
あなたに感動の船旅を

エメラルド・プリンセスで航く
エーゲ海・アドリア海・地中海クルーズ 12日間 
〜スケッチや写真撮影に適した街歩きが楽しいエリアを巡るクルーズ旅〜

東京発着 2019年9月12日（木）〜23日（月・祝）

450,000円〜530,000円
（内側） （海側バルコニー）

※スケジュールは、天候・現地事情などにより変更になる場合がございます変更なる場合がございます。予めご了承ください。
※寄港地・上陸地は天候などの理由により変更または抜港となる場合があります。　●入場観光　◎下車観光
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船内7泊
安心の
添乗員同行

プレミアムクラス船

1. スケッチや写真撮影に適した場所に
ご案内してフリータイムを多くとり、 
ご自由にスケッチ、写真撮影、街歩き
をしていただけます。

2.船上からの風景スケッチ・写真撮影
をお楽しみください。

3.アテネ、バルセロナは1泊滞在して
観光、ショッピングも楽しめます。

おすすめのポイント

描いてみたくなる、撮影したくなる 
風景の数々、クルーズだからこそ 
一度に訪れることができます！

SHIP DATA ～エメラルド・プリンセス～
■就航：2007年(2015年改装) 
■全長：290ｍ　■全幅：36ｍ
■乗客定員：3,080人　■乗組員：1,200人
■総トン数：113,561トン 　■船籍：バミューダ

日次 日程 都市名 時間 スケジュール・食事

1 9/12
（木） 羽田 夜 羽田空港に集合・チェックイン 【機中泊】 -  - 機

2 9/13
（金）

羽田発 深夜
午前
午後

エミレーツ航空でドバイへ
ドバイで乗り継ぎアテネへ
着後、ホテルへ 【アテネ泊】 夕機機

3 9/14
（土）

アテネ
（ギリシャ）
ピレウス港

午前

夕方
19:00

アテネ市内観光後、ピレウス港へ
（● 世界遺産 アクロポリス）
アナフィオティカ地区を散策します
エメラルド・プリンセスに乗船
出港 【船中泊】 夕朝
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4 9/15
（日）

サントリーニ島
（ギリシャ）

07:00

19:00

入港/テンダーボートで上陸
専用車でイアとピルゴスヘ
フィラへ ショッピングします
出港 【船中泊】 夕 -朝

5 9/16
（月・祝） 終日航海 - エーゲ海からアドリア海へクルージング 【船中泊】 夕昼朝

6 9/17
（火）

コトル
（モンテネグロ）

07:00

15:00

入港/テンダーボートで上陸
世界遺産 コトルの街を散策します
出港 【船中泊】 夕昼朝

7 9/18
（水）

メッシーナ／
タオルミナ

（イタリア）
シチリア島

12:00

20:00

入港
専用車でタオルミナへ
出港 【船中泊】 夕昼朝

8 9/19
（木）

ナポリ／
ポジターノ

（イタリア）

07:00

19:00

入港
専用車でアマルフィー海岸 ポジターノへ
出港 【船中泊】 夕昼朝

9 9/20
（金） 終日航海 - 地中海をクルージング 【船中泊】 夕昼朝

10 9/21
（土）

バルセロナ
（スペイン）

朝 入港・下船　世界遺産 バルセロナ観光
（◎サグラダファミリア、●グエル公園、◎カサ・ミラ）
 【バルセロナ泊】 夕 -朝

11 9/22
（日）

バルセロナ発 午前

午後

自由行動
バルセロナ空港へ
バルセロナ発 【機中泊】 機 -朝

12 9/23
（月・祝）

ドバイ発
成田着

深夜
午後

ドバイで乗り継ぎ成田空港へ
着後、通関手続き後、解散。

 -

ご旅行条件

■出発地 ：東京（羽田）
■添乗員 ：同行いたします。
■利用予定航空会社：エミレーツ航空
■食事 :朝9回、昼5回、夕9回
■最少催行人員：10名様
■利用予定ホテル：【アテネ】…スタンレーホテル、ウィンダム  

グランドホテル、ラディソン ブルーパーク
【バルセロナ】…アバサンツホテル、セネター 
バルセロナスパ、HCC リージェント

旅行代金（大人お一人様／2名1室利用）

燃油サーチャージ　21,000円
※今後原油価格により増減することがございます。燃油サーチャージ
　諸税等が別途必要です。詳しくは裏面をご覧ください。



お 問 い 合 わ せ ・ お 申 込 み は （ご予約時に旅行条件書〈全文〉をお渡ししますので、ご確認のうえ、お申込みください。）

〈本誌掲載の写真はすべてイメージです〉

受託販売

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの責任者です。この旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

旅行企画・実施：観光庁長官登録旅行業 第一種 第２０１０号　日本旅行業協会（JATA）会員

株式会社クルーズバケーション

●お申込金：お一人様につきご旅行代金の20％　旅行のお申込みは所定のお申込書にご記入のうえ、申込金額を添えてお申込みください。申込金は旅行代金または、取消料
もしくは、違約料の一部として充当します。●この旅行は株式会社クルーズバケーション（以下当社）が企画・募集し実施する企画旅行です。この旅行に参加されるお客様は当社
と募集型企画旅行契約を締結することになります。募集型企画旅行は当社が契約の締結を承諾し、申込書と申込金をいただいた時に成立します。●旅行代金に含まれるもの：クルー
ズ代金（クルーズ期間中の船内における全食事を含む。但し有料レストランおよびアルコール等一部の飲み物は別料金）●旅行代金に含まれないもの（前項の他は旅行代金に含ま
れていません。その一部を例示します）：①アルコールなどの飲料の代金、クリーニング、電話料、インターネット通信料②追加飲食など個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・
サービス料③ご自宅から集合・解散場所までの交通費や宿泊費用 ④船内でのチップ ⑤租税・手数料および港湾費用 ●旅行条件基準日：2018年11月15日

旅行条件（要約）

旅行保険加入のおすすめ
海外募集型企画旅行契約約款特別補償規定
により、当社はお客様がご旅行中にこう
むられた損害については一定の範囲で 
補償させて頂きますが、傷害・疾病死亡等
については補償致しません。安心して 
ご旅行頂くためにお客様ご自身及び 
携行品等に必ず保険をかけられますよう 
お勧め致します。

旅行開始日
から起算して
さかのぼって

60日前まで 無料
59日前～45日前まで 旅行代金の10%
44日前～15日前まで 旅行代金の25%
14日前～8日前まで 旅行代金の37.5%
7日前～当日 旅行代金の50%

旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%

■取消料 

ご旅行代金（おひとり様／2名1室・エコノミークラス利用）
内側

（シャワー付：約15㎡）
海側（一部視界が遮られます）
（シャワー・窓付：約15～20㎡）

海側バルコニー
（シャワー・バルコニー付：約20～26㎡）

450,000円
（140,000円）

470,000円
（150,000円）

530,000円
（210,000円）

～エメラルド・プリンセス～
イタリアのピアッツァ（広場）の魅力感じる吹き抜け
のアトリウム。プールは4ヵ所、プールサイドに設置 
された巨大な液晶スクリーン「ムービーズ・アンダー・
ザ・スターズ」では世界の名画を上映。

主なスケッチ&写真撮影ポイント
■アテネ 
アナフィオティカ地区（エーゲ海のアナフィ島の移民が建てたキク
ラデス諸島スタイルの居住区）

■サントリーニ島 
イア（青いドームのある可愛い村） 
ピルゴス（静かでのどかな村）

■コトル（モンテネグロ） 
正門（都市国家コトルは城壁に囲まれている。正門は『海の門といわれ、
コトル湾に面している』） 
聖ルカ教会（ロマネスクとビザンチンの様式が混ざり合っているのが
特徴） 
時計台（コトルのシンボルになっている建物）

■メッシーナ（シチリア島） 
ベルタワー（メッシーナのシンボルのからくり時計） 
タオルミナ（映画“グランブルー”で有名なリゾート地）

■ナポリ 
アマルフィー海岸・ポジターノ（海に向かって切り立った断崖からの
美しい風景）

■バルセロナ 
グエル公園（ガウディの作品郡の一つバルセロナの町が一望できる） 
カサミラ（ガウディの設計による建築物でグエル公園と共に世界遺産） バルセロナ（イメージ）

（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）

ナポリ（イメージ）

メッシーナ（イメージ）コトル（イメージ）

サントリーニ島（イメージ）アテネ（イメージ）

世界
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世界
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世界
遺産

世界
遺産

旅行代金の他、次の追加費用が別途掛かります
政府関連諸税 ………………………………………………………………………………………………11,500円
船内チップ（船上にてお支払い） ……………………………………………………………… 1泊あたり13.50ドル
入港税 ………………………………………………………………………………………………………20,000円
航空保険料 ………………………………………………………………………………………………… 2,280円
国内施設利用料 …………………………………………………………………………………………… 2,670円
海外諸税 …………………………………………………………………………………………………… 5,270円
国際観光旅客税 …………………………………………………………………………………………… 1,000円
燃油サーチャージ ……………………………………………… 21,000円（2018年12月10日）今後の原油価格により増減することがあります

※ 追加費用は為替変動によって金額が異なります。金額はご出発30日前迄に確定し、ご案内申し上げます。

※（　）内はお一人様利用追加代金

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
4:00 4:006:00 8:00 12:00 16:00 18:00 23:00

時間帯の目安


