
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年４月２８日(火)～５月１１日(月) 

2020年ゴールデンウイーク 
オーシャニア・リビエラで航く 
西地中海周遊 14日間 

 

 

SHIP DATA 

■就航：201２年就航（2015年改装） 

■全長：239.24ｍ  

■全幅：32.２ｍ ■乗客定員：1,250人 

■乗組員：800人 ■総トン数：66,084 ﾄﾝ  

 

 

※リラックスできる上級プレミアム船。 
※全室、バルコニーとバスタブ付き。 
※船内日本語対応の係員が乗船予定。 
※船内の無制限インターネット利用可能。 
※正装不要、夕食時のドレスコードはフォーマルなし、 
インフォーマルでカジュアルな気分を楽しむクルーズ。 

※食事には自信あり！洋上で楽しめるグルメの数々 
※メインレストランの他にイタリアン、ステーキハウス、 
フレンチなど本格レストランが無料。 

※船上クレジット（船内で利用できるお小遣い） 
1 室ＵＳ＄100 付き、船内でご自由にご利用可能。 

オーシャニアクルーズ おすすめのポイント 

添乗員 

同行 

グランドダイニング（メインダイニング） 

コンシェルジュ（中央ホール） 



【ご旅行条件】 
■発着地：羽田空港  
■最少催行人数： 10 名 
■添乗員：同行します。 
■食事：朝 12 回、昼 11 回、夕 11 回 
■航空会社：ブリティッシュ・エアウェイズ 
■利用ホテル：バルセロナ：メリア バルセロナ サリナ 
          ローマ：NH パラッツォチンクエチェント 

※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もあります 

がございます。予めご了承ください。 

日次 月日(曜) 都市名 時間 交通機関 日程 食事

1 4月28日 羽田空港 午前 航空機 ブリティッシュ・エアウェイズにてロンドン経由
（火） バルセロナ 夜 バルセロナへ。到着後、専用車にて 昼：機内　

市内ホテルへ　　　　　　　　（宿泊先：ホテル泊） 夕：機内

2 4月29日 ホテルにて朝食 朝：ホテル

（水） 日本語ガイドによるバルセロナ観光　
サグラダファミリア入場など

バルセロナ 23:00 リビエラに乗船 昼：船内

出港　　　　　　　　　　　　　　（宿泊先：船内泊） 夕：船内　

3 4月30日 パラモス 8:00 入港 朝：船内　

（木） （スペイン） ※パラモス観光 昼：レストラン

18:00 出港　　　　　　　　　　　　　　（宿泊先：船内泊） 夕：船内　

4 5月1日 マルセイユ 8:00 入港 朝：船内　

（金） （フランス） 日本語ガイドによるエクサンプロヴァンス観光 昼：船内

ミラボー広場周辺散策など
19:00 出港　　　　　　　　　　　　　　（宿泊先：船内泊） 夕：船内　

5 5月2日 モンテカルロ 8:00 入港 朝：船内　

（土） （モナコ） 日本語ガイドによるモナコ観光 昼：船内

大聖堂、大公宮殿など
23:00 出港　　　　　　　　　　　　　　（宿泊先：船内泊） 夕：船内　

6 5月3日 サントロペ 8:00 入港 朝：船内　

（日） （フランス） 南仏の高級リゾート地、サントロペの散策 昼：船内

18:00 出港　　　　　　　　　　　　　　（宿泊先：船内泊） 夕：船内　

7 5月4日 リボルノ 8:00 入港 朝：船内　

（月） 専用車でシエナとサンジミニャーノへ
（イタリア） 英語ガイドによるシエナ大聖堂や72本の塔が立ち並ぶ 昼：レストラン

中世の街、サンジミニャーノ観光
20:00 出港　　　　　　　　　　　　　　（宿泊先：船内泊） 夕：船内　

8 5月5日 朝：船内　

（火） 終日航海 昼：船内

　　　　　　　　　　　　　　　　　（宿泊先：船内泊） 夕：船内　

9 5月6日 バレッタ 8:00 入港 朝：船内　

（水） （マルタ） 日本語ガイドによるバレッタ観光 昼：船内

騎士団長の宮殿、聖ヨハネ大聖堂など

18:00 出港　　　　　　　　　　　　　　（宿泊先：船内泊） 夕：船内　

10 5月7日 メッシーナ 8:00 入港 朝：船内　

（木） （イタリア） ※タオルミナ観光 昼：船内

ギリシャ劇場、コルヴァヤ館など
18:00 出港　　　　　　　　　　　　　　（宿泊先：船内泊） 夕：船内　

11 5月8日 ソレント 8:00 入港 朝：船内　

（金） （イタリア） ※カプリ島観光（青の洞窟など） 昼：レストラン

18:00 出港　　　　　　　　　　　　　　（宿泊先：船内泊） 夕：船内　

12 5月9日 ローマ 午前 朝食後、下船 朝：船内　

（土） （イタリア） 専用車にてローマ市内観光　 昼：レストラン

コロッセオ入場など
夜 　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宿泊先：ホテル泊） 夕：市内　

13 5月10日 ローマ 午前 航空機 朝食後、専用車にて空港へ 朝：ホテル

（日） ブリティッシュ・エアウェイズにてロンドン経由 昼：機内

帰国の途へ 夕：機内

14 5月11日 羽田空港 朝 ご到着・通関後に解散、お疲れ様でした。
（月）

※印　船会社主催の混乗ツアー（英語ガイド）

■スケジュール

リビエラ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※旅行代金の他、次の追加費用が別途掛かります 
※寄港料及び手数料 57,000 円、政府関連諸税 17,000 円、 

羽田空港施設使用料及び国際観光税：3,670 円、 

 海外空港諸税：19,000 円、燃油サーチャージ：21,000 円、 
船内チップ：26,000 円 

※上記、追加費用は為替変動によって金額が異なります。税額、 

及び船内チップは、2019 年 12 月現在のものとなります。 
予告なく変更となる場合がございます。 

 

2020年ゴールデンウイーク オーシャニア・リビエラで航く  
西地中海周遊 14日間 

海側バルコニー客室一例 

ペントハウススイート客室一例 

海側バルコニー 海側コンシェルジュ ペントハウススイート

バルコニー　バスタブ付き バルコニー　バスタブ付き バルコニー　バスタブ付き

キャビンの広さ 約26㎡/７階 約26㎡/９階 約39㎡/9,10階

ご旅行代金 938,000円 998,000円 1,188,000円

1人部屋追加代金 400,000円 450,000円 560,000円

ビジネスクラス追加代金

ご旅行代金（お1人様/2名1室利用）

客室タイプ

設備

498,000円

91日前まで 無料

90日前～76日前 旅行代金の12.5％

75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 旅行代金の50％

旅行代金の100％

取消料について

旅行開始後、または無連絡不参加

旅行出発日の前日

から換算して


