
あ な た に 感 動 の 船 旅 を

出発／入港 到着／出港 宿泊 食事

1 10/ 6（日） 羽田発 エミレーツ航空で
ドバイ（アラブ首長国連邦）乗継にてローマへ

夜 --- 機内泊

2 10/ 7（月） ローマ着 着後、ローマ半日観光へ
（コロッセオ、ベネチア広場等） --- 午後 ローマ泊 夕

3 10/ 8（火）
ローマ 出発までごゆっくりどうぞ 　 ▼チビタベッキア港へ

▼セブンシーズボイジャーに乗船

ご

乗

船

チビタベッキア ［イタリア］ 午後 19:00 船中泊 朝 昼 夕

4 10/ 9（水）
ソレント ［イタリア］

世界遺産 ポンペイ遺跡半日観光
8:00 18:00 船中泊 朝 昼 夕

5 10/10（木）
タオルミナ（シチリア島） ［イタリア］

世界遺産 タオルミナ半日観光
8:00 18:00 船中泊 朝 昼 夕

6 10/11（金） 終日クルーズ（イオニア海クルージング） --- --- 船中泊 朝 昼 夕

7 10/12（土）
エフェソス（クシャダス） ［トルコ］

世界遺産 エフェソス遺跡半日観光
7:00 16:00 船中泊 朝 昼 夕

8 10/13（日）
イスタンブール[停泊] ［トルコ］

世界遺産 トプカプ宮殿とブルーモスク観光
14:00 --- 船中泊 朝 昼 夕

9 10/14（月・祝）
イスタンブール ［トルコ］

世界遺産 アヤソフィアと地下宮殿半日観光
--- 18:00 船中泊 朝 昼 夕

10 10/15（火）
ボズカーザ ［トルコ］

ボズカーザ半日観光
8:00 17:00 船中泊 朝 昼 夕

11 10/16（水）

ピレウス（アテネ） ［ギリシャ］午前下船 --- ---
下船後、世界遺産  デルフィー古代遺跡観光（昼食付） 午前
アポロン神殿はギリシャの残る神殿の中でも最も古いもののひとつで
遺跡の見どころになっています。

▼アテネへ　 午前 午後 アテネ泊 朝 昼 夕

12 10/17（木）
アテネ　アテネ市内観光（アクロポリス、オリンピック競技場、
　　　　 シンタグマ広場等／昼食付） 朝 昼

アテネ空港へ ▼ドバイ乗継にて帰国の途へ 夜 --- 機中泊
13 10/18（金） 成田着 入国・通関手続き後、解散 --- 午後 ---

◦発着地：羽田発成田着／◦最少催行人員数：10名様／◦添乗員：同行いたします
◦食事：朝食10回、昼食10回、夕食10回（機内食は除く）
◦ 朝…朝食 昼…昼食  夕…夕食 …機内食 ／◦利用予定航空会社：エミレーツ航空
◦利用予定ホテル：ローマ…NHコレクション パラッツォチンクェチェント（☆☆☆☆☆）
　　　　　　　　  アテネ…ディバニ カラベル（☆☆☆☆☆）
◦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。

ご旅行代金・諸税などは裏面を参照ください。

チビタべッキア（ローマ）

ソレント

タオルミナ
エフェソス

イスタンブール

ボズカーザ

ピレウス

2019年10月6日（日）〜10月18日（金） 

地中海・エーゲ海の
世界遺産と文化にふれる船旅 13日間 

至福のラグジュアリー・シップ

セブンシーズ・ボイジャー で航く

Cruise H ighlights  おすすめポイント
セブンシーズ・ボイジャーは、全室がスイートルーム
バルコニー・バスタブ付きスイートルームに宿泊
広々としたプライベートバルコニーと特注の家具を備え
大理石をアクセントに優雅な装飾が施されています。（裏面の客船紹介へ）

究極のオールインクルーシブ
船内での飲み物（アルコール・ソフトドリンク）、スペシャリティ・レストランでのお食事、
wi-fi接続、チップまで全てご旅行代金に含まれています。

ラグジュアリーなおもてなし
スタッフ１人に対し、お客様の人数が1〜1.5人という贅沢な比率で、熟練したス
タッフが細部まで行き届いたサービスをお客様にご提供いたします。

充実した観光、ローマ・アテネでは５つ星のデラックスホテルに滞在
南イタリアのソレント、シチリア島のタオルミナ、そして欧州とアジアの
架け橋、イスタンブールと大人気の観光地を巡ります。イスタンブールは
2日間も観光。アテネでは、市内観光に加えてアテネ郊外のデルフィーの
古代遺跡、アポロン神殿の終日観光もお楽しみいただきます。

東京発着
安心の

添乗員同行

（船内：8泊）

1
2
3
4

＊ポンペイ遺跡
ソレント郊外にあるポンペイ遺跡は約2000年前ヴェ
スヴィオ山の火山灰により埋没した古代都市です。
＊タオルミナ
イタリアを代表するリゾートでギリシャ劇場からはイ
オニア山とエトナ山のおりなす絶景が一望できます。
＊エフェソス遺跡
ローマ時代の古代建築物が現存する世界遺産です。
＊イスタンブール
欧州とアジアの架け橋として知られ、6世紀に建造さ
れたドームやトプカプ宮殿など、見所も満載です。

イスタンブール

タオルミナ

エフェソス遺跡

■旅行代金（大人お一人様／２名１室利用）

９８０，０００円〜1，1８０，０００円
	 F／デラックスベランダスイート			 		C／ペントハウススイート

■燃油サーチャージ（目安）	

10,000円	　
今後、原油価格の変動により金額が変更
される場合があります。（基準日：4月１日）



セブンシーズ・ボイジャー
SEVEN SEAS Voyager
SHIP DATA
・全長：204m　・全幅：28.6m　・喫水：7m
・ゲスト：700名　・クルー（乗組員）：447名
・ゲストデッキ数：9　・総トン数：42,363トン
・巡航速度：20ノット　・船籍：バハマ

お問い合わせ・お申し込みは

時間帯の目安

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
4:00 6:00 8:00 12:00 16:00 18:00 23:00 4:00

旅行代金の他、
下記がかかります。

国内空港施設使用料・保安サービス料
（羽田空港／大人） ……… 2,670円
海外空港諸税 …………約9,870円
国際観光旅客税 ………　1,000円
燃油サーチャージ（目安）※10,000円
※2019年4月1日現在の目安となり、
　予告なく変更となる場合があります。

利用予定ホテル

旅行保険加入のおすすめ

安心してご旅行をしていただくた
め、お客様ご自身で保険をかけら
れますようお勧めいたします。ご
希望のお客様には、保険加入手続
きの便宜をおはかりします。詳細
は下記までお問い合わせください。

旅行条件（要約）　ご予約時に旅行条件書（全文）をお渡しいたしますので、ご確認のうえ、お申し込みください。
●お申込金：お一人様につきご旅行代金の20% ●旅行のお申し込みは、所定のお申込書にご記入の上、お申込金を添えてお申し込みください。●お申込金は、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に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、お申込書とお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
トランおよび一部のアルコール飲料は別料金）。船内でのチップ、租税・手数料および港湾費用　●旅行代金に含まれないもの（前項のほか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
ル等の飲料の代金、クリーニング、電話通話料ならびにインターネット使用料 ②追加の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・解散場所への交通費ならびに宿泊費
用　●旅行条件基準日：2019年4月１日

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に関する
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、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。

取消料について

取消日 取消料

旅行開始日の
前日より起算

120日前～91日前 旅行代金の7.5%
90日前～61日前 旅行代金の25%
60日前～31日前 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%

究極のオールインクルーシブ
I t's all  I ncluded.
世界で最もラグジュアリーな客船のひとつ、セブンシーズ・
ボイジャーは、一般的なクルーズでは有料であるスペシャリ
ティ－レストランの利用料、船内でのチップ、wi-fi接続料、高
級なワインやスピリッツ、さらに寄港地観光に至るまで代金に
含まれる真のオールインクルーシブ・サービスを提供します。

卓越したダイニング
I t's all  I ncluded.
船内には4つの高級レストランがあります。フラッグシッ
プ・レストランの「コンパス ローズ」は、朝食やディナーに
ご利用いただけます。ヨーロッパ料理をはじめ、選りすぐ
りの美食をお楽しみいただけます。お好きな時間にお越し
ください。

セブンシーズ・ボイジャー
SEVEN SEAS Voyager

	F／	デラックスベランダスイート	（33m2）
・ウェルカムシャンパン（ボトル）と新鮮なフルーツ
・欧州規格キングサイズの特製エリートスランバーベッド
・ロクシタン「メール&ミストラル」のバスアメニティ
・リージェントバスローブとスリッパ
・インタラクティブ薄型テレビと直通衛星電話
・金庫付きのウォークインクローゼット　・化粧台とドライヤー
・プライベートバルコニー (うち5m2)　・大理石のバスルーム
・リビングエリア　・24時間対応のルームサービス　
・お客様のお好みにあわせたミニバー　・靴磨きサービス　など

C／	ペントハウススイート	（36m2〜41m2）
・デラックスベランダスイートのすべてのアメニティを完備
・プライベートバルコニー (うち7m2～13m2)　
・お客様のご要望にお答えする専任のバトラー
・ゲランのバスアメニティと無香料の男性用シェービングキット
・乗船日の無料のプレスサービス
・自由に選べる枕の種類　・お好みに合わせた文房具　
・専任のバトラー・サービス　

この広告の掲載画像はすべてイメージです。

観光庁長官登録旅行業 第1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
〒104-0061 東京都中央区銀座 8-8-1 第 7 セントラルビル 7 階

ご旅行代金（2名1室利用／お1人様）

F／デラックスベランダスイート（33m2） C／ペントハウススイート（36～41m2）

980,000円 1,180,000円

コンステレーション シアター アトリウム

ディバニ カラベル
（５つ星／アテネ）

NHコレクション パラッツォ
チンクェチェント（５つ星／ローマ）


