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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8月 ▲ ▲ 11月

究極のプレミアム客船　オーシャニアクルーズ

ヨーロッパクルーズ 
地中海／エーゲ海／アドリア海

日本語
スタッフ
乗船
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Riviera
プレミアム客船  リビエラで航く 憧れの地中海

ハイライトクルーズ 12日間

出発日 早期予約割引適用  日本語スタッフ乗船

2020年 8月30日㈰～9月10日㈭
日次 スケジュール

1 8/30（日） 東京（成田または羽田）発 関空発 名古屋発
［21：00～24：30］
東京発 H 空路、 
カタール航空または 
エミレーツ航空にて
ドーハまたはドバイ
乗継にてローマへ
 〈機内泊〉xxr

［23：30～23：45］
関空発 H 空路、
カタール航空または 
エミレーツ航空にて
ドーハまたはドバイ
乗継にてローマへ
〈機内泊〉xxr

［15：00］JR名古屋駅発
J エミレーツ航空連絡バス
にて関空へ
［18：00頃］関空着
［23：45］関空発 H 空路、
エミレーツ航空にてドバイ乗継
にてローマへ 〈機内泊〉xxr

2 8/31（月） 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
ホテルチェックイン後、自由行動 〈ローマ泊〉rrx

3 9/1（火） ローマ 出発まで自由行動
［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）

［13：00頃］  リビエラ乗船 
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 9/2（水） 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

5 9/3（木） ラ・スペツィア／
チンクエテッレ
（イタリア）

［08：00］入港
B ：（例）  世界遺産  自然と歴史が育んだ海岸線 

「チンクエテッレ」を訪ねて
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 9/4（金） モンテカルロ
（モナコ）

［08：00］入港　B ：（例）中世の村エズとモナコ探訪
［23：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 9/5（土） アンティーブ
（フランス）

［08：00］入港
B ：（例）  ピカソ美術館が海を見下ろす小粋な 

リゾート「アンティーブ」探訪
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 9/6（日） プロヴァンス／
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 
マルセイユ市内観光

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 9/7（月） パルマ・デ・マヨルカ
／マヨルカ島
（スペイン）

［11：00］入港　B ：（例）  ショパンが愛した 
バルデモサ観光

［21：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 9/8（火） バルセロナ（スペイン）［午前］入港　朝食の後、下船
その後、専用車（英語ドライバー）にてホテルへ
 〈バルセロナ泊〉Qxx

11 9/9（水）

バルセロナ発

出発まで自由行動
［午後］専用車（英語ドライバー）にて空港へ
［15：00～22：45］ H 空路、ドバイまたはドーハ
乗継にて帰国の途へ 〈機内泊〉Qxr

12 9/10（木） 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

［17：15～17：50］
関空着
着後、解散
 rrx

［17：15］関空着
［夜］関空発 J  エミレーツ
航空連絡バスにて名古屋へ
［夜］JR名古屋駅到着 rrx

■   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

 90012A 398,000円
［237,000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

 90012B 428,000円
［260,000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

 90012C 518,000円
［340,000円］

港湾費用 47,000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 298,000円

キャンセル料：オーシャニアクルーズ 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。

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
地中海に点在するイタリア、フランス、
スペインの魅力的な寄港地をめぐり、下船後は 
バルセロナに1泊します

3 ご利用客船“リビエラ”は9つのダイニングを
持つ美食で知られるプレミアム客船

4
日本語スタッフ乗船
※日本語対応のサービスは、船内レセプションのみとなります
※船内新聞は英語のみ、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にご用意 
（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 〈無料〉インターネット使い放題
B 〈無料〉寄港地観光4回
C 〈無料〉ドリンクパッケージ
D 〈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
※B、Dは1室あたりとなります。

おすすめポイント

※B3とA4は客室の大きさは同一ですが、階数、船内サービス（A4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～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）。

※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,660円／子供1,600円）および羽田空港施設使用料（大人2,610円／子供
1,300円）および大阪（関空）空港施設使用料・保安サービス料（大人3,100円／子供1,710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（8,340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（14,000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。

＊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、船内では船会社の日本語スタッフが

乗船いたします
■利用航空会社／カタール航空、エミレーツ航空（いずれもエコノミークラス）
■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、
ヴェネチア・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）

燃油サー
チャージ込

エズ村〈フランス〉
高台に位置することからか
つては要塞の役割も果たし
た「鷲の巣村」は、中世の
面影を残すおとぎの国のよ
うな場所。今では世界中か
ら訪れる人々を魅了する人
気観光地となっています。
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ベニス
ザダル

コトル

コルフ島／
ケルキラ島

カタコロン

ピレウス／アテネ

エフェソス／クサダシ

ロードス島
サントリーニ島

Marina
プレミアム客船  マリーナで航く 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  日本語スタッフ乗船

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］  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）

［11：00］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 空路、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

■   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 値下げ代金

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］

598,000円
［400,000円］

478,000円
［320,000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 528,000円
［360,000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 338,000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。

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 旅行代金値下げでさらにお得!!

3
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

4 ご利用客船“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

5
日本語スタッフ乗船
※日本語対応のサービスは、船内レセプションのみとなります
※船内新聞は英語のみ、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）

6

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

■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スタッフが乗船いたします
■利用航空会社／エミレーツ航空、カタール航空（いずれもエコノミークラス）
■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A4は客室の大きさは同一ですが、階数、船内サービス（A4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2,660円／子供1,600円）および羽田空港施設使用料（大人2,610円／子供

1,300円）および大阪（関空）空港施設使用料・保安サービス料（大人3,100円／子供1,710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。

＊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。

燃油サー
チャージ込

世界遺産  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。
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チビタベッキア／ローマ

リボルノ／フィレンツェ／ピサ

アジャクシオ／コルシカ島

バルセロナ

プロヴァンス／マルセイユ

モンテカルロ

● ●バレンシア

パルマ・デ・マヨルカ
／マヨルカ島

Marina
プレミアム客船  マリーナで航く 地中海のリゾートと

歴史探訪クルーズ 10日間

■   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

B4 海側バルコニー
約26㎡／バルコニー・バスタブ付

 90009A 438,000円
［257,000円］

B2 海側バルコニー
約26㎡／バルコニー・バスタブ付

 90009B 458,000円
［270,000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

 90009C 488,000円
［297,000円］

A2
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

 90009D 508,000円
［310,000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

 90009E 598,000円
［400,000円］

港湾費用 48,300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 358,000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。

＊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。

燃油サー
チャージ込

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
歴史や文化、グルメなど、トータルに楽しめる
地中海クルーズ。「花の都」フィレンツェ、ローマ、
バルセロナと世界遺産の街を訪れながら
南仏のリゾート地モナコへ入港します

3 ご利用客船“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プレミアム客船

4
日本語スタッフ乗船
※日本語対応のサービスは、船内レセプションのみとなります
※船内新聞は英語のみ、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

世界遺産  バルセロナ〈スペイン〉
サグラダ・ファミリア教会など、ガウディ
の作品群がユネスコ世界遺産に登録さ
れています。

出発日 早期予約割引適用  日本語スタッフ乗船

2020年 11月3日（火・祝）～11月12日㈭ 
日次 スケジュール

1 11/3（火・祝） （大阪・名古屋）
東京発

ローマ着
（イタリア）

H 大阪・名古屋から国内線にて東京へ
［09：30～15：30］
空路Hヨーロッパ内都市乗継
または直行便にてローマへ
［18：00～23：40］着後、専用車（英語ドライバー）
にてホテルへ 〈ローマ泊〉rrx

2 11/4（水） 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）

［13：00頃］  マリーナ乗船 
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

3 11/5（木） 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

4 11/6（金） アジャクシオ／
コルシカ島
（フランス）

［07：00］入港
B ：（例）ナポレオン生誕の地 コルシカ島内観光
［15：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 11/7（土） パルマ・デ・マヨルカ
／マヨルカ島
（スペイン）

［11：00］入港　
B ：（例）ショパンが愛したバルデモサ観光
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 11/8（日） バレンシア
（スペイン）

［08：00］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
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 11/9（月） バルセロナ
（スペイン）

［07：00］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

8 11/10（火） プロヴァンス／
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

9 11/11（水） モンテカルロ（モナコ）［午前］入港　朝食の後、下船

ニース発
（フランス）

その後、専用車（英語ドライバー）にてニース空港へ
［10：00～20：25］ H 空路、ヨーロッパ内都市
乗継にて帰国の途へ 〈機内泊〉Qxr

10 11/12（木） 東京着
（大阪・名古屋）

［07：00～19：30］着後解散
東京より国内線にて空路 H 大阪・名古屋へ
 rxx

下船後、ニースに宿泊する後泊プランもご用意しています。詳しくはお問い合わせください。

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、船内では船会社の日本語スタッフが乗船いたします
■利用航空会社／アリタリア-イタリア航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、エールフランス航空、

ルフトハンザドイツ航空、日本航空、全日空
■利用予定ホテル／（スーペリアクラス）

〈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、ヴェネチア・パレス

■食事／Q8回、W7回、E7回（機内食は除く）

※B4とB2とA4とA2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2,660円／子供1,600円）および羽田空港施設使用料（大人2,610円
／子供1,300円）および大阪（関空）空港施設使用料・保安サービス料（大人3,100円／子供1,710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。
※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。
※租税・手数料（クルーズ部分）として（14,600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。



親密さを感じるプレミアムな客船

オーシャニアクルーズ

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が支持される理由

■   ドレスコードは毎日が
「カントリークラブカジュアル」
プレミアム客船でありながら、ド
レスコードは「カントリークラブカ
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。

■   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。

■   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。

■   日本語対応のスタッフが乗船
※  日本語対応のサービスは、船内レセプションのみと
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。

F G　内側客室　約16㎡
シャワー付

C　海側客室　約22㎡
バスタブ、独立シャワーブース、窓付

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

バトラーサービス付き

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

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（マリーナのみ）

●チップ無料（マリーナのみ）

ボーナス特
典 無料



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％

 オーシャニアクルーズ（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 28,750円
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％
●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は2019年12月
27日を基準としています。また、旅行代金は、2019年12月27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12月27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12月27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-19-12-006

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。

リビエラ
●就航年 2012年（2019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

マリーナ
●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

オーシャニアクルーズが誇る自慢のレストラン（追加料金不要で極上の美食を堪能いただけます／要予約）

■ ポログリル
伝統的なステーキハウス。

■ トスカーナ
正統派イタリア料理。

■ レッドジンジャー
モダンなアジア料理。

■ ジャック
パリのビストロをイメージした 
フレンチレストラン。

船内での過ごし方
ミュージカルやプロダクションショーを観劇したり、デッキのパッティンググリーンでゴルフの腕を磨いたり。 

調理器具を完備したキッチンで本格料理の作り方を学べる、初めての海上料理教室「カリナリーセンター」もご用意。 
また、スパでリラクゼーションを満喫するのもおすすめです。

図書室には書籍に雑誌など。

ルームサービスは24時間無料。

アフタヌーンティー
ホライズンズでは、毎日午後4
時からティータイム。弦楽四重
奏によるクラシック音楽を背景
に、軽食とお飲み物などを予約
不要でお楽しみいただけます。

カジノ
モンテカルロスタイルのカジノ。
ゲームの遊び方やルールにつ
いては、ご要望があればレッス
ンをご提供。

カリナリーセンター
調理器具がすべて揃ったキッチ
ンで、最新の調理技術を学び
ながら、さまざまな本格料理が
作れます。

ビューティー & 
ウェルネス

サウナ、エステ、マッサージ、
ジャグジーなどがお楽しみいた
だけます。


