
いつも新しい発見がある。

エーゲ海の島めぐり
クルーズ11日間

〜“白い宝石”ミコノス島とサントリーニ島、クレタ島などの個性的な島々を巡る〜

東京（成田または羽田）・ 
大阪（関空）・名古屋発着

2020年4月▶10月

寄港地観光付／船内の飲物付（アルコール含む）

2名様より出発保証
日本語スタッフ乗船（予定）!

燃油サーチャージ（目安：21,000円・2019年
9月20日現在）ならびに現地空港諸税、入港
諸税及び日本の空港施設使用料等は含まれて
おりません。別途お支払いいただきます。

早期予約割引設定

308,800円 〜483,800円
海側：大人2名様1室利用［東京発着］内側：大人2名様1室利用［東京発着］

いつも新しい発見がある。



■東京発着／ご出発日とご旅行代金 
（2名１室利用／大人お一人様） ツアーコード：CE-MK-CL-□□□□□□

キャビンタイプ
出発日 内側キャビン／IA 海側キャビン／XA

Aコース Bコース Aコース  90020A 
Bコース  90021A 

Aコース  90020B 
Bコース  90021B 

4月2・9・16日
10月1・8・15・22日 308,800円 355,800円

4月23日
5月7日 5月14・21・28日 319,800円 368,800円

9月24日 6月4・11・18・25日
7月2・9・16日 345,800円 393,800円

4月30日 384,800円 434,800円

7月23日 399,800円 449,800円

9月17日 7月30日
8月6・13・20・27日 428,800円 483,800円

9月3・10日 408,800円 458,800円

一人部屋追加代金 82,800円 93,800円

アテネ延泊代金（2名1室利用の場合の1名様）13,000円

大阪・名古屋発着追加代金 20,000円〈往復〉

ビジネスクラス利用追加代金 298,000円

Tour
Point

ミコノス島（ギリシャ）
� Mykonos

真っ青な空と海に映える白い家
並み。その鮮やかなコントラスト
はエーゲ海屈指の景観。浜辺
に立ち並ぶカラフルな土産物店
や花 に々心が躍ります。

クレタ島（ギリシャ）� Crete

クノッソス宮殿は、ミノア王朝の政治・経済・
宗教の中心として栄えました。今世紀になって、
イギリス人考古学者アーサー・エヴァンズがこ
の地を発掘し、まったくの偶然から発見された
宮殿もご覧いただけます。

 クサダシ（トルコ）�
〈エフェソス古代遺跡〉
� Kuşadası

クサダシ近郊には聖母マリアの
家や2015年に世界遺産に登
録されたエフェソス古代遺跡が
あります。

ロードス島（ギリシャ）
� Rhodes

小アジアに近いため、古代よ
りアジアとヨーロッパをつなぐ
貿易中継地として発展。アテ
ナ神殿遺跡をはじめ、旧市街
には聖ヨハネ騎士団や十字
軍ゆかりの建物も見られます。

Bコースのみ

魅力的な個性が光る
　　　　　エーゲ海の島々へ

太陽に照らされて、宝石のようにまばゆく輝くエーゲ海。
断崖絶壁の美しい街が印象的な「サントリーニ島」、
エーゲ海の“白い宝石”ともいわれる「ミコノス島」、
中世の姿を残す旧市街が世界遺産のロードス島等、
個性豊かな島 を々巡ります。
サントリーニ島、ミコノス島の出港時間が深夜となりますので、
美しい夕日を眺めたり、ナイトライフも堪能できます。

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

アテネ（ギリシャ）� Athens

世界遺産のアクロポリスは「高いところ、城市」を意味
し、現在この丘には、古代ギリシャ美術を代表する4つ
の傑作、パルテノン神殿、プロピュライア（神域の入り
口の門）、エレクテイオン、アテナ・ニケ神殿があります。

当ツアーはご旅行の全行程の50%以上を船舶で宿泊するツアーのため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ってまいります。詳しくは裏表紙「取消料」をご覧ください。

燃油サーチャージ／昨今の世界的な航空燃油高騰に伴い､国土交通省が航空会社に対して認可
した運賃です。上記付加運賃額が変更された場合は徴収額が変更になる場合がございます。 

早期予約割引適用 ご出発の6ヶ月前までのご予約の場合はお1人様1万円割引
お 得 �◆クルーズ中は3つの寄港地で観光付き。（詳細は日程表をご参照ください）
お 得 �◆船内レストラン、バーでのアルコールを含む飲物が飲み放題! �（プレミアムリカー除く）
◆�白い宝石・ミコノス島、サントリーニ島、クレタ島やエーゲ海を代表する個性的な島々
を巡るゴールデンルート。

◆サントリーニ島、ミコノス島を深夜に出港する（Aコース）コースもありますので、美しい夕日や
ナイトライフも堪能。

◆クルーズ船には日本人スタッフが乗船予定（船内新聞、メニューも日本語でご用意※）。〈乗船の可
否は2020年1月以降に決定します〉

◆下船後のアテネでは日本語ガイドが専用車で、世界遺産・パルテノン神殿を含む観光付。
◆ホテル⇔空港間、ホテル⇔ピレウス港間は日本語アシスタントによる送迎付。
◆アテネのホテルは、観光・ショッピング・グルメに便利なプラカまたはシンタグマ広場近くをご用意。
◆往復の航空機はサービスに定評が高い人気のエミレーツ航空またはカタール航空を利用。
◆成田、関空、名古屋（エミレーツ連絡バス利用）発着が可能。

■最少催行人員：各コース2名
■  利用航空会社：エミレーツ航空、カタール航空（エコノミークラス）
■  利用客船：  セレスティアル・クルーズ社／セレスティアル・クリスタルまたはセレスティアル

社クルーズ船
■  利用ホテル：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、
ドリアンイン、アレトーサ、アリオン、セントラル、アクロポリスヒル、アレトーサ（プラカまたは
シンタグマ広場近く：スタンダードクラス）

■食事：Q8回W7回E7回
■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（乗船予定）、アテネでは日

本語アシスタントまたはガイドがお世話いたします（乗船の可否は2020年1月以
降に決定します）

■パスポート：  残存期間、下船時に6ヶ月以上が必要です

●子供代金（2歳以上12歳未満）：10,000円引き
●内側・海側以外の上級キャビン3名1室（トリプル）もご用意しています。お問い合わせください。
●成田空港施設使用料及び保安料（大人2,660円／子供1,600円）、羽田空港施設使用料及び
保安料（大人2,670円／子供1,380円）、関西空港施設使用料及び保安料（大人3,100円／
子供1,710円）、現地空港税6,100円、ポートチャージ（港湾税）及び船内チップ41,280円は
旅行代金に含まれていませんので、ご旅行代金と一緒にお支払いください。
●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。
●別途「燃油サーチャージ（付加運賃）」（2019年9月30日現在）21,000円を申し受けます（出発日によって運
賃は異なります）。ご旅行代金と一緒にお支払いください。（大人・子供同額／お一人様）（現地空港税及び燃
油サーチャージの合算額は2019年9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。）

■出発日  2019/4/2〜10/22［11日間］ 毎週㈭発
日次

スケジュール
東京（成田または羽田）発 関空発 名古屋発

1
（木）

［21 ：00～24：30］東京発H
エミレーツ航空またはカタール
航空にてドバイまたはドーハへ
 〈機内泊〉xxr

［23：45］関空発H
エミレーツ航空にてドバイへ
 〈機内泊〉xxr

［15：00］JR名古屋駅よりIエミレーツ航空連絡バスにて関空へ
［18：30］関空着予定
［23：45］  関空発Hエミレーツ航空にてドバイへ 〈機内泊〉xxr

2
（金） アテネ着（ギリシャ）

着後、航空機を乗り継ぎHアテネへ
［13 ：00～18：00］アテネ着　着後、日本語係員と共に専用車にてホテルへ　ホテルチェックイン後、自由行動 〈アテネ泊〉rrx

3
（土）

A［午前］　B［昼頃］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） A［昼頃］　B［午後］ 乗船 

A［16：00］出港　B［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

4
（日）

Aコース Bコース

イスタンブール
（トルコ）

［15：30］入港　世界遺産 イスタンブール市内観光（無料）

※イスタンブール停泊 〈船中泊〉QWE

クサダシ
（トルコ）

［08：00］入港　世界遺産 エフェソスの古代遺産を訪ねて（無料）
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

5
（月） イスタンブール

（トルコ）

B ：（例）ボスポラス海峡の遊覧
［20：00］出港
 〈船中泊〉QWE

ロードス島
（ギリシャ）

［08：00］入港　世界遺産 ロードス島とリンドス（無料）
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

6
（火）

チャナッカレ
（トルコ）

［07：00］入港　B ：（例）トロイの木馬
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

ヘラクリオン／
クレタ島（ギリシャ）

［08：00］入港　クレッソス神殿観光（無料）
［23：59］出港 〈船中泊〉QWE

7
（水）

ボロス島
（ギリシャ）

［07：00］入港　B ：（例）ボロス島内観光
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

サントリーニ島
（ギリシャ）

［07：00］入港　B ：（例）カルデラから絶景を望めるイア村
観光 〈船中泊〉QWE

8
（木）

ヘラクリオン／
クレタ島（ギリシャ）

［13：00］入港　クレッソス神殿観光（無料）
［23：59］出港 〈船中泊〉QWE

サントリーニ島
ミロス島
（ギリシャ）
ミコノス島
（ギリシャ）

［02：30］出港
［08：30］入港　B ：（例）ミロのヴィーナスで有名なミロス島観光
［13：30］出港
［19：00］入港　散策、ショッピングでお楽しみください。
 〈船中泊〉QWE

9
（金）

サントリーニ島
（ギリシャ）
ミコノス島
（ギリシャ）

［07：00］入港　カルデラから絶景を望めるイア村観光（無料）
［13：00］出港
［19：00］入港　散策、ショッピングでお楽しみください。
 〈船中泊〉QWE

ミコノス島
B ：（例）ミコノス島を味わい尽くす
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

10
（土）

ミコノス島
ピレウス

［02：00］出港
［09：00］入港　朝食の後、下船　その後アテネへ

ピレウス ［09：00］入港　朝食の後、下船　その後アテネへ

アテネ

アテネ発

着後、日本語ガイドが専用車でアテネ市内観光へご案内いたします
アテネの象徴・アクロポリスの丘に建つ最大の神殿・
世界遺産 パルテノン神殿［入場］、1896年開催の第1回近代オリンピック競技場［下車］、シンタグマ広場［車窓］を観光します
※観光後、アテネの中心地で自由行動をおとりします。
その後、日本語係員と共に専用車で空港へ
［18：00～25：30］アテネ発Hエミレーツ航空またはカタール航空にて
帰国の途へ 〈機内泊〉Qxx

11
（日）

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

［17：15］
関空着
着後、解散 rrx

［17：15］関空着
［夜］関空発Iエミレーツ航空連絡バスにて、名古屋へ
［夜］JR名古屋駅前着予定 rrx

〈Bコース〉※5/21、6/4、6/11、6/18、7/9、7/30、8/13、8/27発は6日目サントリーニ島（7：00入港）、7日目（02：30出港）、7日目ヘラクリオン〈クレタ島〉（08：00入港／23：59出港）と一部日程が異なります。
※B：オプショナルツアー（別料金の寄港地観光）。　※サントリーニ島はテンダーボートでの上陸となります。ミコノス島はテンダーボートでの上陸となる場合がございます。　
※天候および船舶の都合によりクルーズ船の寄港地や寄港時間、寄港の順番が予告なしに変更となる場合があります。いずれの場合もご旅行代金の変更はございません。　※不測の事態により日本人コーディネーターが乗船できない
場合がございます。※アテネにおける専用車は名鉄観光のお客様と混乗が基本となりますが、出発日によっては他の日本人のお客様と混乗の専用車となることがあります。

アテネ
ピレウス

ボロス島

ミコノス島

サントリーニ島

ヘラクリオン／クレタ島
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ミロス島

イスタンブール

チャナッカレ

ロードス島
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※他の業務の都合で船内新聞、メニューの日本語
版をご用意できない場合もございます。 −Aコース　−Bコース　

サントリーニ島（ギリシャ）� Santorini

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。



Ship Data
シップデータ

■ 総トン数：25,611トン
■ 航海速力：17ノット
■ 全長：162
■ 全幅：25.2m 
■ 最大乗客人員：966人
■ 客室数：476室
■ 乗組員数：400人

※出発日によっては、セレスティアルクルーズ社の他の客船での航行になる場合があります。

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。

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

船内新聞 前夜に翌日の船内新聞を客室にお届けします。お食事などの
時間、ドレスコード、出／入港時間、船内アクティビティー
のスケジュールなど、必要な情報が掲載されております。

服装 日中の船内、寄港地ではカジュアルな服装でお過ごしください。8
日間コースでは、夕食時にはセミフォーマルな服装を指定する場合
もありますので男性はジャケットなど、女性はドレッシーなワンピー
スなどをお持ちください。また、青と白の物を身につける「グリーク
ナイト」がございます（全コース共通）。

エンターテイメント
クルーズ中は、お客様に楽しんでいただく船内イベントを多数揃えておりま
す。ディナーを楽しんだあとは、カジノやバーなど、大人向けの施設が充
実。船上スパやビューティーサロンで気分をリフレッシュしながらエーゲ海
クルーズを存分に楽しんでください。

食事・
お飲物

船内にはフルコースをしっかりと味わえるメインダイニング（無
料）、ビュッフェレストラン（無料）、スペシャルレストラン（有料）
がございます。また、船内レストラン、バーでのアルコールを含
む飲物代金が含まれています（プレミアムリカーを除く）。

クリーニング 　
ランドリー、クリーニング、プレスな
ど、ルームサービスで申し受けます
（有料となります）。コインランドリー
はありません。

船内通貨 　
船内通貨はユーロです。現金のほ
かにクレジットカード（アメリカンエ
キスプレス、ビザ、マスター）をご
利用いただけます。

船内でのお支払い
船内はキャッシュレスシステムを採
用しております（例外：カジノなど）。
船内でご利用いただきました有料
サービスのほとんどは、後日自動的
にクレジットカードより引き落とし
か、下船前日現金（日本円は不可）
でお支払いください。

船 内 生 活 の ご 案 内 Cabin／客室

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。 お申し込み・お問い合わせは

 Crystal

アマルシア・レストラン カジノカジュアル・ダイニング

ラウンジ プールスパ

ギリシャを中心としたコンチネンタル料理のフルコー
スメニューの（無料）メインダイニング。

日本では経験できない本格的なカジ
ノ。運試しにいかがですか。

手軽にお食事をお召し上がりいただけ
るビュッフェレストラン（無料）。

毎晩繰り広げられる歌や踊り、生演奏
でゆったりとおくつろぎください。（無料）

エーゲ海の風を感じながらの日光浴を
お楽しみください。

海洋療法に注目したマッサージやストーン・マッ
サージで疲れを解放してみてはいかがですか。

船内設備

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。）が主催するものであり、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主催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。左記の諸費用は、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）※アテネ宿泊税

●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。

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日前まで 無料

89日前～30日前まで 17,700円
（シングル利用35,400円）

29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9月
30日を基準としています。また、旅行代金は、2019年9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9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9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

エーゲ海の魅力的な
島 を々探訪  寄港地観光

クサダシ Bコース（無料）
世界遺産 エフェソス古代遺跡� 所要：約3時間／€55～

2015年世界遺産に登録されたエフェソス古代遺跡。紀元前11
世紀に建設されたイオニア人のポリス国家跡といわれ、パドリア
ヌス神殿、野外劇場などがあります。

ロードス島 Bコース（無料）
世界遺産 ロードス島とリンドス� 所要：約6時間／€74～

リンドスは聖ヨハネ騎士団によって作られた中世の城壁。頂上のアク
ロポリスからの景観は絶景です。その後、世界遺産のロードス島旧
市街では騎士団長の宮殿や考古学博物館の外観をご覧ください。

クレタ島 ABコース（無料）
クノッソス神殿� 所要：約3時間／€74～

イギリス人の考古学者によって偶然に発掘されたクノッソス宮殿。
ミノア時代の3大宮殿のうちで最大の宮殿として有名。ヨーロッ
パ最古の文明の発祥地を観光します。

サントリーニ島 Aコース（無料）
カルデラからの絶景を望めるイア村� 所要：約3時間／€74～

アトランティス伝説の島として有名なサントリーニ島。白い壁に青い
ドーム型屋根の教会や民家が段々に建っている美しいイアは最も美
しい村と言われています。観光の途中で充分に自由時間をお取りし
ますので、このメルヘンチックな街並みをお楽しみください。

B：パトモス島
世界遺産 聖ヨハネ修道院と黙示録の洞窟� 所要：約3時間／€67～

聖ヨハネを記念して建てられた修道院と、幽閉された黙示録の洞
窟を訪ねます。
世界遺産 パトモス島内観光� 所要：約2時間／€67～

バスにて島内観光や世界遺産に登録されている黙示録の洞窟を
見学します。

内容・料金は変更になることがございます。※上記のコースは2019年度分です。

〒141-0031　東京都品川区西五反田8−3−6　TK五反田ビル3階
T-19-09-003

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。

IA  内側
■約12㎡　■シャワー付

XA  海側
■約12㎡　■シャワー付




