
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

2020年5月 ▲ ▲ 2021年4月

リージェント・セブンシーズ・クルーズ／オーシャニア・クルーズで巡る

ヨーロッパ／日本発着クルーズ 一部コース

添乗員
同行

究極のラグジュアリー客船

地中海／エーゲ海／アドリア海／英国／アジア／日本
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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。
※ノーティカは2つの特別レストランとなります。
※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）。

パシフィックリム
アジアの伝統的な料理を取り
入れたバラエティ豊かな極上
のアジア料理レストラン（予約
制／無料）。

■   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。

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。

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（マリーナ・リビエラのみ）

※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、メインダイニングの
みになり、スペシャルレストランは英文になります。
※乗船が決定していないクルーズもございます。

■   安らぎのキャビン（画像はマリーナ・リビエラ船内設備）
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。
※ノーティカは2020年の6月の全面改装により、全てのカテゴリーでバスタブが撤去される予定
です。※ノーティカのベランダ率は67％となります。

F G
内側客室
約16㎡
シャワー付

H
デラックス・ 
ベランダ・ 
スイート
約28㎡
ベランダ・シャワー付

C
ペントハウス・
スイート
約52～60㎡
ベランダ・シャワー付
専任バトラーサービス付

E
コンシェルジュ・ 
スイート
約38～43㎡
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（マリーナ・リビエラのみ）

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　❼24時間ルームサービス
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
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ベニス

ザダル
ドブロブニク
コトル

コルフ島

バレッタ／マルタ島

タオルミナ／シチリア島

ソレント／カプリ島

チビタベッキア／ローマ

リボルノ／フィレンツェ

H H

●●

●●

●●

●

●

●

●

●

サウザンプトン
／ロンドン

ポートランド

エディンバラ

リバプール
ホリーヘッド

グリーノック
／グラスゴー

ベルファスト

ダブリン

コーク・コーブ

カークウォール／オークニー諸島
ストーノーウェイ

／ヘブリディーズ諸島

4 5

Seven Seas Splendor
セブンシーズ・ 
スプレンダーで航く

Seven Seas Explorer
セブンシーズ・ 
エクスプローラー で航く

ベニス発  

地中海、イタリアンロマンスクルーズ 14日間
英国周遊クルーズ 15日間
～美しきアイルランドとブリテン島～

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

キャビンタイプ コースコード 旅行代金

F2 スーペリア・スイート
約38.5～43㎡／バルコニー・バスタブ付

 9004TA 1,868,000円
［1,410,000円］

E
コンシェルジュ・スイート
約38.5～43㎡／バルコニー・バスタブ付 
コンシェルジュサービス付

 9004TB 1,988,000円
［1,510,000円］

C
ペントハウス・スイート
約52～58㎡／バルコニー・シャワー付 
バトラー（執事サービス）付

 9004TC 2,488,000円
［2,010,000円］

B
ペントハウス・スイート
約52～58㎡／バルコニー・シャワー付
バトラー（執事サービス）付

 9004TD 2,548,000円
［2,060,000円］

港湾費用 60,370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 428,000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。

※CとBは客室の大きさは同一ですが、階数が異なります。
※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）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（エコノミークラス利用15,720円、ビジネスクラス利用27,650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。

※国際観光旅客税（1,000円／大人・子供同額）がかかります。旅行代金とあわせてお支払いください。
※ 政府関連諸税（クルーズ部分）として（58,765円）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 ツアーコード：CE-MKRG-□□□□□□ 
（2名１室利用／大人お一人様、［　　］内はお1人様利用追加代金） 

キャビンタイプ コースコード 旅行代金

G2 デラックス・ベランダ・スイート
約29～33㎡／ベランダ・シャワー付

  9005TA 1,698,000円
［990,000円］

F2 スーペリア・スイート
約38.5～43㎡／ベランダ・バスタブ付

 9005TB 1,798,000円
［1,090,000円］

E
コンシェルジュ・スイート
約41.4㎡／ベランダ・バスタブ付
コンシェルジュサービス付

 9005TC 1,898,000円
［1,190,000円］

C
ペントハウス・スイート
約52～60㎡／ベランダ・シャワー付
バトラー（執事サービス）付

 9005TD 2,328,000円
［1,600,000円］

港湾費用 51,170円
大阪・名古屋発着追加代金 20,000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。

※EとCは客室の大きさは同一ですが、階数が異なります。
※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）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（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。
※国際観光旅客税（1,000円／大人・子供同額）がかかります。旅行代金とあわせてお支払いください。
※政府関連諸税（クルーズ部分）として（28,520円）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。

エディンバラ〈スコットランド〉
スコットランドの首都、エディンバラ。
中世の街並みをそのまま残し、新旧市
街ともに世界遺産登録されています。

出発日 早期予約割引適用  添乗員同行

2020年 5月29日㈮～6月12日㈮
日次 スケジュール

1 5/29（金） （大阪・名古屋）
東京発

ロンドン着
（イギリス）

H 大阪・名古屋から国内線にて東京へ
［08：30～15：30］空路 H 直行便またはヨーロッパ内
都市乗り継ぎにてロンドンへ
［13：00～19：00］着後、専用車にてホテルへ
 〈ロンドン泊〉rrx

2 5/30（土） ロンドン ［午前］専用車にてサウザンプトン港へ
サウザンプトン
（イギリス）

［午後］着後、  セブンシーズ・エクスプローラー乗船 
［21：00］出港 〈船中泊〉QWE

3 5/31（日） ［終日］北海クルージング 〈船中泊〉QWE

4 6/1（月） エディンバラ
（スコットランド）

［08：00］入港　  エディンバラ城と市内観光 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 6/2（火） カークウォール／
オークニー諸島
（スコットランド）

［10：00］入港　  ウィスキー蒸留所を訪ねて 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

6
6/3（水） ストーノーウェイ／ 

ヘブリディーズ諸島
（スコットランド）

［07：00］入港　  ヘブリディーズ諸島観光 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［16：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 6/4（木） グリーノック／グラスゴー
（スコットランド）

［10：00］入港　  イギリスを代表する芸術都市グラスゴー
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［22：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 6/5（金） ベルファスト
（北アイルランド）

［08：00］入港　  歴史の町ベルファスト観光 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 6/6（土） リバプール
（イギリス）

［08：00］入港　  城壁都市チェスターを訪ねて 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［21：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 6/7（日） ホリーヘッド
（ウェールズ）

［08：00］入港　  ウェールズの街並 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

11 6/8（月） ダブリン
（アイルランド）

［08：00］入港　  ダブリンの見どころ探訪 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

12 6/9（火） コーク・コーブ
（アイルランド）

［08：00］入港　  コークの街とブラーニー城を訪ねて
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

13 6/10（水） ポートランド
（イギリス）

［12：00］入港　  ポートランド観光（混乗・英語ガイド）
（一例）無料

［22：00］出港 〈船中泊〉QWE

14 6/11（木） サウザンプトン ［08：00］入港　朝食の後、下船

ロンドン発
その後、専用車にてロンドン空港へ
［13：30～21：30］空路 H 直行便またはヨーロッパ内
都市乗り継ぎにて帰国の途へ 〈機内泊〉Qxr

15 6/12（金） 東京着
（大阪・名古屋）

［07：00～17：30］着後解散
空路 H 国内線にて大阪・名古屋へ rxx

出発日 早期予約割引適用  ビジネスクラス利用  添乗員同行

2020年 10月22日㈭～11月4日㈬
日次 スケジュール

1 10/22（木） （大阪・名古屋）

東京（成田または羽田）発

空路 H 大阪・名古屋から国内線にて
東京（成田または羽田）へ
［22：00～24：30］
空路 H カタール航空ビジネスクラスにてドーハへ
乗り継ぎの後、カタール航空ビジネスクラスにて
ベニスへ 〈機内泊〉xxr

2 10/23（金） ベニス着 
（イタリア）

［12：00～14：00］
着後、専用車にてホテルへ
着後、自由行動 〈ベニス泊〉rxx

3 10/24（土） ベニス ［午前］専用車にてベニス港へ
［昼頃］ セブンシーズ・スプレンダー乗船 
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 10/25（日） ザダル
（クロアチア）

［08：00］入港　  世界一夕日が美しい町ザダル観光 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 10/26（月） ドブロブニク
（クロアチア）

［10：00］入港　  世界遺産  城壁の内の旧市街観光 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［23：59］出港 〈船中泊〉QWE

6 10/27（火） コトル
（モンテネグロ）

［08：00］入港　  世界遺産  コトル旧市街観光 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

7
10/28（水） コルフ島

（ギリシャ）
［07：00］入港　  世界遺産  旧市街とアヒリオン宮殿 

（混乗・英語ガイド）（一例）無料
［15：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 10/29（木） バレッタ／マルタ島
（マルタ）

［12：00］入港　  世界遺産  バレッタと古都ムディーナ
観光（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［21：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 10/30（金） タオルミナ／シチリア島
（イタリア）

［08：00］入港　  世界遺産  風光明媚なタオルミナ 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 10/31（土） ソレント／カプリ島
（イタリア）

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

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

11 11/1（日） トスカーナ／リボルノ／
フィレンツェ（イタリア）

［12：00］入港　  世界遺産  花の都フィレンツェ観光 
（混乗・英語ガイド）（一例）無料

船はリボルノに停泊します 〈船中泊〉QWE

12 11/2（月） トスカーナ／リボルノ／
フィレンツェ（イタリア）

世界遺産  ピサの斜塔観光（混乗・英語ガイド）（一例）無料
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

13 11/3（火・祝）チビタベッキア／ローマ［07：00］入港　朝食の後、下船
（イタリア）
ローマ（イタリア）
ローマ発

その後、専用車にてローマへ
簡単なローマ観光の後、空港へ
［15：00～18：00］
空路 H カタール航空ビジネスクラスにてドーハへ
乗り継ぎの後、カタール航空ビジネスクラスにて
帰国の途へ 〈機内泊〉Qxr

14 11/4（水） 東京（成田または羽田）着
（大阪・名古屋）

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

燃油サー
チャージ込

燃油サー
チャージ込

＊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。

■最少催行人員／8名様
■添乗員／同行してお世話にいたします（5/29東京発から6/12東京着まで同行）
■利用航空会社／ブリティッシュ・エアウェイズ、日本航空、全日空、アリタリア-イタリア航空、

ルフトハンザドイツ航空、エールフランス航空、スカンジナビア航空
■利用予定ホテル／（デラックスクラス）
〈ロンドン〉ヒルトン・オン・パークレーン、レオナルド・ロイヤル・ロンドン・セントポールズ、シェラトン・グランド・

パークレーン、プルマン・ロンドン・セントパン、ヒルトン・ロンドン・バンクサイド
■食事／Q13回、W12回、E12回（機内食は除く）

■最少催行人員／8名様
■添乗員／同行してお世話にいたします（10/22東京発から11/4東京着まで同行）
■利用航空会社／カタール航空（ビジネスクラス）
■利用予定ホテル／（デラックスクラス）
〈ベニス〉メトロポール、グランド・ホテル・デイ・ドージ、モリノ・スタッキー・ヒルトン、ルナ・バリオーニ
■食事／Q11回、W10回、E10回（機内食は除く）

1 早期予約
割引適用

ご出発 6ヶ月前までのご予約の 
場合は お1人様 1万円割引

2
サウザンプトン（ロンドン）を出港して 
スコットランド、北アイルランド、ウェールズ地方
の歴史と文化を色濃く残す街々をめぐります

3 日本から添乗員が同行して
お世話をさせていただきます

4

リージェント・セブンシーズ・クルーズでは
完全なるオールインクルーシブ制を採用
◦全寄港地での観光
◦船内チップやアルコールを含む飲物代
◦  メインダイニングや 

スペシャリティレストランの食事代
◦Wi-Fi 利用無制限
※全てが旅行代金に含まれています
※  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）

おすすめポイント 1 早期予約
割引適用

ご出発 6ヶ月前までのご予約の 
場合は お1人様 1万円割引

2
水の都「ベニス」を出港し、イタリア半島の 
魅力的な港町とアドリア海の真珠と呼ばれる 
ドブロブニク、コルフ島、コトルをめぐります

3 セブンシーズ・スプレンダーは、
2020年3月に就航予定の最新豪華客船

4 日本から添乗員が同行して
お世話をさせていただきます

5 往復の航空機はカタール航空ビジネスクラスを
利用（全区間）

6

リージェント・セブンシーズ・クルーズでは
完全なるオールインクルーシブ制を採用
◦クルーズ中全寄港地での観光（乗・下船港は除く）
◦船内チップやアルコールを含む飲物代
◦  メインダイニングや 

スペシャリティレストランの食事代
◦Wi-Fi 利用無制限
※  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）

おすすめポイント

バレッタ／マルタ島〈マルタ〉
首都バレッタは、市街全体が世界遺産に登録さ
れている歴史に彩られた町。聖ヨハネ騎士団の
面影を至る所で感じる事ができます。

カタール航空ビジネスクラス利用
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Oceania Marina
オーシャニア・マリーナで航く

Oceania Nautica
オーシャニア・ノーティカで航く

東京発着  

春の九州、広島と韓国クルーズ 11日間
ベニス入港 エーゲ海・アドリア海の
世界遺産クルーズ 13日間

出発日 早期予約割引適用  日本語コーディネーター乗船

2020年 10月14日㈬～10月26日㈪
日次 スケジュール

1 10/14（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 10/15（木） アテネ着 
（ギリシャ）

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

3 10/16（金） 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・マリーナ乗船 
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 10/17（土） ロードス島 
（ギリシャ）

［10：00］入港　B ：（例）世界遺産  旧市街とリンドス観光
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 10/18（日） エフェソス／クサダシ 
（トルコ）

［08：00］入港　B ：（例）世界遺産  古代都市エフェソス遺跡
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 10/19（月） サントリーニ島
（ギリシャ）

［08：00］入港　B ：（例）美しいイア村を訪ねて
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 10/20（火） カタコロン
（ギリシャ）

［10：00］入港
B ：（例）世界遺産  オリンピック発祥の地オリンピア遺跡観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 10/21（水） コルフ島／ケルキラ島
（ギリシャ）

［08：00］入港　B ：（例）世界遺産  コルフ旧市街とアヒリオン宮殿
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 10/22（木） コトル
（モンテネグロ）

［08：00］入港　B ：（例）世界遺産  コトル旧市街を訪ねて
［16：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 10/23（金） ザダル
（クロアチア）

［11：00］入港　B ：（例）世界遺産  夕日が美しい街ザダル市内観光
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

11 10/24（土） ベニス
（イタリア）

［08：00］入港　B ：（例）世界遺産  水の都ベニス観光
船はベニスに停泊します 〈船中泊〉QWE

12 10/25（日） ベニス ［午前］朝食の後、下船

ベニス発

その後、日本語係員と共にサンマルコ広場へ
出発まで自由行動　※大きなお荷物はお預かりします
［午後］日本語係員と共に専用ボートにて空港へ
［15：00～23：45］H ドーハまたはドバイ乗継にて
帰国の途へ 〈機内泊〉Qxr

13 10/26（月） 東京（成田または羽田）着 関空着 名古屋着
［17：00～23：00］
東京着
着後、解散
 rrx

［17：50］
関空着
着後、解散
 rrx

［17：50］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／  ①2021年 4月11日㈰～4月21日㈬ 
②2021年 4月21日㈬～5月  1日㈯ 

日次 スケジュール
1 4/11（日）

4/21（水）

東京
（日本）

［午後］  オーシャニア・ノーティカ乗船 
［19：00］出港 〈船中泊〉xxE

2 4/12（月）

4/22（木）

清水
（日本）

［07：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等で 
お楽しみください

［16：00］出港 〈船中泊〉QWE

3 4/13（火）

4/23（金）

神戸
（日本）

［12：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等で 
お楽しみください

船は神戸に停泊します 〈船中泊〉QWE

4 4/14（水）

4/24（土）

神戸 Bオプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 4/15（木）

4/25（日）

広島
（日本）

［09：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等で 
お楽しみください

［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 4/16（金）

4/26（月）

［終日］関門海峡と日本海クルージング
 〈船中泊〉QWE

7 4/17（土）

4/27（火）

釜山
（韓国）

［07：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等で 
お楽しみください

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 4/18（日）

4/28（水）

長崎
（日本）

［08：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等で 
お楽しみください

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 4/19（月）

4/29（木・祝）

鹿児島
（日本）

［08：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等で 
お楽しみください

［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 4/20（火）

4/30（金）

［終日］クルージング
 〈船中泊〉QWE

11 4/21（水）

5/1（土）

東京 ［午前］入港　朝食の後、下船

解散 Qxx

＊4/21発は8日目の長崎が佐世保（08：00入港／18：00出港）に変更となります。

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

キャビンタイプ コースコード 旅行代金

B3 海側バルコニー
約26㎡／バルコニー・バスタブ付

 90010A 548,000円
［350,000円］

B2 海側バルコニー
約26㎡／バルコニー・バスタブ付

 90010B 558,000円
［360,000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

 90010C 598,000円
［400,000円］

A3
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

 90010D 608,000円
［407,000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（執事）サービス付

 90010E 778,000円
［570,000円］

港湾費用 55,200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 298,000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。

■   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-□□□□□□

キャビンタイプ コースコード ① 4/11 ② 4/21

F 内側
約15㎡／シャワー付

 40011A 428,000円
［397,000円］

428,000円
［397,000円］

C2 デラックス海側
約15㎡／窓・シャワー付

 40011B 488,000円
［457,000円］

488,000円
［457,000円］

C1 デラックス海側
約15㎡／窓・シャワー付

 40011C 508,000円
［477,000円］

508,000円
［477,000円］

B2 海側バルコニー
約20㎡／バルコニー・シャワー付

 40011D 678,000円
［650,000円］

B1 海側バルコニー
約20㎡／バルコニー・シャワー付

 40011E 698,000円
［670,000円］

698,000円
［670,000円］

A3
コンシェルジュ バルコニー
約20㎡／バルコニー・シャワー付
コンシェルジュサービス付

 40011F 758,000円
［720,000円］

758,000円
［720,000円］

A2
コンシェルジュ バルコニー
約20㎡／バルコニー・シャワー付
コンシェルジュサービス付

 40011G 778,000円
［750,000円］

PH3
ペントハウス・スイート
約31㎡／バルコニー・シャワー付
バトラー（執事）サービス付

4/21発
のみ  40011H 1,078,000円

［1,040,000円］

港湾費用 58,650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。

1 早期予約
割引適用

ご出発 6ヶ月前までのご予約の 
場合は お1人様 1万円割引

2
エーゲ海、アドリア海に点在するCを
めぐります。クルーズの最後に訪れる
水の都“ベニス”の入港風景は圧巻です

3 ご利用客船“オーシャニア・マリーナ”は全部で
9つのダイニングがある美食で知られる客船

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
※船内新聞は英語のみとなります
※  日本語のレストランメニューはメインダイニングにご用意 

します（スペシャリティレストランは英語メニュー）

5

船内特典の数々

A 
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

内側〜コンシェルジュバルコニー／お1人様：1泊あたり16米ドル 
ペントハウス以上 ／お1人様：1泊あたり23米ドル 無料

❸ 〈無料〉   US＄200の船内の支払いにご利用
いただけるシップボードクレジット

※③は1室あたりとなります。

B 下記よりひとつお選びください
❶ 〈無料〉寄港地観光4回
❷ 〈無料〉ドリンクパッケージ
❸ 〈無料〉   US＄400の船内の支払いにご利用

いただけるシップボードクレジット
※①、③は1室あたりとなります。

おすすめポイント

1 オーシャニア・クルーズ初の東京発着クルーズ

2 桜色に染まる色彩やかな日本を
プレミアム客船でめぐります

3
ご利用客船“ノーティカ”は
好きな時間に好きな人と食事ができる
オープンシーティング制。ドレスコードも
スマートカジュアルですから、肩肘張ることなく
プレミアム客船をお楽しみいただけます

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〉   US＄200の船内の支払いにご利用

いただけるシップボードクレジット
❸   Ⓐ〈無料〉寄港地観光6回 

Ⓑ〈無料〉ドリンクパッケージ 
Ⓒ〈無料〉  US＄600の船内の支払いに 

ご利用いただける 
シップボードクレジット

※③はA〜Cの中からお一つお選びください。
※②、③は1室あたりとなります。

おすすめポイント

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、船内では船会社の日本語コーディネーターが乗船します
■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／（スーペリアクラス）
〈アテネ〉カリロエ、パルテノン、アマリア、ヘラ、ヘロディオン、エレクトラ、アテネダイアモンド、アクロポリス

ミュージアムニュー、アテネゲート、アストロ、ティテニア、スタンレー、アテネアベニュー
■食事／Q10回、W9回、E9回（機内食は除く）
※B3とB2とA4とA3は客室の大きさは同一ですが、階数、船内サービス（A4、A3はコンシェルジュサービス付）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（9,040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）がかかります。旅行代金とあわせてお支払いください。
※ 政府関連諸税（クルーズ部分）として（15,410円）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
■食事／Q10回、W9回、E10回（機内食は除く）
※C2とC1／B2とB1／ A2とA3は客室の大きさは同一ですが、階数、船内サービス（A2、A3はコンシェ
ルジュサービス付）が異なります。

※船内チップ…内側～海側（コンシェルジュ）バルコニー：お1人様1泊あたり16米ドル、ペントハウ
ス以上：お1人様1泊あたり23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）。
※ 国際観光旅客税（1,000円／大人・子供同額）がかかります。旅行代金とあわせてお支払いください。
※ 政府関連諸税（クルーズ部分）として（22,310円）が別途必要です。旅行代金とあわせてお支払いく
ださい。

＊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。
※アテネの専用車は名鉄観光または他の旅行会社のお客様と混乗の場合があります。

＊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。
※桜は開花時期により、ご覧いただけない場合がございます。

燃油サー
チャージ込

ベニス〈イタリア〉
水の都ベニスの入港
シーンはクルーズのハ
イライトです。

姫路城〈兵庫県／日本〉
「日本さくらの名所100選」の一つでも
ある、世界文化遺産・国宝姫路城の桜
は、大天守保存修理を終え、より一層美
しくなった白壁に鮮やかに映えます。

釜山〈韓国〉
ソウルに次いでショッピングやグルメな
ど観光地の拠点としても人気のある釜
山。中心部にある龍頭山公園は釜山市
民の憩いの場となっており、観光客が
一度は訪れる釜山のシンボル「釜山タワ
ー」があるため、1年中多くの人 で々賑わ
っています。

仙巌園〈鹿児島県／日本〉
雄大な景観が美しい島津家の別邸、仙巌
園。桜島を築山に、錦江湾を池に見立て
た雄大な景観を楽しむことができます。



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

91日前まで 無料
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

121日前まで 無料
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2019年8月
30日を基準としています。また、旅行代金は、2019年8月30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8月30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2019年8月30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。

※本パンフレットに掲載の画像は全てイメージです。

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-19-08-010

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。

Oceania Cruises

Regent Seven Seas Cruises
セブンシーズ・スプレンダー 2020年にデビューするセブンシー

ズ・スプレンダーは、セブンシーズ・
エクスプローラーと同一タイプの
最新の設備を備えた、リージェント・
セブンシーズ・クルーズの最新船
です。

●就航年 2020年
●総トン数 50,125トン
●全長 224m
●全幅 31m
●乗客定員 750人
●乗組員定員 542人

セブンシーズ・エクスプローラー セブンシーズ・エクスプローラー
は、パブロ・ピカソの作品が壁面を
飾り、エレガントなレストラン「コン
パスローズ」の天井を鮮やかなコ
バルトブルーのガラス作品が彩る
など、目を見張るような内装が施さ
れています。

●就航年 2016年 7月
●総トン数 50,125トン
●全長 224m
●全幅 31m
●乗客定員 750人
●乗組員定員 552人

オーシャニア・マリーナ モダンで洗練された装飾を施した
マリーナの船内には、さりげなくエ
レガントな雰囲気が漂ってます。船
内の随所にデザイナーこだわりの
インテリアをあしらい、上質なレジ
デンス風のデザインや家具にこだ
わった内装となっています。

●就航年 2011年（2020年改装）
●総トン数 66,084トン
●全長 239.25m
●全幅 32.20m
●乗客定員 1,250人
●乗組員定員 800人

オーシャニア・ノーティカ ※  ノーティカの特別レストランは2つとな
ります（無料）。 上品な魅力をもつ洗練されたノー

ティカのデッキは上質なチーク材
やカスタムストーン、タイルで美しく
彩られ、ラウンジとスイート、ステー
トルームには、ネオクラシック様式
の贅沢な調度品がしつらえられて
います。

●就航年 1998年（2020年改装）
●総トン数 30,277トン
●全長 181m
●全幅 25.45m
●乗客定員 684人
●乗組員定員 400人

リージェント・セブンシーズ・クルーズ
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、4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。

オーシャニア・クルーズ
オーシャニア・クルーズを代表する客船。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。

地中海／エーゲ海／アドリア海／英国／アジア／日本


