
いつも新しい発見がある。

東京（成田または羽田）・ 
大阪・名古屋発着

2019年9月 ▲ ▲ 10月

6ツ星豪華客船 シルバー・スピリット／シャドーで航く

₁ 地中海クルーズ〜スペイン、フランス、イタリアの港町を訪ねて〜

2019年9月21日（土）～9月30日（月）10日間
888,000 円［ビスタ・スイート／大人 1室 2名利用］～ 998,000 円［デラックス・ベランダ／大人 1室 2名利用］

₂ 地中海・アドリア海の世界遺産クルーズ
2019年10月1日（火）～10月11日（金）11日間
978,000 円［ビスタ・スイート／大人 1室 2名利用］～ 1,098,000 円［ベランダ・スイート 4／大人 1室 2名利用］

₃ アドリア海の宝石とエーゲ海クルーズ
2019年10月9日（水）～10月18日（金）10日間
958,000 円［ビスタ・スイート／大人 1室 2名利用］～ 1,098,000 円［ベランダ・スイートダ 4／大人 1室 2名利用］

空の5つ星
★★★★★
Airline
エアライン

カタール航空最新ビジネスクラス「Q suite」利用

いつも新しい発見がある。
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ベニス
ポルトフィーノ

リボルノ／
トスカーナ

ナポリ
バルセロナ

マルセイユ／プロバンス

サントロペ
モンテカルロ

チビタベッキア
／ローマ

ジャルディーニ・ナクソス
／シチリア島

バレッタ／マルタ島

ドブロブニク

コルチュラ島

スプリット

コトル

コルフ島

ナフプリオン

ピレウス／アテネ

1 地中海クルーズ 10日間
〜スペイン、フランス、イタリアの港町を訪ねて〜

出発日／9月21日㈯～9月30日㈪
日次 スケジュール

1 9/21（土） （大阪・名古屋）
東京（成田または羽田）発

〈ドーハ乗継〉

H空路、国内線にて東京（成田または羽田）へ
［22：00～24：30］H空路、カタール航空
ビジネスクラス「Q suite」にてドーハへ
乗継の後、カタール航空ビジネスクラスに
てバルセロナへ 〈機中泊〉xxr

2 9/22（日） 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）にて港へ
［夕刻］ シルバー・スピリット乗船 
船はバルセロナに停泊します 〈船中泊〉rxE

3 9/23（月・祝）
バルセロナ

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

4 9/24（火） 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
［23：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 9/25（水） サントロペ
（フランス）

［08：00］入港　
B ：（例）南仏の高級リゾートを訪ねて
［23：30］出港 〈船中泊〉QWE

6 9/26（木） モンテカルロ
（モナコ）

［08：00］入港　
B ：（例）モンテカルロ、ニース終日観光
［23：59］出港 〈船中泊〉QWE

7 9/27（金） ポルトフィーノ
（イタリア）

［09：00］入港　
B ：（例）イタリア・リビエラを訪ねて
［23：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 9/28（土） リボルノ／トスカーナ
（イタリア）

［08：00］入港　
B ：（例）世界遺産  フィレンツェとピサ観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 9/29（日） チビタベッキア ［08：00］入港　朝食の後、下船
（イタリア）

ローマ発
（イタリア）
〈ドーハ乗継〉

その後、専用車（英語ドライバー）にて
ローマ空港へ
［15：00～18：00］H空路、カタール航空
ビジネスクラスにてドーハへ
乗継の後、カタール航空ビジネスクラス
「Q suite」にて帰国の途へ 〈機中泊〉Qxr

10 9/30（月） 東京（成田または羽田）着
（大阪・名古屋）

［18：00～23：00］着後、解散
H空路、国内線にて大阪・名古屋へ rrx

〈₁～₃コース共通〉
＊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。※到着便によっては、東京での後泊が必要となります
（お客様負担）。

2    地中海・アドリア海の 
世界遺産クルーズ 11日間

出発日／10月1日㈫～10月11日㈮
日次 スケジュール

1 10/1（火） （大阪・名古屋）
東京（成田または羽田）発

〈ドーハ乗継〉

H空路、国内線にて東京（成田または羽田）へ
［22：00～24：30］H空路、カタール航空
ビジネスクラス「Q suite」にてドーハへ
乗継の後、カタール航空ビジネスクラスに
てローマへ 〈機中泊〉xxr

2 10/2（水） 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 10/3（木） 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］ シルバー・シャドー乗船 
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 10/4（金） ナポリ
（イタリア）

［08：00］入港　
B ：（例）世界遺産  ポンペイとナポリ観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 10/5（土） ジャルディーニ・ナクソス
／シチリア島
（イタリア）

［08：00］入港　B ：（例）風光明媚な
タオルミナと 世界遺産  エトナ山
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 10/6（日） バレッタ／マルタ島
（マルタ）

［08：00］入港　
B ：（例）世界遺産  バレッタ市内観光
［22：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 10/7（月） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

8 10/8（火） ドブロブニク
（クロアチア）

［08：00］入港　B ：（例）世界遺産  城壁の街
ドブロブニク旧市街を訪ねて
［23：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 10/9（水） コルチュラ島
（クロアチア）

［08：00］入港　
B ：（例）秘島「コルチュラ」島内観光
［14：30］出港 〈船中泊〉QWE

10 10/10（木） ベニス ［08：00］入港　朝食の後、下船
（イタリア）

ベニス発

〈ドーハ乗継〉

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空路、カタール航空
ビジネスクラスにてドーハへ
乗継の後、カタール航空ビジネスクラス
「Q suite」にて帰国の途へ 〈機中泊〉Qxr

11 10/11（金） 東京（成田または羽田）着
（大阪・名古屋）

［18：00～23：00］着後、解散
H空路、国内線にて大阪・名古屋へ rrx

3   アドリア海の宝石と 
エーゲ海クルーズ 10日間

出発日／10月9日㈬～10月18日㈮
日次 スケジュール

1 10/9（水） （大阪・名古屋）
東京（成田または羽田）発

〈ドーハ乗継〉

H空路、国内線にて東京（成田または羽田）へ
［22：00～24：30］H空路、カタール航空
ビジネスクラス「Q suite」にてドーハへ
乗継の後、カタール航空ビジネスクラスに
てベニスへ 〈機中泊〉xxr

2 10/10（木） ベニス着
（イタリア）

［12：00～14：00］
専用車（英語アシスタント）と共に港へ
［午後］ シルバー・シャドー乗船 
船はベニスに停泊します 〈船中泊〉rrE

3 10/11（金）
ベニス

B ：（例）世界遺産  ベニス市内観光
［14：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 10/12（土） スプリット
（クロアチア）

［08：00］入港　
B ：（例）世界遺産  スプリット旧市街を訪ねて
［21：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 10/13（日） コトル
（モンテネグロ）

［09：00］入港　
B ：（例）世界遺産  コトル市内観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 10/14（月・祝） コルフ島
（ギリシャ）

［12：00］入港　
B ：（例）世界遺産  旧市街とアヒリオン宮殿
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 10/15（火） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

8 10/16（水） ナフプリオン
（ギリシャ）

［08：00］入港　
B ：（例）パラミディ要塞観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 10/17（木） ピレウス（ギリシャ）［08：00］入港　朝食の後、下船
アテネ

アテネ発

〈ドーハ乗継〉

日本語ガイドと共に専用車にてアテネ観光
（世界遺産  パルテノン神殿観光含む）
その後、空港へ
［18：00～25：20］H空路、カタール航空
ビジネスクラスにてドーハへ
乗継の後、カタール航空ビジネスクラス
「Q suite」にて帰国の途へ 〈機中泊〉Qxr

10 10/18（金） 東京（成田または羽田）着
（大阪・名古屋）

［18：00～23：00］着後、解散
H空路、国内線にて大阪・名古屋へ rrx

＊アテネ観光は他の日本人グループと同じ車となる場合があります。

B エクサンプロバンス
〈フランス〉

プロバンス地方観光の拠点とな
っているエクサンプロバンスは印
象派の画家ポール・セザンヌの出
身地としても有名です。

B バレッタ／ 
マルタ島〈マルタ〉
マルタ共和国の首都で町全体が
世界遺産のバレッタは政治の中
心部。今でも残る美しいバロック
様式の建物は必見です。

B コトル〈モンテネグロ〉
世界遺産であるコトルの町並みは、
細い石畳の路地が縦横に走り、その
両側に数々の歴史的建造物が建ち
並んでいたりと、見どころ満載です。

B アヒリオン宮殿〈ギリシャ〉
アヒリオン宮殿はコルフ島の中心旧市街から南
に7キロ離れた高台に建つ宮殿。ハプスブルク家
の皇妃エリザベートが建てたフィレンツェ風ルネ
ッサンス様式の避暑の為の離宮です。

■   旅行代金表／東京発着（2名１室利用／大人お一人様） 
 ツアーコード：CE-MKSV-□□□□□□

出発日
キャビンタイプ コースコード ₂ 10/1発 ₃ 10/9発

ビスタ・スイート
約27㎡／4階〈前方〉／四角の大窓・バスタブ付

2  Q0001A 
3  Q0002A 978,000円 958,000円

ベランダ・スイート1
約32㎡／ 5・9階〈前方〉／プライベートベランダ・バスタブ付

2  Q0001B 
3  Q0002B 1,058,000円 1,048,000円

ベランダ・スイート2
約32㎡／ 5〈中央〉・6・7階〈前方〉／プライベートベランダ・バスタブ付

2  Q0001C 
3  Q0002C 1,068,000円 1,068,000円

ベランダ・スイート3
約32㎡／ 6階〈中央〉／プライベートベランダ・バスタブ付

2  Q0001D 
3  Q0002D 1,088,000円 1,078,000円

ベランダ・スイート4
約32㎡／ 8・9階〈中央〉／プライベートベランダ・バスタブ付

2  Q0001E 
3  Q0002E 1,098,000円 1,098,000円

お1人様利用追加代金 お問い合わせください

港湾費用等 旅行代金に含まれます

大阪・名古屋発着追加代金 20,000円
キャンセル料：シルバーシー・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。

■   旅行代金表／東京発着（2名１室利用／大人お一人様） ツアーコード：CE-MKSV-□□□□□□

出発日
キャビンタイプ コースコード ₁ 9/21発

ビスタ・スイート
約29㎡／4階〈前方〉／四角の大窓・バスタブ付

 Q0000A 888,000円

クラシック・ベランダ
約35㎡／5・6階〈前方〉／プライベートベランダ・バスタブ付

 Q0000B 948,000円

スーペリア・ベランダ
約35㎡／7・8・9階〈前方〉／プライベートベランダ・バスタブ付

 Q0000C 968,000円

デラックス・ベランダ
約35㎡／6・7・8階〈中央〉／プライベートベランダ・バスタブ付

 Q0000D 998,000円

お1人様利用追加代金 お問い合わせください

港湾費用等 旅行代金に含まれます

大阪・名古屋発着追加代金 20,000円
キャンセル料：シルバーシー・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。

燃油サーチャージ込ビジネスクラス利用

五感で愉しむ6スターの船旅
伝統を守りつつモダンに進化したラグジュアリーな船旅を、
心ゆくまでお楽しみください。

₁   クルーズの代名詞と言える地中海は 
「リゾート満喫」「歴史探訪」「食や自然を堪能」と、 
歴史を超えて旅人を魅了する海域

2   世界遺産の宝庫「地中海」とクロアチアの海岸線を
巡る近年人気のアドリア海をラグジュアリー客船で
巡ります。ベニスの入港シーンはクルーズの 
ハイライトのひとつ

3   古代遺跡と神話の島々が点在するエーゲ海は 
クルーズの定番エリア。古来、交易で栄えた 
歴史ある港町が多く、遺跡などの見どころも充実

往復の航空機はまるで個室！ 人気のカタール航空 
最新ビジネスクラス「Q suite」を利用
＊Q suiteをご利用いただけるのは、成田・羽田⬌ドーハの往復のみ

シルバーシー・クルーズは、全室スイートタイプで
バトラーサービス付。クルーズ代金にアルコール、 
船内チップ、Wi-fiを含むオール・インクルーシブ制を
採用する6ツ星豪華客船

おすすめポイント

カタール航空の 
最新ビジネスクラス「Q suite」

Q suiteは「ファーストクラスのようなビジネスクラス」を
コンセプトに開発された、カタール航空の新しいビジネ
スクラス座席です。座席の仕切りに扉があり、完全に個
室の空間となります。ゆったりとした収納スペース、フル
フラットベッドにもなる快適な座席など、快適性もアップ。
※  Q suiteをご利用いただけるのは、成田・羽田⬌ドーハの往復のみとなります。

－ ₁9/21発
－ ₂10/1発
－ ₃10/9発

■旅行条件〈共通〉
■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しません
■利用航空会社／カタール航空（ビジネスクラス〈限定〉）
■利用予定ホテル／₂10/1発：〈ローマ〉（スーペリアクラス）

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、
ヴェネチア・パレス

■食事／₁Q7回、W6回、E7回（機内食は除く）
₂Q8回、W7回、E7回（機内食は除く）
₃Q7回、W6回、E7回（機内食は除く）

※船内チップ…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）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。

※現地空港諸税（₁9,400円、₂6,350円、₃8,770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。
※国際観光旅客税（1,000円／大人・子供同額）が別途必要です。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います。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。

ベニス〈イタリア〉
※画像の船体はシルバー・ウィンドです。

燃油サーチャージ込ビジネスクラス利用

ラグジュアリークラス
シルバー・シャドー

ラグジュアリークラス
シルバー・シャドー

ラグジュアリークラス
シルバー・スピリット



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）

※本パンフレットに掲載の画像は全てイメージです。

●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。
［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

91日以上前 無料
90日前～46日前まで ご旅行代金の25％
45日前～31日前まで ご旅行代金の37.5％
30日前～当日まで ご旅行代金の50％

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 ご旅行代金の100％
●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は2019年2月18
日を基準としています。また、旅行代金は、2019年2月18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2019年2
月18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2019年2月18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。

お申し込み・お問い合わせは

旅行企画・実施　

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

〒141-0031　東京都品川区西五反田8-3-6　TK五反田ビル3階
T-19-02-001

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。

オールスイートという 
極上空間

華やかなクルーズライフに好奇心を刺激された後
は、船室に戻って一息つきたいもの。豊かな洋上
生活を送っていただくためにも、シルバーシー・クル
ーズはプライベートな空間を大切にしています。客
室は多くがゆったりとしたバスタブを備え、すべて
海を望むスイート仕様。さらに、全客室で導入され
ているバトラーサービスにより、ゲストひとりひとりにき
め細かく対応いたします。客室でご使用いただくベ
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です。

初めてでも安心の 
オールインクルーシブ

海外旅行では予定外の出費がかさむものです。
日本人には馴染みの薄いチップ制もそのひと
つ。シルバーシー・クルーズの代金には、客室代、
食事代はもちろん、アルコール類代金（特定銘
柄ワインを除く）、サービススタッフへのチップも
含まれています。〈オールインクルーシブ〉の料金
システムにより、余
計な気づかいは不
要。安心して船旅
をお楽しみいただ
けます。

クルーズライフを彩る 
食の芸術

お食事は「クルーズ」における最大の楽しみです。 
シルバーシー・クルーズでは〝お好きな時に、お好き
な方と〟をモットーにダイニングではオープンシーティン
グ制を採用しています。厳選メニューは、まさに食
の芸術。また、プライベートで食事を楽しみたいとき
には、ゆったりとスイートルームでフルコースのお料理
をお召し上がりいただけ
ます。シルバー・スピリ
ットはダイニング オプショ
ンが豊富でレストランが
8カ所あります。

伝統を守りつつモダンに進化した世界最高峰のクルーズライン

クルーズ代金には右記の料金が
含まれています

● 船内での基本的なお食事とお飲物 ● スイートに用意されたシャンパンやお飲み物 
● 24時間ルームサービス ● 船内で催されるエンターテイメント　 
● サービススタッフへのチップ ● ポートチャージ ● Wi-Fi

CAB IN PL AN ／ 客室案内

デラックス・ベランダ・スイート
35㎡／ 6・7・8階
スーペリア・ベランダ・スイート
35㎡／ 7・8・9階
クラシック・ベランダ・スイート
35㎡／ 5・6階

プライベートベランダ・ 
バスタブ付

ビスタ・ 
スイート
29㎡／ 4階

四角の大窓・ 
バスタブ付

CAB IN PL AN ／ 客室案内

ベランダ・スイート
1～ 4
32㎡／ 5・6・7・8・9階

プライベートベランダ・ 
バスタブ付

ビスタ・ 
スイート
27㎡／ 4階

四角の大窓・ 
バスタブ付

シルバー・スピリット  Silver Spirit 
●就航年 2009年 
 （2018年改装）
●総トン数 39,519トン
●全長 210.57m
●全幅 26.5m
●乗客定員 608人
●乗組員数 412人

シルバー・シャドー  Silver Shadow
●就航年 2000年 
 （2017年改装）
●総トン数 28,258トン
●全長 186.0m
●全幅 24.9m
●乗客定員 382名
●乗組員数 302名


