカルロ
アンティーブ
（フランス）

［06：00］出港
［09：00］入港　B ：（例）  “ピカソ美術館の町 

”アンティーブを訪ねて
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 9/1（土） ポルトフィーノ
（イタリア）

［08：00］入港　B ：（例） イタリアンリゾート 
「ポルトフィーノ」観光

［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 9/2（日） 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  花の都フィレンツェ観光
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 9/3（月） アジャクシオ／コルシカ島
（フランス）

［07：00］入港　B ：（例）コルシカ島内観光
［15：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 9/4（火） パルマ・デ・マヨルカ／マヨルカ島
（スペイン）

［12：00］入港　B ：（例）  ショパンが過ごした 
バルデモサ観光

［22：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 9/5（水） バレンシア
（スペイン）

［09：00］入港　B ：（例）  オレンジと花の海岸と呼ばれる
バレンシア市内観光

［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 9/6（木） バルセロナ ［06：00］入港　朝食の後、下船

バルセロナ発
その後、船会社手配の混乗車にて空港へ
［15：00～20：30］H ドーハまたはドバイ乗継にて
帰国の途へ 〈機内泊〉Qxr

10 9/7（金） 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。

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、船内では日本語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
■食事／Q7回、W6回、E7回（機内食は除く）

■   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-MKOC-□□□□□□

出発日

キャビンタイプ
コースコード 燃油サーチャージ込

旅行代金

F 内側
約16㎡／シャワー付

東京  9000TA 
大阪  9000OA 
名古屋  9000NA 

348,000円
［190,000円］

C
海側
約22㎡／天井から床までの
パノラマウィンドウ・バスタブ付

東京  9000TB 
大阪  9000OB 
名古屋  9000NB 

438,000円
［270,000円］

B4 海側バルコニー
約26㎡／バルコニー・バスタブ付

東京  9000TC 
大阪  9000OC 
名古屋  9000NC 

518,000円
［360,000円］

B1 海側バルコニー
約26㎡／バルコニー・バスタブ付

東京  9000TD 
大阪  9000OD 
名古屋  9000ND 

548,000円
［370,000円］

A4
コンシェルジュ バルコニー
約26㎡／バルコニー・バスタブ付
コンシェルジュサービス付

東京  9000TE 
大阪  9000OE 
名古屋  9000NE 

568,000円
［400,000円］

PH3
ペントハウス・スイート
約39㎡／バルコニー・バスタブ付
バトラーサービス付

東京  9000TF 
大阪  9000OF 
名古屋  9000NF 

698,000円
［520,000円］

租税・手数料及び港湾費用 67,200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 268,000円

キャンセル料：オーシャニア・クルーズ 90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。

※B1とB4とA4は客室の大きさは同一ですが、階数、船内サービスが異なります。
※船内チップ…ご旅行代金に含まれています。
※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（8,440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。
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バルセロナ

バレンシア
パルマ・デ・マヨルカ／
マヨルカ島

ニース
アンティーブ

モンテカルロ
ポルトフィーノ
リボルノ／フィレンツェ／ピサ

アジャクシオ／コルシカ島

Oceania Riviera
オーシャニア・リビエラ 西地中海のリゾートと

歴史探訪クルーズ 10日間

日本語
コーディネーター
乗船

※本パンフレットに掲載の画像は全てイメージです。

1 歴史や文化、グルメ、リゾートなど
トータルに地中海の魅力を楽めます

2 ご利用客船“オーシャニア・リビエラ”は全部で9つの
ダイニングがある美食で知られるラグジュアリー客船

3
日本語コーディネーター乗船
※日本語対応のサービスは、船内のみとなります
※船内新聞は英文のみ、日本語対応はありません
※  日本語のレストランメニューは、スペシャルレストランのみになり、 
メインダイニングは英文になります

4
船内
特典の
数々

❶ 〈無料〉インターネット使い放題
❷ 〈無料〉船内チップ（1室2名様まで）
❸   船上の支払いにご利用いただける 
クレジット1室 US＄550付

おすすめ
ポイント


