
Voyage 出航日 エリア 乗船地 下船地 泊数 Terrace Terrace Mid Signature Signature Mid Loft Grand View Owner's

11210422 2021/4/22 イベリア半島 リスボン パルマデマヨルカ 9 $9,347 $9,747 $15,147 $15,847 $18,747 $20,647 $22,047 $42,847

11210501 2021/5/1 地中海 パルマデマヨルカ ニース 7 $7,494 $7,794 $12,094 $12,694 $14,894 $16,394 $17,594 $34,094

11210508 2021/5/8 地中海 ニース ローマ（チヴィタベッキア） 7 $7,334 $7,634 $11,834 $12,434 $14,634 $16,134 $17,334 $33,334

11210515 2021/5/15 地中海 ローマ（チヴィタベッキア） マルセイユ 6 $5,701 $5,901 $9,301 $9,701 $11,401 $12,501 $13,401 $25,901

11210521 2021/5/21 地中海 マルセイユ バレッタ 8 $9,268 $8,568 $13,468 $14,068 $16,568 $18,268 $19,568 $37,968

11210529 2021/5/29 地中海 バレッタ アテネ（ピレウス） 7 $6,903 $7,203 $11,203 $11,703 $13,803 $15,203 $16,203 $31,603

11210605 2021/6/5 地中海 アテネ（ピレウス） アテネ（ピレウス） 7 $7,347 $7,647 $11,847 $12,447 $14,647 $16,147 $17,347 $33,347

11210612 2021/6/12 地中海 アテネ（ピレウス） ベニス 7 $6,604 $6,904 $10,804 $11,304 $13,304 $14,504 $15,504 $30,304

11210619 2020/6/19 地中海 ベニス ドブロブニク 5 $4,909 $5,109 $7,909 $8,309 $9,809 $10,709 $11,509 $22,309

11210624 2021/6/24 地中海 ドブロブニク アテネ（ピレウス） 9 $8,868 $9,268 $14,368 $15,068 $17,768 $19,568 $20,868 $40,668

11210703 2021/7/3 地中海 アテネ（ピレウス） アテネ（ピレウス） 7 $6,322 $6,522 $10,122 $10,622 $12,522 $13,822 $14,722 $28,622

11210710 2021/7/10 地中海 アテネ（ピレウス） ドブロブニク 7 $6,411 $6,711 $10,411 $10,911 $12,911 $14,311 $15,111 $29,411

11210717 2021/7/17 地中海 ドブロブニク ベニス 7 $6,828 $7,128 $11,028 $11,528 $12,928 $14,128 $15,128 $29,028

11210724 2021/7/24 地中海 ベニス アテネ（ピレウス） 7 $6,326 $6,526 $10,126 $10,626 $12,526 $13,826 $14,726 $28,626

11210731 2021/7/31 地中海 アテネ（ピレウス） バレッタ 7 $6,262 $6,462 $10,062 $10,562 $12,462 $13,762 $14,662 $28,562

11210807 2021/8/7 地中海 バレッタ ローマ（チヴィタベッキア） 7 $6,240 $6,440 $10,040 $10,540 $12,440 $13,740 $14,640 $28,540

11210814 2021/8/14 地中海 ローマ（チヴィタベッキア） ローマ（チヴィタベッキア） 7 $6,240 $6,440 $10,040 $10,540 $12,440 $13,740 $14,640 $28,540

11210826 2021/8/26 地中海 ローマ（チヴィタベッキア） マラガ 8 $7,494 $7,794 $12,294 $12,794 $15,094 $16,594 $17,694 $34,394

11210903 2021/9/3 イベリア半島 マラガ リスボン 7 $6,157 $6,457 $9,957 $10,457 $12,357 $13,457 $14,357 $27,857

11210910 2021/9/10 大西洋横断 リスボン ハリファックス 12 $7,108 $7,408 $11,608 $12,108 $14,308 $15,708 $16,808 $32,608

11210922 2021/9/22 北米 ハリファックス ボストン 7 $6,458 $6,658 $10,258 $10,758 $12,658 $13,958 $14,858 $28,758

11210929 2021/9/29 ニューイングランド ボストン モントリオール 11 $9,724 $10,024 $15,424 $16,124 $18,924 $20,824 $22,224 $42,724

11211010 2021/10/10 ニューイングランド モントリオール ハリファックス 12 $10,475 $10,975 $16,875 $17,675 $20,675 $22,875 $24,275 $46,675

11211022 2021/10/22 北米 ハリファックス フォートローダデール 12 $9,219 $9,519 $14,419 $15,019 $17,519 $19,219 $20,519 $38,919

11211103 2021/11/3 カリブ海 フォートローダデール サンファン 7 $5,266 $5,466 $8,466 $8,766 $10,266 $11,466 $12,066 $23,266

11211110 2021/11/10 カリブ海 サンファン カストリーズ 7 $5,139 $5,339 $8,339 $8,639 $10,139 $11,339 $11,939 $23,139

11211117 2021/11/17 カリブ海 カストリーズ オラニエスタッド 7 $5,262 $5,462 $8,462 $8,862 $10,462 $11,462 $12,262 $23,862

11211124 2021/11/24 カリブ海 オラニエスタッド オラニエスタッド 8 $5,818 $6,018 $9,418 $9,818 $11,618 $12,718 $13,618 $26,318

11211202 2021/12/2 カリブ海 オラニエスタッド ブリッジタウン 7 $5,089 $5,289 $8,289 $8,589 $10,089 $11,289 $11,889 $23,089

11211209 2021/12/9 カリブ海 ブリッジタウン ブリッジタウン 7 $5,265 $5,465 $8,465 $8,865 $10,465 $11,465 $12,265 $23,685

11211216 2021/12/16 カリブ海 ブリッジタウン サンファン 7 $5,291 $5,491 $8,491 $8,891 $10,491 $11,491 $12,291 $23,891

11211223 2021/12/23 カリブ海 サンファン サンファン 10 $9,283 $9,683 $15,283 $15,883 $18,783 $20,683 $22,083 $42,983

11220102 2022/1/2 カリブ海 サンファン サンファン 7 $5,160 $5,360 $8,360 $8,660 $10,160 $11,360 $12,960 $25,660

11220109 2022/1/9 カリブ海 サンファン フィリップスブルフ 7 $4,961 $5,161 $7,961 $8,361 $9,861 $10,861 $12,561 $24,761

          ザ・リッツ・カールトン ヨットコレクション料金表
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11220116 2022/1/16 カリブ海 フィリップスブルフ ブリッジタウン 7 $5,017 $5,217 $8,217 $8,517 $10,017 $11,217 $12,817 $25,517

11220130 2022/1/30 カリブ海 ブリッジタウン カストリーズ 7 $5,021 $5,221 $8,221 $8,521 $10,021 $11,221 $12,821 $25,521

11220206 2022/2/6 カリブ海 カストリーズ サンファン 7 $5,050 $5,250 $8,250 $8,550 $10,050 $11,250 $12,850 $25,550

11220227 2022/2/27 カリブ海 フィリップスブルフ カストリーズ 7 $5,244 $5,444 $8,444 $8,844 $10,444 $11,444 $13,344 $26,444

11220311 2022/3/11 カリブ海 ブリッジタウン オラニエスタッド 9 $6,457 $6,757 $10,457 $10,957 $12,957 $14,257 $16,557 $32,857

11220320 2022/3/20 カリブ海 オラニエスタッド オラニエスタッド 8 $5,791 $5,991 $9,391 $9,791 $11,591 $12,691 $14,691 $29,291

11220328 2022/3/28 カリブ海 オラニエスタッド フォートローダデール 12 $8,039 $8,439 $13,139 $13,739 $16,139 $17,839 $20,639 $40,839

11220409 2022/4/9 カリブ海 フォートローダデール フォートローダデール 7 $5,233 $5,433 $8,433 $8,733 $10,233 $11,433 $13,033 $25,733

11220416 2022/4/16 カリブ海 フォートローダデール フォートローダデール 7 $5,232 $5,432 $8,432 $8,732 $10,232 $11,432 $13,032 $25,732

11220423 2022/4/23 カリブ海 フォートローダデール リスボン 13 $7,811 $8,111 $12,611 $13,211 $15,611 $17,111 $19,811 $39,411

11220506 2022/5/6 地中海 リスボン バルセロナ 11 $10,009 $10,509 $16,409 $17,109 $20,209 $22,209 $25,809 $51,209

11220517 2022/5/17 地中海 バルセロナ マルセイユ 9 $8,447 $8,847 $13,747 $14,447 $16,947 $18,647 $21,647 $43,047

11220526 2022/5/26 地中海 マルセイユ ローマ（チヴィタベッキア） 10 $9,622 $10,022 $15,522 $16,322 $19,322 $21,322 $24,622 $49,022 モナコGP

11220610 2022/6/10 地中海 バレッタ アテネ（ピレウス） 8 $7,385 $7,685 $12,185 $12,685 $14,985 $16,485 $19,185 $38,185

11220618 2022/6/18 地中海 アテネ（ピレウス） アテネ（ピレウス） 7 $6,614 $6,914 $10,814 $11,314 $13,314 $14,514 $16,914 $33,514

11220625 2022/6/25 地中海 アテネ（ピレウス） ベニス 7 $6,784 $7,084 $10,984 $11,484 $13,584 $14,884 $17,284 $34,384

11220702 2022/7/2 地中海 ベニス ドブロブニク 7 $6,622 $6,922 $10,822 $11,322 $13,322 $14,522 $16,922 $33,522

11220714 2022/7/14 地中海 ベニス アテネ（ピレウス） 9 $8,662 $9,062 $14,062 $14,762 $17,462 $19,162 $22,362 $44,162

11220723 2022/7/23 地中海 アテネ（ピレウス） ベニス 7 $6,781 $7,081 $10,981 $11,481 $13,581 $14,881 $17,281 $34,381

11220730 2022/7/30 地中海 ベニス アテネ（ピレウス） 7 $6,408 $6,708 $10,408 $10,908 $12,908 $14,308 $16,408 $32,608

11220806 2022/8/6 地中海 アテネ（ピレウス） アテネ（ピレウス） 7 $6,405 $6,705 $10,405 $10,905 $12,905 $14,305 $16,405 $32,605

11220813 2022/8/13 地中海 アテネ（ピレウス） イスタンブール 7 $6,418 $6,718 $10,418 $10,918 $12,918 $14,318 $16,418 $32,618

11220820 2022/8/20 地中海 イスタンブール アテネ（ピレウス） 11 $10,675 $11,175 $17,275 $18,075 $21,475 $23,475 $27,275 $54,075

11220831 2022/8/31 地中海 アテネ（ピレウス） ベニス 10 $9,111 $9,511 $14,811 $15,511 $18,311 $20,111 $23,411 $46,511

11220910 2022/9/10 地中海 ベニス ローマ（チヴィタベッキア） 7 $6,448 $6,748 $10,448 $10,948 $12,948 $14,348 $16,448 $32,648

11221001 2022/10/1 地中海 ローマ（チヴィタベッキア） ローマ（チヴィタベッキア） 7 $6,203 $6,403 $10,003 $10,503 $12,403 $13,703 $15,903 $31,603

11221008 2022/10/8 地中海 ローマ（チヴィタベッキア） バルセロナ 7 $6,279 $6,479 $10,079 $10,579 $12,479 $13,779 $15,979 $31,679

11221029 2022/10/29 地中海 バルセロナ リスボン 7 $6,426 $6,726 $10,426 $10,926 $12,926 $14,326 $16,426 $32,626

11221105 2022/11/5 地中海 リスボン ブリッジタウン 12 $7,058 $7,358 $11,558 $12,058 $14,258 $15,658 $18,258 $36,258

※Voyage番号をクリックするとコース詳細が見られます。

※上記は2020年9月1日現在の1室2名様ご利用時の1名様あたりの料金で、空室状況により変更になる場合がございます。

※上記は関連諸税、ポートチャージを含む料金です。

※グレーに網掛をしてあるカテゴリーは2020年9月1日時点で満室となっております。空室状況は変わる可能性もございますので最新の状況はお問い合わせください。

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

 　　　　　　TEL: 03-5405-2611　FAX: 03-5405-9214

　　　　　　メールアドレス：info-icruise@icmjapan.co.jp
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