ミルフォード・サウンド

成田発着
安心の

添乗員同行

ニューイヤー
ニュージーランドクルーズ 10 日間
エクスプローラー
ドリームで航く

（船内：7 泊）
■ 旅行代金
（大人お一人様／2 名1室利用）
燃油サーチャージが l 含まれます

548，
０００円〜
インテリア ステートルーム（内側）

978,０００円
パレス デラックススイート

エクスプローラー・ドリーム
・全長：268m ・全幅：32m
・ゲスト：1,856 名 ・客室数：928 室
・デッキ数：13 ・総トン数：75,338トン
・巡航速度：20ノット ・船籍：バハマ

1
2
3
4
5

おすすめポイント

日次

ニュージーランド南島・北島の大自然を楽々周遊

成田発 カンタス航空でブリズベーン
（オーストラリア）乗継にてオークランドへ

世界遺産フィヨルドランド国立公園の絶景を船上から堪能できます。

2019 年３月に生まれ変わったクルーズ船に乗船
大改装して生まれ変わったクルーズ船です。
ドレスコードがないので、気軽にクルーズライフを楽しめます。

出発／入港 到着／出港

スケジュール／寄港地

1 12/28（土）

2 12/29（日）

3 12/30（月）

ブリズベーン発
オークランド着

夜

---

早朝
---

午前
午後

宿泊

食事

機内泊

到着後、オークランド港へ
エクスプローラードリームに乗船
［ニュージーランド］ 午後乗船 21:00 船中泊
オークランド
ベイ・オブ・アイランズ［ニュージーランド］
半日観光（ワイタンギトゥリティーグランド、 7:00
17:00 船中泊

夕
朝昼 夕

ハルルの滝、パイフィアタウン）

船上で 2020 新年を迎えます

4 12/31（火）

船上で迎える年末年始をお楽しみいいただけます。
5

専用車で日本語ガイドの案内で寄港地観光

2020 年
1/1（水）

終日クルーズ
ミルフォードサウンド（クルージング）
ダウトフルサウンド（クルージング）

船中泊

朝昼 夕

船中泊

朝昼 夕

6:30

14:30 船中泊

朝昼 夕

8:30

16:30 船中泊

朝昼 夕

6:00

14:00 船中泊

朝昼 夕

--午前
午後

--午前
午後

世界遺産 ミルフォードサウンドなど、山々や

ご 森林、複雑に入り組んだ入江が美しい大自
然と野生動物の宝庫を周遊します。

乗 ダニーデン

添乗員が同行します

［ニュージーランド］

半日観光（ボールドウィンストリート、オタ

6 1/2（木）

船 ゴ大学、ダニーデン駅、ボタニックガーデン、
シグナルヒル）

ベイ・オブ・
アイランズ

ウェリントン

7 1/3（金）

［ニュージーランド］

半日観光（ヴィクトリア山、ケーブルカー乗車、

ニュージーランド国立博物館）
オークランド

チョコレート博物館）
［ニュージーランド］ 午前下船

オークランド

ウェリントン

---

下船後、 市内観光へ。
（ハーバーブリッジ、パーネル歴史遊歩
道、植物園のウインターガーデン見学、オークランド博物館）
※レストランにて昼食、ホテルにて夕食となります。

9 1/5（日）
ダニーデン

［ニュージーランド］

半日観光（ワイナリー見学、シルキーオーク

ネイピア

ミルフォード・
サウンド
ダウトフル・
サウンド

ネーピア

8 1/4（土）

オークランド泊
オークランド発 早朝、空港へ
ブリスベーン着 / 発

ベイ・オブ・アイランズ

12 1/6（月）

朝

ブリスベーン乗継にて帰国の途へ
成田着 入国・通関手続き後、解散

---

ホテル泊

朝昼 夕

午前

午前

---

---

夕刻

◦発着地：成田／◦最少催行人員数：15 名様／◦添乗員：成田空港より同行いたします
◦食事：朝食 7 回、昼食 7 回、夕食 8 回／◦ 朝 …朝食 昼 …昼食 夕 …夕食
…機内食
◦利用予定航空会社：カンタス航空（エコノミークラス）
◦利用予定ホテル：オークランド…スタンフォードプラザ・オークランド
◦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。
◦寄港地観光は専用車にて、日本語ガイドがご案内いたします。

時間帯の目安
ダニーデン駅 c David Wall/Tourism NZ

早朝

ウェリントン

4:00

朝
6:00

あ な た に 感 動 の 船 旅 を

午前
8:00

午後
12:00

夕刻
16:00

夜
18:00

深夜
23:00

4:00

スパ

ゾディアックシアター

船内はアジアと
ヨーロッパ のテイストが 融 合
エクスプローラー・ドリームは、クルーズの新しい
スタイルの客船として 2019 年にデビューしました。
アジア太平洋地域で最速を誇るこの客船は、アジア
やイタリアなどのヨーロッパのテイストが融合した
インテリアで統一されています。ワールドクラスの
エンターテインメント・ショー、多彩なアクティビ
ティ、船内 15 のレストラン＆バーでは受賞歴のある
アジア料理など世界の味覚をお楽しみいただけます。
ドリームダイニング（メインダイニング／無料）

グランド・ロビー

ウミウマ

ホットポット

（日本料理／有料）

（火鍋／有料）

エクスプローラー ドリーム 客室
パレス デラックス スイート
（バルコニー付）37m2・最大4名様

1キングサイズ ＋ 1ダブルソファーベッド
＊24時間対応のバトラーサービス＊レストラン・スパ
＊プール等のプライベートエリア利用＊パレス専用レス
トラン＊バー・レストランのプレミアムドリンクパッケー
（一部除く）＊WIFI標準パッケージ＊ゾディアックシア
ター＊ショー鑑賞の優先席＊ウェルカムミニバー 等

モッツアレラ リストランテ＆ピザ
（イタリア料理／有料）

シルクロード
（中国料理／有料）

バルコニー ステートルーム

（バルコニー付）18m2・最大4名様

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。

ご旅行代金（2 名 1 室利用／お 1 人様）

取消料について
取消日

取消料
45 日前〜 15 日前

旅行開始日の
14 日前〜 8 日前
前日より起算
7 日前〜当日まで

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の他、右記がかかります。

※ 2019 年 7 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。

オーシャンビュー ステートルーム

（海側）13m2・3〜4名様まで

旅行代金の 15%
旅行代金の 25%

パレス デラックス スイート

オーシャンビュー

（37m2）

ステートルーム（海側 13m2）

978,000 円

598,000 円

バルコニー ステートルーム

インテリア ステートルーム

（18m2）

（内側 12m2）

638,000 円

548,000 円

旅行代金の 50%
旅行代金の 100%

成田空港使用料 …………………
海外諸税…………………………
国際観光旅客税 …………………

2,610 円
5,070 円
1,000 円

インテリア ステートルーム

（内側）12m2・3〜4名様まで

利用予定ホテル

スタンフォードプラザ・オークランド

燃油サーチャージ ……………… 旅行代金に含まれています
港湾税…………………………… 20,000 円
船内チップ（お一人様 1 泊あたり） 21シンガポールドル（約 1,700 円）

◦ 2019 年 10 月 1 日入国分より、ニュージーランド渡航に対し、日本出国前に電子査証（ETA）取得及び環境保護・観光税が必要となります（予定）。

旅行条件（要約）
●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：①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
ストランおよび飲み物は別料金）
。②日程表にある食事代③ホテル宿泊費④航空運賃⑤日程表にある陸上移動費用●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：2019 年 7 月１日

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業 第1種 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
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。
掲載画像はすべてイメージです。
写真提供：Tourism NZ（ミルフォード・サウンド：©Rob Suisted ダニーデン：© David Wall）

お問い合わせ・お申し込みは

