
出発日 泊数 コース名 乗船地 下船地

スプレンダー 2021年4月8日 10 カナリア諸島・南スペイン バルセロナ バルセロナ

スプレンダー 2021年4月18日 7 地中海・コルシカ島・サルデーニャ島 バルセロナ マルセイユ

スプレンダー 2021年4月25日 15 春の地中海・イベリア半島 マルセイユ サウサンプトン

スプレンダー 2021年5月10日 10 英仏海峡とビスケー湾 サウサンプトン サウサンプトン

スプレンダー 2021年5月20日 12 英国周遊 サウサンプトン サウサンプトン

スプレンダー 2021年6月1日 12 北欧・バルト海 サウサンプトン ストックホルム

スプレンダー 2021年6月13日 7 北欧・バルト海 ストックホルム コペンハーゲン

スプレンダー 2021年6月20日 10 北欧・バルト海 コペンハーゲン ストックホルム

スプレンダー 2021年6月30日 7 北欧・バルト海 ストックホルム コペンハーゲン

スプレンダー 2021年7月7日 18 北欧バルト海・ノルウェーフィヨルド・キール運河 コペンハーゲン ストックホルム

スプレンダー 2021年7月25日 12 北欧・バルト海 ストックホルム サウサンプトン

スプレンダー 2021年8月6日 14 北欧・バルト海 サウサンプトン コペンハーゲン

スプレンダー 2021年8月20日 10 北欧・バルト海 コペンハーゲン ストックホルム

スプレンダー 2021年8月30日 12 北欧・バルト海 ストックホルム サウサンプトン

スプレンダー 2021年9月11日 11 英国周遊 サウサンプトン サウサンプトン

スプレンダー 2021年9月22日 14 イベリア半島 サウサンプトン バルセロナ

スプレンダー 2021年10月6日 12 地中海・イタリア半島周遊 バルセロナ ベネチア

スプレンダー 2021年10月18日 10 アドリア海・エーゲ海 ベネチア イスタンブール

スプレンダー 2021年10月28日 7 エーゲ海 イスタンブール アテネ（ピレウス）

スプレンダー 2021年11月4日 7 エーゲ海 アテネ（ピレウス） アテネ（ピレウス）

スプレンダー 2021年11月11日 12 地中海・エーゲ海・トルコ アテネ（ピレウス） バルセロナ

エクスプローラー 2021年5月8日 11 アラスカ バンクーバー バンクーバー

エクスプローラー 2021年5月19日 7 アラスカ バンクーバー スワード

エクスプローラー 2021年5月26日 7 アラスカ スワード バンクーバー

エクスプローラー 2021年6月9日 7 アラスカ スワード バンクーバー

エクスプローラー 2021年6月16日 7 アラスカ バンクーバー スワード

エクスプローラー 2021年6月23日 7 アラスカ スワード バンクーバー

エクスプローラー 2021年6月30日 7 アラスカ バンクーバー スワード

エクスプローラー 2021年7月7日 7 アラスカ スワード バンクーバー

エクスプローラー 2021年7月14日 7 アラスカ バンクーバー スワード

エクスプローラー 2021年7月21日 7 アラスカ スワード バンクーバー

エクスプローラー 2021年7月28日 7 アラスカ バンクーバー スワード

エクスプローラー 2021年8月4日 7 アラスカ スワード バンクーバー

エクスプローラー 2021年8月11日 7 アラスカ バンクーバー スワード

エクスプローラー 2021年8月18日 7 アラスカ スワード バンクーバー

エクスプローラー 2021年8月25日 7 アラスカ バンクーバー スワード

エクスプローラー 2021年9月1日 7 アラスカ スワード バンクーバー

エクスプローラー 2021年9月8日 7 アラスカ バンクーバー スワード

エクスプローラー 2021年9月15日 7 アラスカ スワード バンクーバー

マリナー ※ 2021年4月23日 10 地中海・エーゲ海・イスタンブール イスタンブール バルセロナ

マリナー ※ 2021年5月12日 12 地中海・アドリア海 バルセロナ ベネチア

マリナー ※ 2021年5月24日 7 地中海・イタリア半島周遊 ベネチア ローマ（チビタベッキア）

マリナー ※ 2021年5月31日 10 地中海・アドリア海 ローマ（チビタベッキア） アテネ（ピレウス）

マリナー ※ 2021年6月10日 10 エーゲ海・ギリシャとトルコ アテネ（ピレウス） イスタンブール

マリナー ※ 2021年6月20日 12 エーゲ海・ボスポラス海峡 イスタンブール アテネ（ピレウス）

マリナー ※ 2021年7月2日 10 アドリア海・エーゲ海 アテネ（ピレウス） ベネチア

マリナー ※ 2021年7月12日 10 地中海・エーゲ海 ベネチア ローマ（チビタベッキア）

マリナー ※ 2021年7月22日 7 地中海・コルシカ島・マヨルカ島 ローマ（チビタベッキア） モンテカルロ

マリナー ※ 2021年7月29日 7 地中海リビエラ・コルシカ島 モンテカルロ バルセロナ

マリナー ※ 2021年8月5日 10 夏休み・地中海・アドリア海 バルセロナ ベネチア

マリナー ※ 2021年8月15日 7 地中海・アドリア海 ベネチア ローマ（チビタベッキア）

マリナー ※ 2021年8月22日 10 西地中海・コルシカ島・マヨルカ島 ローマ（チビタベッキア） モンテカルロ

マリナー ※ 2021年9月1日 7 初秋の地中海・アドリア海 モンテカルロ ベネチア

マリナー ※ 2021年9月8日 10 初秋の地中海・イタリア半島周遊 ベネチア バルセロナ

マリナー ※ 2021年9月18日 9 秋の地中海リビエラ・マヨルカ島・コルシカ島 バルセロナ モンテカルロ

マリナー ※ 2021年9月27日 7 秋の地中海.・マルタ島 モンテカルロ ローマ（チビタベッキア）

マリナー ※ 2021年10月4日 12 地中海・アドリア海 ローマ（チビタベッキア） ベネチア

マリナー ※ 2021年10月16日 7 地中海・アドリア海 ベネチア ローマ（チビタベッキア）

マリナー ※ 2021年10月23日 8 地中海リビエラ・マヨルカ島 ローマ（チビタベッキア） バルセロナ

ボイジャー ※ 2021年4月26日 9 西地中海・エーゲ海 バルセロナ アテネ（ピレウス）

ボイジャー 2021年5月11日 7 エーゲ海 アテネ（ピレウス） イスタンブール

ボイジャー 2021年5月18日 10 エーゲ海・中東 イスタンブール ハイファ

ボイジャー 2021年5月28日 15 地中海・エーゲ海 ハイファ ローマ（チビタベッキア）

ボイジャー 2021年6月12日 8 地中海リビエラ・マヨルカ島・サルデーニャ島 ローマ（チビタベッキア） バルセロナ

ボイジャー 2021年6月20日 12 初夏のイベリア半島・ボルドー バルセロナ サウサンプトン

ボイジャー 2021年7月2日 14 アイスランド サウサンプトン レイキャビック

ボイジャー 2021年7月16日 12 北欧・アイスランド レイキャビック オスロ

ボイジャー 2021年7月28日 12 ノルウェーフィヨルド オスロ アムステルダム

ボイジャー 2021年8月9日 10 西ヨーロッパ アムステルダム サウサンプトン

ボイジャー 2021年8月19日 10 夏のイベリア半島・ボルドー サウサンプトン バルセロナ

ボイジャー 2021年8月29日 15 地中海・イスラエル・トルコ バルセロナ アテネ（ピレウス）

ボイジャー 2021年9月13日 10 エーゲ海 アテネ（ピレウス） アテネ（ピレウス）

ボイジャー 2021年9月23日 10 エーゲ海・アドリア海 アテネ（ピレウス） ローマ（チビタベッキア）

ナビゲーター 2021年5月31日 16 グリーンランド・アイスランド ニューヨーク レイキャビック

ナビゲーター 2021年6月16日 14 アイスランド・英国アイルランド レイキャビック サウサンプトン

ナビゲーター 2021年6月30日 16 北海・北欧バルト海・キール運河通航 サウサンプトン コペンハーゲン

ナビゲーター 2021年7月16日 20 ノルウェーフィヨルド コペンハーゲン アムステルダム

ナビゲーター 2021年8月5日 12 夏のイベリア半島・ボルドー アムステルダム バルセロナ

※対象コースでは日本語係員が乗船予定です。

船

Return with Regent特典　【2020年8月31日ご予約分まで】

https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210408-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210418-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210425-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210510-SPL
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https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210601-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210613-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210620-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210630-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210707-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210725-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210806-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210820-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210830-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210911-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210922-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-211006-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-211018-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-211028-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-211104-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-211111-SPL
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210508-EXP
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210519-EXP
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210526-EXP
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210609-EXP
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210616-EXP
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210623-EXP
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210630-EXP
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210707-EXP
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210714-EXP
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210721-EXP
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210728-EXP
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210804-EXP
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210811-EXP
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210818-EXP
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210825-EXP
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210901-EXP
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210908-EXP
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210915-EXP
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210423-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210512-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210524-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210531-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210610-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210620-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210702-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210712-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210722-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210729-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210805-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210815-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210822-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210901-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210908-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210918-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210927-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-211004-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-211016-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-211023-MAR
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210426-VOY
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210511-VOY
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210518-VOY
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210528-VOY
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210612-VOY
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210620-VOY
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210702-VOY
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210716-VOY
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210728-VOY
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210809-VOY
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210819-VOY
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210829-VOY
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210913-VOY
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210923-VOY
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210531-NAV
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210616-NAV
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210630-NAV
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210716-NAV
https://www.icruises.jp/p/search/detail/C007-210805-NAV

