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ＭＸクルーズで放送した下記のクルーズにご予約検討の方を対象に、
クルーズ説明会を実施します。服装や船内での過ごし方やお客様に
合ったクルーズの選び方、個人クルーズ旅行のメリットなど、各客船・各
コースの魅力と共にクルーズ・マスターまたはコンサルタントがご紹介します。 ■会場：東京メトロポリタンテレビジョン株式会社本社ビル内

■ご予約方法
①�コールセンターへのお電話またはWEBでお申込みください。
※�お名前・性別・生年月日・ご住所・参加人数・ご連絡先・
メールアドレス・ご検討コースをお申し付けください。
・コールセンター：0120-205-305　
・またはホームページにて：
� MXクルーズ 説明会 検 索 https://s.mxtv.jp/mxcruise/
� アイクルーズ 説明会 検 索 https://www.icruises.jp/event
②�開催日1週間前になりましたら、ご案内状をメールでお送りします。
③�当日は、ご案内状の提示とお名前をお申し付けください。
※�セキュリティの関係上、事前予約のない方の当日来場は、お断
りさせていただく場合もございますので、予めご了承ください。

対象コース 10月 11月 12月以降

フライ＆クルーズ
①プライド オブ アメリカ／ハワイ
②オーシャニアクルーズ／地中海
③ポール・ゴーギャン／タヒチ

10/18（金）
10：30～12：00

11/28（木）
14：00～15：30

11月中旬に
ご案内します。日本発着クルーズ

①ダイヤモンド・プリンセス
②ウエステルダム
③クイーン・エリザベス

10/18（金）
14：00～15：30

11/15( 金 )
10：30～12：00

■日程

※各回、最少催行人員：6名様／定員数：30名様

MXクルーズ×iCruise主催 クルーズ説明会
予約制・参加費無料

英国大使館英国大使館
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海外個人クルーズ旅行のススメ

どの海域に行くかが決まったら、客船を選びます。クルーズ旅行はだいたい7泊〜と船で過ごす時間が長くな
るので、船選びはとっても重要です。クルーズには「ラグジュアリー」「プレミアム」「カジュアル」という3クラスが
あり、それぞれ特徴があります。

2  ツアーキャンセルの心配なし
パッケージツアーにありがちな最少催行人員割れによる催行中止の
心配がありません。基本的に船は出港を取り止めることはないので
「予約完了=出発決定」です。

3  日本語サービス充実コースを選択
「厳選！ クルーズNavi」でご紹介のコースは、日本語サポート充実・日本語
スタッフ・日本人コーディネーター乗船のコースをピックアップ。日本語での船
内案内物、日本語のメニュー等をご用意いたします。（一部コース除く）
※日本発着コースは、基本的に日本人スタッフが乗船します。

4    セミ・オーダーメイドの海外個人クルーズ旅行
クルーズだけを予約されたい方も、飛行機はマイレージを利用する
ため、クルーズ+送迎プログラムのセットで予約されたい方も、すべ
てトータルでご予約されたい方も自在にアレンジが可能です。しかも
セミ・オーダーメイドなので、組み立ても簡単です。

5  上質なクルーズをお得に乗船
シンプル手配の個人クルーズ旅行、早期予約割引を利用したり、リ
ピーター割引を利用したり、リーズナブルに楽しめます。

1  豊富なコースバリエーション
フライ＆クルーズでは、カジュアルクラス客船からラグジュアリー客船までをラインナップ。日本人に人気のディスティネーション、ハワイ・地中海・タヒチ
クルーズを取り揃えました。個人旅行ですので、出発日・客室タイプの設定も豊富です。日本発着クルーズも客船クラスも異なる3コースを厳選。期
間も寄港スケジュールも異なる多彩なバリエーションをご用意しました。
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客船クラスについて

プレミアムクラス
● 中型船以上で船内設備も充実。食事メニューにもこだわりがある客船が多い。船内はスマート 
カジュアルな雰囲気。オーシャニアクルーズ、ホーランドアメリカライン（ウエステルダム、 
ノールダム）、プリンセス・クルーズ（ダイヤモンド・プリンセス）など

カジュアルクラス
●大型船でパブリックスペースが充実、にぎやかな雰囲気。お気軽、お手頃に楽しめます。
  ノルウェージャンクルーズライン（プライド オブ アメリカ）など

ラグジュアリークラス ● 小型・中型船、乗客数も少なく落ち着いた雰囲気。客室もほとんどがデラックス仕様で海側 
客室。サービスも手厚いのが特徴。ポール・ゴーギャン、キュナード（クイーン・エリザベス）など

が提案する「厳選！クルーズNavi」の魅力とこだわり×

クルーズ
マスターとは

日本旅行業協会及び日本外航旅客協会が運営する「クルーズアドバイザー制度」
の上位資格。セミナー、試験や数多くの乗船経験を通じて、クルーズ専門知識
を有するクルーズ旅行に関するスペシャリストです。

international
iCruiseが取扱うコースは、プレミアムクラス・ラグ
ジュアリークラスの外国船を中心とした、地中海・
エーゲ海、南極・北極、ドナウ川・アマゾン川・世界一
周など、世界の海と川を対象とした豊富な品揃えで
す。日本で最初の外国船社代理店の長年のクルーズ
販売の経験を活かして、クオリティの高い『魅惑の船
旅』をお届けします。

individual
クルーズ・コンサルタントがお客様一人一人に合っ
た個人クルーズ旅行・オーダーメイドの船旅をご提
案。また、各ブランドに精通したクルーズ・コンシェ
ルジュが、相談からご帰国までをサポートします。

interactive
映像やＷＥＢを使って様々な情報・商品・サービスを提
供。また、メールやお電話でのご相談。そして、船内見
学会やクルーズのスペシャリスト「クルーズ・マスター」
によるクルーズセミナーなど、様々なチャネルでお客様
と魅惑の船旅を「つなげる」お手伝いをしていきます。

日本で最初の外国船社代理店 インターナショナル・クルーズ・マーケティング株式会社（ICM）が手掛ける
海外個人クルーズ旅行を提供する専門デスク
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「厳選！クルーズNavi」商品ラインナップ

フライ＆クルーズ 日本発着クルーズ

カジュアルクラス

プライド オブ アメリカ
ハワイ4島周遊クルーズ
1６種類のレストランと12のバー・ラウンジがあるハワイアンスタイル
の大型客船で個性的な４つの島々を７泊で巡ります。

■設定日： 2019年12月〜2020年8月出港 
毎週土曜出港 全33出港日

■日本語スタッフ乗船

P5〜7へ
1 プレミアムクラス

ダイヤモンド・プリンセス
2020年日本発着クルーズ
大浴場に露天風呂、本格寿司レストラン、約100名の日本人スタッ
フが乗船。お得な早割キャンペーンやリピーター割引も。ロングから
ショートクルーズまで商品多数！

メルマガ登録
キャンペーン【第一弾】
メルマガ割 2％割引実施中

※詳しくは裏面をご覧ください。

■設定日：2020年3月〜2021年1月出発 全35出発日
■日本人スタッフ乗船

詳しくは、
別途こちらの
パンフレットを
ご覧ください。

船会社・客船に
ついてはこちらの

パンフレットを
ご覧ください。

1

プレミアムクラス

オーシャニアリビエラ／マリーナ
西地中海ハイライトクルーズ
コストパフォーマンスの高い美食客船として人気の高いオーシャニアク
ルーズのOクラス客船で、人気の西地中海をお楽しみいただきます。

■設定日：2020年7月〜11月出港 全4出発日
■日本語スタッフ乗船

P8〜11へ
2

詳しくは、
別途こちらの
パンフレットを
ご覧ください。

※2020年10月12日発
ノールダム横浜発着

クルーズもございます。
船会社・客船に

ついてはこちらの
パンフレットを
ご覧ください。

船会社・客船に
ついてはこちらの

パンフレットを
ご覧ください。

プレミアムクラス

ウエステルダム
2020年横浜発着クルーズ
洋上の美術館といわれるホーランド・アメリカ・ライン社のアッパー・プ
レミアム客船で巡る、少し長めのクルーズ。音楽と食の楽しみが満載
の大人の船旅をゆったりと満喫いただきます。

■設定日：2020年①3月28日発・②4月11日発
■日本人コーディネーター乗船
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ラグジュアリークラス

ポール・ゴーギャン
大人のタヒチ楽園クルーズ
画家ポール・ゴーギャンが愛したタヒチの島々を、全室海側客室の
ラグジュアリーシップで巡るアイランド・ホッピング・クルーズ。

■設定日：2019年12月〜2020年12月出港 全22出港日
■ 日本語サポート充実

P12〜14へ
3

詳しくは、
別途こちらの
パンフレットを
ご覧ください。

ラグジュアリークラス

クイーン・エリザベス
2020年日本発着クルーズ
豪華客船の代名詞、英国王室とゆかりの深いあの「クイーン・エリ
ザベス」に日本からご乗船いただけるチャンスです！

■設定日：2020年4月〜2020年10月発　全7出発日
■日本人ホステス乗船

※2021年日本発着クルーズは、ダイジェスト版をご用意しております。

3

2020年7月9日出港は、ICM（iCruise）専任スタッフ乗船

2020年2月22日発は、日本人コンシェルジュ乗船！

iCruise
オファー

①日本語ガイド付き送迎サービスプレゼント
②お一人様$100のオンボードクレジットをプレゼント

iCruise
オファー

①Oライフ特典付き
②日本語スタッフお出迎えサービス（①7/9出港）



終日航海の日 寄港する日

クルーズの 1日（一例）
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※写真はすべてイメージです。

デッキでお散歩
心地よい風を感じながら、デッキを散
歩。または、体操やヨガなどをお楽し
みいただくのもいいでしょう。

ルームサービスで朝食
ほとんどの船でルームサービスが無料
です。終日航海日はバスローブのまま、
海を見ながらお部屋のバルコニーで
贅沢な朝食をお楽しみください。

船内イベントに参加
船内ではヨガやウォーキング、ダンス教室
などのアクティブなものから、クッキングク
ラスや折り紙教室のようなカルチャー教
室など様々なイベントが開催されており、
どれに参加しようか迷うほどです。

ランチタイムを満喫
天気が良い日はデッキランチがお勧
めです。カジュアルにハンバーガーや
BBQ など、潮風のそよぐテラス席で
のデッキランチやブッフェなど気分に
合わせてお選びください。

プールサイドでのんびり
プールサイドでのんびりと読書したり、
午後にはアフタヌーンティーサービス
がある船も多いので、大海原の景色
を楽しみながらの午後のひとときをお
楽しみください。

ビンゴ大会に参加！
クルーズと言えばビンゴというくらい定
番のイベントです。世界各国から来
ている乗客やクルーと言葉の壁を超
えて盛り上がります。

ドレスアップして
ディナーへ
フォーマルナイトの船内はより華やか
な雰囲気に。せっかくの機会ですか
らおしゃれにドレスアップして豪華な
ディナーをお楽しみください。

大人のダンスタイム
ピアノやバンドの生演奏をバックにロマ
ンチックなダンスタイムが始まります。
音楽を楽しみながらラウンジでグラス
を傾けるのも良いですね。

カジノで運試しを！
夜はまだまだ続きます。飲み足りない
方はバーへ。ダンス、カジノとナイトラ
イフを十分にお楽しみいただけます。
眠くなったらすぐにお部屋に行けるの
もクルーズならでは。

洋上の夜明け
水平線から顔を出す陽光あふれる太
陽とさわやかな潮風を感じたらいよい
よ新しい１日のスタートです。

レストランで朝食
レストラン会場が複数ある船もあるの
で、毎朝違うレストランで食事すること
も可能です。是非お気に入りのレスト
ランとメニューを見つけてください。

寄港地観光に出発
各寄港地では船会社主催の様 な々寄
港地観光が用意されています。また、
個人で散策することも可能です。

地元のレストランで昼食
昼食は各地の名物料理を地元のレス
トランにて召し上がっていただくのもお
勧めです。コンシェルジュやツアーデス
クにてお勧めのお店を聞くのも良いで
すし、船会社主催の寄港地観光では
ガイドが案内してくれることもあります。

船に帰る前にお土産探し
クルーズは重い荷物を持ち歩かなくて
良いので、お土産も色々買うことがで
きます。各港で思い出の品を買うの
も良いですよね。

スパでリフレッシュ
船に戻ったら夕食前にセラピストによ
るスパを受けるのもお勧めです。ジャ
グジーやサウナがある船も多いので、
すっきりすることができます。美容院
で髪をセットしてもらう方も！

バラエティ豊富な
ディナータイム
メインダイニング以外にもスペシャリティレ
ストランと呼ばれる特別なレストランがあ
ります。（要予約・有料の場合もあります）
有名シェフ監修だったり、テーマがあっ
たりと食の楽しみを広げてくれます。

迫力あるショーを観覧
ミュージカルショーや、マジックショー、
スタッフが出演するアットホームな
ショーなど、様 な々ショーが日替わりで
上演されます。どれもこれも本格的で
言葉の壁もなく楽しめます。

バーでシグネチャーカクテルを
ショーの後は、船に数か所あるバーで、
1日を振り返ってゆっくりお過ごしいただ
くのもお勧めです。バーでは各国から
くる方と仲良くなる方も多いです。
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ハワイ4島周遊クルーズ

イメージ

設定期間  2019年12月〜2020年8月発
乗船区間  ホノルル〜ホノルル【船内7泊】
 モデルプラン（フライ＆クルーズ）A：9日間パターン　B：10日間パターン 

日次 曜日 現地時間 スケジュール

1 （土） 23:55

11:45

東京（羽田）発  ハワイアン航空直行便にてホノルルへ
 日付変更線通過 

ホノルル着。着後、お客様ご自身にて港へ
港までのアクセスはP.14を参照ください

 B 航空機（往路）

1 （土） 午後
19:00

乗船チェックイン
ホノルル出港 【船中泊】ー ー 夕

2 （日） 08:00 カフルイ／マウイ島入港 OP
船はカフルイに停泊します 【船中泊】朝 昼 夕

3 （月）
18:00

OP
出港 【船中泊】朝 昼 夕

4 （火） 08:00
18:00

ヒロ／ハワイ島入港 OP
出港 【船中泊】朝 昼 夕

5 （水） 07:00
17:30

コナ／ハワイ島入港 OP
出港 【船中泊】朝 昼 夕

6 （木） 08:00 ナウィリウィリ／カウアイ島 OP
船はナウィリウィリに停泊します 【船中泊】朝 昼 夕

7 （金）
14:00

OP
出港
ナパリコーストクルージング 【船中泊】朝 昼 夕

8 （土） 07:00 ホノルル入港 朝 — —

 A クルーズ（7 泊 8 日）

カジュアルクラス

Luxury

Premium

Casual

安心の日本語サポート
■�船内に日本語スタッフが乗務。乗船日の説明会など日本人の
お客様をサポート。�
（※時期により乗船していない場合がございます）

■�日本語船内新聞をご用意。船内のイベントやレストランの情報など
クルーズライフに必要な情報をご案内

■�各レストランでは日本語のメニューをご用意。

１． 堅苦しい服装は必要なし！ 
普段着でクルーズを

タキシードやロングドレスといった服装はこのクルーズに
は不要です。のんびりとご自宅で寛いでいるかのように
普段着でクルーズを楽しみましょう。

２． 船内はThat'sアメリカ。 
自由に食事も楽しんで

船内に足を踏み入れればそこはアメリカそのもの。船
内には16箇所ものレストラン等があり、ハンバーガーか
ら本格的なステーキハウス、イタリアン、フレンチ、日本
食まで多種多様。お好きなとき

にお好きな方とお楽しみいただける食もフリースタイルです。

３．楽しみ方も自由自在
7泊8日で4箇所の寄港地を巡るハワイクルーズ。毎日観光を
楽しむもよし、船内でフラダンスやレイ作りといったイベント
に参加するもよし、もちろん何もせずにデッキで移り行くハワ
イの景色を楽しむもよし、"As�You�Like”を楽しんで。

ナウィリウィリ

ホノルル
カフルイ

ヒロコナ

カウアイ島 オアフ島
マウイ島

ハワイ島

モデルプラン A：9日間パターン モデルプラン B：10日間パターン

8 （土） 午前

14:40

お客様自身で、空港へ
空港までのアクセスは
P.14をご覧ください
ホノルル発  ハワイアン航空
直行便で帰国の途へ【機中泊】

終日 ホノルルでの滞在をお楽し
みください。
※ホテルなどはお客様手配
 【ホノルル泊】

9 （日） 19:30 東京（羽田）着 午前

14:40

ホテルチェックアウト後、
お客様ご自身で空港へ
ホノルル発  ハワイアン航空
直行便で帰国の途へ【機中泊】

10（月） 19:30 東京（羽田）着

 B 航空機（復路）

※添乗員は同行致しません。
※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ございます。
※上記時刻は現地時間となっており、変更となる場合がございます。また、航空機の出発／到着時間は出発日により異なります。
※ハワイ島コナはテンダーボートでの上陸となります。
※ナパリコーストは天候などの理由により、ご覧いただけない場合がございます。

プライド�オブ�アメリカは煩わしさから開放された

フリースタイルクルージング！

クルーズ代金／お一人様（暫定）

171,400 円～555,300 円

プライド オブ アメリカ
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コナ／ハワイ島
ハワイ島の観光の中心地・コナ。コナコーヒーは世界
3大コーヒーのひとつです。
代表的な寄港地観光 OP
歴史の街・コナ　所要時間：約 4.45 時間　料金：$104

ナウィリウィリ／カウアイ島
神秘的な自然が手つかずの状態で残るダイナミックな
自然は目をみはるほど。数々の映画のロケ地としても
有名。
代表的な寄港地観光 OP
ワイメアキャニオン　所要時間：約 5 時間　料金：$75

イメージ

カフルイ／マウイ島
かつてプランテーションで栄えた町や大自然に包まれ
る体験ができるハレアカラ山観光の拠点です。
代表的な寄港地観光 OP
ハレアカラ噴火口　所要時間：約 4 時間　料金：$125

イメージ

イメージ

各寄港地の魅力

1．� �個人クルーズ旅行だから、選択
肢が豊富！また、お部屋番号の
指定も可能です。

2．� �選択肢が豊富でありながら、3ステップ
でご旅行トータルの手配完了の
シンプル設計。

3．� �個人クルーズ旅行だから、リー
ズナブル！

4．� �個人旅行だから、ツアーキャンセル
の心配がありません。

5．� �ｉＣｒｕｉｓｅのクルーズ・スペシャリストが
あなたに合ったプランをコンサル
ティングすることも可能です。

1．� �クルーズだから実現可能！ハワイの4つの島をめぐるアイ
ランドホッピング7泊8日の船旅です。

2．� �コンセプトは「フリースタイルクルージング」。堅苦しい
フォーマルウェアは不要で日常のままお楽しみいただけます。

3．� �日本語スタッフ乗船。乗船説明会や日本語のレストラン
メニュー、日本語船内新聞などをご用意します。

4．� �マウイ島、カウアイ島は1泊停泊するので、ゆっくりと寄港地
がお楽しみいただけます。船会社が主催するオプショナ
ルツアー（有料・船上申込）もご用意しております。

5．� �ご夫婦や家族旅行、三世代旅行までお楽しみ
いただけるハワイクルーズ。1部屋3名様以上でご参加
いただくとよりお得にご参加いただけます。

� �※�客室タイプにより1部屋当たりの定員がございます。�
詳しくはお問い合わせください。

出発日限定特典！
2/8、3/28、4/11、8/29 出港分にご乗船いただくと
船内有料スペシャリティレストランでのご夕食を3回分
無料でご招待

対象レストラン：
ステーキ「キャグニーズ・ステーキハウス」、イタリア料理「ラ�クッチーナ」、フランス料理�
「ジェファーソンズビストロ」、シェラスコ料理「モデルノシュラスカリア」、鉄板焼
※寿司バーは追加代金 US$8.4 がかかりますのでご注意ください。また寿司バーの予約はできません。
※有料スペシャリティレストランは予約制です。乗船後にお客様自身でご予約いただきます。
※一部ご利用いただけないレストランメニューがございます。
※メインディッシュを追加注文する場合、追加代金をお支払いいただく場合もございます。

※記載の寄港地観光は 2019 年度の参考金額です。金額・内容は変更になる場合がございます。

イメージ

ヒロ／ハワイ島
ハワイ第 2 の都市。コナとは違った心和む雰囲気。
特にワイルク川南側の古い木造の建物の並ぶダウン
タウンは歴史的な見どころが多い。
代表的な寄港地観光 OP  
美しい海岸線と植物園　所要時間：約 4 時間　料金：$144

iCruise
スペシャル・オファー

厳選おすすめポイント

船 籍：アメリカ　総トン数：80,439トン　
建 造：2005 年（改装 2016 年）
全 長：281m　全 幅：36.5m　
乗客定員：2,186 名　乗組員数：927 名

ドレスコード：リゾートカジュアル（フォーマル不要）

 カジュアルクラス �
プライド�オブ�アメリカ

詳しくは、こちらの
船会社パンフレットを

ご覧ください。
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 A クルーズ代金（変動制）／ 1�部屋 2�名様でご利用の場合の大人お一人様代金� ※（　）内は、1米ドル＝110円で算出した日本円建て代金

※上記、クルーズ代金は、1米ドル＝110円で算出した暫定代金です。換算レートは、予約時の弊社レートで換算した代金で確定代金となります。
※諸税（上記Aクルーズ代金欄下参照）、燃油サーチャージ等（上記B欄右記参照）が別途必要になります。

セミオーダーメイドの船旅が作れる 3 ステップとご旅行代金（例） 例① 例②

A�クルーズ
まずは、出港日と客室タイプを決めましょう
※クルーズ代金とは別に、諸税がかかります。
　（クルーズ代金表下段参照）

B�航空機
日本出発日、現地出発日を選びましょう
※取扱手数料が別途 10,000 円かかります。
※中間（プレミアム）エコノミークラス及びビジネスクラスご希望の方は、お問い合わせください。

送迎やホテル手配等はお客様の旅行計画に合わせて、ご相談承ります。

2020 年 2 月 8 日出港
IB：内側利用

2020 年 2 月 8 日発
エコノミークラス利用

航空運賃 75,000円

取扱手数料 10,000円

2020 年 3 月 28 日発
エコノミークラス利用

航空運賃 85,000円

取扱手数料 10,000円

286,200円 320,300円

2020 年 3 月 28 日出港
BB：海側バルコニー利用

クルーズ代金 $1,829
諸税（合衆国税＋ハワイ州税） $220.01

クルーズ代金 $1,629
諸税（合衆国税＋ハワイ州税） $200.99

（201,100円）
（24,200円）

（179,100円）
（22,100円）

ご旅行代金合計（暫定）

++

==

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

出港日
客室タイプ

2019 年 2020 年
12/7 12/14 12/21 12/28 1/4 1/11 1/18 1/25 2/1 2/8 2/15

SG ペントハウス
約45㎡／バルコニー・バスタブ付

$2,899
（318,800 円）

$3,649
（401,300 円）

— — $4,299
（472,800 円）

$3,849
（423,300 円）

$3,899
（428,800 円）

$3,899
（428,800 円）

$4,299
（472,800 円）

$3,799
（417,800 円）

$4,199
（461,800 円）

BB 海側バルコニー
約16.5㎡／バルコニー・シャワー付

$2,579
（283,600 円）

$2,549
（280,300 円）

$3,049
（335,300 円）

$3,549
（390,300 円）

$2,729
（300,100 円）

$2,699
（296,800 円）

$2,849
（313,300 円）

$2,749
（302,300 円）

$2,879
（316,600 円）

$3,049
（335,300 円）

$2,879
（316,600 円）

OK 海側窓付 * 視界が遮られます
約13㎡／シャワー付

$1,849
（203,300 円）

$1,799
（197,800 円）

$2,299
（252,800 円）

$2,799
（307,800 円）

$2,179
（239,600 円）

$2,179
（239,600 円）

$2,099
（230,800 円）

$1,999
（219,800 円）

$1,949
（214,300 円）

$1,999
（219,800 円）

$2,149
（236,300 円）

IB 内側
約12㎡／シャワー付

$1,559
（171,400 円）

$1,649
（181,300 円）

$2,299
（252,800 円）

$2,749
（302,300 円）

$1,629
（179,100 円）

$1,629
（179,100 円）

$1,679
（184,600 円）

$1,629
（179,100 円）

$1,679
（184,600 円）

$1,629
（179,100 円）

$1,699
（186,800 円）

出港日
客室タイプ

2020 年
2/22 2/29 3/7 3/14 3/21 3/28 4/4 4/11 4/18 6/6 6/13

SG ペントハウス
約45㎡／バルコニー・バスタブ付

$3,899
（428,800 円）

$4,129
（454,100 円）

$4,049
（445,300 円）

$4,049
（445,300 円）

$4,099
（450,800 円）

$4,099
（450,800 円）

$4,499
（494,800 円）

$4,149
（456,300 円）

$4,599
（505,800 円）

$4,899
（538,800 円）

$4,899
（538,800 円）

BB 海側バルコニー
約16.5㎡／バルコニー・シャワー付

$2,849
（313,300 円）

$3,049
（335,300 円）

$2,849
（313,300 円）

$2,849
（313,300 円）

$2,999
（329,800 円）

$2,999
（329,800 円）

$3,049
（335,300 円）

$2,799
（307,800 円）

$3,129
（344,100 円）

$3,299
（362,800 円）

$3,389
（372,700 円）

OK 海側窓付 * 視界が遮られます
約13㎡／シャワー付

$2,249
（247,300 円）

$2,279
（250,600 円）

$2,149
（236,300 円）

$2,149
（236,300 円）

$1,829
（201,100 円）

$1,829
（201,100 円）

$2,549
（280,300 円）

$2,399
（263,800 円）

$2,449
（269,300 円）

$2,799
（307,800 円）

$2,799
（307,800 円）

IB 内側
約12㎡／シャワー付

$1,679
（184,600 円）

$1,629
（179,100 円）

$1,679
（184,600 円）

$1,679
（184,600 円）

$1,679
（184,600 円）

$1,679
（184,600 円）

$1,879
（206,600 円）

$1,709
（187,900 円）

$2,099
（230,800 円）

$2,209
（242,900 円）

$2,369
（260,500 円）

出港日
客室タイプ

2020 年
6/20 6/27 7/4 7/11 7/18 7/25 8/1 8/8 8/15 8/22 8/29

SG ペントハウス
約45㎡／バルコニー・バスタブ付

$4,999
（549,800 円）

$5,049
（555,300 円）

$4,999
（549,800 円）

$5,049
（555,300 円）

$4,649
（511,300 円）

$4,649
（511,300 円）

$4,629
（509,100 円）

$4,649
（511,300 円）

$4,449
（489,300 円）

$4,499
（494,800 円）

$4,299
（472,800 円）

BB 海側バルコニー
約16.5㎡／バルコニー・シャワー付

$3,379
（371,600 円）

$3,229
（355,100 円）

$3,349
（368,300 円）

$3,229
（355,100 円）

$3,229
（355,100 円）

$3,229
（355,100 円）

$3,059
（336,400 円）

$2,979
（327,600 円）

$3,129
（344,100 円）

$3,029
（333,100 円）

$2,779
（305,600 円）

OK 海側窓付 * 視界が遮られます
約13㎡／シャワー付

$2,999
（329,800 円）

$2,799
（307,800 円）

$2,749
（302,300 円）

$2,749
（302,300 円）

$2,799
（307,800 円）

$2,749
（302,300 円）

$2,499
（274,800 円）

$2,549
（280,300 円）

$2,399
（263,800 円）

$2,399
（263,800 円）

$2,349
（258,300 円）

IB 内側
約12㎡／シャワー付

$2,369
（260,500 円）

$2,319
（255,000 円）

$2,339
（257,200 円）

$2,339
（257,200 円）

$2,189
（240,700 円）

$2,269
（249,500 円）

$1,889
（207,700 円）

$1,889
（207,700 円）

$1,889
（207,700 円）

$1,839
（202,200 円）

$1,719
（189,000 円）

合衆国税 2020年6月出港分までお一人様 US$135.54、2020年7月出港分以降お一人様 US$142.07
チップ

乗船中お一人様1泊あたりUS$15.5
（ペントハウスは US$18.29）が各
客室に掛かります。船内でお支払
いいただきます。

ハワイ州税 2020年3月出港分までお一人様内側 /US$65.45、海側窓付 /US$97.85、海側バルコニー /US$84.47、ペントハウス /US$146.65、
2020年4月出港分以降お一人様内側 /US$88、海側窓付 /US$106.62、海側バルコニー /US$132、ペントハウス /US$205

※クルーズ代金は、変動制となっており、上記クルーズ代金は 2019年9月20日現在の代金です。また、日本円表記は 1米ドル＝110円で換算した
暫定代金（100円単位に切り捨て）となります。　※予約時の弊社社内レートで換算いたしますので、表示の金額とは異なります。　
※シングル代金は全客室タイプ、クルーズ代金＋ハワイ州税の 200％となります。※ 3名1室、4名1室利用はお問い合わせください。
※ペントハウスはダブルベッドのみとなります。　
※各船会社の旅行条件・運送約款を説明した書面を用意しておりますので、事前にご確認の上、お申し込みください。この条件に定めのない事項に
ついては、当社旅行業約款（手配旅行契約の部）によります。
※政府関連諸税は現地事情により予告なしに税額が変更になる場合があります。また、1名様でご利用いただける部屋数、3名様でご利用いただける
部屋数には限りがございますので、予約時にお問い合わせください。　
※原油価格の変動により、予告なく燃油サーチャージが導入される場合があります。　
※ 2020年4/25〜5/30出港分は定期整備の為、運休となる予定です。※ 2020年9月以降のお手配も可能です。詳しくはお問い合わせください。

プライド オブ アメリカが出入港する港はアロハタワーに程近い「ピア 2
クルーズターミナル（Pier 2 Cruise Terminal）」です。個人旅行の
場合は、空港からタクシーを利用するのが便利です。
空港⇔港間 約25〜30分　約 $40

プラン
出発日例 9 日間パターン プラン

出発日例 10 日間パターン

12/7 〜 12/15 75,000 円～ 12/7 〜 12/16 65,000 円～

2/8 〜 2/16 75,000 円～ 2/8 〜 2/17 70,000 円～

3/28 〜 4/5 85,000 円～ 3/28 〜 4/6 80,000 円～

4/11 〜 4/19 75,000 円～ 4/11 〜 4/20 70,000 円～

6/6 〜 6/14 95,000 円～ 6/6 〜 6/15 90,000 円～

7/18 〜 7/26 195,000 円～ 7/18 〜 7/27 190,000 円～

 B 航空運賃一例（ハワイアン航空　エコノミークラス利用・変動制）

ホノルル空港⇔港間のアクセス

キャンセル 日 キャンセル料

出港日から
さかのぼって

69 日前〜50 日前まで クルーズ代金の 20%

49 日前〜29 日前まで クルーズ代金の 50%

28 日前〜15 日前まで クルーズ代金の 75%

14 日前以降 クルーズ代金の 100%

クルーズのキャンセル料

サンド島

ダニエル・K
イノウエ国際空港 92

H1

アロハタワー Pier 2
Cruise
Terminal

※運賃は 2019年9月20日現在
です。予約の時期または、空席に
応じて運賃は変動しますので予め
ご了承ください。
※空港施設使用料（羽田：2,670
円）、国際観光旅客税（1,000円）、
海外空港税（概算 7,960円）・航
空燃油サーチャージ（17,000円
／ 2019年 9月20日現在）が別
途必要になります。
※中間（プレミアム）エコノミーク
ラス、ビジネスクラス利用代金に
つきましては、お問合せください。
※その他運賃規則は、 航空会社
のホームページをご参照ください。

B� B�

A A

7



8

西地中海ハイライトクルーズ

ポルトフィーノ（イメージ）

オーシャニアクルーズ
クルーズ代金／お一人様（暫定）

219,800 円～538,800 円
プレミアムクラス

Luxury

Premium

Casual

  5．	個人クルーズ旅行だから、選択肢が豊富！
	 4つの出発日、15種類の客室タイプ、航空会社など組み合わせ自由自在です
  6．	選択肢が豊富でありながら、3ステップでご旅行トータルの手配完了のシンプル設計
  7．		個人クルーズ旅行だから、リーズナブル！プレミアム客船で航く地中海クルーズ10
日間が、トータル30万円台～可能になりました

  8．		個人旅行だから、ツアーキャンセルの心配がありません
  9．		ｉＣｒｕｉｓｅのクルーズ・スペシャリストがあなたに合ったプランをコンサルティングすることも可能です
10．		船会社送迎プログラムも取扱い手数料無料でご手配致します。（船会社送迎プログラム料金実費のみ）

iCruiseスペシャル・オファー

1．	 	洋上の美食客船「オーシャニ
アクルーズ」の人気のOクラス 
「リビエラ」「マリーナ」で航く西地中海クルーズ。

2．	 �9 0％以 上 の 客 室 が 、海 側・ 
バルコニー・バスタブ付き、

	 コストパフォーマンス最高のアッパー・プレミアム客船利用。

3．	 	歴史と文化と芸術が魅力の西地中海の4か国（スペイン・ 
フランス・モナコ・イタリア）・8都市を7泊で巡ります。

4．	 	優雅なグランドダイニングや海風を感じる
テラスカフェなど、予約が要らない多種	
多様のオープンシーティング制のレスト
ラン６か所をすべて追加代金
なしでご利用いただけます。

	 ※別途、有料・予約制の特別レストランもございます。

5．	 	フォーマルウエア不要。エレガントかつカジュアルなクルーズ。

6．	 	全コース船会社日本語スタッフが乗船。
	 メインダイニングでの日本語メニューなどがご用意されます。

厳選おすすめポイント

1 1 部屋につき4 つの寄港地観光
2  ハウスドリンクパッケージ 
（ランチ・ディナー時のグラス単位でのアルコールも含まれます）

3 1 部屋につきシップボードクレジット（船内で使えるお小遣い）＄400

Ｏライフ・チョイス特典

Wi-Fiフリーはもちろん、
Ｏライフ特典123の 4 つの特典すべてが無料！
※�本キャンペーンは、空室状況により、予告なしに終了となりますので、予めご了承ください。
※対象客室タイプ�：�B4〜PH1

①7/9出港　②7/26出港
究極Ｏライフ特典

船�籍：マーシャル諸島　総トン数：66,084トン
建�造：2011年（マリーナ）・2012年（リビエラ）
全�長：239m　全�幅：32m
乗客定員：1,250名　乗組員数：800名

ドレスコード：カントリークラブ・カジュアル（フォーマル不要）

 プレミアムクラス �オーシャニアリビエラ／マリーナ

詳しくは、こちらの
船会社パンフレットを

ご覧ください。

クルーズ界トップクラスの美食客船

日替わり料理のメインダイニング

①7/9出港 ②7/26出港 ③9/1出港 ④11/4出港
Wi-Fiフリー ◯ ◯ ◯ ◯

【1】1部屋につき4つの寄港地観光 ◯ ◯ 【1】〜【3】の中
から1つお選び
ください。

【1】〜【3】の中
から1つお選び
ください。

【2】ハウスドリンク・パッケージ ◯ ◯
【3】1部屋につきシップボードクレジット（＄400） ◯ ◯

【iCruise特典】シップボード・クレジット × × ◯
（1室$200）

◯
（1室$200）

船会社日本語スタッフ乗船 ◯ ◯ ◯ ◯
ICM（iCruise）専任・日本人スタッフ乗船 ◯ × × ×

【iCruise特典】日本語スタッフの空港お出迎え・
乗船チェックインアシストサービス※推奨フライトのみ ◯ × × ×

①7/9出港・②7/26出港のコースでは、「究極Ｏライフ特典」付き！

③9/1出港・④11/4出港のコースでは、iCruise特典と
して、シップボードクレジットをプレゼント

更に①7/9出港コースでは、バルセロナ空港で、日本語ス
タッフのお出迎え、乗船チェックインアシストサービス付き
※推奨フライト（モデルプランB	：	ターキッシュエアラインズ利用）の場合に限ります

①7/9出港コースでは、ICM（iCruise）専任・日本人スタッフ乗船

1
2
3
4

全コース Wi-Fiフリー（1 部屋に 1 アカウント）
さらに下記の3つのアメニティから1つを無料でお選びいただけます。
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※添乗員は同行致しません。
※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ございます。
※上記時刻は現地時間となっており、変更となる場合がございます。

※添乗員は同行致しません。
※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ございます。
※上記時刻は現地時間となっており、変更となる場合がございます。

日次 曜日 現地時間 スケジュール

モデルプランA（全日空+ルフトハンザドイツ航空利用） モデルプランB（ターキッシュエアラインズ利用）
1 7/8
（水）

深夜 チェックイン

21:40 東京（成田）発� �
空路、イスタンブール�
乗り継ぎにてバルセロ
ナへ� 【機中泊】 機— —

2 7/9
（木）

00:10

09:35

東京（羽田）発� �
空路、フランクフルト乗り
継ぎにてバルセロナへ
バルセロナ着� 機 機—

10:00 バルセロナ着
� 機 — —

 B 航空機

モデルプランA（全日空+ルフトハンザドイツ航空利用） モデルプランB（ターキッシュエアラインズ利用）
9 7/17
（金）

14:50 ローマ発� �フランクフ
ルト乗り継ぎにて、帰国
の途へ
� 【機中泊】 機— —

19:50 ローマ発� �イスタン
ブール乗り継ぎにて、帰
国の途へ
� 【機中泊】 機— —

10 7/18
（土）

14:55 東京（羽田）着
� 機 — —

19:10 東京（成田）着
� 機 — —

 B 航空機

2 7/9
（木）

午前 船会社送迎車にてバルセロナ港へ（混乗）

13:00 乗船チェックイン

 C  船会社送迎プログラム

9 7/16
（木） 午前 船会社送迎車にて空港へ（混乗）

 D 船会社送迎プログラム

客船名  オーシャニア リビエラ　Oceania Riviera
乗船期間   ①コース  2020年7月9日（木）〜7月16日（木）
乗船区間  バルセロナ〜チビタベッキア／ローマ【船内7泊】
 モデルプラン（フライ＆クルーズ）10 日間 

1 7/9
（木） 19:00 バルセロナ（スペイン）出港� 【船中泊】 昼 夕—

2 7/10
（金）

08:00
17:00

パルマデマヨルカ／マヨルカ島（スペイン）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

3 7/11
（土）

10:00
20:00

マルセイユ（フランス）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

4 7/12
（日）

08:00
23:00

モンテカルロ（モナコ）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

5 7/13
（月）

08:00
18:00

アンティーブ ／コートダジュール（フランス）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

6 7/14
（火）

08:00
23:00

ラ・スペツィア／チンクエテッレ（イタリア）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

7 7/15
（水）

08:00
20:00

リボルノ／フィレンツェ（イタリア）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

8 7/16
（木）

午前 チビタベッキア／ローマ（イタリア）入港。朝食後、下船
� 朝 — —

 A クルーズ（7 泊 8 日）

日次 曜日 現地時間 スケジュール

モデルプランA（全日空+オーストリア航空利用） モデルプランB（ターキッシュエアラインズ利用）
1 7/25
（土）

深夜 チェックイン

21:40 東京（成田）発� �
空路、イスタンブール乗
り継ぎにてニースへ
� 【機中泊】 機— —

2 7/26
（日）

01:20

14:25

東京（羽田）発� �
空路、ウィーン乗り継ぎ
にてニースへ
ニース着� 機 機—

10:35 ニース着
� 機 — —

 B 航空機

モデルプランA（全日空+オーストリア航空利用） モデルプランB（ターキッシュエアラインズ利用）
9 8/2
（日）

16:50 バルセロナ発� �フラン
クフルト乗り継ぎにて、
帰国の途へ
� 【機中泊】 機— —

19:00 バルセロナ発� �イスタ
ンブール乗り継ぎにて、
帰国の途へ
� 【機中泊】 機— —

10 8/3
（月）

14:55 東京（羽田）着
� 機 — —

19:10 東京（成田）着
� 機 — —

 B 航空機

2 7/26
（日）

着後 船会社送迎車にてモンテカルロ港へ（混乗）

13:00 乗船チェックイン

 C  船会社送迎プログラム

9 8/2
（日） 午前 船会社送迎車にて空港へ（混乗）

 D 船会社送迎プログラム

客船名  オーシャニア リビエラ　Oceania Riviera
乗船期間   ②コース  2020年7月26日（日）〜8月2日（日）
乗船区間  モンテカルロ〜バルセロナ【船内7泊】
 モデルプラン（フライ＆クルーズ）10 日間 

1 7/26
（日） 23:00 モンテカルロ（モナコ）出港� 【船中泊】 昼 夕—

2 7/27
（月）

08:00
20:00

リボルノ／フィレンツェ（イタリア）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

3 7/28
（火）

08:00
20:00

チビタベッキア／ローマ（イタリア）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

4 7/29
（水）

08:00
17:00

ポルトフィーノ（イタリア）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

5 7/30
（木）

08:00
18:00

マルセイユ（フランス）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

6 7/31
（金）

11:00
23:00

パルマデマヨルカ／マヨルカ島（スペイン）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

7 8/1
（土）

08:00
18:00

イビサ（スペイン）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

8 8/2
（日）

午前 バルセロナ（スペイン）入港。朝食後、下船
� 朝 — —

 A クルーズ（7 泊 8 日）

チビタベッキア／ローマ（イタリア）
ティレニア海に面した港町であり、ローマ
への玄関港。慶弔遣欧使節団を率いる
市倉常長が初めて上陸した港としても知
られております。
代表的な寄港地観光OP  
ローマ市内終日観光
所要時間：約8時間　料金：未定

マルセイユ（フランス）
プロバンス地方に位置するフランス最古
の都市。ヨットハーバーがある旧港にはレ
ストランが立ち並び、ブイヤベースをお楽
しみいただけます。
代表的な寄港地観光OP  
マルセイユ半日観光
所要時間：約4時間　料金：未定

各寄港地の魅力

モンテカルロ（モナコ）
モナコ公国の中心都市。国営カジノや
高級ホテルが集まり、本地区の公道を
コースとするF1のモナコGPは世界的
にも有名です。
代表的な寄港地観光OP  
ニース・エズ・モナコ終日観光
所要時間：約8時間　料金：未定

イメージ イメージイメージ

チビタベッキア／
ローマ

モンテカルロ

アンティーブ
マルセイユ

バルセロナ

パルマデマヨルカ

ラ・スペツィア
リボルノ／
フィレンツェ

チビタベッキア／
ローマ

モンテカルロ

マルセイユ

バルセロナ

パルマデマヨルカ
イビサ

リボルノ／
フィレンツェ

ポルトフィーノ

①コース

②コース

iCruise
スペシャル・オファー！
日本人スタッフ乗船
究極Oライフ特典など
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※添乗員は同行致しません。
※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ございます。
※上記時刻は現地時間となっており、変更となる場合がございます。

※添乗員は同行致しません。
※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ございます。
※上記時刻は現地時間となっており、変更となる場合がございます。

日次 曜日 現地時間 スケジュール

モデルプランA（全日空利用） モデルプランB（ターキッシュエアラインズ利用）
1 8/31
（月）

深夜 チェックイン

22:30 東京（成田）発� �
空路、イスタンブール乗
り継ぎにてローマへ
� 【機中泊】 機— —

2 9/1
（火）

00:10

09:20

東京（羽田）発� �
空路、フランクフルト乗り
継ぎにてローマへ
ローマ着� 機 機—

09:55 ローマ着
� 機 — —

 B 航空機

モデルプランA（全日空利用） モデルプランB（ターキッシュエアラインズ利用）
9 9/8
（火）

16:50 バルセロナ発� �フラン
クフルト乗り継ぎにて、
帰国の途へ
� 【機中泊】 機— —

19:00 バルセロナ発� �イスタ
ンブール乗り継ぎにて、
帰国の途へ
� 【機中泊】 機— —

10 9/9
（水）

14:55 東京（羽田）着
� 機 — —

19:10 東京（成田）着
� 機 — —

 B 航空機

2 9/1
（火）

午前 船会社送迎車にてチビタベッキア港へ（混乗）

13:00 乗船チェックイン

 C  船会社送迎プログラム

9 9/8
（火） 午前 船会社送迎車にて空港へ（混乗）

 D 船会社送迎プログラム

客船名  オーシャニア リビエラ　Oceania Riviera
乗船期間   ③コース  2020年9月1日（火）〜9月8日（火）
乗船区間  チビタベッキア／ローマ〜バルセロナ【船内7泊】
 モデルプラン（フライ＆クルーズ）10 日間 

1 9/1
（火） 19:00 チビタベッキア／ローマ（イタリア）出港� 【船中泊】 昼 夕—

2 9/2
（水）

08:00
20:00

リボルノ／フィレンツェ（イタリア）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

3 9/3
（木）

08:00
20:00

ラ・スペツィア／チンクエテッレ（イタリア）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

4 9/4
（金）

08:00
23:00

モンテカルロ（モナコ）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

5 9/5
（土）

08:00
18:00

アンティーブ／コートダジュール（フランス）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

6 9/6
（日）

08:00
18:00

マルセイユ（フランス）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

7 9/7
（月）

11:00
21:00

パルマデマヨルカ（スペイン）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

8 9/8
（火）

午前 バルセロナ（スペイン）入港。朝食後、下船
� 朝 — —

 A クルーズ（7 泊 8 日）

日次 曜日 現地時間 スケジュール

モデルプランA（全日空利用） モデルプランB（エミレーツ航空利用）
1 11/3
（火）

深夜 チェックイン

23:00 東京（成田）発� �
空路、ドバイ乗り継ぎに
てローマへ
� 【機中泊】 機— —

2 11/4
（水）

00:55

09:10

東京（羽田）発� �
空路、フランクフルト乗り
継ぎにてローマへ
ローマ着� 機 機—

12:40 ローマ着
� 機 — —

 B 航空機

モデルプランA（全日空利用） モデルプランB（エミレーツ航空利用）
9 11/11
（水）

13:20 ニース発� �ミュンヘン
乗り継ぎにて、帰国の途
へ
� 【機中泊】 機— —

14:30 ニース発� �ドバイ乗り
継ぎにて、帰国の途へ

� 【機中泊】 機— —

10 11/12
（木）

15:40 東京（羽田）着
� 機 — —

17:20 東京（成田）着
� 機 — —

 B 航空機

2 11/4
（水）

着後 船会社送迎車にてチビタベッキア港へ（混乗）

13:00 乗船チェックイン

 C  船会社送迎プログラム

9 11/11
（水） 午前 船会社送迎車にて空港へ（混乗）

 D 船会社送迎プログラム

客船名  オーシャニア マリーナ　Oceania Marina
乗船期間   ④コース  2020年11月4日（水）〜11月11日（水）
乗船区間  チビタベッキア／ローマ〜モンテカルロ【船内7泊】
 モデルプラン（フライ＆クルーズ）10 日間 

1 11/4
（水） 20:00 チビタベッキア／ローマ（イタリア）出港� 【船中泊】 昼 夕—

2 11/5
（木）

08:00
20:00

リボルノ／フィレンツェ（イタリア）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

3 11/6
（金）

07:00
15:00

アジャクシオ／コルシカ島（イタリア）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

4 11/7
（土）

11:00
20:00

パルマデマヨルカ（スペイン）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

5 11/8
（日）

08:00
18:00

バレンシア（スペイン）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

6 11/9
（月）

07:00
18:00

バルセロナ（スペイン）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

7 11/10
（火）

08:00
18:00

マルセイユ（フランス）入港 OP
出港� 【船中泊】朝 昼 夕

8 11/11
（水）

午前 モンテカルロ（モナコ）入港。朝食後、下船
� 朝 — —

 A クルーズ（7 泊 8 日）

バルセロナ（スペイン）
カタルーニャ最大の都市であり、芸術界
の鬼才ダリやピカソが愛した国際都市。
サグラダ・ファミリア、グエル公園等の世
界遺産を楽しみください。
代表的な寄港地観光OP  
バルセロナ半日観光
所要時間：約4.5 時間　料金：未定

パルマデマヨルカ／マヨルカ島（スペイン）
風光明媚で冬でも温暖なマヨルカ島の中
心街。人気のビーチだけでなく、ゴシッ
クやアラブ等、様々な様式の歴史的建
物や自然を楽しめます。
代表的な寄港地観光OP  
マヨルカ半日観光
所要時間：約4時間　料金：未定

リボルノ／フィレンツェ（イタリア）
北イタリアのトスカーナ州に位置し、フィレ
ンツェ、ピサの玄関港として知られており、
リグリア海に面した貿易港です。

代表的な寄港地観光OP  
フィレンツェとピサ観光
所要時間：約9.5 時間　料金：未定

各寄港地の魅力

イメージ イメージ イメージ

チビタベッキア／
ローマ

モンテカルロ

アンティーブ
マルセイユ

バルセロナ

パルマデマヨルカ

ラ・スペツィア
リボルノ／
フィレンツェ

チビタベッキア／
ローマ

アジャクシオ／
コルシカ島

モンテカルロ
マルセイユ

バルセロナ

バレンシア パルマデマヨルカ

リボルノ／
フィレンツェ

③コース

④コース



※上記、クルーズ代金は、1米ドル＝110円で算出した暫定代金です。換算レートは、予約時の弊社レートで換算した代金で確定代金となります。
※クルーズ代金には、お食事はもちろん、ポートチャージ・諸税が含まれています。　※船内チップ、国内空港諸税、燃油サーチャージ・その他諸税等が別途必要になります。（詳細は上記ご参照ください。）

セミオーダーメイドの船旅が作れる 3 ステップとご旅行代金（例） 例① 例②

出港日
客室タイプ

2020年
① 7/9・② 7/26・③ 9/1 ④ 11/4

OS オーナーズスイート
海側・バスタブ・バルコニー付き�185㎡以上／ 8・9・10階船尾

お問い合わせください お問い合わせくださいVS ビスタスイート
海側・バスタブ・バルコニー付き�111〜139㎡／ 8・9・10・12階船尾

OC オーシャニアスイート
海側・バスタブ・バルコニー付き�92㎡／ 11・12階船首・船尾

PH1 ペントハウススイート
海側・バスタブ・バルコニー付き�39㎡／ 7階船尾・11階中央 $4,899（538,800 円） $3,799（417,800 円）

PH2 ペントハウススイート
海側・バスタブ・バルコニー付き�39㎡／ 7階船尾・10階中央・11階前方・後方 $4,699（516,800 円） $3,599（395,800 円）

PH3 ペントハウススイート
海側・バスタブ・バルコニー付き�39㎡／ 9階後方・10階前方 $4,499（494,800 円） $3,399（373,800 円）

A1 コンシェルジュ レベル ベランダ
海側・バスタブ・バルコニー付き�26㎡／ 10階中央・11階中央・12階前方�※コンシェルジュサービス付き $3,799（417,800 円） $2,799（307,800 円）

A2 コンシェルジュ レベル ベランダ
海側・バスタブ・バルコニー付き�26㎡／ 9階中央・10階前方・後方�※コンシェルジュサービス付き $3,749（412,300 円） $2,749（302,300 円）

A3 コンシェルジュ レベル ベランダ
海側・バスタブ・バルコニー付き�26㎡／ 9階中央寄り�※コンシェルジュサービス付き $3,699（406,800 円） $2,699（296,800 円）

A4 コンシェルジュ レベル ベランダ
海側・バスタブ・バルコニー付き�26㎡／ 9階前方・後方�※コンシェルジュサービス付き $3,649（401,300 円） $2,649（291,300 円）

B1 ベランダ ステートルーム
海側・バスタブ・バルコニー付き�26㎡／ 8階中央 $3,449（379,300 円） $2,549（280,300 円）

B2 ベランダ ステートルーム
海側・バスタブ・バルコニー付き�26㎡／ 7階中央・8階前方・後方 $3,399（373,800 円） $2,499（274,800 円）

B3 ベランダ ステートルーム
海側・バスタブ・バルコニー付き�26㎡／ 7階中央寄り・前方後方寄り $3,349（368,300 円） $2,449（269,300 円）

B4 ベランダ ステートルーム
海側・バスタブ・バルコニー付き�26㎡／ 7階前方・後方 $3,299（362,800 円） $2,399（263,800 円）

C デラックス オーシャンビュー
海側・バスタブ付き�22�㎡／ 7階中央 $2,699（296,800 円） $1,999（219,800 円）

ポートチャージ・諸税 全出港日クルーズ代金に含まれています。

※クルーズ代金は、変動制となっており、左記クルーズ
代金は2019 年 9月20日現在の代金です。また、日
本円表記は1米ドル＝110円で換算した暫定代金（100
円単位に切り捨て）となります。
※予約時の弊社社内レートで換算いたしますので、表示
の金額とは異なります。
※シングル代金は、全客室タイプ、ポートチャージ・諸
税を含む200%となります。
※船内チップとして、お一人様1泊あたり$16（バトラー
が付いたペントハウス以上は$23）が自動的に船内会計
に加算されます。
※各船会社の旅行条件・運送約款を説明した書面を用意
しておりますので、事前にご確認の上、お申し込みくだ
さい。この条件に定めのない事項については、当社旅行
業約款（手配旅行契約の部）によります。
※一部の客室は、バスタブなしのシャワーのみの客室も
ございます。
※政府関連諸税は現地事情により予告なしに税額が変更
になる場合があります。また、1名様でご利用いただけ
る部屋数、3名様でご利用いただける部屋数には限りが
ございますので、予約時にお問い合わせください。
※原油価格の変動により、予告なく燃油サーチャージが
導入される場合があります。
※A4以上の客室には、優先乗船、ウェルカム・シャンパン・
ボトル、スペシャリティ・レストランの優先予約、コンシェ
ルジュ・ラウンジのご利用などの特典が付きます。
※PH以上の客室には、上記コンシェルジュ・サービス
に加えて、バトラー（執事）、ブルガリのアメニティ、フルー
ツバスケット、ミニーバーなどの特典がプラスされます。

 A クルーズ代金（変動制）／ 1部屋 2名様でご利用の場合の大人お一人様代金	 ※（　）内は、1米ドル＝110円で算出した日本円建て代金

A	クルーズ
まずは、出港日と客室タイプを決めましょう
※ポートチャージ・諸税はクルーズ代金に含まれています。

B	航空機
出港日の前日以前の出発日で、予約プランを選びましょう
※中間（プレミアム）・エコノミークラス及びビジネスクラスご希望の方は、
　お問い合わせください。

C	［乗船時］船会社送迎プログラム

D	［下船時］船会社送迎プログラム

① 7/9 出港
B4：ベランダステートルーム利用

7/8 発
トルコ航空（エコノミークラス）利用

航空運賃 135,000 円

11/3 発
エミレーツ航空（エコノミークラス）利用

航空運賃 98,000 円

D	下船時送迎プログラム（ローマ） D	下船時送迎プログラム（モンテカルロ）

C		乗船時送迎プログラム（バルセロナ） C		乗船時送迎プログラム（ローマ）
$89 （9,700 円） $139（15,200 円）

$139（15,200 円） $119（13,000 円）

522,700 円 346,000 円

④ 11/4 出港
C：デラックスオーシャンビュー利用

クルーズ代金 $1,999（219,800 円）クルーズ代金 $3,299（362,800 円）

ご旅行代金合計（暫定）

++

++

==

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

※ANA＝全日空、OS＝オーストリア航空、TK＝ターキッシュエアラインズ、EK＝エミレーツ航空
※運賃は2019年9月20日現在です。予約の時期または、空席に応じて運賃は変動しますので予め
ご了承ください。
※中間（プレミアム）エコノミークラス及びビジネスクラス運賃は、お問い合わせください。
※国内空港税（羽田：2,670円／成田：2,610円）、国際観光旅客税（1,000円）、海外空港税・燃油サー
チャージ（概算32,520 円～47,650 円／ 2019年 9月20日現在）が別途必要になります。
※その他運賃規則は、航空会社のホームページをご参照ください。

プラン
出発日 モデルプランA モデルプランB

2020年

① 7/8東京発� （7/9 出港） 230,000 円（ANA+TK 利用） 135,000 円（TK 利用）

②7/25東京発�（7/26出港） 202,000 円（ANA+OS 利用） 135,000 円（TK 利用）

③8/31東京発� （9/1 出港） 175,000 円（ANA 利用） 125,000 円（TK 利用）

④11/3 東京発�（11/4出港） 145,000 円（ANA 利用） 98,000 円（EK 利用）

 B 航空運賃（一例）（エコノミークラス利用・変動制）

※ホテルプログラムは、1室 2名利用時お一人様代金です。シングル料金につきましてはお問合せください。
※7/9出港コースにおいて、推奨フライトご利用の場合は、乗船日のバルセロナ空港で日本語スタッフがお出迎
えいたします。
※モンカルロのプログラムは、ニース空港利用

 CD  船会社送迎・ホテルプログラム 
※（　）内は、1米ドル＝110円で算出した日本円建て代金

サービス内容 バルセロナ ローマ モンテカルロ

送迎プログラム
（片道）

［英語対応・混乗］

【乗船時】空港→乗船港
【下船時】下船港→空港

$89
（9,700 円）

$139
（15,200円）

$119
（13,000円）

ホテルプログラム
（ホテル 1 泊＆

送迎付き）
［英語対応・混乗］

【乗船時】
空港→ホテルへの送迎、ホテル1泊、
ホテル→乗船港の送迎

【下船時】
下船港→ホテルへの送迎、ホテル1泊、
ホテル→空港の送迎

$139
（15,200円）

$189
（20,700円）

$169
（18,500円）

取�消�日 取�消�料

旅行開始の日の
前日から起算して
さかのぼって

121日前まで 無料

120日〜 91日前まで お一人様$250

��90 日〜 76日前まで クルーズ代金の25%

��75 日〜 61日前まで クルーズ代金の50%

��60 日〜 31日前まで クルーズ代金の75%

��30 日前以降 クルーズ代金の100%

クルーズのキャンセル料

B	 B	

A A

11

専任日本人
スタッフ

乗船コース

到着空港〜乗船港までの送迎プログラムを選びましょう

下船後〜出港空港までの送迎プログラムまたは、
ホテルプログラムを選びましょう
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大人のタヒチ楽園クルーズ
①コース  ソシエテ諸島　 ②コース  ソシエテ諸島とタヒチ・イティ

イメージ

※添乗員は同行致しません。
※ 2020 年 2 月 22 日発は、船内に日本人コンシェルジュが乗船し、お世話します。 ※ TN= エア・タヒチ・ヌイ
※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ございます。
※上記時刻は現地時間となっており、変更となる場合がございます。

設定期間  2019年12月〜2020年12月発
乗船区間  パペーテ〜パペーテ【船内7泊】
 モデルプラン（フライ＆クルーズ）10 日間 

日次 曜日 現地時間 スケジュール

2019年冬期スケジュール（2019年12月～2020年3月発） 2020年夏期スケジュール（2020年4月～9月発）

1 （土） 17:40

09:25

東京（成田）発  直行便（TN77
便）にてパペーテへ

 日付変更線通過 
パペーテ（タヒチ）着

17:40

09:45 ～ 10:10

東京（成田）発  直行便（TN77
便）にてパペーテへ

 日付変更線通過 
パペーテ（タヒチ）着

 B 航空機（往路）

2019 年冬期 デイユースプラン 2020 年夏期 １泊プラン
8 （土） 午前

午後

15:00

20:00
深夜

フリータイム
船内にて昼食後、船会社専用車にてパペーテ
観光、その後、ホテルへ（混乗・英語ガイド付）
ホテル・チェックイン
※出発までお部屋でゆっくりお寛ぎください。
ホテル・チェックアウト
船会社送迎車にて空港へ（混乗・英語ガイド付）
 【ホテル・デイユース】朝 昼 —

午前
午後

15:00

フリータイム
船内にて昼食後、船会社専用車にてパペーテ
観光、その後、ホテルへ（混乗・英語ガイド付）
ホテル・チェックイン

 【パペーテ泊】朝 昼 —

9 （日） 早朝 船会社送迎車にて空港へ（混乗・英語ガイド付）

 D 船会社後泊ホテルプログラム【オプションプラン（有料）】

2019年冬期スケジュール（2019年12月～2020年3月発） 2020年夏期スケジュール（2020年4月～9月発）

9 （日） 01:30 パペーテ発  直行便（TN78便）
にて帰国の途へ 【機中泊】 機— —

07:15～08:00 パペーテ発  直行便（TN78便）
にて帰国の途へ 【機中泊】朝 機—

10（月） 08:00 東京（成田）着 機 — — 14:05 東京（成田）着 機 — —

 B 航空機（復路）

1 （土） 午前
11:30 頃

現地日本語ガイドがフラワーレイでお出迎え
船会社送迎車にて港へ（混乗）
途中、パペーテ市内にてフリータイム。（約2時間半）。
※お荷物は、現地オフィスにてお預かりします。各自にて昼食・ショッピングなどをお楽しみください。

15:00 乗船チェックイン。乗船後、船内にて日本語のオリエンテーション

 C 船会社送迎プログラム（日本語ガイド付き） iCruise 特典：無料プレゼント

①コース（ソシエテ諸島） ②コース（ソシエテ諸島とイティ）
1 （土） 23:55 出港 23:55 出港
2 （日） 08:00

17:00
フアヒネ島入港 OP
出港 【船中泊】朝 昼 夕

08:00
17:00

パイラオ（タヒチ・イティ）入港 OP
出港 【船中泊】朝 昼 夕

3 （月） 08:00
17:00

タハア島（モツ・マハナ）入港 OP
出港 【船中泊】朝 昼 夕

08:00
17:00

フアヒネ島入港 OP
出港 【船中泊】朝 昼 夕

4 （火） 08:00 ボラボラ島入港 OP
船はボラボラ島に停泊します 【船中泊】朝 昼 夕

08:00
17:00

タハア島（モツ・マハナ）入港 OP
出港 【船中泊】朝 昼 夕

5 （水）
17:00

OP
出港 【船中泊】朝 昼 夕

08:00 ボラボラ島入港 OP
船はボラボラ島に停泊します 【船中泊】朝 昼 夕

6 （木） 08:00 モーレア島入港 OP
船はモーレア島に停泊します 【船中泊】朝 昼 夕 17:00

OP
出港 【船中泊】朝 昼 夕

7 （金）
17:00
19:30

OP
出港
パペーテ（タヒチ島）入港
船はパペーテに停泊します 【船中泊】朝 昼 夕

08:00
17:00
19:30

モーレア島入港 OP
出港
パペーテ（タヒチ島）入港
船はパペーテに停泊します 【船中泊】朝 昼 夕

8 （土） 午前 下船 午前 下船

 A クルーズ（7 泊 8 日）

ラグジュアリークラス

Luxury

Premium

Casual

ボラボラ島 タハア島
（モツ・マハナ）

フアヒネ島

①コース
②コース
共　  通

パペーテ
モーレア島

パイラオ
ソシエテ諸島

タヒチ島

イティ

タヒチ島
空港もある首都パ
ペーテはタヒチへの
玄関口。タヒチの生
活を感じられる大き
なマルシェ（市場）
や博物館、植物園
もあります。

ボラボラ島
ボラボラ島は高級ホテルやバンガローが点在するリゾートアイランド。
真っ白な砂浜とターコイズブルーのラグーンが美しいコントラストを放
つ、絵に描いたようなプライベートビーチで、マリンスポーツやドリンク
サービスをお楽しみください。
代表的な寄港地観光OP  
ラグーンエクスカーション＆ポリネシアンランチ
所要時間：約 5 時間　料金：$209

イメージ

イメージ

  各 寄港地の魅力

クルーズ代金／お一人様（暫定）

296,400 円〜1,385,400 円

ポール・ゴーギャン

©Paul Gauguin Cruises
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プライベートアイランド
モツ・マハナ（タハア島）
バニラ農園や真珠養殖場を擁するタハ
ア島。椰子の木と透明な海が迎えてく
れるプライベートアイランドでは、海に
浮かぶバー、レ・ゴギンズによる歌と踊
りのショー、バーベキューのランチで最
高にリラックスした一日が過ごせます。
代表的な寄港地観光OP  
タハア島観光
所要時間：約 3.5 時間　料金：$82

タヒチ・イティ
タヒチ島を構成する2つの島のうち、小さい方の「リト
ルタヒチ」（タヒチ・イティ）で大きな発見があなたを待っ
ています。他のクルーズ船では、この自然あふれる海
岸線、古代の石窟画やマラエ（寺院）、本物のポリネ
シア文化の宝庫を探索する機会はなかなかありません。
代表的な寄港地観光OP  
タヒチ・イティ ハイラント
所要時間：約 3.5 時間　料金：$95

モーレア島
切り立った稜線が印象的な山
「バリハイ」が島のシンボル。
甘くてジューシーなパイナップ
ル畑も広がります。
代表的な寄港地観光OP  
テホアプログラム・ドルフィン体験
所要時間：約 2 時間　
料金：$150

イメージ

イメージ

イメージ

  各 寄港地の魅力

1．	 	iCruise特典として、空港から乗船港まで
の船会社送迎プログラム（日本語ガイド付き）を
プレゼント

2．	 	更に、お一人様＄100のオンボードクレ
ジットをプレゼント

	 	※船内でのスパやお買い物、寄港地観光などのお支払いに
ご利用いただけます。（1部屋につき2名様までとなります。）

3．	 個人クルーズ旅行だから、選択肢が豊富！
	 	20本を超える出発日、8種類の客室タイプ、4つの航空機運賃プ

ランなど組み合わせ自由自在です

4．	 	選択肢が豊富でありながら、3ステップでご旅行トー
タルの手配完了のシンプル設計

	 	iCruiseのクルーズスペシャリストがあなたに合ったプランをコ
ンサルティングすることも可能です

5．	  個人クルーズ旅行だから、リーズナブル！ 
物価の高いタヒチ10日間が、トータル40万円代～可能になり
ました

6．	 	個人旅行だから、ツアーキャンセルの心配があり
ません

7． 日本語サービス充実、添乗員なしでも心配ありません

iCruiseスペシャル・オファー

1．	 	画家ポール・ゴーキャンが愛したタヒチの島々を巡る	
全室海側・究極のラグジュアリーシップ

「ポール・ゴーギャン」で航く楽園クルーズ。

2．	  モーレア島・タヒチ
島・ボラボラ島な
ど、タヒチの島 を々
巡るアイランド・ホッピング
クルーズ。

3．	 	船内ではパリの有名
シェフが監修する

「ラ・ベランダ」をは
じめ、合計3つのグル
メレストランでお楽し
みください。

4．	 	船内ではタヒチアンによる
伝統的な歌の披露やポ
リネシアンダンスのレッス
ンなど、タヒチならではイベント
が満載です。

5．	 	船尾からそのま
ま海に出られる
施設を備えています
ので各種マリンスポーツ
も楽しめます。

6．	 	船内チップもクルーズ代金に含まれています。アルコール
類も無料のオールインクルーシブ制！（プレミアム・リカー
を除く）

7．	 	ラグジュアリー客船でありながら、フォーマル不要です。
 ラグジュアリークラス  ポール・ゴーギャン

★世界のトップ・スモール・シップ18年連続受賞
★�全ての客室がオーシャンビュー・7割が�
バルコニー付（ほとんどがバスタブ付）

船 籍：バハマ　総トン数：19,200トン　建 造：1998 年（改装 2012 年）
全 長：153 .6m　全 幅：21.9m　乗客定員：332 名　乗組員数：217 名

ポール・ゴーギャンの魅力

詳しくは、こちらの
船会社パンフレットを

ご覧ください。

厳選おすすめポイント

有名シェフ監修の本格フレンチ

客室は全室オーシャンビュー、7 割がバルコニー付き©Paul Gauguin Cruises

ポール・ゴーギャン専用プライベートアイランド

ドレスコード：エレガントリゾートウェア（フォーマル不要）

イメージ

イメージ

※記載の寄港地観光は 2019 年度の参考金額です。金額・内容は変更になる場合がございます。

©Paul Gauguin Cruises

©Paul Gauguin Cruises

©Paul Gauguin Cruises

©Paul Gauguin Cruises

©Paul Gauguin Cruises

©Paul Gauguin Cruises
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※運賃は 2019年9月20日現在です。予約の時期または、空席に応じて運賃は変動しますので予めご了承ください。　※空港施
設使用料（成田：2,610円）、国際観光旅客税（1,000円）、海外空港税・航空燃油サーチャージ（21,800円／ 2019年9月20
日現在）が別途必要になります。　※中間（プレミアム）エコノミークラス、ビジネスクラス利用代金につきましては、お問合せく
ださい。※その他運賃規則は、航空会社のホームページをご参照ください。*1 ただし、予約便の出発時刻前に行うこと

プラン
出発日 フレックス セミ・フレックス セーバー スーパー・セーバー

2019 年
12/1～12/20 180,000 円 150,000 円 130,000 円 104,000 円

12/21 ～ 12/27 200,000 円 170,000 円 150,000 円 120,000 円

12/28 ～ 12/31 225,000 円 195,000 円 175,000 円 —
2020 年

1/1 ～ 2/29 180,000 円 150,000 円 130,000 円 104,000 円

6/27 ～ 7/17 180,000 円 150,000 円 122,000 円 108,000 円

7/18 ～ 8/7 200,000 円 170,000 円 142,000 円 128,000 円

8/8 ～ 8/14 210,000 円 180,000 円 152,000 円 138,000 円

8/17 ～ 9/30 200,000 円 170,000 円 142,000 円 128,000 円

10/1～10/31 190,000 円 160,000 円 132,000 円 118,000 円
12/19・12/26 後日発表

購入期限 当日まで購入可 *1 当日まで購入可 35 日前まで 120 日前まで

予約変更 可 出発前 1 回可（15,000 円）
出発後 1 回可（5,000 円）*1 不可 不可

取り消し手数料 25,000 円 36,000 円 払い戻し不可 払い戻し不可

※室料、宿泊税、港／ホテル／空港間の送迎代が含まれます。（英語案内・混乗）
※ホテルプログラムをご利用のお客様のみ、下船日のチェックアウト後のお荷物を船でお預か
りし、ランチも船でお召し上がりいただけます。

後泊デイユースプラン 後泊 1 泊プラン（朝食付き）

出発日
土曜日に下船し、日曜日発のTN78

便01：00発をご利用のお客様
2019年12月〜2020年2月発

土曜日に下船し、日曜日発のTN78便をご利用のお客様
〜2020年3月まで※2020年4月以降はお問合せ下さい。

利用
ホテル

インターコンチネンタル・
リゾート・タヒチ

（部屋指定なし）

インターコンチネンタル・
リゾート・タヒチ

（ラグーン・ビュー）

インターコンチネンタル・
リゾート・タヒチ

（スーペリア・ラグーン・ビュー）
ツイン
利用 $260（28,600 円） $315（34,600 円） $325（35,700 円）

シングル
利用 $430（47,300 円） $525（57,700 円） $565（62,100 円）

※上記、クルーズ代金及び船会社プラン代金は、1 米ドル＝110 円で算出した暫定代金です。換算レートは、予約時の弊社レートで換算した代金が確定代金となります。　※クルーズ代金には、お食事はもちろん、プレ
ミアム・リカーなどを除くお飲み物代、船内チップが含まれています。　※ポートチャージ・諸税（上記Aクルーズ代金欄下参照）、燃油サーチャージ等（上記B欄下記参照）が別途必要になります。

セミオーダーメイドの船旅が作れる 3 ステップとご旅行代金（例） 例① 例②

取 消 日 取 消 料

旅行開始の日の
前日から起算して
さかのぼって

91 日前まで 無料

90 日～ 61 日前まで クルーズ代金の 10%

60 日～ 31 日前まで クルーズ代金の 25%

30 日～ 15 日前まで クルーズ代金の 50%

14 日～   8 日前まで クルーズ代金の 75%

7 日～ご出発当日又は
当日連絡なしのキャンセル クルーズ代金の100%

コース名 【①コース】ソシエテ諸島 【②コース】ソシエテ諸島とタヒチ・イティ

出港日
客室タイプ

2019 年 2020 年 2019 年 2020 年

12/7 12/21・
12/28 1/11 2/15*・2/22・

10/31*
7/4・7/11・
9/12・9/19

8/8・
12/26 12/14 1/4 2/8*・2/29・

10/24
6/27・
9/26

8/22・
12/19

OS
オーナーズ・スイート
バルコニー・バスタブ付／
49.6㎡～ 54.6㎡／ 7 階前方

$9,395
（1,033,400 円）

$12,095
（1,330,400 円）

$10,445
（1,148,900 円）

$11,495
（1,264,400 円）

$12,245
（1,346,900 円）

$12,595
（1,385,400円）

$9,395
（1,033,400円）

$10,445
（1,148,900 円）

$11,495
（1,264,400 円）

$12,245
（1,346,900 円）

$12,595
（1,385,400 円）

GS
グランド・スイート
バルコニー・バスタブ付／
49.1㎡／ 8 階船首

$9,045
（994,900 円）

$11,645
（1,280,900 円）

$9,895
（1,088,400 円）

$10,845
（1,192,900 円）

$11,645
（1,280,900 円）

$12,045
（1,324,900円）

$9,045
（994,900 円）

$9,895
（1,088,400 円）

$10,845
（1,192,900 円）

$11,645
（1,280,900 円）

$12,045
（1,324,900 円）

A
ベランダ・スイート
バルコニー・バスタブ付／
32.4㎡～ 33.3㎡／ 7 階前方

$7,295
（802,400 円）

$9,095
（1,000,400 円）

$7,895
（868,400 円）

$8,545
（939,900 円）

$9,145
（1,005,900 円）

$9,445
（1,038,900円）

$7,295
（802,400 円）

$7,895
（868,400 円）

$8,545
（939,900 円）

$9,145
（1,005,900 円）

$9,445
（1,038,900 円）

B
ベランダ・ステートルーム
バルコニー・バスタブ付／
28.1㎡～ 28.3㎡／ 7・8 階前方

$5,595
（615,400 円）

$7,695
（846,400 円）

$6,395
（703,400 円）

$7,095
（780,400 円）

$7,695
（846,400 円）

$7,995
（879,400 円）

$5,595
（615,400 円）

$6,395
（703,400 円）

$7,095
（780,400 円）

$7,695
（846,400 円）

$7,995
（879,400 円）

C
バルコニー・ステートルーム
バルコニー・バスタブ付／
22.2㎡／ 7 階前方～船尾

$4,545
（499,900 円）

$6,245
（686,900 円）

$5,245
（576,900 円）

$5,895
（648,400 円）

$6,345
（697,900 円）

$6,495
（714,400 円）

$4,545
（499,900 円）

$5,245
（576,900 円）

$5,895
（648,400 円）

$6,345
（697,900 円）

$6,495
（714,400 円）

D
バルコニー・ステートルーム
バルコニー・バスタブ付／
22.2㎡／ 6 階前方

$4,095
（450,400 円）

$6,045
（664,900 円）

$4,895
（538,400 円）

$5,595
（615,400 円）

$6,095
（670,400 円）

$6,295
（692,400 円）

$4,095
（450,400 円）

$4,895
（538,400 円）

$5,595
（615,400 円）

$6,095
（670,400 円）

$6,295
（692,400 円）

E
ウィンドウ・ステートルーム（角窓）
バスタブ付／
18.6㎡／ 4 階前方～中央寄り

$3,045
（334,900 円）

$4,845
（532,900 円）

$3,795
（417,400 円）

$4,545
（499,900 円）

$4,895
（538,400 円）

$5,045
（554,900 円）

$3,045
（334,900 円）

$3,795
（417,400 円）

$4,545
（499,900 円）

$4,895
（538,400 円）

$5,045
（554,900 円）

F
ポートホール・ステートルーム（丸窓）
バスタブ付／
18.6㎡／ 3 階前方～中央

$2,695
（296,400 円）

$4,495
（494,400 円）

$3,395
（373,400 円）

$4,095
（450,400 円）

$4,545
（499,900 円）

$4,695
（516,400 円）

$2,695
（296,400 円）

$3,395
（373,400 円）

$4,095
（450,400 円）

$4,545
（499,900 円）

$4,695
（516,400 円）

ポートチャージ・諸税 2019 年：$149（16,300 円）／ 2020 年：$159（17,400 円）

※クルーズ代金は、変動制となっており、上記クルーズ代金は 2019年 9月20日現在の代金です。また、日本円表記は 1 米ドル＝110 円で換算した暫
定代金（100 円単位に切り捨て）となります。　※予約時の弊社社内レートで換算いたしますので、表示の金額とは異なります。　※一部の客室は、バス
タブなしのシャワーのみの客室もございます。　※ B：ベランダ・ステートルーム以上には、バトラー（執事）サービスが付きます。　※その他詳細は、船
会社パンフレットをご参照ください。　※ 2019 年12月14日、2020年2月8日、2月15日、10月31日出発は航程が若干異なります。詳細はお問い合
わせください。　※各船会社の旅行条件・運送約款を説明した書面を用意しておりますので、事前にご確認の上、お申し込みください。この条件に定めの
ない事項については、当社旅行業約款（手配旅行契約の部）によります。※政府関連諸税は現地事情により予告なしに税額が変更になる場合があります。　
※シングル追加料金は OS-D（763/764 号室を除く）100％、E-F（763/764 号室を含む） $2,095（2019 年）/$2,195（2020 年）。ただし、予約
状況により金額が増す場合もあります。また、1 名様でご利用いただける部屋数には限りがございますので、予約時にお問い合わせください。　※ 3 名様でご
利用の場合は、3 人目が 17 歳以下の場合はクルーズ代金は無料でポートチャージ・諸税のみ、18 歳以上の場合は 1 泊あたり$125とポートチャージ、諸税
がかかります。　※3名様でご利用いただける部屋数には限りがございます。※原油価格の変動により、予告なく燃油サーチャージが導入される場合があります。　

 A クルーズ代金（変動制）／ 1部屋 2名様でご利用の場合の大人お一人様代金	 2/22 日本人コンシェルジュ乗船 	※（　）内は、1米ドル＝110円で算出した日本円建て代金

 B 航空運賃（エア タヒチ ヌイ・エコノミークラス・東京（成田）⇔タヒチ（パペーテ）往復割引運賃利用）  D  船会社後泊ホテルプログラム 
1 部屋 2名様でご利用の場合の大人お一人様代金	
※（　）内は、1米ドル＝110円で算出した日本円建て代金

イメージ イメージ

A	クルーズ
まずは、出港日と客室タイプを決めましょう
※クルーズ代金とは別に、ポートチャージ・諸税がかかります。
　A（クルーズ代金表下段参照）

B	航空機
出港日と同じ出発日で、予約プランを選びましょう
※取扱手数料が別途 10,000 円かかります。
※中間（プレミアム）エコノミークラス及びビジネスクラスご希望の方は、お問い合わせください。

C	【乗船時】船会社送迎プログラム
パペーテ空港〜乗船港までの送迎は、 iCruise 無料特典 
D	【下船時】船会社後泊ホテルプログラム
下船後の送迎付きホテル・プログラムを選びましょう
※後泊 1 泊プランには、ラグーン・ビューかスーペリア・ラグーン・ビュールームからお選びください。

C		乗船時送迎プログラム
 iCruise 無料特典 

C		乗船時送迎プログラム
 iCruise 無料特典 

2019 年 12 月 7 日出港
F：ポートホール・ステートルーム利用

2019 年 12 月 7 日発
エコノミークラス利用／セーバープラン

航空運賃 130,000 円

取扱手数料 10,000 円

2020 年 2 月 22 日発
エコノミークラス利用／スーパー・セーバープラン

航空運賃 104,000 円

取扱手数料 10,000 円

481,300 円 775,400 円

2020 年 2 月 22 日出港
D：バルコニー・ステートルーム利用

ご旅行代金合計（暫定）

++

++

==

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

日本人
コンシェルジュ

乗船コース

B	 B	

A A

クルーズ代金 $5,595
ポートチャージ・諸税 $159

（615,400 円）
（17,400 円）

D後泊デイユースプラン
 $260（28,600 円）

D後泊デイユースプラン
 $260（28,600 円）

クルーズ代金 $2,695
ポートチャージ・諸税 $149

（296,400 円）
（16,300 円）
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Question & Answer
クルーズQ&A

クルーズがはじめての方の不安やご質問にお答えします。

多くの客船は乗組員がインターナショナル。言葉や文化は違うかも
しれませんが、クルーはみんなフレンドリーで、片言の英語でも
伝えたいことは伝わります。「厳選！クルーズNavi」でご紹介の

コースは、日本語サービスが充実したコースを厳選！どうしても言葉が不安
という方は、日本語スタッフ・日本人コーディネーター乗船のコースを選ぶ
ことも選択の一つです。（日本発着コースは、基本的に全コース日本人コー
ディネーターが乗船します。）

Q 服装について教えてください

Q 乗船中の情報はどこで入手できますか？

Q 船酔いはしませんか？

Q 船内でかかる料金とその支払い方法は？

Q 外国語が苦手ですが参加できますか？

Q チップはどう払いますか？

Q 船室の設備・アメニティは？

Q 寄港地観光の申し込みは
どのようにしたらいいですか？また、タイミングは？

Q 船内は退屈しませんか？

Q インターネットは利用できますか？

Q クルーズ船で日本の電化製品は使えますか？

Q 医療施設はありますか？

Q 食事はどのようになっていますか？

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

日中はカジュアルな服装でおくつろぎください。夕刻からドレス
コードという服装の基準があります。一般的なドレスコードは下記
の通りです。フォーマル時の正装レベルは客船クラスやクルーズエ

リアによって、ずいぶんと異なります。
最近ではフォーマルがない船会社やドレスコードを2つに設定した船会社が
増えています。各船会社パンフレットまたはホームページをご覧ください。

ほとんどの船が会計時に自動的に一定の金額（お1人様1泊分の
チップ額）が自動にチャージされるシステムです。クレジットカードを登

録しておけばキャッシュレスです（一部の船会社ではチップもクルーズ代金に
含まれます）。

船室は一般ホテル並みの設備を完備したツインまたはダブルベッドが基
本です。タオル・石鹸・シャンプー類（リンスは用意されていない場合がご

ざいます）は船室に用意されていますが、洗面用具（歯ブラシ、髭剃り）・スリッパ・寝
間着類はご持参ください（バスローブが備え付けられている場合もございます）。
※安全管理上、アイロン・ドライヤー・湯わかしポット・電熱器具等は持ち込み使用できません（船によりラ
ンドリールーム、アイロンの設備（有料）がございます）。
ドライクリーニング・プレスはランドリーサービス（有料）をご利用ください。

船会社主催の寄港地観光のご出発前のお申込みは事前にイン
ターネットか、または船上でご予約が可能です。

船内には多彩なイベントやエン
ターテイメントが用意されています。

（ショー、カジノ、ビンゴ、各種カルチャー
講座、エステ、スポーツジム等々）退屈どこ
ろか時間が足りないと感じられる方がほとん
どです。

最近では、多くの船がインターネット設備を整えており、Wi-Fiも使
用可能です。基本的に有料（30分約US$30程度）ですが、ご利

用いただく客船、客室タイプによっては無料でご利用いただける場合もござ
います。お支払いは乗船時に登録したクレジットカードよりお支払い頂きます。

ほとんどの船で日本の電化製品を船内でそのまま使用できます。	
また、ヘアドライヤーもほとんどの船で客室に用意されています。

※客室は火災事故を防ぐために発熱する器具の持ち込みを制限されている場合があります（例：ヘア
ドライヤー、携帯湯沸かしポットなど）。

ほとんどの船に医療施設があります。万一、船酔いを感じたり、体
調を崩された時には、お気軽にご相談ください（診療代、薬、注

射代は有料、海外旅行保険対応可）。

基本的には船内のダニングルームでの夕食は
「ファーストシーディング（1回目）」、セカンドシーディ

ング（2回目）」という時間帯に分かれており、毎回同じ
テーブルにお座りいただきます。客船会社によっては自
由席制、ワンシーティング（1回制）の場合もございます。

翌日の船内新聞が毎晩キャビンに配布されて、
船内スケジュールの他、ドレスコード、エンター
テイメントやイベント、寄港地ガイドなどをお知ら

せします。船内の日本語スタッフ乗船コースでは、日本語
の船内新聞と日本語メニューをご用意いたします（一部
コース除く）。

ご安心ください。大きな船は横揺れに強く、スタビライザー（横揺れ防止
装置）が技術的に大きく進歩して揺れを感じることはほとんどありません。

クルーズ代金にはキャビン（船室）料金、船内の
食事料金（一部有料）、船内設備使用料金、エン
ターテイメント参加料金などが含まれています。

飲み物、船内での買い物、エステ、マッサージ、ランドリーなど
の個人的費用は別途お支払いが必要です（一部の船会社
では飲み物代も含まれます）。
これらの料金は、乗船前にクレジットカード登録を済ませると、下船時に一括清算できま
すのでキャッシュレスです（カジノを除く）。外国船の船内通貨は、米ドルが基本です。

〈有料なもの〉寄港地観光、ドリンク代、有料レストラン、スパ・マッサージ、お買物、クリー
ニング代、Wi-Fi、カジノなど

カジュアル フォーマルインフォーマル

船のクラスによりタキシード着用率が異なります
カジュアルクラス プレミアムクラス ラグジュアリークラス

タキシード着用率
10～ 20%

タキシード着用率
30～ 40%

タキシード着用率
60～ 70%

※ラグジュアリークラスの客船全てではご
ざいません。ご乗船いただく船によって
はフォーマル不要の客船もございます。

男性：カジュアルジャケット等
　　　（ノーネクタイ）
女性：ワンピース、ブラウス等

男性：ジャケット、ネクタイ等
女性：ワンピース、スーツ等

男性：ダークスーツ、タキシード等
女性：�カクテルドレス、ドレッシー

なスーツ、和服等

スイート・タイプ
基本的にバスタブが付いて、バルコ
ニーなどの他に簡単なリビング設備
も備わり、エレガントな船旅をお楽
しみいただけます。

海側バルコニー付タイプ
専用のバルコニーがあれば、よりリ
ラックスして潮風を感じながらのク
ルーズが楽しめます。

内側（インサイド）タイプ
お部屋に窓はありませんが、お得に
船旅をお楽しみいただけます。

海側窓付タイプ
海に面しており、窓からは大海原の
眺望をお楽しみいただけます。丸窓
と、比較的広めに設計された角窓が
あります。

人気！



● 手配旅行契約
（1）お客様とインターナショナル・クルーズ・マーケティング（株）（以下当社といいます）とは、手配

旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。
（2）当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様

が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス（以下「旅行サー
ビス」といいます。）の提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。

（3）当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用（以下「旅行
費用」といいます。）のほか、所定の取扱料金を申し受けます。

● 旅行のお申し込みと契約の成立時期
（1）当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、旅行代金の20％相当額の申込金を添え

てお申込みください。お申込金は旅行代金または取消料、違約料の一部として取扱います。
残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当る日までに当社が確認でき
るようにお支払ください。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当る日以降
にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払ください。

（2）但し、船会社の規定が上記の規定に優先します。船会社の規定は、会社、航路、ご予約キャビ
ンにより異なります。詳細は必ずご確認ください。

（3）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立します。

● お申し込み条件
（1）高齢の方、慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障がい

をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出
ください。

（2）お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対
して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また
風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った
場合は、お申し込みをお断りすることがあります。

（3）20才未満の方は親権者の同意が必要です。
（4）その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

● 契約書面のお渡し
当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件
及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、本旅行条件書、
ご旅行お引受書、ご日程表、ご旅行代金見積書等により構成されます。ただし、当社が手配する
すべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を
表示した書面をお渡しするときは、当該書面をお渡ししないことがあります。

● 旅行代金のお支払いと額の変更
（1）旅行代金（旅行費用ならびに当社の取扱料金をいいます。）は契約書面に記載した日までに

お支払いください。
（2）当社は、お客様が通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード

会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードによりお客様の署名無くし
て旅行代金（申込金、追加代金として表示したものを含む）や取消料、違約料、追加諸費用な
どをお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出
がない限り、お客様の承諾日といたします。

● 渡航手続
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。

● 旅行契約の解除
（1）お客様は次の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解

除することができます。契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
【1】お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスに

かかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用（すでに航空券を発
券している場合の払戻手数料を含みます。）

【2】当社所定の取消手続料金
【3】当社が得るはずであった取扱料金
（2）当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契

約を解除することができます。このときは、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対
価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて払い戻しいたします。

（3）お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解
除することがあります。このときはお客様に本項（5）に定める料金をお支払いいただきます。

（4）お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当社に対
して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また
風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った
場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、お客様に本項に定める料金
をお支払いいただきます。

（5）本項（1）（3）（4）に該当するときは、次の料金をお支払いいただきます。
【1】お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスに

かかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用（すでに航空券を発
行している場合の払戻手数料を含みます。）

【2】当社所定の取消手続料金
【3】当社が得るはずであった取扱料金

● 通信契約による旅行条件
当社は、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」）の力
一ド会員（以下「会員」）より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受け
る」こと（以下「通信契約」）を条件に「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行の
お申込み」を受ける場合があります。

「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、以下の点で異なります。
通信契約による旅行契約は、当社がお申込みの受諾を電話および郵便で通知する場合はその通
知を発した時に、EメールおよびFAXで通知する場合はその通知がお客様に到着した時に成立し
ます。また、申込み時には「会員番号・カード有効期限」等を当社に通知していただきます。

● 海外危険情報について
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合
があります。お申込の際に「外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/」
でご確認ください。当社は、外務省「海外危険情報」が「レベル4：退避してください。渡航は止めて
ください。（退避勧告）」が発出されている国・地域への旅行手配はお受けいたしません。また「レ
ベル3：渡航は止めてください。（渡航中止勧告）」が発出されている国や地域への旅行手配は、業
務渡航等のやむを得ない場合を除き、お受けいたしません。

● 海外旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の
場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担
保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。

17. 個人情報の取扱い
（1）当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。
（2）当社は、取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お

客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領
のための手続きのために必要な範囲内で運送機関・宿泊機関等に対し、前号により取得した
個人情報を提供いたします。その他、当社は、①当社の提携する企業の商品やサービス、キャ
ンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④
特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあ
ります。

（3）当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレス
などのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、MXクルーズ株式
会社との間で共同して利用させていただきます。 
なお、お客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出窓口は、当社のホームページ

（https://www.icmjapan.co.jp/privacy.html）をご参照ください。

18. その他
（4）当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
（5）その他、詳細につきましては当社旅行約款及び運送・宿泊機関の約款に基づきます。

ご旅行条件書（海外手配旅行）要約

お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認のうえお申込みください。

［東京都知事登録旅行業　第3-7686号］
インターナショナル・クルーズ・マーケティング株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-3-20仙石山アネックス3階
iCruise（アイ・クルーズ）事業部
TEL: 03-5405-2611（平日09：30～18：00）FAX: 03-5405-2612
E-mail: iCruise@icmjapan.co.jp ＜総合旅行取扱管理者＞　荻原 沙耶

MXクルーズ コールセンター
   0120-205-305
年中無休・24時間

インターナショナル・クルーズ・マーケティング株式会社

iCruise（アイ・クルーズ）事業部
☎03-5405-2611
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-3-20仙石山アネックス3階
営業時間：09：30～18：00
休業日：土曜日・祝祭日・年末年始

● 資料請求・説明会のご予約は

● コースに関するお申込み・お問い合わせは

● 旅行手配

iCruise メルマガ会員登録
キャンペーン実施中！

iCruise では船会社プロモーション・iCruise スペシャルオ
ファーなどのお得・最新情報をメールマガジンで配信いたし
ます（無料）。またメールマガジンにご登録いただくと会員限
定の特集コンテンツ（モデルプランやクルーズ・マスター厳選
コースなど）もご覧いただけます。

キャンペーン内容【第一弾】
応募方法   当社のメールマガジンへ会員登録することで自動的にエントリーとなります
応募期間  2019年10月1日（火）～12月26日（木）
対象者   応募期間終了時点における、すべてのメールマガジン会員
対象コース   2019年12月発～2020年12月発

　　　　　　　　　　　
※その他のキャンペーンとは併用できません。
※ポートチャージ・船会社プログラム・運送・宿泊機関などの料金などは対象となりません。

特 典

メルマガ割：クルーズ代金 2％割引

アイクルーズ MX 検 索
https://www.icruises.jp/mxcruise

コース詳細、代金、空室照会はこちら！


