
2020 年 12 月 26 日（土）～  2021 年 1 月 3 日（日）

ニューイヤーを洋上で迎える！

神秘のオーロラクルーズ９日間

写真はイメージです。

株式会社クルーズバケーション
あなたに感動の船旅を

添乗員同行

街明かりの無い洋上で空を眺めますので、 オーロラを
鑑賞するには絶好のロケーションです！　オーロラが
見えるまで船内で寛ぐこともできますので、 寒さで
待ちきれないといったこともございません。 オーロ
ラが出現したら 『オーロラ ・ アナウンス』 でお知らせ 

北極圏を航行！　陸路では見られないフィヨルドの
絶景も船の上から近くに見ることが出来ます。 
（極夜のため暗い海域を航行する時間帯もござい
ます。） 

ノルウェー沿岸の人々の暮らしを支える貨客船で
クルージング！通常の観光旅行とは違い、 よりその
土地の人々の暮らしぶりを肌で体験できる航海を
ご満喫いただきます。

ノルウェーの西海岸、南のベルゲンから北のキルケネスまで
約 2,400km、大小 34 の港に寄港しながら 12日間かけて往復
しています。（11隻の船で 365 日運航）主要な港のほか、住
民や貨物が乗降するだけの小さな港にも寄港し、沿岸住民の
生活の足として欠かせない定期船。フィヨルドの絶景に恵ま
れた航路は『世界で最も美しい船旅』と謳われ、観光客船と
しても世界中の人々から人気を集めています。

旅 行 代 金
（カテゴリ/ポーラーアウトサイド客室） （カテゴリ/アークティックスーペリア客室）

623,000        678,000円 ～   　　　　　　 　 円
燃油サーチャージ 28,000円（20/3/1現在）※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
船内チップ・港湾税・空港税等諸税が別途必要です。詳しくは裏面をご覧ください。

２名１室お一人様

旅 行 代 金
（カテゴリ/ポーラーアウトサイド客室） （カテゴリ/アークティックスーペリア客室）

623,000        678,000円 ～   　　　　　　 　 円
燃油サーチャージ 21,000円（20/3/1現在）※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
船内チップ・港湾税・空港税等諸税が別途必要です。詳しくは裏面をご覧ください。

２名１室お一人様

オーロラは自然現象の為、天候、気象状況によりご覧いただけない場合がございます。その場合でも旅行代金の返金はございません。オーロラは自然現象の為、天候、気象状況によりご覧いただけない場合がございます。その場合でも旅行代金の返金はございません。
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※  天候等の理由により、寄港順序や寄港時間が変更になる場合がございます。
※  オーロラは自然現象の為、天候、気象状況によりご覧いただけない場合がございます。

お 問 い 合 わ せ ・ お 申 込 み は （ご予約時に旅行条件書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。

旅行契約の解除日（弊社営業時間外は翌営業日になります。） 取消料

旅行開始日
から起算して
さかのぼって

76日前まで 無料

75日前～31日まで 25％

30日前～当日まで 50％

旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100％

■ 旅行代金の他、次の追加費用が別途掛かります。 ■ 取消料について　フライ＆クルーズ約款

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。

旅行代金
2名１室お一人様（　）内は１名１室利用の追加代金

●お食事：朝食７回、昼食６回、夕食５回　●最少催行人員：20名様　●添乗員：同行します。　●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。●利用予定航空会社：スカンジナビア航空・
フィンランド航空または、日本航空　●利用予定ホテル：サーリセルカ：サンタズ・ホテル・トゥントゥリ、リエコンリンナ、ホリデークラブ、マヤタロ、サー
リセルカインのいずれか　ベルゲン：ラディソン・ブル・ロイヤル・ホテル・ベルゲンまたは同等クラス　●旅行代金に含まれるもの  ①クルーズ代金  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  ①クリーニング・WiFi接続料・電話代金  ②追
加飲食等個人的性質の諸費用及び、それに伴うチップ  ③ご自宅から集合・解散場所までの交通費や、宿泊費用  ④料金表追加費用の各項目　●旅行条件基準日
：2020年3月1日　●パスポートの有効期限はご旅行終了時点から６カ月以上有効のものが必要です。

利用船舶利用船舶

ポーラリス号  (MS POLARLYS)
総トン数：11,341トン
全長：123ｍ　全幅：19.5ｍ
就航年：1996年
改装年：2016年
巡航速度：15ノット
デッキ数：７デッキ
乗客定員：619名

アークティックスーペリア客室（ダブルベッド）／Arctic Superiorアークティックスーペリア客室（ダブルベッド）／Arctic Superior

678,000円
円（250,000   ）

約15-20㎡（２～４人用）
●ダブルベッド、ソファー付
●テレビ
●シャワー・トイレ

ポーラーアウトサイド客室（ツインベッド）／Polar Outside ポーラーアウトサイド客室（ツインベッド）／Polar Outside 

623,000円
円（194,000   ）

約13㎡（２人用）
●ツインベッド、ソファー付
●シャワー・トイレ

OP  ：オプショナルツアー

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
〒104-0061
東京都中央区銀座8-8-1 第７セントラルビル７階

電話 03-6274-6171
（土曜・日曜・祝日定休　　　　　　　　　　　営業時間  09:30-17:30）
E-Mail ： dis@cruisevacation.jp
ホームページ： http://www.dis-cruise.com

 旅行代金のお支払いには各種クレジットカードが
ご利用いただけます。

総合旅行業務取扱管理者：西口正人

● 政府関連諸税＆船内チップ…………………………… 港湾税等諸税は含まれます。　船内チップ基本不要

● 国内空港使用料 …（成田）大人2,660円　小人1,600円（羽田）大人2,610円　小人1,300円（20/3/1現在）

● 国内線追加代金 ……………………………………… 大阪・名古屋 福岡・札幌他 30,000円（往復）20,000円
国内空港でお乗り継ぎの場合、国内空港使用料290～450円（片道）が別途加算されます。

● 航空燃油サーチャージ ……………………………… 21,000円（3/1 現在）

● 海外空港税 …………………………………………… 7,600円（3/1 現在）
● 国際観光旅客税 ……………………………………… 1,000円（3/1 現在）

オー
ロラ
チャ
ンス
！

※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。
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大阪・名古屋・福岡・千歳等地方空港発
羽田または成田空港着
羽田または成田空港出発
ヘルシンキ（フィンランド）着
お乗り継ぎ
ヘルシンキ発
イヴァロ（フィンランド）着
専用車にてサーリセルカ村のホテルへ
専用車にて港へ（所要時間４時間：時差１時間）
キルケネス着
フッティルーテンに乗船、5泊6日のクルーズに出発
　　　　　　　　　　　　　　   　　
ハンメルフェスト寄港
OP   凍った世界へ
ハンメルフェスト出港
ハンメルフェスト→トロムソ
荒々しい岩山の絶景が続きます。
トロムソ寄港
OP   ミッドナイト・コンサート
トロムソ出港
ハシュタ寄港
OP   人気のコース！ヴェステローレン諸島を知る
ハシュタ出港
ストークマルクネス寄港
OP   フッテイル－テン博物館
ストークマルクネス出港
夕刻:「絵葉書の中に入っていくよう」と形容され、世界
中のカメラマンを魅了するラフテスンデ海峡を通過
スヴォルヴァール寄港
OP   乗馬体験や、漁師町徒歩観光など
スヴォルヴァール出港
午前:北極圏(北緯66度33分)を通過。
サンネスショーエン寄港
小さな港町・ショッピングセンターがございます。
サンネスショーエン出港
午後:セブンシスターズの雄大な風景をご堪能下さい。
ブレンネイスン寄港
自称ノルウェー１美味しいアイスクリームが食べられる！
ブレンネイスン出港
トロンハイム寄港
中世の面影を残す大学町トロンハイムに寄港
OP   トロンハイムとニーダロス大聖堂
トロンハイム出港
　船内で新年をお祝いしましょう！！
ベルゲンの入り口の群島など、美しい眺めをお楽しみ頂き
船旅の終了です。
ベルゲン入港・下船
専用車でホテルへ
専用車で空港へ
ベルゲン空港発
ヘルシンキ（フィンランド）着
お乗り継ぎ
ヘルシンキ（フィンランド）発
羽田または成田空港着
地方空港発着の方は国内線お乗り換え
大阪・名古屋・福岡・千歳等地方空港着
到着後解散。お疲れ様でした。
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ビジネスクラス追加代金  ６９８，０００円／名 日本～ヨーロッパ乗継空港間ヨーロッパ内お乗り継ぎ
便はエコノミークラスになる場合がございます。


