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シーニック・エンリッチ シーニック・エンリッチ

ベオグラード（セルビア）
スカダルリヤ、国立博物館、国立劇場

などの歴史的建造物があります。国立

博物館は約40万点の展示物を収蔵。

ドナウ・デルタ
面積は3,446km2でヨーロッパ最大。

人の手が入っていない自然状態の三

角州です。多種の淡水魚、鳥類が生息。

Danube Delta Discovery（2019）

日次 デスティネーション ハイライト
1 16 ウィーン（オーストリア） ウェルカムレセプション

2 15 ウィーン（オーストリア）
市内観光

シェーンブルン宮殿観光

スペイン馬術学校訪問

3 14 ブラチスラヴァ
（スロバキア）

市内ガイドツアー

共産主義時代の遺産ツアー

市内サイクリングツアー

4 13 ブダペスト（ハンガリー）

市内観光

地元ガイドによるユダヤ遺産巡り

●ゲデレー宮殿でのプライベートクラシックコ

ンサート

5 12 カロチャ（ハンガリー） ハンガリーの伝統的な馬術ショー見学

6 11 モハーチ（ハンガリー）

ペーチ市内観光

ヴィラーニ村にてハンガリーの日常生活見学

とワインテイスティング

ジョルナイ陶磁器博物館

7 10 オシエク（セルビア）

市内ガイドツアー

オシエク郊外サイクリングツアー

●一般家庭にて交流＆クロアチアの伝統的な家

庭料理

8 9 ベオグラード（セルビア） 市内観光

セルビア人の民族舞踊ショー

9 8 ベオグラード（セルビア）

ドナウ川に沿ってサイクリングツアー

シェフとマーケットツアー

地元の方と巡る市内ウォーキングツアー

スムレスキ・カルロヴツィ観光

10 7 コストラツ（セルビア）▶
鉄門峡

ビミナキウムの古代ローマ帝国都市遺跡訪問

鉄門峡（クルーズ）
S壮大な眺めの前で乾杯

11 6 ヴィディン（ブルガリア） ベログラトチク要塞ウォーキングツアー

地元ワイナリー訪問

12 5 ヴィディン（ブルガリア）▶
シリストラ（ブルガリア） ドナウ運河ボートクルーズ

13 4 シリストラ（ブルガリア） シリストラ要塞ウォーキングツアー

地元の村の小学校訪問

14 3
セントジョージ

（ルーマニア）▶
ドナウ・デルタ

ドナウ・デルタでボートクルーズ

15 2 ブライラ（ルーマニア）▶
ブカレスト（ルーマニア） 下船後、ブカレストへ。ホテルで１泊

16 1 ブカレスト（ルーマニア） 朝食後、解散

黒海

ウィーン

ブライラ

ブカレスト

スロバキア

ハンガリー

ルーマニア

セルビア

ブルガリア アルバナシ

ヴェリコ・タルノヴォ

スムレスキ・
カルロヴツィ

ドナウ

ブラチスラヴァ

ブダペスト

カロチャ

モハーチペーチ

オシエク

ベオグラード
鉄門峡

トゥルチャシリストラ
セント
ジョージルセ

スヴィシュトフ ドナウ・
デルタ

ハンガリー王妃エリザベートが愛した華麗なゲデレー宮殿

を見学した後、貸し切りのホールで生演奏の音楽をお楽し

みいただきます。

アヴィニョン教皇庁にてプライベートなクラシックコンサート

をお楽しみいただきます。14世紀に教皇が居住した建物はヨー

ロッパ最大の宮殿で、ゴシック建築の最高傑作のひとつです。

ウィーン～ブカレスト／15泊16日

偉大な作曲家にインスパイアされた都市ウィーンを
起点にブカレストへ。300種以上の野鳥が生息するド
ナウ・デルタはクルーズのハイライトです。

ドナウデルタ・ 
　　　ディスカバリー

Destination 

リヨン（フランス）
ローマ時代から栄えた2000年の歴史

を誇るフランス第2の都市。川の幸、山

の幸を素材にした料理で有名です。

タラスコン（フランス）
古代ローマの陣営に起源する歴史あ

る町。地名の由来ともなっている怪物

タラスクの伝説で知られています。

サウス・オブ・フランス
South of France（2019）

日次 デスティネーション ハイライト

1
リヨン（フランス）▶
シャロン=シュル=
ソーヌ（フランス）

トランスファー

ウェルカムレセプション

2
シャロン=シュル=
ソーヌ（フランス）▶
トゥルニュ（フランス）

ボーヌ市内観光、ボーヌ慈善病院訪問

ブルゴーニュ地方のシャトー・ド・ムルソーでのワイ

ンテイスティング

3 トゥルニュ（フランス）▶
マコン（フランス）

コルマタン城見学

犬のトリュフ狩りに参加、トリュフの試食

■船上、シーニック・キュリネールにてフランス料理教室

トゥルニュからマコンまでのサイクリング

4 マコン（フランス）
ブール＝カン＝ブレス博物館

ボジョレー地方でワインテイスティング

クリュニー修道院観光

5 リヨン（フランス）

ノートルダム大聖堂

ペルージュの町ウォーキングツアー

ポール・ボキューズにてフランス料理のプライベート

教室

●フレンチ・カンカンのプライベートショー

6 トゥルノン（フランス）
フレンチパラドックスとエチケットの講義
Sトゥルノン城のテラスで地元の楽団の演奏を聴きな

がらサンダウナー

7 トゥルノン（フランス）▶
ヴィヴィエ（フランス）

トゥルノン城のワイン蔵でのワインテイスティング

タン＝レルミタージュのガイドツアー、ヴァローナ

チョコレートの試食

ローヌ川近隣の村々へのサイクリング

ぶとう畑ハイキングとワインテイスティング

8
ヴィヴィエ（フランス）▶
シャトーヌフ=
デュ =パプ（フランス）

ウォーキングツアー、大聖堂でのオルガンリサイタル

アルデーシュ国立公園

ラベンダー博物館

ヨーロッパ最大の渓谷にてカヌー

グリニャン観光

9
シャトーヌフ=
デュ =パプ（フランス）▶
アヴィニョン（フランス）

シャトーヌフ＝デュ＝パプのワインテイスティング

アヴィニョンの教皇庁観光

10 アヴィニョン（フランス）

■シェフとマーケットツアー＆シーニック・キュリネー

ルにて料理教室

リュベロン地方のゴルド村、リル・シュル・ラ・ソルグ村

観光

ユゼ市内ガイドツアー、ポン・デュ・ガール見学

●教皇宮殿にて貸切のガラディナー＆クラシックコン

サート

11 カマルグ（フランス）

サント=マリー =ド=ラ=メール＆鳥類公園

エーグ=モルト観光

サイクリングツアー

船上でのプロヴァンス風石けん作り教室

夜はカマグルのジプシーバンドによるライブ演奏

12 タラスコン（フランス）

アルル市内ツアー、円形闘技場

レ・ボー=ド=プロヴァンスのオリーブ園にて試食

サン=レミ=ド=プロヴァンスとゴッホが療養してい

たサン・ポール・ド・モーゾール修道院の観光

13
タラスコン（フランス）▶
ニース空港または
マルセイユ空港

下船、トランスファー

パリ

ニース
タラスコン

シャロン=シュル=ソーヌ

トゥルニュ
マコン

リヨン

トゥルノン

ヴィヴィエ

シャトーヌフ=デュ=パプ

アルデーシュ国立公園

アヴィニョン

カマルグ

フランス

ドイツ

スイス

イタリア

アルル

クリュニー

ボジョレー地方

タン＝レルミタージュ

リュベロン地方

プロヴァンス地方

ペルージュ

ボーヌ

コルマタン

ローヌ

ソーヌ

地中海

リヨン（シャロン=シュル=ソーヌ）～ニース（タラスコン）／12泊13日

シャロン＝シュル＝ソーヌからタラスコンまでの12泊
のクルーズ。美しい景観を堪能し、信じられないほど
の美味しい料理を楽しむチャンスがあります。

Destination 

アヴィニョンヴェリコ・タルノヴォ

FRACVIBU codecode

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ　Sシーニック・サンダウナー

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ　Sシーニック・サンダウナー　■シーニック・キュリネール

ボーヌ慈善病院ブラチスラヴァ
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シーニック・エンリッチ

Idyllic Rhone（2019）

日次 デスティネーション ハイライト

1 8
リヨン（フランス）▶
シャロン=シュル=ソーヌ

（フランス）

トランスファー

ウェルカムレセプション

2 7 マコン（フランス）▶
リヨン（フランス）

ボジョレーのゴールデンストーン地区にてワ

インテイスティング

クリュニーにてベネディクト会修道院の見学

■シーニック・キュリネールにて料理教室

3 6 リヨン（フランス）
リヨン市内観光、ノートルダム大聖堂

ペルージュの町ウォーキングツアー

植物園・動物園までサイクリングツアー

4 5 ビエンヌ（フランス）▶
トゥルノン（フランス）

ビエンヌ市内ツアー、ローマ円形劇場

サイクリングツアー
Sトゥルノン城のテラスにてアペリティフ、生

演奏と共にサンダウナー

5 4 ヴィヴィエ（フランス）▶
アヴィニョン（フランス）

ヴィヴィエのウォーキングツアー

■シーニック・キュリネールにてフランス料理

のスキルアップレッスン

6 3 アヴィニョン（フランス）

■シェフと市場で買い物＆シーニック・キュリ

ネールにて料理教室

アヴィニョン教皇庁の観光

ユゼ市内ガイドツアー、ポン・デュ・ガール見学

●教皇庁にて貸切のクラシックコンサート

7 2 タラスコン（フランス）
レ・ボー=ド=プロヴァンスとオリーブ園訪問

サン・ポール・ド・モーゾール修道院の観光

アルル市内ツアー、円形闘技場

8 1
タラスコン（フランス）▶
ニース空港または
マルセイユ空港

下船、トランスファー

ローヌ

ソーヌ

タラスコン

シャロン=シュル=ソーヌ

アルル
レ・ボー
サンレミ

ユゼ

クリュニー

ボジョレー
ペルージュ

マコン

トゥルノン
ビエンヌ

リヨン

ヴィヴィエ

アヴィニョン

フランス

スイス

イタリア

地中海

アヴィニョン教皇庁にてプライベートなクラシックコン

サートをお楽しみいただきます。14世紀に教皇が居住した

建物はヨーロッパ最大の宮殿で、ゴシック建築の最高傑作の

ひとつです。

リヨン（シャロン=シュル=ソーヌ）～ニース（タラスコン）／7泊8日

ブルゴーニュで過ごす8日間のエレガントな旅です。
シャロン＝シュル＝ソーヌからタラスコンまで、のど
かで優美な生活をお楽しみください。

のどかなローヌ川

リヨン（フランス）
ソーヌ川の西側は石畳が残

る旧市街。リヨンの象徴サ

ン・ジャン大教会の建つフル

ヴィエールの丘があります。

アヴィニョン（フランス）
中世に教皇庁が置かれたア

ヴィニョンは多数の史跡が残

されています。童謡で有名な

アヴィニョン橋もあります。

Destination 

サン・ポール・ド・モーゾール修道院アヴィニョン

FCCCcode

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ　Sシーニック・サンダウナー　■シーニック・キュリネール

フレンチチーズ（イメージ）

Beautiful Affair（2019）

日次 デスティネーション ハイライト
1 ボルドー（フランス） ウェルカムレセプション

2
ボルドー（フランス）▶
サン=テミリオン

（フランス）

■船上のシーニック・キュリネールにてフランス料理

教室

サン=テミリオンにてモノリス教会地下のカタコンベ

見学
Sシャトー・ド・ラ・リヴィエールにてサンダウナー

3 リブルヌ（フランス）

16世紀のタウンハウスやゴシック様式の教会、市内

ガイドツアー

シャトー・フラン・メーヌでのプライベートツアー、

ワインテイスティング

ベルジュラック市内観光＆地元の農場にてフォア

グラ試食

■シーニック・キュリネールにて料理のブラッシュ

アップレッスン

4 ブライ（フランス）

ブライ要塞観光

キャプテンロードに沿ってサイクリング（30km）

■シーニック・キュリネールにて料理教室

●シャトー・アガサックにてイブニングコンサート

5 メドック（フランス）

シャトー・グリュオ・ラローズにてワインテイス

ティング

地元ワイン農園をサイクリング、ワインテイスティ

ング

ブール馬車博物館

6 キャデラック（フランス）

ソーテルヌ地方、シャトー・ギローのデザートワイ

ンテイスティング

シャトー・ミラまでサイクリング、ワインテイス

ティング

キャデラック城ウォーキングツアー

7 ボルドー（フランス）

■シェフと市場で買い物後、シーニック・キュリネー

ルにて料理教室

市内ガイドツアー

サイクリングツアー

船上にて郷土料理のディナー

8 ボルドー（フランス） 下船

ボルドー～ボルドー／7泊8日

世界のワインの中でも最も名声あるボルドー地方。ガ
ロンヌ・ドルドーニュ・ジロンドの河口が作り出す自然
豊かな葡萄畑が広がるシャトーの数々を巡ります。

ブルス広場（ボルドー）

ボルドー・アフェア
BORDcode

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ　Sシーニック・サンダウナー　■シーニック・キュリネール

シーニック・エンリッチ

素敵なシャトーが多数存在するメドック近郊の中でも最も

華麗で歴史のあるシャトー・アガサックにてクラシック音楽

の生演奏をお楽しみいただきます。

ボルドー（フランス）
ガロンヌ川に面した港町です。市街地が川に沿った三日月の形二形され

ており、市内の歴史地区が「月の港ボルドー」の名で1998年に世界遺産さ

れています。また葡萄の栽培に適した土壌により、名物のワインは世界的

に有名です。

ガロンヌ

ジロンド

ドルドーニュ

ポイヤック

ボルドー

アルカション湾

ソーテルヌ

ベルジュラック

大西洋

ブライ

ブール

サン=テミリオン

キャデラック

メドック

リブルヌ

スヴィリ

フランス

Destination 

ベルジュラック

葡萄園（イメージ）

キャデラック城
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Beautiful Bordeaux（2019）

日次 デスティネーション ハイライト
1 ボルドー（フランス） ウェルカムレセプション

2
ボルドー（フランス）▶
サン=テミリオン

（フランス）

■船上のシーニック・キュリネールにてフランス料理

教室

サン=テミリオンにてモノリス教会地下のカタコンベ

見学
Sシャトー・ド・ラ・リヴィエールにてサンダウナー

3
リブルヌ（フランス）▶
ポイヤック

（フランス）

16世紀のタウンハウスやゴシック様式の教会、市内

ガイドツアー

シャトー・フラン・メーヌでのプライベートツアー、

ワインテイスティング

ベルジュラック市内観光＆地元の農場にてフォア

グラ試食

■シーニック・キュリネールにて料理のブラッシュ

アップレッスン

4 メドック（フランス）

シャトー・グリュオ・ラローズにてワインテイス

ティング

地元ワイン農園をサイクリング、ワインテイスティ

ング

●シャトー・アガサックにてイブニングコンサート

5 ポイヤック（フランス）▶
キャデラック（フランス）

■シーニック・キュリネールにて料理教室

夜はパノラマラウンジにて地元ミュージシャンによ

るライブ演奏

6 キャデラック（フランス）

ソーテルヌ地方、シャトー・ギローのデザートワイ

ンテイスティング

シャトー・ミラまでサイクリング、ワインテイス

ティング

ロックタイヤード城ガイドツアー

トリュフ農場でトリュフの試食

近くの村ルピヤックまで往復12kmのハイキング

7 ボルドー（フランス）

■シェフと市場で買い物後、シーニック・キュリネー

ルにて料理教室

市内ガイドツアー

サイクリングツアー

船上にて郷土料理のディナー、ガロンヌ川のイルミ

ネーション、パノラマラウンジでは地元のソリストの

ライブ

8
アルカション

（フランス）▶
ブール（フランス）

■シーニック・キュリネールにてマドモアゼル・ド・マ

ルゴー・チョコレートとワインのペアリングイベント

ワイン博物館訪問

ヨーロッパ最大の砂丘に登り、広々した眺めの中で

一杯

バルタール市場とアルカション市内ウォーキングツ

アー

夜は船上にてジャズのライブ演奏

9 コニャック（フランス） ブール城、馬車博物館

コニャック市内観光、レミーマルタンの試飲

10 ブライ（フランス）▶
ボルドー（フランス）

ブライ要塞観光

キャプテンロードに沿ってサイクリング（30km）

■シーニック・キュリネールにて料理教室

フェアウェルディナー

11 ボルドー（フランス） 下船

ボルドー～ボルドー／10泊11日

ボルドーという名称は贅沢さと喜びを呼び起こします。
3つの美しい水路に沿ってクルーズ。ワイナリーの訪問
では、ソムリエからワインの味わい方を学びましょう。

サン=テミリオン

ビューティフル・ 
　　　　　ボルドー

BODcode

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ　Sシーニック・サンダウナー　■シーニック・キュリネール

シーニック・エンリッチ

素敵なシャトーが多数存在するメドック近郊の中でも最も

華麗で歴史のあるシャトー・アガサックにてクラシック音楽

の生演奏をお楽しみいただきます。

ボルドー（フランス）
市内の歴史地区が「月の港ボルドー」の

名で1998年に世界遺産されています。

世界的に最も有名なワイン産地です。

アルカション（フランス）
大西洋からの南部の入り口となるア

ルカション湾には、ヨーロッパ最大

の砂丘デュヌ・ド・ピラがあります。

ガロンヌ

ジロンド

ドルドーニュ

ボルドー

アルカション

アルカション湾

ソーテルヌ

ベルジュラック

コニャック

大西洋

ブライ

ブール

サン=テミリオン

ポイヤック

キャデラック

メドック

リブルヌ

スヴィリ

フランス

Destination 

Destination 

ロックタイヤード城

船内料理教室（イメージ）

ノルマンディーと 
　セーヌのハイライト

Highlights ofNormandy & The Seine（2019）

日次 デスティネーション ハイライト

1 8 パリ（フランス）▶
コンフラン（フランス） ウェルカムディナー

2 7 コンフラン（フランス）▶
サントノリーヌ（フランス）

オーヴェル=シュル=オワーズ、ゴッホの部屋見学

シャンティイ城ガイドツアー

3 6 ルーアン（フランス） ルーアン市内ウォーキングツアー

ガイド付きサイクリングツアー

4 5 オンフルール（フランス） ノルマンディー上陸作戦ツアー、歴史博物館

オンフルール観光

5 4
オンフルール（フランス）▶
コドゥベック＝アン＝コー

（フランス）

ベネディクティン宮殿
Sサン=モーリス=デトランの城にてアフタヌーン

アペリティフでサンダウナー

6 3 ヴェルノン（フランス）
ジヴェルニーのモネの家と庭園訪問

ヴェルノン市内テーラーメイド観光

●ラ・ロッシュ・ギヨン城にてクラシックコンサート

7 2 パリ（フランス）
シェフと市場でショッピング＆試食

地元ガイドと一緒にウォーキングツアー

ヴォー・ル・ヴィコント城観光

8 1 パリ（フランス） 下船

イギリス海峡

フランス

パリ

セーヌ

ヴィコント城

シャンティイ
ジヴェルニー

ドーヴィル

エトルタ

ソンヌの戦場跡

リヨン=ラ=フォレ

ラ・ロッシュ・
ギヨン城

ガイヤール城

ノルマンディー
カルヴァドスルート

ボルベック

ノルマンディー
ビーチ

オーヴェル=
シュル=オワーズ

コンフラン
ヴェルノン

オンフルール

コドゥベック＝アン＝コー

ルーアン

パリ～パリ／7泊8日

華やかなパリから赴きある海辺の町オンフルールを巡
るクルーズ。何世紀にもわたり芸術家たちに愛され影
響を与え続ける美しい光景が広がります。

オンフルール

SENEcode

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ　Sシーニック・サンダウナー

アラバスター海岸 ルーブル美術館

ヴェルノン（フランス）
巨匠クロード・モネが晩年を

過ごした家を訪れます。名

作「睡蓮」のモデルとなった

風景が見ることができます。

シャンティイ城

シーニック・エンリッチ

セーヌ川に沿ったラ・ロッシュ・ギヨンはイル・ド・フランス

地方で唯一「最も美しい村」に登録されている、美しい家並み

が続く村です。ラ・ロッシュ・ギヨン城にてクラシックのプラ

イベートコンサートをお楽しみください。断崖にそびえる円

筒形の塔と要塞が印象的なシャトーの眼下にはセーヌ川が広

がっています。
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シーニック・エンリッチ

シーニック・エンリッチ

ネオゴシックからロココ、オリエンタルまでさまざまな様式

が折衷されているウラジミール宮殿。そのホールでシーニッ

クのゲスト限定のバレエをご観賞いただきます。イル・ド・フランス地方で唯一「最も美しい村」に登録されたラ・

ロッシュ・ギヨン村にあるラ・ロッシュ・ギヨン城にてクラシッ

クのプライベートコンサートをお楽しみください。断崖にそ

びえる中世の塔と要塞が印象的なシャトーの眼下には美しい

セーヌ川の流れと街並みが広がります。

サンクトペテルブルク（ロシア）
荘厳かつ雄大なスケールのエルミ

タージュ美術館、エカテリーナ宮殿、

ペテルゴフ夏の宮殿などは必見です。

キジ島（ロシア）
ロシア全土からさまざまな木造建築

が移築された島。ロシア正教会の美し

い木造教会建築群で知られています。

ジュエル・オブ・ロシアノルマンディーと 
　　　セーヌの宝石

Jewels of Russia（2019）Normandy & Gems of the Seine（2019）

日次 デスティネーション ハイライト

1 15 サンクトペテルブルク
（ロシア） ウェルカムレセプション

2 14 サンクトペテルブルク
（ロシア）

エカテリーナ宮殿＆ペテルゴフ宮殿の下の庭園ガ

イドツアー

ペテルゴフ夏の宮殿

ペテルゴフ夏の宮殿の上の庭園＆下の庭園

現地レストランでランチ＆市内ガイドツアー

3 13 サンクトペテルブルク
（ロシア）

聖イサアク大聖堂観光

ユスポフ宮殿

現地レストランでランチ、サンクトペテルブルク運

河クルーズ

ウェルカムディナー

4 12 サンクトペテルブルク
（ロシア）

エカテリーナ宮殿観光

●ポドヴォーリエ（レストラン）にてロシア伝統料

理のランチ

●ウラジミール宮殿にて貸し切りバレエ鑑賞

5 11 サンクトペテルブルク
（ロシア） エルミタージュ美術館、冬宮殿

6 10 マンドロギ（ロシア） ●伝統的な村のテーマパーク、シャシリク（ロシア

風バーベキュー）

7 9 キジ島（ロシア） ロシア正教会木造教会建築群

8 8 ゴリツィ（ロシア） キリロ・ベロゼルスキー修道院

9 7 ヤロスラヴリ（ロシア） 市内観光

10 6 ウグリチ（ロシア） 市内ガイドウォーキングツアー

11 5 モスクワ（ロシア） 赤の広場、聖ワシリイ大聖堂

12 4 モスクワ（ロシア） 市内観光（地下鉄乗車）、現地レストランにてランチ

ロシアサーカス

13 3 モスクワ（ロシア）

●宇宙飛行士記念博物館にて宇宙飛行士による宇

宙探検の歴史レクチャー、宇宙に関する展示や模型

の見学

現地レストランにてランチ

トレチャコフ美術館

中央軍事博物館

14 2 モスクワ（ロシア） クレムリン観光

夜はロシアン・ナショナル・ダンスショー

15 1 モスクワ（ロシア） 下船

日次 デスティネーション ハイライト
1 11 パリ（フランス） ウェルカムレセプション

2 10 レザンドリー（フランス）

ガイヤール城ハイキング

リヨン=ラ=フォレ観光、フルーリール城訪問、

シードル試飲

市内ガイドツアー

3 9 ルーアン（フランス）
ルーアン市内ウォーキングツアー

夜は地元パティシエによる最高級デザートのおも

てなし

4 8 ルーアン（フランス） ソンヌの戦場跡とヴィレ=ブルトヌー観光

ルーアン美術館

5 7 ルーアン（フランス）▶
オンフルール（フランス）

オンフルール観光

ドーヴィルとフランス北海岸のビーチ
Sマノワール・アプルヴァルの敷地内にてカルバ

ドスでサンダウナー

パノラマラウンジにて1920年代のスウィングバ

ンド演奏

6 6 オンフルール（フランス） ノルマンディー上陸作戦ツアー

断崖絶壁の海岸、エトルタのガイドツアー

7 5
オンフルール（フランス）▶
コドゥベック＝アン＝コー

（フランス）

ボルベック観光、繊維博物館、ノルマンディー伝

統博物館

ベネディクティン宮殿

ヴィルキエ村とヴィクトル・ユーゴー記念館へ

のサイクリングツアー

8 4 ヴェルノン（フランス）

ジヴェルニーのモネの家と庭園訪問

ヴェルノンからのサイクリングツアー

ヴェルノン市内テーラーメイド観光

●ラ・ロッシュ・ギヨン城にてクラシックコンサート

9 3 コンフラン（フランス）▶
パリ（フランス）

オーヴェル=シュル=オワーズ、ゴッホの部屋見学

シャンティイ城ガイドツアー

10 2 パリ（フランス）
シェフと市場でショッピング＆試食

地元ガイドと一緒にウォーキングツアー

ヴォー・ル・ヴィコント城観光

11 1 パリ（フランス） 下船

ロシア

サンクトペテルブルク

モスクワ

マンドロギラドガ湖

ルイビンスク湖

キジ島

ゴリツィ

ヤロスラヴリ
ウグリチ

スヴィリ
ボルガ・バルト水路

モスクワ運河

ボルガ

イギリス海峡

フランス

パリ

セーヌ

ヴィコント城

シャンティイ

ジヴェルニー

ドーヴィル

エトルタ

ソンヌの戦場跡

リヨン=ラ=フォレ

ガイヤール城

ノルマンディー
カルヴァドスルート

ボルベック

ノルマンディー
ビーチ

オーヴェル=
シュル=オワーズ

コンフラン
ヴェルノン

オンフルール

コドゥベック＝アン＝コー

ルーアン

レザンドリー

サンクトペテルブルク～モスクワ／14泊15日

パリ～パリ／10泊11日 サンクトペテルブルクからボルガ川沿いクルーズして
モスクワを訪れます。エルミタージュ、バレエ、クレム
リン…。“美しく広大なロシア”を実感するでしょう。花の都パリを基点に海岸都市オンフルールを往復す

る11日間のクルーズです。オンフルールからはノルマ
ンディー上陸作戦の戦場となった海岸も訪れます。

Destination 

Destination 

モスクワヴォー・ル・ヴィコント城ルーアン

IRRCSEI codecode

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ　Sシーニック・サンダウナー

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ
キリロ・ベロゼルスキー修道院セーヌ川

レザンドリー
（フランス）
パリから100km、緑深

い谷にある観光地。ラ

ンドマークであるガイ

ヤール城は広い谷と

セーヌ川を見渡せます。
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探検家の生まれ故郷

シーニック・エンリッチ

サブローザ地方の瀟洒な村プロヴェゼンデは史上初の世界

一周航海を率いたフェルディナンド・マゼランの生まれ故郷

です。シーニックの「楽しいドウロ」ルートはマゼランを身近

に感じるでしょう。

ポルトにあるサン・フランシスコ教会は天井、壁、柱に至る

まで金泥細工の木彫り彫刻が施され贅を尽くした美しいバ

ロック様式の内部装飾で知られています。黄金に輝く教会の

中でポルトガル民族歌謡のプライベートコンサートをお楽

しみください。

楽しいドウロ川思い出のドウロ川
Delightful Douro（2019）Unforgettable Douro（2019）

日次 デスティネーション ハイライト
1 ポルト（ポルトガル） ウェルカムレセプション

2 ポルト（ポルトガル）▶
レグア（ポルトガル）

終日クルーズ

船内でのアズレージョ教室

3
レグア（ポルトガル）▶
ベガ・ド・テロン

（スペイン）

ラメゴ観光

マテュース宮殿

ドウロ渓谷、ポートワインの産地クルーズ

4 サラマンカ（スペイン）
サラマンカ観光

現地レストランにてスペイン料理のランチとフラメ

ンコショー

5 ポシーニョ（ポルトガル）▶
ピニャン（ポルトガル）

コア渓谷博物館、先史時代ワークショップ

サボール川でカヌー

コア渓谷の味覚ツアー
S絵画のように美しい川の眺めの前で乾杯

6 ピニャン（ポルトガル）▶
ポルト（ポルトガル）

プロヴェゼンデ観光

●サン・フランシスコ教会にてプライベートコンサー

ト

7 ポルト（ポルトガル）

ポルト観光、ボルサ宮殿

ギマランイス観光、ドゥカーレ宮殿

キンタ・アヴェレダにてスパークリングワインテイ

スティング

8 ポルト（ポルトガル） 下船

日次 デスティネーション ハイライト
1 ポルト（ポルトガル） ウェルカムレセプション

2
ポルト（ポルトガル）▶
エントレ・オス・リオス

（ポルトガル）
ポルト観光、ボルサ宮殿

3 エントレ・オス・リオス
（ポルトガル）

ギマランイス観光

キンタ・アヴェレダにてスパークリングワインテイ

スティング

4 レグア（ポルトガル）

ラメゴ観光

マテュース宮殿

バロッサ渓谷＆タロウカ観光、サン・ジョアン・デ・タ

ロウカ修道院、ウカニャ橋

5
レグア（ポルトガル）▶
ベガ・ド・テロン

（スペイン）
ドウロ渓谷、ポートワインの産地クルーズ

6 サラマンカ（スペイン）
サラマンカ観光

現地レストランにてスペイン料理のランチとフラメ

ンコショー

7 ポシーニョ（ポルトガル）▶
ピニャン（ポルトガル）

コア渓谷博物館、先史時代ワークショップ

サボール川でカヌー

コア渓谷の味覚ツアー
S絵画のように美しい川の眺めの前で乾杯

夜は伝統的なポルトガル音楽の生演奏

8 ピニャン（ポルトガル）

プロヴェゼンデ観光、教会でのリサイタル、モルガ

ディオ・ダ・カルカダのマナーハウスでワインテイス

ティング

キンタ・ダ・ロエダ ワイナリー訪問、ワインテイス

ティング

丘陵のワイン畑ウォーキング＆テイスティング

9 ピニャン（ポルトガル）▶
ポルト（ポルトガル）

●サン・フランシスコ教会にてプライベートコンサー

ト

10 ポルト（ポルトガル）
ポルトで100年続く缶詰工場訪問

コルク工場訪問

ガイア市訪問、ポルトワインテイスティング

11 ポルト（ポルトガル） 下船

ポルトガル

スペイン

ポルト

ドウロ
マテュース宮殿

コア渓谷

ギマランイス

アヴェレダ

ラメゴ

サマランカポシーニョピニャン

プロヴェゼンデ

レグア

ベガ・ド・
テロン

スペイン

ポルト

ドウロ

コア渓谷

アヴェレダ

ラメゴ

サマランカポシーニョピニャン
レグア

タロウカ

ウカニャ

エントレ・
オス・リオス

アフラダ

ベガ・ド・
テロン

ポルトガル

マテュース宮殿

バロッサ
渓谷

ギマランイス プロヴェゼンデ ポルト～ポルト／７泊8日ポルト～ポルト／10泊11日

イベリア半島を流れるドウロ川に沿って8日間のクルー
ズでは、このエリアだけの特別なものが発見できます。
ローカル色豊かな料理と風景を心ゆくまで堪能します。

ポルトからベガ・ド・テロンに至るまで、ドウロ川沿いを11
日間でめぐるクルーズです。イベリア半島に点在するブド
ウ園とワイナリーの牧歌的の風景をお楽しみください。

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ　Sシーニック・サンダウナー

ピニャン（ポルトガル）
ドウロ川上流のあるブドウ栽培地域の

拠点。ドウロ川沿いに見えるブドウ畑の

丘陵は感動的な景観です。

レグア（ポルトガル）
世界遺産アルト・ドウロ地域の中心的な

町です。ポルトワインの集積地として発

展。ラメゴ観光の起点。

サマランカ（スペイン）
スペインを代表する大学街。大学や大

聖堂のある旧市街は世界遺産。農作物

の集散地としても知られています。

アフラダ
ドウロ川河口方面の南岸にある漁師

町。漁業が盛んで町には庶民的な海

鮮レストランが軒を連ねています。

マテュース宮殿
北部のヴィラ・レアルにある美しい

マテュース宮殿は18世紀に建てら

れた比較的新しい建築物です。

Destination 

Destination 

ドウロ渓谷ドウロ渓谷ポルトガル

ポルト（ポルトガル）
ドウロ川北岸の丘陵地帯に築かれた町。

聖グレゴリウス聖堂、大聖堂などがある

旧市街地は世界遺産に登録。

アズレージョと呼ばれる

青タイル絵はポルトガル

伝統の装飾用タイルです。

DOUSDOUR codecode

※上記ハイライトの内容は変更になる場合がございます。

フリーチョイス　●シーニック・エンリッチ　Sシーニック・サンダウナー
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※デッキプランと各部屋のレイアウトイメージは参考のためのもので、実際と異なる場合があります。
　詳細はウェブサイト（www.scenicusa.com）をご参照ください。

シーニック・ジェム
SCENIC GEM

サンデッキ ダイヤモンドデッキ サファイヤデッキ ジュエルデッキ
①リバービューテラス
②操舵室
③サンデッキ
④ウォーキングトラック
⑤パノラマデッキ
⑥ラ・ムールレストラン

⑦リバーカフェ
⑧パノラマラウンジ＆バー
⑨ギフトショップ
⑩レセプション
⑪エレベーター
⑫クリスタルダイニング

⑬ターブル・ラ・リヴ
⑭厨房
⑮ウェルネスエリア
⑯フィットネスセンター

※ スタンダードスイートを除き、各部屋の広さは
シーニックサンラウンジを含む広さです。

※ 301号室は小さめのクローゼットとバスタブのないシャワールームがあり、お身体が不自由な方のための部屋です。
301/302号室は一部視界が遮られます。

●シップデータ
総トン数：2,200トン／全長：110メートル／建造：2014年
客室：64室／乗客定員：128名／乗組員：44人

ロイヤルバルコニースイート（28㎡）
R

スタンダードスイート（15㎡）
E

プライベートバルコニースイート（19㎡）
PA

ロイヤルワンベッドルームスイート（42㎡）
RP

プライベートデラックスバルコニー
スイート（21㎡）

PD

D

P

BD

C BA B

ダイヤモンドデッキ

サファイヤデッキ

ジュエルデッキ

RP ロイヤルワンベッドルーム
 スイート

C バルコニースイート

E スタンダードスイート

PD デラックスバルコニースイート

BD デラックスバルコニースイート

PA バルコニースイート

BA バルコニースイート

D スタンダードスイート

R ロイヤルバルコニースイート

P バルコニースイート

B バルコニースイート

RJ ジュニアバルコニースイート

客室カテゴリー

※デッキプランと各部屋のレイアウトイメージは参考のためのもので、実際と異なる場合があります。
　詳細はウェブサイト（www.scenicusa.com）をご参照ください。

SCENIC SAPPHIRE／SCENIC EMERALD／SCENIC DIAMOND
シーニック・サファイヤ／シーニック・エメラルド／シーニック・ダイヤモンド

サンデッキ ダイヤモンドデッキ サファイヤデッキ ジュエルデッキ
①リバービューテラス
②操舵室
③バイタリティプール
④ウォーキングトラック
⑤サンデッキ
⑥パノラマデッキ

⑦ラ・ムールレストラン
⑧リバーカフェ
⑨パノラマラウンジ＆バー
⑩ギフトショップ
⑪レセプション
⑫エレベーター

※ スタンダードスイートを除き、各部屋の広さは
シーニックサンラウンジを含む広さです。

⑬ターブル・ラ・リヴ
⑭厨房
⑮シーニックキュリナーレ
⑯クリスタルダイニング
⑰フィットネスセンター
⑱ウェルネスエリア

●シップデータ
総トン数：2,721トン／全長：135メートル／建造：2008/2009年／改装：2017年
客室：78室／乗客定員：155名／乗組員：53人

ロイヤルオーナーズスイート（47㎡）
RO

スタンダードスイート（15㎡）
E

プライベートバルコニースイート（19㎡）
A

ロイヤルパノラマスイート（30㎡）
RS

ジュニアバルコニースイート（21㎡）
RJ

D

PA

BJ

PP P C BA BB B

ダイヤモンドデッキ

サファイヤデッキ

ジュエルデッキ

RS ロイヤルパノラマスイート

C バルコニースイート

E スタンダードスイート

PP バルコニースイート

BB バルコニースイート

BJ ジュニアバルコニースイート

A バルコニースイート

BA バルコニースイート

D スタンダードスイート

RA ロイヤルバルコニースイート

PA バルコニースイート

BS シングルバルコニースイート

B バルコニースイート

RO ロイヤルオーナーズスイート

P バルコニースイート

RJ ジュニアバルコニースイート

客室カテゴリー
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シーニック・アジュール

サンデッキ ダイヤモンドデッキ サファイヤデッキ ジュエルデッキ

①サンデッキ
②バイタリティプール
③操舵室
④リバービューテラス
⑤パノラマデッキ
⑥ポルトベッロレストラン

⑦リバーカフェ
⑧パノラマラウンジ＆バー
⑨ギフトショップ
⑩レセプション
⑪エレベーター
⑫ウェルネスエリア

⑬フィットネスセンター
⑭ターブル・ドール
⑮クリスタルダイニング
⑯厨房

●シップデータ
総トン数：1,780トン／全長：80メートル／建造：2016年
客室：48室／乗客定員：96名／乗組員：36人

ロイヤルワンベッドルームスイート
（39㎡）

RP

スタンダードスイート（16㎡）
E

リバービュースイート（17㎡）

ジュニアスイート（23㎡）
RJ

プライベートバルコニースイート（20㎡）
PA C

D

P BB B

C1

BJ

ダイヤモンドデッキ

サファイヤデッキ

ジュエルデッキ

RP ロイヤルワンベッドルーム
 スイート

C バルコニースイート

E スタンダードスイート

P バルコニースイート

BJ ジュニアバルコニースイート

RJ ジュニアバルコニースイート

C1 リバービュースイート

D スタンダードスイート

PA バルコニースイート

BB バルコニースイート

B バルコニースイート

客室カテゴリー

※デッキプランと各部屋のレイアウトイメージは参考のためのもので、実際と異なる場合があります。
　詳細はウェブサイト（www.scenicusa.com）をご参照ください。

※ スタンダードスイートを除き、各部屋の広さは
シーニックサンラウンジを含む広さです。

※221号室にはシーニックサンラウンジはありますが、外のバルコニーはありません。

SCENIC AZURE
シーニック・ルビー／シーニック・パール

サンデッキ ダイヤモンドデッキ サファイヤデッキ ジュエルデッキ

①リバービューテラス
②操舵室
③サンデッキ
④ウォーキングトラック
⑤パノラマデッキ

⑥ポルトベッロレストラン
⑦リバーカフェ
⑧パノラマラウンジ＆バー
⑨ギフトショップ
⑩レセプション

⑪エレベーター
⑫クリスタルダイニング
⑬ターブル・ラ・リヴ
⑭厨房
⑮ウェルネスエリア

●シップデータ
総トン数：2,721トン／全長：135メートル／建造：2009/2011年／改装：2013年
客室：84室／乗客定員：167名／乗組員：53人

ロイヤルバルコニースイート（29㎡）
R

スタンダードスイート（15㎡）
E

プライベートバルコニースイート（19㎡）
A

ロイヤルパノラマスイート（30㎡）
RS

ジュニアバルコニースイート（23㎡）
RJ

D

PA

BJ

PP P C BA BB B

ダイヤモンドデッキ

サファイヤデッキ

ジュエルデッキ

RS ロイヤルパノラマスイート

C バルコニースイート

E スタンダードスイート

PP バルコニースイート

BB バルコニースイート

BJ ジュニアバルコニースイート

A バルコニースイート

BA バルコニースイート

D スタンダードスイート

RA ロイヤルバルコニースイート

PA バルコニースイート

BS シングルバルコニースイート

B バルコニースイート

R ロイヤルバルコニースイート

P バルコニースイート

RJ ジュニアバルコニースイート

客室カテゴリー

※デッキプランと各部屋のレイアウトイメージは参考のためのもので、実際と異なる場合があります。
　詳細はウェブサイト（www.scenicusa.com）をご参照ください。

※ スタンダードスイートを除き、各部屋の広さは
シーニックサンラウンジを含む広さです。

※シーニック・パールではバルコニースイート303号室と304号室はRJバルコニースイートです。

SCENIC RUBY／SCENIC PEARL
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シーニック・ジャスパー／シーニック・オパール／シーニック・アンバー

サンデッキ ダイヤモンドデッキ サファイヤデッキ ジュエルデッキ

①リバービューテラス
②操舵室
③サンデッキ
④ウォーキングトラック
⑤パノラマデッキ
⑥ポルトベッロレストラン

⑦リバーカフェ
⑧ラウンジ＆バー
⑨ギフトショップ
⑩レセプション
⑪エレベーター
⑫クリスタルダイニング

⑬ターブル・ラ・リヴ
⑭厨房
⑮マッサージ
⑯美容室
⑰フィットネスセンター
⑱バイタリティプール

●シップデータ
総トン数：2,721トン／全長：135メートル／建造：2015/2016年
客室：85室／乗客定員：169名／乗組員：53人

スタンダードスイート（15㎡）
E D

ロイヤルパノラマスイート（44㎡）
RP

ロイヤルバルコニースイート（33㎡）
RR

ジュニアスイート（23㎡）
BJ

プライベートデラックスバルコニー
スイート（21㎡）

PD BD

プライベートバルコニースイート（19㎡）
A PA PP C BA BB

ダイヤモンドデッキ

サファイヤデッキ

ジュエルデッキ

RP ロイヤルパノラマスイート

C バルコニースイート

E スタンダードスイート

PP バルコニースイート

BB バルコニースイート

B1J ジュニアバルコニースイート

A バルコニースイート

BA バルコニースイート

BD デラックスバルコニースイート

D スタンダードスイート

PD デラックスバルコニースイート

PA バルコニースイート

BS シングルバルコニースイート

BJ ジュニアバルコニースイート

RR ロイヤルバルコニースイート

RJ ジュニアバルコニースイート

客室カテゴリー

※デッキプランと各部屋のレイアウトイメージは参考のためのもので、実際と異なる場合があります。
　詳細はウェブサイト（www.scenicusa.com）をご参照ください。 ※ スタンダードスイートを除き、各部屋の広さ

はシーニックサンラウンジを含む広さです。

SCENIC JASPER／SCENIC OPAL／SCENIC AMBER
シーニック・クリスタル／シーニック・ジュエル／シーニック・ジェイド

サンデッキ ダイヤモンドデッキ サファイヤデッキ ジュエルデッキ

①リバービューテラス
②操舵室
③サンデッキ
④ウォーキングトラック
⑤パノラマデッキ
⑥ポルトベッロレストラン

⑦リバーカフェ
⑧ラウンジ＆バー
⑨ギフトショップ
⑩レセプション
⑪エレベーター
⑫クリスタルダイニング

⑬ターブル・ラ・リヴ
⑭厨房
⑮ウェルネスエリア
⑯フィットネスセンター

●シップデータ
総トン数：2,721トン／全長：135メートル／建造：2012/2013/2014年
客室：85室／乗客定員：169名／乗組員：53人／ ダイヤモンドデッキ

サファイヤデッキ

ジュエルデッキ

RS ロイヤルパノラマスイート

C バルコニースイート

E スタンダードスイート

PP バルコニースイート

BB バルコニースイート

BJ ジュニアバルコニースイート

A バルコニースイート

BA バルコニースイート

D スタンダードスイート

RA ロイヤルバルコニースイート

PA バルコニースイート

BS シングルバルコニースイート

BD デラックスバルコニースイート

R ロイヤルバルコニースイート

PD デラックスバルコニースイート

RJ ジュニアバルコニースイート

スタンダードスイート（15㎡）
E D

ロイヤルパノラマスイート（30㎡）
RS

ロイヤルバルコニースイート（29㎡）
R

ジュニアスイート（23㎡）
RJ BJ

プライベートデラックスバルコニー
スイート（21㎡）

PD BD

プライベートバルコニースイート（19㎡）
A PA PP C BA BB

客室カテゴリー

※デッキプランと各部屋のレイアウトイメージは参考のためのもので、実際と異なる場合があります。
　詳細はウェブサイト（www.scenicusa.com）をご参照ください。 ※ スタンダードスイートを除き、各部屋の広さ

はシーニックサンラウンジを含む広さです。

SCENIC CRYSTAL／SCENIC JEWEL／SCENIC JADE
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シーニック・ツァー
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オネグデッキ ネヴァデッキ ボルガデッキ モスクワデッキ

①サンデッキ
②操舵室
③ネヴァラウンジ＆バー
④エレベーター
⑤クリスタルダイニング

⑥厨房
⑦パノラマラウンジ＆バー
⑧美容室
⑨ウェルネスエリア
⑩レセプション

●シップデータ
総トン数：3,019トン／全長：204メートル／改装：2012年
客室：56室／乗客定員：112名／乗組員：71人

客室カテゴリー
ネヴァデッキ

ボルガデッキ

モスクワデッキ

BA バルコニースイート

E スタンダードスイート

RS ロイヤルパノラマスイート

PA デラックスバルコニースイート

BB バルコニースイート

R ロイヤルスイート

P デラックスバルコニースイート

B バルコニースイート

ロイヤルパノラマスイート（31㎡）
RS

スタンダードスイート（15㎡）
E

バルコニースイート（20㎡）
BA

ロイヤルスイート（28㎡）
R

デラックスバルコニースイート（20㎡）
PA

BB

P

B

※デッキプランと各部屋のレイアウトイメージは参考のためのもので、実際と異なる場合があります。
　詳細はウェブサイト（www.scenicusa.com）をご参照ください。

バルコニースイート バー クリスタルダイニング

※ シーニック・ツァーはシーニック“スペースシップ”ではなく、含まれるものやアメニティは他船と異なります。
ベッドタイプは客室カテゴリーにより異なる場合があります。210号室は船の鉄柱により視界が一部遮られます。

SCENIC TSAR
シーニック・クルーズ　ご旅行条件（抜粋）

運送約款
●これらの契約はお客様とシーニック・クルーズ間で交わされ
るもので、契約条件をお読みいただき、お客様の権利や義務を
ご理解いただくことが重要となります。ツアーの予約金をお支
払いただくことで、記載内容に同意されたものとみなされます。
●ロシア、フランス、ポルトガルを含む、ツアー中のリバーク
ルーズによる移動中は、船の運航会社の契約条件も適用されま
す。運航会社はシーニック・クルーズと関係もある場合もござ
いますが、別会社となります。クルーズの運送約款は、ツアー前
にクルーズチケットと一緒に提供されます。
●契約はその時々で修正される可能性があり、修正版はシー
ニック・クルーズのウェブサイトにてご確認いただけます。また
ご要望に応じて、最新版の約款をご提供します。ご予約時の約
款が、ご参加されるツアーに適用されます。

ご予約／お支払い
●ご乗船日90日以内のご予約は、全額のお支払いをお願い致し
ます。それ以前の場合は、ご予約後、２日以内に予約金をお支払
いいただき、出発日の90日前までに全額のお支払いをお願い致
します。指定日までにお支払いいただけない場合は、ご予約が
取り消される場合がございます。
●特別なプランの場合、ツアー料金残額のお支払い期限前にさ
らなる予約金が発生する場合がございますので、ご了承くださ
い。
●予約金の返金、またその他ツアーへの振り替えは一切致しか
ねます。
●お客様の名義変更や乗船日の変更は、ご予約の取り消しとみ
なされます。

クルーズ料金
●料金はすべてUSドルにて表示されています。
●料金には、クルーズの代金、クルーズディレクター／ツアー
ディレクターによるサービス、食事（特別に記載されている場
合）、国内の飛行機による移動（特別に記載されている場合）、宿
泊、観光、ポートチャージ、シーニック・クルーズによるランド・
ツアーおよびリバークルーズに関するチップ、その他記載され
ているものに関しては含まれています。
●特別に記載されていない場合、料金には飛行機代、航空会社
への税金、オプショナル・アクティビティ、宿泊のアップグレー
ド、旅程に記載されていない食事、パスポート申請料、ビザ、ワ
クチン、医療費、政府関連諸税、オーバーナイト・ステイや飛行
機乗継のための滞在費、その他個人的な費用は含まれておりま
せん。
●乗船日変更以外のご予約の変更につきましては、50ドルの変
更料が発生致します。
●キャンセル料
ご予約を取り消される場合は、シーニック・クルーズに対して
書面での手続きを行う必要がございます。ご予約の取り消しに
ついては（出発日の変更や名義変更を含む）、下記表の通り、取
消料を申し受けます。

旅行契約の解除期日 取消料（お一人様あたり）
出発日の90日前まで 予約金
出発日の89～60日前 旅行代金の35％
出発日の59～30日前 旅行代金の50％
出発日の30日以内 旅行代金の100％

●旅行代金は、全額をお支払いただいた時点で保証されます
が、原油価格や政府関連諸税、為替などの変動により、料金が変
更する場合がございます。

キャンセル／延期／変更
●最少催行人数に達しない場合、ツアーは取り消し、または日
程の延期となりますのでご了承ください。その場合、乗船日の
60日前までにお知らせ致します。乗船日前にツアーが取り消さ
れた場合、シーニック・クルーズは別のツアーをご提供致しま
す（差額は返金またはお支払いただきます）。そのツアーにご参
加されない場合、またはシーニック・クルーズから代替のツアー
をご案内後、７日間の間に参加の意思をお知らせいただかな
かった場合は予約はキャンセルとみなされ、代金は返金されま
す。その際、航空券や旅行代理店を通じてご自身で手配された
ものに関しては、一切の責任を負いかねます。
●何らかの要因によりシーニック・クルーズがツアーの出発を
7日以上遅らせた場合、お客様は契約を終了することができま
す。その際、お支払いただいた代金は全額返金致します。または
次回のツアー（24カ月有効）に使用することができます。
●シーニック・クルーズは、パンフレット記載事項を遂行する
よう最大限の努力を致しますが、状況により変更せざるを得な
い場合があります。水位の高低、予期せぬ船舶のメンテナンス
や運航上の問題、天候状況、現地の祝日による閉館や行事の中
止、事故などの緊急事態、その他不可抗力の事情により、事前通
告なしに旅程の変更を余儀なくされる場合がございます。
●他船への変更、船内の客室の変更、寄港地の変更、バスなどへ
の乗換やホテルへの宿泊の変更、日程や観光地での変更などを
余儀なくされる場合がございます。
●こうした変更は免責となり、シーニック・クルーズへの申し立
てや賠償を請求することはできません。これらの変更によりお
客様に生じた損害、損失、また発生する諸費用に対する責任は
一切負いかねます。

旅行中の義務
●快適で安全な旅行のため、お客様は常にツアーディレクター
及びクルーズディレクターの指示に従う義務があります。お客
様が指示に従わず、お客様本人または他の乗客の健康や安全な
どへ悪影響を及ぼす場合、警告の後、シーニック・クルーズは契
約を終了し、即刻ツアーからお客様を除外する場合がございま

す。その場合に発生する交通費用や諸費用は、お客様の負担と
なります。
●すべてのお客様は、帰国日に残存有効期間が6カ月以上ある
パスポート及び寄港の際に必要な査証が必要となります。書類
不備の場合は、寄港地観光に参加できない、または入国を拒否
されることになります。
●ロシア入国にはビザが必要となります。ロシアを含むツアー
の場合、シーニック・クルーズより関連書類を送付致しますの
で、できるだけ早くご返送下さい。ロシア大使館にビザ申請す
る際の紹介状をシーニック・クルーズより送付致しますが、出
発日前のビザ取得に関してはお客様の責任となり、シーニック・
クルーズは査証やその他の入国書類取得に関して一切の責任
を負いかねます。これらの必要書類に不備がある場合は乗船で
きません。またその際の返金は一切致しかねます。
●ツアー中、ご不満な点等ございましたら、まずツアーディレク
ターまたはクルーズディレクターにご相談ください。

責任事項
●これらの契約は、いかなる地域の消費者保護法の適用やそう
した権利の実行等を除外、制限、変更するものではございませ
ん。当契約によるシーニック・クルーズの責任の除外、制限に関
しましては、契約条件をよくお読みになってください。
●旅行中の危険、旅程の変更や飛行機の遅延、荷物や所有物の
紛失・破損、ツアー中にサービスを提供する第三者（航空会社
／ホテル／寄港地観光オペレーター／レストラン／交通機関
／医療業者等）の作為及び不作為による負傷や死亡、精神的苦
痛、また不可抗力事象による変更、遅延等についての申し立て
に対しては、シーニック・クルーズは免責とされます。不可抗力
事象により、ツアーを7日以上延期する場合、シーニック・クルー
ズは契約を終了することができます。
●お客様ご自身の安心のため、荷物の破損・紛失、旅行中の病
気、旅行取り消しや遅延等万が一の場合の備え、海外旅行保険
の加入をお勧めします。

ツアーについて
【身体障害をお持ちの方】
●身体障害をお持ちのお客様や特別な補助が必要とされるお
客様は、付き添いの方が同乗する場合、乗船を歓迎致します。
シーニック・クルーズはお客様にさまざまな活動にご参加いた
だけるよう努力致しますが、身体障害の程度により、お客様ご
自身またはその他乗客の健康や安全に影響が出る場合、すべて
の活動にはご参加いただけない可能性もございます。障害をお
持ちの方、船内での特別な注意や治療、または特別食が必要な
方は、必ずご予約時にお知らせください。
●クルーズ船の中にはエレベーターのない船もあり、またエレ
ベーターのある船でもすべてのデッキ間にエレベーターでのア
クセスがあるわけではございません。
●車椅子をご利用のお客様は、客室のドアやトイレ、廊下は車
椅子で通れない箇所がある場合もございます。特別なお部屋を
ご希望のお客様は、必ずご予約時にお知らせください。空き状
況によりご利用いただけます。
●安全上の理由から、船が停泊している際に、車椅子に乗った
状態でタラップを乗降することはできません。
●車椅子や歩行器は、バスの荷物室に置くことができます（場
所の空き状況によります）。
●お客様が必要とする特別なご要望にお応えできない場合、ま
たお客様やその他乗客の健康や安全が確保されない場合、また
はお客様がツアーディレクターやクルーズディレクターの指示
に従えない場合、シーニック・クルーズはお客様のご予約をお
断りする場合がございます。

【クルーズ】
●パンフレットのデッキプランや客室のサイズ、画像等はイ
メージで、異なる場合がございます。
●ツアー料金はパンフレットに掲載されているとおり、客室の
カテゴリーに基づいて算出されます。空き状況により、客室の
アップグレードは可能ですが、追加料金がかかります。
●船内の騒音や振動、臭いにつきましては、シーニック・クルー
ズは一切責任を負いかねます。
●停泊の際、他の船と並んで停泊する場合がございます。景観
を邪魔することや、他の船を通って乗下船する場合もございま
す。
●ロイヤルスイート、ロイヤルパノラマスイートにご宿泊のお
客様は、お一人様につき100ユーロのご利用券が付き、ウェル
ネスセンターにてご利用いただけます。その他の船上サービス
でのご利用、または現金への換金はできません。（シーニック・
ツァーは対象外）
●船内通貨／船内会計：船内でのすべてのお支払いは最後にま
とめて請求となります。リバークルーズの船内通貨はユーロで、
ユーロまたはクレジットカードで精算していただきます。ロシ
アでのリバークルーズの船内通貨はルーブルですが、お支払い
はクレジットカードのみとなる場合もございます。
●シーニック・ツァーは、その他のシーニック・クルーズの船と
は施設やサービスが異なりますのでご了承ください。
●バスでは、すべてのお客様に前方や窓側席からの眺めをお楽
しみいただくため、お席を毎日ローテーションで移動していた
だきます。車酔いなさるお客様は、酔い止め薬をお飲みいただ
くなど各自で対応をお願い致します。

【お飲み物】
船内では、通常のお飲み物（ビール、ワイン、ソフトドリンク、一
般的なスピリッツ）はツアー料金に含まれております。また客
室内のミニバーに補充される分も含まれます。モルトウイス
キー、特定銘柄のシャンパンやワインなど高級なアルコール類
は含まれず、追加料金がかかります。シーニック・ツァーやその
他の船でのロシア航行中は、この限りではありません。

【インターネット・サービス】
シーニック・クルーズの船上では、追加料金なしにインターネッ

トをご利用いただけます。インターネットの通信状況は、国に
よって異なり、また技術的な問題や天候、地形、その他要因もあ
るため、確実な通信は保証いたしません。

【シーニック・テイラーメイド】
個人用のポータブル電子機器をすべての客室に完備しており、
船内および寄港地にてご利用いただけます。ロシアまたはポル
トガルではご利用いただけません。シーニック・テイラーメイド
をご利用中の入場料、チップ、交通費は、旅行代金に含まれてお
りません。シーニック・テイラーメイドのご利用は、すべての地
域では保証されておりません。

【シーニック・サンダウナー】
2019年4月1日～9月30日出発の航海のみのハイライトです。航
海日によっては、日没中はイベントが行われないこともござい
ます。小型船で行くドナウ・デルタ探検は、天候次第となります。

【写真】
シーニック・クルーズのツアーでは、世界中の最も素晴らしく、
美しいスポットをめぐりますが、パンフレットや旅程に記載さ
れているシーンやシャッターチャンスを毎回のツアーでご覧い
ただけない可能性がございます。ご覧いただけなかった場合で
も、返金は致しかねますのでご了承ください。

【喫煙】
船内での喫煙は、喫煙所のみとなっており、客室内やバルコ
ニーでの喫煙は禁止されております。クルーズ中、その他の乗
客に配慮して喫煙の時間や場所を制限させていただく場合が
ございます。その他、バスの車中など喫煙が禁止されている場
所がございます。シーニック・クルーズはお客様の喫煙の自由
を確保するため、努力致しますが、保証は致しかねますのでご
了承ください。

【医療サービス】
リバークルーズ船には、医者は乗船しておりませんが（ロシアを
除く）、自費にて医療サービスを呼べる場合もございます。大人
数の乗客のため、個々に病院にお連れすることはできません。
ツアー中、お客様が必要とする医療に関して、シーニック・ク
ルーズまたは提携業者は一切の責任を負いかねます。

【空港へのトランスファー】
●空港へのご移動の手配は、シーニック・クルーズの設定した
ツアー初日と最終日のみとなり、それ以外の場合はお客様ご自
身で手配を行っていただきます。
●クルーズ前後のホテル宿泊／航空券付きツアーにお申し込
みのお客様は、空港～ホテル間の送迎がございます。
●お客様ご自身でフライトの手配をされた場合は、ツアー出発
日の120日前までにシーニック・クルーズまでフライト情報を
ご連絡ください。シーニック・クルーズのウェブサイトからもご
入力いただけます。
●空港への移動をご利用にならなかった場合にも返金は致し
かねます。また乗下車地点の変更はできません。
●ご予約された送迎バスに乗り遅れた場合は、出発地まで各自
お越し下さいますようお願いします。費用はお客様ご負担とな
ります。
●空港への送迎は、混載バスとなる場合がございます。ロイヤ
ルスイートのサービスにも含まれます個人送迎は、ご利用いた
だけない場所もございます。
●ツアーで使用する航空会社、鉄道や船などの運送会社は、そ
れぞれに別の契約があり、シーニック・クルーズはお客様と運
送会社との契約に対し、一切の責任を負いかねます。

【ツアー中の観光／オプショナルツアー、特別なアクティビティ】
●多くの歴史ある町では車両規制があるため、徒歩でのツアー
となります。階段やでこぼこ道を含む長時間の徒歩観光となるた
め、ご参加いただけるのは良好な健康状態の方とさせていただき
ます。
●高地を含む山登りにご参加の際は、健康状態についてかかり
つけのお医者様によくご相談ください。
●シーニック・フリーチョイスのすべてのアクティビティは、空
き状況などによりますが、ツアー中にご予約いただけます。確
実にご予約いただくには、出発日の120日前までのご予約をお
勧めします。催行最少／最大人数の設定がある場合もございま
す。
●シーニック・エンリッチのアクティビティにつきましては、ご
提供できない場合もあり、その他の可能なアクティビティに替
わることもございます。

【特別食】
お食事に関して特別なリクエストがある場合は、ご予約の際に
お知らせください。お客様のご希望に添えるよう努力いたしま
すが、ご希望に添えない場合もございます。

【シングル利用のお客様】
パンフレット記載の料金は、1室2名様ご利用の料金となりま
す。お一人様でご利用の場合、追加料金をお支払いいただきま
すようお願い致します。

【お子様と未成年者のご乗船】
ご出発日の時点で21歳未満の未成年者は、成年者の付き添い
及び同室での宿泊が必要です。12歳未満のお子様のご乗船は
お勧め致しません（クリスマスクルーズを除く）。お子様のご乗
船につきましては、シーニック・クルーズは許可または拒否の
一切の権利を有します。

【ホテル宿泊】
ホテルの利用状況により、同等ランクのホテルに変更する可能
性がございます。シーニック・クルーズは最も適したホテルを
確保するため、努力いたしますが、客室の大きさやクオリティに
つきましては責任を負いかねます。

※上記はあくまでも参考和訳であり、内容については最新
の原文が優先されます。最新の原文はウェブサイト(www.
scenicusa.com)にてご確認いただけます。


