
いつも新しい発見がある。

いつも新しい発見がある。

地中海／エーゲ海／アドリア海

東京（成田または羽田）・ 
大阪（関空）・名古屋発着

2020年 9月

▲ ▲ 10月

究極のラグジュアリー客船　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 添乗員 
同行
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ピレウス／アテネ

ギシオ

ミコノス島

ミティリーニ／レスボス島

エフェソス／クサダシ

ロードス島

ヘラクリオン／クレタ島

サントリーニ島

イスタンブール

■   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

H デラックス・ベランダ・スイート
約33㎡／ベランダ・バスタブ付

東京  9006TA 
大阪  9006OA 

758,000円
［530,000円］

G デラックス・ベランダ・スイート
約33㎡／ベランダ・バスタブ付

東京  9006TB 
大阪  9006OB 

798,000円
［570,000円］

E コンシェルジュ・スイート
約33㎡／ベランダ・バスタブ付

東京  9006TC 
大阪  9006OC 

898,000円
［657,000円］

C
ペントハウス・スイート
約34～36㎡／ベランダ・バスタブ付
バトラー（執事サービス）付

東京  9006TD 
大阪  9006OD 

988,000円
［740,000円］

港湾費用 42,500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 318,000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。

※HとGは客室の大きさは同一ですが、階数が異なります。Eはコンシェルジュサービス付です。
※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。

※現地空港諸税（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。
※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（23,700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。

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。

1 船賃がキャンペーン代金適用により
大変お得な旅行代金が実現

2 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 
さらにお1人様 1万円割引

3 魅力的な個性が光るエーゲ海の島々を全室 
バスタブ付のラグジュアリーシップでめぐります

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

セブンシーズ ボイジャーを所有する 
リージェント セブンシーズクルーズ社の 
船内は完全なるオールインクルーシブ制を採用

〈旅行代金に含まれるもの〉
◦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　◦アルコールを含む飲物代
◦  メインダイニングはもちろん 

スペシャリティレストランでの食事代
◦Wi-Fi 利用（無制限）

おすすめポイント

世界遺産  エフェソス／クサダシ
〈トルコ〉

エフェソスは旧約聖書にも登場する古
代都市で、最も栄えていたローマ時代の
建物がいまも建ち並んでいます。

出発日 早期予約割引適用  添乗員同行

2020年 9月28日㈰～10月9日㈮
日次 スケジュール

1 9/28（月） 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
イスタンブールへ
 〈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
イスタンブールへ
〈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
にてイスタンブールへ
 〈機内泊〉xxr

2 9/29（火） イスタンブール着 
（トルコ）

［12：00～18：00］着後、専用車にてホテルへ
ホテルチェックイン後、自由行動
 〈イスタンブール泊〉rrx

3 9/30（水） ［午前］イスタンブール市内観光（ブルーモスク〈下車〉、
アヤソフィア〈下車〉、グランドバザール〈下車〉）の後、港へ

イスタンブール
［午後］  セブンシーズ ボイジャー乗船 
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 10/1（木） ミティリーニ／レスボス島
（ギリシャ）

［10：00］入港　  ギリシャとトルコが混じりあった 
レスボス島内観光 無料（一例）

［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 10/2（金） エフェソス／クサダシ
（トルコ）

［08：00］入港　  世界遺産  古代都市エフェソス遺跡 無料（一例）
［22：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 10/3（土） ロードス島
（ギリシャ）

［10：00］入港　  世界遺産  旧市街とリンドス観光 無料（一例）
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 10/4（日） ヘラクリオン／クレタ島
（ギリシャ）

［08：00］入港　クノッソス神殿観光 無料（一例）
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 10/5（月） ギシオ
（ギリシャ）

［08：00］入港　ギシオ市内観光 無料（一例）
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 10/6（火） ミコノス島
（ギリシャ）

［08：00］入港　  ミコノス島オールドタウン散策と 
島内観光 無料（一例）

［22：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 10/7（水） サントリーニ島
（ギリシャ）

［08：00］入港　  美しいイア村とワイナリーを訪ねて 
無料（一例）

［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

11 10/8（木） ピレウス（ギリシャ）［06：00］入港　朝食の後、下船

アテネ

アテネ発

その後、専用車にてアテネへ
着後、アテネ市内観光（アテネの象徴・アクロポリス
の丘に建つ世界遺産  パルテノン神殿〈入場〉、1896年
開催 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）その後、 パルテノン  
 神殿を望むレストランにて昼食をご用意  いたします
アテネ市内で自由行動の後、空港へ
［18：00～25：20］ H 空路、ドバイまたはドーハ
乗継にて帰国の途へ 〈機内泊〉QWr

12 10/9（金） 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

※寄港地観光は他のお客様との混乗・英語ガイドとなります。
※  日程表の寄港地観光に添乗員が同行する予定です（コースが変更する場合のございます）。
また、それ以外にも無料の寄港地観光をご用意しています（一部有料）。

■添乗員／同行してお世話いたします（基本的に添乗員は東京より同行します）
■最少催行人員／8名様
■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／（デラックスクラス）
〈イスタンブール〉クラウンプラザ・オールドシティ、エレシン・トプカピ、レガシー・オットマン、ドッソ・ドッシ

ホテル、スラ・アヤソフィア、ダブルツリー・バイヒルトン・シルケジ、グランド・ハイアット、
パーク・ハイアット、JWマリオット・イスタンブール・ボスポラス、ゲズィー・ボスポラス

■食事／Q9回、W9回、E8回（機内食は除く）

Seven Seas Voyager
ラグジュアリー客船
セブンシーズ 
ボイジャーで航く

添乗員同行   
ギリシャとエーゲ海クルーズ 12日間
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ベニス
スプリット

ドブロブニク
コトル

コルフ島

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

トスカーナ／リボルノ

ポルトフィーノ

アヒリオン宮殿／ 
コルフ島〈ギリシャ〉
オーストリア皇后エリザベ
ートが夏の離宮として建て
たというアヒリオン宮殿。
「アヒリオン」とはギリシャ
神話の英雄アキレウスの
こと。19世紀末に建てられ
たこの宮殿には、多くの観
光客が訪れています。

世界遺産   
騎士団長の館／ 

ロードス島 
〈ギリシャ〉

旧市街の北端にある宮殿
が騎士団長の館です。ロ
ードス島に住んでいた聖
ヨハネ騎士団の団長の司
令部兼居城として使われ
ていました。中に入るとそ
の豪華さに目を奪われる
ことでしょう。

4月9日広場 
タオルミナ／ 

シチリア島 
〈イタリア〉

展望台のように見晴らし
が良い4月9日広場は、絶
景が広がるタオルミナの
憩いの場。近くにはバール
（コーヒーショップ）も多く、
美しい景色を眺めながら
ゆっくり寛げます。

クノッソス宮殿／ 
ヘラクリオン／ 
クレタ島〈ギリシャ〉
牛頭人身の怪物ミノタウロス
が閉じ込められていたという、
伝説の迷宮・クノッソス宮殿。
一度足を踏み入れたものは二
度と出てはこられないという、
まるで迷路のような複雑な造
りだったといわれています。

聖トリプン大聖堂／ 
世界遺産  コトル〈モンテネグロ〉

中世のままの街並みが残るコトルは小さ
い街ながらも見どころはたくさん。中で
も聖トリプン大聖堂はコトルを代表する
カトリックの教会です。

世界遺産   
ドブロブニク 
〈クロアチア〉

「アドリア海の真珠」「地
上の楽園」など、様々な
言葉で賞賛されるこの
街は、絵に描いたような
美しさ。ドブロブニク旧
市街は世界遺産にも登
録されています。

ミコノス島〈ギリシャ〉
ギリシャらしい風車がシンボルのミコノス
島。白い家と可愛らしい花々、石畳が続く
街並みは絵本のように可愛らしく、地中海
の島々の中でも名高い観光地です。

ポルトフィーノ〈イタリア〉
隠れ高級リゾートでもある小さな漁港を取り囲
むようにパステルカラーのレストランやカフェ、
ブティックなどが建ち並び、ヨーロッパのお洒
落で、優雅な港町の雰囲気が溢れています。

アマルフィ

サントリーニ島

ギシオ

無料で無制限の寄港地ツアー（※一部有料の寄港地観光有り）

ユネスコ世界遺産で歴史をたどるツアーから、食や音楽、アートを通じて現代に生きる文化や美を探る体験まで、 
幅広い興味に合わせたツアーをご用意しています。
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ベニス
スプリット

ドブロブニク
コトル

コルフ島

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

トスカーナ／リボルノ

ポルトフィーノ

Seven Seas Explorer
ラグジュアリー客船
セブンシーズ 
エクスプローラー で航く

添乗員同行  ベニス発　地中海・アドリア海の 
世界遺産めぐりクルーズ 14日間

世界遺産  ピサの斜塔〈イタリア〉
イタリアの名所の一つで、世界遺産に
も登録されているピサの斜塔は、建物
全体が約4度の角度で傾いて立つとい
う世界的に有名な建造物です。

1 船賃がキャンペーン代金適用により
大変お得な旅行代金が実現

2 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 
さらにお1人様 1万円割引

3 水の都「ベニス」を出港し、アドリア海と地中海
に点在する魅力あふれる港町を訪れます

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

セブンシーズ エクスプローラーを所有する 
リージェント セブンシーズクルーズ社の 
船内は完全なるオールインクルーシブ制を採用

〈旅行代金に含まれるもの〉
◦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　◦アルコールを含む飲物代
◦  メインダイニングはもちろん 

スペシャリティレストランでの食事代
◦Wi-Fi 利用（無制限）

おすすめポイント

出発日 早期予約割引適用  添乗員同行

2020年 10月15日㈭～10月28日㈬
日次 スケジュール

1 10/15（木） 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
乗継にてベニスへ
 〈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
乗継にてベニスへ
〈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
にてベニスへ 〈機内泊〉xxr

2 10/16（金） ベニス着 
（イタリア）

［12：00～14：00］着後、専用車にてホテルへ
ホテルチェックイン後、自由行動 〈ベニス泊〉rrx

3 10/17（土） ［午前］添乗員とベニス散策の後、専用車にて港へ

ベニス
［昼頃］  セブンシーズ エクスプローラー乗船 
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 10/18（日） スプリット
（クロアチア）

［10：00］入港　世界遺産    歴史の街スプリット旧市街を
訪ねて 無料（一例）

［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 10/19（月） ドブロブニク
（クロアチア）

［08：00］入港　世界遺産  城壁と旧市街観光 無料（一例）
［23：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 10/20（火） コトル
（モンテネグロ）

［08：00］入港　世界遺産    歴史的な建造物と 
旧市街探訪 無料（一例）

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 10/21（水） コルフ島
（ギリシャ）

［08：00］入港　世界遺産    アヒリオン宮殿と旧市街 
観光 無料（一例）

［16：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 10/22（木） タオルミナ／シチリア島
（イタリア）

［09：00］入港　世界遺産  エトナ山とタオルミナ 無料（一例）
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 10/23（金） ソレント／カプリ島
（イタリア）

［08：00］入港　世界遺産    アマルフィ海岸とポジターノ 
無料（一例）

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 10/24（土） トスカーナ／リボルノ
（イタリア）

［12：00］入港　世界遺産  花の都フィレンツェ観光 無料（一例）
船はリボルノに停泊します 〈船中泊〉QWE

11 10/25（日）

トスカーナ／リボルノ
世界遺産  ピサの斜塔観光 無料（一例）
［22：00］出港 〈船中泊〉QWE

12 10/26（月） ポルトフィーノ
（イタリア）

［08：00］入港　イタリアンリビエラ海岸を訪ねて 無料（一例）
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

13 10/27（火） チビタベッキア／ローマ［08：00］入港　朝食の後、下船
（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（トレビの泉〈下車〉、スペイン 
広場〈下車〉、コロッセオ〈車窓〉）の後、空港へ
［15：00～18：00］ 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

14 10/28（水） 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

※寄港地観光は他のお客様との混乗・英語ガイドとなります。
※  日程表の寄港地観光に添乗員が同行する予定です（コースが変更する場合のございます）。
また、それ以外にも無料の寄港地観光をご用意しています（一部有料）。

■添乗員／同行してお世話いたします（基本的に添乗員は東京より同行します）
■最少催行人員／8名様
■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／（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）

■   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28.5㎡／ベランダ・シャワー付

東京  9007TA 
大阪  9007OA 

898,000円
［630,000円］

G1 デラックス・ベランダ・スイート
約31.5㎡／ベランダ・シャワー付

東京  9007TB 
大阪  9007OB 

938,000円
［670,000円］

E コンシェルジュ・スイート
約38.5㎡／ベランダ・バスタブ付

東京  9007TC 
大阪  9007OC 

1,088,000円
［810,000円］

C
ペントハウス・スイート
約52.1㎡／ベランダ・シャワー付
バトラー（執事サービス）付

東京  9007TD 
大阪  9007OD 

1368,000円
［1,080,000円］

港湾費用 51,200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 258,000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。

※G2とG1は客室の大きさは同一ですが、階数が異なります。Eはコンシェルジュサービス付です。
※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。

※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（26,450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。

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。



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

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グリル料
理レストラン（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
（セブンシーズ エクスプローラーのみ）

アジア料理を取り入れたバラ
エティ豊かな極上のレストラン
（予約制／無料）。

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

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「シャルトリューズ」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。

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

G H
デラックス・ 
ベランダ・ 
スイート
約28～33㎡
ベランダ・シャワー付

C
ペントハウス・
スイート
約36～52.1㎡
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38～38.5㎡
ベランダ・バスタブ付

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）



セブンシーズ ボイジャー
●就航年 2003年（2016年改装） ●全長 204.2m ●乗客定員 700人
●総トン数 42,363トン ●全幅 28.6m ●乗組員定員 447人

セブンシーズ エクスプローラー
●就航年 2016年 7月 ●全長 224m ●乗客定員 750人
●総トン数 55,524トン ●全幅 31m ●乗組員定員 542人

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。

 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-19-12-011

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。

船内での過ごし方

コンステレーション シアター
本格的なミュージカルからシングアロングまで、リ
ージェント専属オーケストラが演奏を担当する素
晴らしいパフォーマンスをご鑑賞ください。

フィットネスセンター
サイクリングマシン、ダンベル、トレッドミル、テクノ
ジム製筋力トレーニングマシン、ワークアウトマット、
ステップベンチなどの設備を完備。

ブティック
高級ハンドバッグやジュアリーから水着やオリジナ
ルのロゴ入り商品、ご友人やご家族へのギフトア
イテムなどを取りそろえています。

オブザベーション ラウンジ
展望ラウンジでは、寄港地に入港、出港する度に
見事な景色をご堪能いただけます。

Serene Spa & Wellness™
マッサージやボディラップから、フェイシャル、マニ
キュア、ペディキュアなど。

コーヒー・コネクション
コーヒー豆はillyを使用。バリスタが香り高いコー
ヒーをお作りします。


