
より上質な船旅を
「洋上最高の美食」「厳選された旅体験」「小型客船ならではのラグジュアリー」

オーシャニア・リビエラ

オーシャニアクルーズの魅力

1. 正装不要でラグジュアリーな体験と
 最高のコストパフォーマンス

Oceania RIVIERA / SHIP DATA
●就航 ： 2012年　●改装 ： 2019年
●総トン数 ： 66,084トン　●全長 ： 239.24m
●乗客定員数 ： 1,250人　●船籍 ： マーシャル諸島 

オ シ ニアクルーズャー
地中海・エーゲ海

2022-23

　正装（フォーマル）を廃止したオーシャニアでは、ディナーも、パーティも、イベント
も、カジュアルなスタイルで構いません。クルー1人に対する乗客数が、1：1.56～
1.76と高くラグジュアリー船クラスのきめ細やかな洗練されたサービスと自慢の美食
が、プレミアム船の価格で体験できる高いコストパフォーマンスが人気です。

3. お好きな時間にお好きな席で楽しむ
 「洋上最高級の美食」

　オーシャニアクルーズは、洋上最高級のレストランと呼ばれるほどお食事に定評
があります。大型客船では当たり前になっている時間指定もありませんので、気分や
体調に合わせてお好きな時間にお召し上がりいただけます。数々のスペシャリティ・
レストランはすべて追加料金無しでお召上がりいただけます。

2. ストレスなしの快適なクルーズライフ
　ラグジュアリー客船並みのゆったりとしたスペースが確保されている船内では、行列が
できたり、レストランが混み合ったりすることはありません。客室の94%がベランダ付きで、
ほぼ全ての客室にバスタブがついている点も、日本のお客様に人気な理由のひとつです。

4. 選べる特典『Oライフ（オーライフ・チョイス）』
　全コースWi-Fiフリー（1部屋に1アカウント）の他に、選択制のオールインク
ルーシブを導入しているため、観光重視の方や、アルコールを毎晩楽しまれる方
など、お客様の過ごし方に合ったオプションを無料で選択することができます。

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。）

旅行企画・実施

●料金
料金は2名1室ご利用時のおひとり様分です。料金は乗船チケット契約書に
記載されている規定に従い、前払金、個人的経費、追加の施設やサービス利
用料は含まれません。また、寄港地ツアー、地上でのお食事、手荷物の輸送、
チップ、通常のメニューに含まれないお飲み物、ランドリーサービス、スパト
リートメントを含むその他のアメニティやサービスも含まれません。クルーズ
に関連した政府手数料および税金は、料金に含まれています。
●お申込金およびお支払い
出港の120日より前にご予約された場合、ご予約の確定には、オーナーズス
イート、ビスタスイート、オーシャニアスイートはお一人様あたりクルーズ料
金の20%、その他の客室のお客様はUS$750のお申込金が必要です。グ
ランドボヤージュはおひとり様あたりUS$1,500のお申込金が必要です。
申込金はご予約から7日以内にお支払いいただく必要がございます。出港の
91～120日前にクルーズをご予約された場合は、即日お申込金をお支払い
ください。期日までにお申込金をお支払いいただけない場合、ご予約は自動
的に取消となります。別段の記載がない限り、 14泊以下のクルーズの場合
は出港の90日前まで、15泊以上のクルーズの場合は出港の150日前まで
に、当社は残金を受領する必要がございます。期日までに残金支払いが行わ
れなかった場合、当社はご予約を取り消す権利を有します。パスポート情報
および特別なサービスのご要望は、残金支払い日までにお申し出ください。
お客様の便宜のため、残金支払いはお申込金のお支払いに使用されたクレ
ジットカードに自動的に請求される場合がございます。Oceania Cruises
は、クレジットカード発行会社が徴収する外貨両替／取引手数料に関する責
任を一切負いません。これらは発行会社が別途請求するものであり、O cea 
nia Cruisesの利益とはなりません。第三者名義のクレジットカードへのご請
求は、カード所有者の承諾が得られている場合に限り受け付けいたします。
●180泊クルーズ
客室カテゴリーにかかわらず、お一人様あたりクルーズ代金の20％をお申
込金としてご、予約から７日以内にお支払いください。残金は180日前まで
にお支払いいただき、同時にパスポート情報、特別リクエストをご提出くださ
い。残金期日を過ぎますと、お取り消しになり、キャンセル料が発生する場合
があります。
●1名様ご利用時の追加料金
ツインの客室をおひとり様でご利用の場合は、明記された場合を除き、港湾
税、諸経費を含む該当客室料金の200%を請求いたします。
●3人目および4人目のお客様
3人目および4人目の料金につきましては、お問い合わせください。
●妊娠中のお客様
クルーズ開始時またはクルーズ期間中に妊娠24週目を迎える予定の方はご
参加いただけません。
●お客様にご提供いただく情報
ご予約の際、お客様のEメールアドレスおよび電話番号を含む連絡先情報
をご提供いただく必要がございます。ご提供いただいた連絡先情報は、直
前のスケジュール変更、または緊急事態が発生した際、お客様にご連絡す
るために利用いたします。連絡先情報はご予約時、またはそれ以降お申込
金の支払い期限までにご提供ください。手続き方法は変更される場合があ
り、その際はご予約時またはそれ以降できる限り速やかにお知らせいたし
ます。ウェブサイトのプライバシーポリシーも併せてご覧ください。https://
jp.oceaniacruises.com/legal/
●ご予約の変更
お申込金のお支払い後、渡航書類の発行前にご予約を変更される場合、事務
手数料およびサービス手数料が発生する場合がございます。事務手数料およ
びサービス手数料の金額は、出航日、旅程、ホテルパッケージ、地上パッケー
ジ、空路の追加など、変更の種類によって異なります。これらの変更により発
生した追加料金は、お客様のご負担となります。参加者の名前の変更など一
部の変更はキャンセルとみなされる場合があり、所定の料金が発生いたしま
す。ご予約の変更により航空代金およびその他のキャンセル料などが発生す
る場合は、お客様の責任となります。乗船チケット契約書に別段の記載がな

い限り、寄港地ツアー、第三者が運営する空路／地上プログラムを含め、全
部または一部を問わず、クルーズの未使用分の払い戻しはいたしません。
●キャンセルおよび払い戻し
キャンセル手続きは書面で行い、キャンセル料発生の前日までに当社が受け
取る必要がございます。料金とはOceania Cruisesからご購入いただいた
クルーズ費用を指し、追加の施設やサービス利用料は除きます。追加の施設
やサービスのキャンセル料金につきましては、乗船チケット契約書をご参照
ください。払戻金はすべて、書面によるキャンセルのお申し込みの受領後、
キャンセル料一覧の記載に従って支払われます。所定の期間内にキャンセル
される場合、以下に示すおひとり様あたりのキャンセル料が適用されます。

オーナーズスイート、ビスタスイート、オーシャニアスイートのキャンセル料
は、次の2つの例外を除き、上記の通りです。14泊以下のクルーズにつきま
しては、出航日から起算して120～91日前まで、事務手数料はクルーズ料
金の10%となります。15泊以上のクルーズにつきましては、出航日から起算
して180～151日前まで、事務手数料はクルーズ料金の10%となります。
●任意旅行保険
Oceania Cruisesは、医療補償および手荷物補償を含む旅行保険総合へ
の加入を強くお勧めしております。また、空路プログラムや地上プログラム
の費用も含むクルーズ料金全額をカバーする、旅行キャンセル／中断保険
への加入もお勧めしております。保険は旅行会社や保険代理店にお申し込
みください。適切な内容が保障されない保険に加入された場合、当社はお客
様が被られた損害について免責となります。
●旅程 
Oceania Cruisesは独自の裁量により、出航前または旅行期間中、乗船地
および下船地を含め、すべての旅程を変更する権利を有します。Oceania 
Cruisesは、変更または中止せざるを得ないと判断した場合、事前の通知な
しに、ホテル、寄港地、その他の交通手段を含むすべてを変更、中止、代替
する権利を有します。乗船チケット契約書に記載の通り、Oceania Cruises
は、変更または中止の結果、お客様が被ったいかなる損失、不都合、損害に
ついて、一切の責任を負いません。旅程に変更が生じた場合は、可能な限り
速やかにお客様または旅行代理店までお知らせいたします。
●責任
Oceania Cruisesは、Oceania Cruisesの予測を超えた不可抗力により、
鉄道、観光バス、専用車、ボート、飛行機、またはその他のあらゆる輸送機関に
おいて発生した、企業または個人の行為または不履行、またはクルーズやク
ルーズツアーの遂行による、怪我、損害、損失、事故、遅延に関しては、一切の
責任を負いません。Oceania Cruisesは、航空会社、ホテル、寄港地ツアー
運営会社、レストラン、輸送機関、医療スタッフ、またはその他のサービスおよ
び施設の運営会社などの第三者による行為、不作為、または不注意に起因す
る、手荷物または所持品の紛失または損害、負傷または死亡、損失または遅延
に関しては、一切の責任を負いません。独立請負業者によるサービスは、お客
様の便宜のみを目的としたものであり、お客様の責任でご利用いただきます。
Oceania Cruisesは、いかなる感情的苦痛、精神的苦痛、心理的危害に対し
ても、一切の責任を負いません。チケット、バウチャー、その他の渡航書類は、
すべて各提供元の利用規約に従い、またこれらには提供元の責任を制限する
場合がございます。詳細は乗船チケット契約をご参照ください。
●手荷物
Oceania Cruisesは、危険物（爆発物、銃火器、液体酸素、可燃性のも

の、違法なものなど）の持ち込みを拒否する権利を有します。Oceania 
Cruisesは、安全上の理由から、手荷物を検査する権利を有します。持ち込
み手荷物および身の回り品は、すべてお客様の責任で管理していただきま
す。O cea nia Cruisesは、お客様の手荷物の紛失または損傷について、
一切の責任を負いません。手荷物保険への加入をお勧めいたします。手荷物
および個人の所持品は、お客様が下船される際に船から下ろされます。所有
者が乗船している場合を除き、手荷物は船内には保管いたしません。お客様
は、常識の範囲内で、手荷物をOceania Cruisesの船内にお持ち込みいた
だけます。 70ポンド（31.75kg）を超える手荷物は、荷揚げや荷降ろしがで
きません。詳細は乗船チケット契約をご参照ください。
●渡航書類およびビザ
パスポートおよびビザの要件、予防接種証明書およびその他の健康条件に
関する規定は、目的地によって異なります。ご希望の旅程に必要な渡航書類
および予防接種証明書を入手、所持することは、お客様の責任となります。
必要な書類をお持ちでないお客様は、乗船をお断りさせていただきます。そ
の場合、Oceania Cruisesからご購入いただいたクルーズの料金およびそ
の他の旅行部分の払い戻しはいたしません。パスポートは旅程終了時点で
6ヵ月以上の有効残存期間が必要です。保安上の理由により、お客様のパス
ポートのお名前と航空券のお名前は一致している必要がございます。一致し
ていない場合は、搭乗を拒否される場合がございます。Oceania Cruises
は、ご旅行に必要なビザを取得する責任、またはお客様にビザおよび出入国
に必要な書類について通知する責任を負いません。
●服装
船内での服装は、リゾートまたはカントリークラブカジュアルがお勧めです。
ディナータイムには、エレガントなカジュアルリゾートウェアが望ましいでしょ
う。ディナーの席では、カジュアルなジーンズ、ショートパンツ、Ｔシャツ、テニ
スシューズはご遠慮ください。
●乗船
お客様は、出航予定時刻の2時間前までにご乗船いただく必要がございま
す。お客様の作為または不作為により予定時刻に出航できなかった場合、港
湾当局および政府・準政府機関から損害賠償金としてOceania Cruises
に請求される費用に充てるため、予定および公示された出航時刻より15
分以上の遅延に対して直接責任を負うお客様に、おひとり様あたり最低
US$1,000の遅延料金を申し受けます。
●医療サービス
Oceania Cruisesではすべての客船に限られた医療設備を備えており、
国際資格を持つ医療スタッフが駐在しております。医療サービスには、緊急
治療室の使用料および各種料金が発生いたします。治療費は、医療スタッフ
が提供したサービスに応じて異なります。ご旅行中に特別なサービスが必要
な場合、または車椅子、シニアカー、酸素治療装置などの医療機器の持ち込
みが必要な場合は、お申込金のお支払い時に、Oceania Cruisesに書面
にてお知らせいただく必要がございます。寄港地によっては、移動が不自由
なお客様にはご利用が難しいことから、車椅子やシニアカーによる補助の
有無に関わらず、下船をお断りさせていただく場合がございます。Oceania 
Cruisesは、身体的、精神的、感情的な理由から参加が難しいと判断したお
客様、またはOceania Cruisesが対応できる範囲を超え、快適にお過ごし
いただくことが難しいと判断したお客様の乗船を、拒否または取り消す権利
を有します。
●チップ
チップ額はお客様の判断に委ねられますが、便宜のため、以下のチップが自
動的にシップボードアカウントに加算されます。ステートルームのお客様は、
おひとり様あたり1日US$16のチップが加算されます。バトラーサービスが
付いたペントハウススイート、オーシャニアスイート、ビスタスイート、オー
ナーズスイートのお客様は、おひとり様あたり1日US$23のチップが加算さ
れます。さらに、お飲み物のご購入、スパサービス、ラ・レゼルブでのディナー
には、自動的に18%のサービスチップが加算されます。航海中はお客様のご
判断でチップ額を調整していただけます。

旅行条件（一部抜粋）※本紙掲載のクルーズは全て手配旅行となります。

日程 寄港地 入港 出港

6月 1 日（木） アテネ（ピレウス、ギリシャ） 午後1時に
乗船 21:00

6月 2 日（金） サントリーニ島（ギリシャ） 8:00 23:00
6月 3 日（土） ギリシャ、イラクリオン（クレタ） 8:00 18:00
6月 4 日（日） ボドルム（トルコ） 8:00 17:00
6月 5 日（月） アンタルヤ（トルコ） 8:00 18:00
6月 6 日（火） リマソール（キプロス） 8:00 17:00
6月 7 日（水） ロードス（ギリシャ） 10:00 19:00
6月 8 日（木） エフェソス（クシャダス、トルコ） 7:00 18:00
6月 9 日（金） ボズカーザ（トロイ、トルコ） 8:00 18:00
6月10日（土） イスタンブール（トルコ） 9:00 -
6月11日（日） イスタンブール（トルコ） - -

日程 寄港地 入港 出港

7月25日（火） ローマ（チヴィタヴェッキア、イタリア）午後1時に
乗船 19:00

7月26日（水） ナポリ／ポンペイ（イタリア） 8:00 18:00
7月27日（木） メッシーナ（シチリア島、イタリア） 8:00 19:00
7月28日（金） ヴァレッタ（マルタ） 8:00 23:00
7月29日（土） 地中海クルージング - -
7月30日（日） フィレンツェ／ピサ／トスカーナ（リヴォルノ、イタリア） 8:00 20:00
7月31日（月） モンテカルロ（モナコ） 8:00 23:00
8月 1 日（火） サントロペ（フランス） 8:00 19:00
8月 2 日（水） プロヴァンス（マルセイユ、フランス） 8:00 19:00
8月 3 日（木） パルマ デ マヨルカ（スペイン） 11:00 21:00
8月 4 日（金） バルセロナ（スペイン） 午前8時に

下船 -

2023年 6月1日〜6月11日／11日間 2023年 7月25日〜8月4日／11日間Vista Vista
アテネ 〜 イスタンブール
オーシャニア・ヴィスタ 2023年待望の就航

ローマ〜バルセロナ

14日以下のクルーズ：
出航日までの日数 キャンセル料
120～ 91日前まで おひとり様あたりUS$250の事務手数料
90～ 76日前まで 料金の 25%
75～ 61日前まで 料金の 50%
60～ 31日前まで 料金の 75%
30日前以降 料金の 100%

B4 B2 A3 PH2

ベランダ
ステートルーム

約27㎡

ベランダ
ステートルーム

約27㎡

コンシェルジェ レベル
ベランダ
約27㎡

ペントハウス
スイート
約41㎡

$4,499 $4,599 $4,849 $6,249

B4 B2 A3 PH2

ベランダ
ステートルーム

約27㎡

ベランダ
ステートルーム

約27㎡

コンシェルジェ レベル
ベランダ
約27㎡

ペントハウス
スイート
約41㎡

$4,499 $4,599 $4,849 $6,249 就航 ： 2023年（予定）　総トン数 ： 67,000トン

〈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、ご遠慮なく右記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

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
〒108-0022
東京都港区海岸3-18-21 ブライトイースト芝浦1階

®️

●旅行条件基準日2021年10月20日

旅行代金 大人お 1 人様・２名１室利用（US$）旅行代金 大人お 1 人様・２名１室利用（US$）



オーシャニア・マリーナ
就航 ： 2011年（2016年改装）　総トン数 ： 66,084トン

オーシャニア・リビエラ
就航 ： 2012年（2019年改装）　総トン数 ： 66,172トン

オーシャニア・ノーティカ
就航 ： 2000年（2020年改装）　総トン数 ： 30,277トン
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日程 寄港地 入港 出港

4月25日（月） モンテカルロ（モナコ） 午後1時
に乗船 21:00

4月26日（火） フィレンツェ／ピサ／トスカーナ
（リヴォルノ、イタリア） 8:00 20:00

4月27日（水） ローマ
（チヴィタヴェッキア、イタリア） 8:00 20:00

4月28日（木） アジャクシオ（コルシカ島、フランス） 9:00 18:00

4月29日（金） プロヴァンス（マルセイユ、フランス） 8:00 19:00

4月30日（土） ポール ヴァンドル（フランス） 8:00 19:00

5月 1 日（日） パルマ デ マヨルカ（スペイン） 8:00 19:00

5月 2 日（月） バルセロナ（スペイン） 午前8時
に下船 -

日程 寄港地 入港 出港

6月30日（木） イスタンブール（トルコ） 午後1時
に乗船 18:00

7月 1 日（金） ミティリーニ（レスボス、ギリシャ） 10:00 19:00

7月 2 日（土） エフェソス（クシャダス、トルコ） 8:00 18:00

7月 3 日（日） ロードス（ギリシャ） 8:00 18:00

7月 4 日（月） ハニア（クレタ、ギリシャ） 9:00 19:00

7月 5 日（火） サントリーニ島（ギリシャ） 8:00 23:00

7月 6 日（水） シロス（ギリシャ） 8:00 21:00

7月 7 日（木） アテネ（ピレウス、ギリシャ） 午前8時
に下船 -

日程 寄港地 入港 出港

5月29日（日） バルセロナ（タラゴナ、スペイン） 午後1時
に乗船 21:00

5月30日（月） バレンシア（スペイン） 8:00 21:00

5月31日（火） パルマ デ マヨルカ（スペイン） 7:00 17:00

6月 1 日（水） プロヴァンス（マルセイユ、フランス） 10:00 20:00

6月 2 日（木） アンティーブ（フランス） 　◉沖停泊 8:00 18:00

6月 3 日（金） フィレンツェ／ピサ／トスカーナ（
リヴォルノ、イタリア） 8:00 20:00

6月 4 日（土） オルビア／ポルト チェルヴォ
（サルディニア島、イタリア） 8:00 17:00

6月 5 日（日） モンテカルロ（モナコ） 午前8時
に下船 -

日程 寄港地 入港 出港

8月28日（日） ローマ（チヴィタヴェッキア、イタリア） 午後1時
に乗船 19:00

8月29日（月） ソレント／カプリ島（イタリア）  ◉沖停泊 7:00 18:00

8月30日（火） メッシーナ（シチリア島、イタリア） 8:00 17:00

8月31日（水） ケルキラ島（ギリシャ） 11:00 20:00

9月 1 日（木） コトル（モンテネグロ） 10:00 19:00

9月 2 日（金） コルチュラ（クロアチア） 7:00 18:00

9月 3 日（土） ザダル（クロアチア） 8:00 18:00

9月 4 日（日） ベネツィア（イタリア） 午前8時
に下船 -

日程 寄港地 入港 出港

5月 5 日（木） ローマ（チヴィタヴェッキア、イタリア） 午後1時に
乗船 18:00

5月 6 日（金） アマルフィ／ポジターノ（イタリア） 8:00 18:00

5月 7 日（土） メッシーナ（シチリア島、イタリア） 8:00 19:00

5月 8 日（日） ヴァレッタ（マルタ） 8:00 19:00

5月 9 日（月） 地中海クルージング - -

5月10日（火） カタコロン（ギリシャ） 8:00 18:00

5月11日（水） ケルキラ島（ギリシャ） 8:00 18:00

5月12日（木） スプリット（クロアチア） 11:00 20:00

5月13日（金） コペル（スロベニア） 11:00 20:00

5月14日（土） ベネツィア（イタリア） 8:00 -

5月15日（日） ベネツィア（イタリア 午前8時に
乗船 -

C B3 A4 PH2
デラックス

オーシャンビュー
約22㎡

ベランダ
ステートルーム

約26㎡

コンシェルジェ レベル 
ベランダ

約26㎡

ペントハウス
スイート

約39㎡

$2,049 $2,499 $2,649 $3,549

旅行代金 大人お 1 人様・２名１室利用（US$）

C B3 A2 PH2
デラックス

オーシャンビュー
約22㎡

ベランダ
ステートルーム

約26㎡

コンシェルジェ レベル 
ベランダ

約26㎡

ペントハウス
スイート

約39㎡

$2,549 $3,049 $3,299 $4,099

旅行代金 大人お 1 人様・２名１室利用（US$）

C B3 A2 PH2
デラックス

オーシャンビュー
約22㎡

ベランダ
ステートルーム

約26㎡

コンシェルジェ レベル 
ベランダ

約26㎡

ペントハウス
スイート

約39㎡

$2,749 $3,149 $3,499 $4,299

旅行代金 大人お 1 人様・２名１室利用（US$）
E B2 A3 PH3

オーシャンビュー
約13㎡

ベランダ
ステートルーム

約20㎡

コンシェルジェ レベル 
ベランダ

約20㎡

ペントハウス
スイート

約29㎡

$2,599 $3,799 $4,099 $5,199

旅行代金 大人お 1 人様・２名１室利用（US$）

E B2 A3 PH3

オーシャンビュー
約13㎡

ベランダ
ステートルーム

約20㎡

コンシェルジェ レベル 
ベランダ

約20㎡

ペントハウス
スイート

約29㎡

$2,449 $3,299 $3,499 $4,399

旅行代金 大人お 1 人様・２名１室利用（US$）

2022年 4月25日〜5月2日／8日間

2022年 5月29日〜6月5日／8日間

2022年 8月28日〜9月4日／8日間2022年 5月5日〜5月15日／11日間

2022年 6月30日〜7月7日／8日間Marina

Riviera

RivieraNautica

Nautica

Marina Riviera Nautica

モンテカルロ〜バルセロナ

バルセロナ〜モンテカルロ

ローマ〜ベネツィアローマ〜ベネツィア

イスタンブール〜アテネ

モンテカルロモンテカルロ アテネアテネ

ローマローマアマルフィアマルフィ

バルセロナバルセロナ

マヨルカ島マヨルカ島 ロードス島ロードス島

ベネツィアベネツィアコペルコペル

ピサの斜塔ピサの斜塔

フィレンツェフィレンツェ エフェソスエフェソス

コトル湾の岩礁の聖母マリア教会コトル湾の岩礁の聖母マリア教会ヴァレッタヴァレッタ

バレンシアバレンシア

オーシャニアクルーズは、
ラグジュアリークラスに近い上

 ア ッ パ ー

級プレミアム客船
フォーマル不要のドレスコード。
エレガントかつカジュアルでリラックスした雰囲気が人気です。

グランドダイニングルーム

レストラン「ジャック」（フレンチ・予約制）レストラン「トスカーナ」（イタリアン・予約制）

船内ではコンチネンタル、イタリアン、ステーキハウスなど幅広い種類のレストラン
が営業しており、いつでも美食をお召上がりいただけます。いずれのレストランも
オープンシーティングでその日の気分と予定に合わせて追加料金なしでご利用いた
だけます。各国から最高峰の食材を厳選して一流のレストランから選りすぐりの
シェフが腕を振るいます。オーシャニアクルーズの食へのこだわりが光ります。

洋上最高の美食クルーズ業界屈指の贅沢な
美食体験をお楽しみいただけます。

※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。　※クルーズ料金は予約状況により変動しますので、お問合せ時点での料金をご案内いたします。クルーズ料金には基本的な船内で
のお食事とアルコール以外のお飲み物、船内エンターテイメント、インターネットWi-Fiが含まれております。※別途、船内チップがかかります。　※お支払いは、弊社レートにて換算した日本円となります。※その他の客室
料金についてはお問合せ下さい。　※1人部屋ご利用の場合はクルーズ代金が200％となります。　※往復の航空券、港までの送迎、現地の観光などの追加手配も承ります。　※今クルーズは手配旅行となります。正式
ご予約後のお取消には1手配につき5,500円申受けます。なお、追加手配をお取消された場合、別途取消料が発生した場合はあわせてご請求させていただきます。

全ての料理を監修す
るのは、ジャック・ペ
パン氏。3人のフラン
ス国家元首専属シェ
フとして仕えた国際
的に名高いシェフ。
味はもちろん、芸術
的な盛り付けもお愉
しみください。


