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コストパフォーマンス最高と人気の高い美食客船コストパフォーマンス最高と人気の高い美食客船

オーシャニアクルーズオーシャニアクルーズ
洗練されたサービスとスタイリッシュなインテリアから感じられるエレ
ガントの雰囲気とフォーマル不要なことから感じられるカジュアルな雰
囲気の両方を合わせ持つ上級プレミアムクラス客船です。多種多様なレ
ストランの絶品料理をすべて予約なし・追加料金なしでお楽しみいただ
けることも魅力の一つとなっており、美食客船とも言われています。

洗練されたサービスとスタイリッシュなインテリアから感じられるエレ
ガントの雰囲気とフォーマル不要なことから感じられるカジュアルな雰
囲気の両方を合わせ持つ上級プレミアムクラス客船です。多種多様なレ
ストランの絶品料理をすべて予約なし・追加料金なしでお楽しみいただ
けることも魅力の一つとなっており、美食客船とも言われています。

洗練されたサービスとスタイリッシュなインテリアから感じられるエレ
ガントな雰囲気とフォーマル不要なことから感じられるカジュアルな雰
囲気の両方を合わせ持つ上級プレミアムクラス客船です。多種多様なレ
ストランの絶品料理をすべて予約なし・追加料金なしでお楽しみいただ
けることも魅力の一つとなっており、美食客船とも言われています。

上級プレミアムクラスの中型客船 洋上最高級のレストラン
客船の大きさは、Oクラスで約6.6万
トン、Rクラスで約3.2万トンと他のプ
レミアム客船（ロイヤル・プリンセス
約14万トン、セレブリティエッジ約13
万トン）と比べかなり小さめです。ま
た、3 人のお客様に 2 人のスタッフと
いう業界最高水準の比率で、ゆった
りとした空間、お客様一人ひとりに
合わせた最高級のサービスを可能
にしました。

客室の94％がベランダ付き、船内を彩る選りすぐりのアート作品、最高級の家
具や調度品を設えたインテリアなど、プレミアムクラスの中でもラグジュアリ
ーに近い上級プレミアム客船オーシャニアクルーズのクルーズライフをご満喫
ください。

最高級の食材を用いた料理をできたてで提供。予約不要の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、オープンシーティング制（自由席制）の
多彩なスペシャリティレストランを追加代金なしでご利用いただけます。世界的
に有名なマスターシェフであるジャック・ぺパン氏によって芸術の域にまで高め
られた、絶品料理の数々をお楽しみください。

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
オーシャニアクルーズのドレスコー
スは、リゾートまたはカントリーク
ラブ・カジュアル。フォーマルウェ
ア（正装）は不要です。美しい客船
デザインときめ細やかなスタッフサ
ービスが生み出すエレガントな雰
囲気。フォーマルウエア不要なこと
から感じられるくつろぎとカジュア
ルな雰囲気。どちらも持つのがオ
ーシャニアの人気の秘訣です。

考え抜かれたエクスペリエンス
オーシャニアクルーズのコースは、人
気の観光スポットと知られざる名所を
織り交ぜた航路となっており、7泊の
短い旅から180日間にわたる世界一周
の旅まで、250 以上の航路から選べる
豊富なクルーズラインナップです。
また、大型客船の立ち寄れない小さ
な港や街に近い港に寄港し、深夜出
港やオーバーナイト（停泊）を取り入れ
て、滞在時間を可能な限り長く確保し
ています。食や文化、歴史などをテー
マにした寄港地観光、船内スパ「アク
アマール」によるウェルネスツアー、カ
リナリー（料理）ディスカバリー・ツア
ーやゴー・ローカル・ツアーなど幅広
い寄港地ツアーが用意されています。

コストパフォーマンスの高い
オールインクルーシブの船旅
オーシャニアクルーズは、プレミアムな価格でラグジュアリークラスに近いサ
ービスを提供します。一方で、高い代金ですべてを含む従来のラグジュアリー
客船とは異なり、人によっては不要なアルコール、寄港地観光などを選択性に
した新しいオールインクルーシブOLife Choice特典をご提案します。

【クルーズ代金に含まれるもの】
・予約不要のメインダイニングでのお食事
・全てのスペシャリティダイニング
・無制限のインターネット利用
・ソフトドリンク、ミネラルウォーター、
   コーヒー・紅茶、ジュース
・24時間のルームサービス
・多くの寄港地で港～市街地のシャトルバ
   スサービス
・アクアマールスパでのフィットネス

全コースに適用の特典となります。
■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つをお選びいただけます。
①寄港地観光（クルーズ泊数によってコース数が異なります。）
②ハウスドリンクパッケージ
③シップボード・クレジット（船内で使えるお小遣い。クルーズ泊数に応
じて金額は異なります。）

（オーライフチョイス）特典お得な
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オーシャニアクルーズ 豊富なレストランチョイス

Ｏクラス
（オーシャニア・マリーナ／リビエラ）
●就航年：マリーナ2011年／リビエラ2012年 
●改装年：リビエラ2019年／マリーナ2021年 
●総トン数：66,084トン 　
●全長／全幅：239.24ｍ／32.2ｍ
●乗客定員数（ツインベース）：1,250名　
●乗組員数：800名

オーシャニアクルーズの客船

Vクラス
（オーシャニア・ヴィスタ）
●就航年：2023年4月予定 
●総トン数：67,000トン
●全長／全幅：251メートル/32メートル
●乗客定員数（ツインベース）：1,200名
●乗組員数：800名

Ｒクラス
（オーシャニア・レガッタ／インシグニア／ノーティカ／シレーナ）
●就航年：レガッタ1998年／インシグニア1998年／
　シレーナ1999年／ノーティカ2000年 
●改装年：インシグニア2018年／シレーナ2019年／
　レガッタ2019年／ノーティカ2021年
●総トン数：30,277トン
●全長／全幅：180.96ｍ／25.45ｍ
●乗客定員数（ツインベース）：684名　
●乗組員数：400名

メインダイニング
「グランドダイニングルーム」

ヨーロッパの5つ星ホテルのレストランをイメージした
エレガントな雰囲気のメインダイニング。ジャック・ペ
パン氏の代表的な料理のほか、正統派フレンチ、旅
先のローカル料理、ヘルシーメニューもあります。

正統派イタリアン「トスカーナ」
伝統的なイタリア家庭料理の味をお楽しみください。
優雅なヴェルサーチの食器に盛り付けられた、トス
カーナを象徴する傑作料理の数々をお召し上がり
いただきます。

アジアン・フュージョン
「レッドジンジャー」

風水の考えを取り入れた「レッドジンジャー」は、ア
ジアの伝統料理をコンテンポラリーにアレンジしま
した。「レッドジンジャー」での味覚体験は、その見
た目と同じくらい刺激的で楽しいものとなること請
け合いです。

極上ワインと至高のディナーのペアリング
「ラ・レゼルブ」

ワインセミナーやワインテイスティングなどがお楽し
みいただけるレストラン。ディナーではフォアグラの海
鮮醤炒めや、72 時間じっくり蒸し煮したショートリブな
どの至高のコース料理に、高級ワインを組み合わせた
フードペアリングもご体験ください。<要予約・有料>

プライベート・ダイニング
「プリベー」

特別なディナーをお望みの方には「プリべー」がお
すすめです。最大10名様の個室ダイニング。「ポロ
グリル」と「トスカーナ」からお食事をお選びいただ
けます。<要予約・有料>

クラシック・ステーキハウス「ポログリル」
重厚でクラシックな雰囲気の中、最高のグリル料理をご
堪能ください。おすすめは、ドライエイジングされた米国
農務省により最高ランクに認定されたブラックアンガス
ビーフ。定番のシーフードメニューもご用意しています。

フレンチ・レストラン「ジャック」
パリのビストロをモデルにしたアンティークなレス
トラン。メニューは、マスターシェフのペパンがモダ
ンにアレンジした伝統のフランス料理が並びます。

カジュアル・ダイニング　
「テラスカフェ」

パノラミックな窓を配した屋内と、爽やかな海風を肌に
感じる屋外テラスの両方にシートをご用意しました。ロ
ブスターテールのグリル、ハンドカットステーキ、寿司バ
ー、パスタなど、多国籍料理をお楽しみいただけます。

プールサイド・レストラン
「ウェイブスグリル」

プールで遊んでお腹がすいたら、アメリカ料理でガ
ツンといきましょう！シーフードグリルやグルメバー
ガーにかじりついた後は、自家製ジェラートやミル
クシェイクで一息つきましょう。
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オーシャニアクルーズの安心・安全・新しいクルーズのカタチ
オーシャニアクルーズは、米国疾病管理予防センター（CDC）
や各国政府機関と緊密に連携し、お客様と乗組員の健康
と安全、そして寄港地の地域社会を守るため、強固で包括
的な安全衛生対策ガイドラインSail SAFEを策定しました。
オーシャニアクルーズの安全対策は、業界最高水準を保つ
ため、独自の専門家チームと協力し最新の科学知見と技
術に基づき、継続的に更新されます。

お客様と乗員の安全対策
●全てのお客様と乗組員は、出港の２週間前までに、ワクチン接種が完了し
ている必要があります。
●全てのお客様は乗船前に、クルーズ会社が無料で提供するCOVID-19の抗
原検査を受け、陰性となる必要があります。さらに下船前にも抗原検査が実
施されます。
●全てのお客様に対し、より詳細な健康アンケートや非接触式の体温検査な
ど、乗船前の健康状況調査を実施します。
●時間差式の新たな乗船チェックインシステムを整え、必要書類への電子署
名の導入などにより、円滑な密集を避けたチェックインを可能にします。

2022年～2023年

乗船中の安全について
●一定の条件（飲食中など）以外
でのマスクのご着用、手洗い、健
康管理をお願いしております。
●ソーシャル・ディスタンスを確
保するため、お客様の定員を制
限し運航します。
●お食事の際はスタッフがお渡し
する非接触サービスとなります。
●より高機能な医療水準の空気
清浄システムを導入しています。
●医療スタッフの増員と医療設備
の拡充により、船内の医療体制を
改善しました。

寄港地での安全
●世界各地の衛生環境を継続的
に注視し、寄港地のパートナーと
の連携、包括的な健康安全対策
を適用します。
●必要な場合は対象地域での日
程変更または取り消しが発生す
る場合があります。
●COVID-19の感染例が発生した
場合、濃厚接触の可能性がある方
を特定し、連絡を取るための複数
の行動追跡対策を実施します。

日次

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

7日目

8日目

日付

2022年9月26日（月）

2022年9月27日（火）

2022年9月28日（水）

2022年9月29日（木）

2022年9月30日（金）

2022年10月1日（土）

2022年10月2日（日）

2022年10月3日（月）

寄港地

チビタベッキア／ローマ (イタリア)

リボルノ／フィレンツェ／ピサ (イタリア)

ラ・スペツィア (イタリア)

モンテカルロ (モナコ) 

アンティーブ (フランス)

マルセイユ (フランス)

パルマデマヨルカ (スペイン)

バルセロナ (スペイン)

入港

08:00

07:00

08:00

08:00

08:00

11:00

08:00

出港

20:00

20:00

20:00

23:00

18:00

18:00

21:00

2022年9月26日乗船 オーシャニア・リビエラ
地中海リビエラ（ローマ～バルセロナ）7泊
人気のOクラス客船「リビエラ」で航く希少な7泊クルーズ。地中海クルーズ
の王道、西地中海リビエラのベストシーズンコースです。歴史と文化に彩ら
れた地中海の街々を
ご堪能ください。

日次

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

7日目

8日目

日付

2022年4月14日（木）

2022年4月15日（金）

2022年4月16日（土）

2022年4月17日（日）

2022年4月18日（月）

2022年4月19日（火）

2022年4月20日（水）

2022年4月21日（木）

寄港地

ベニス (イタリア) 

スプリット (クロアチア)

ドブロブニク (クロアチア) 

コトル (モンテネグロ) 

コルフ島 (ギリシャ)

メッシーナ／シチリア島 (イタリア)

ソレント／カプリ島 (イタリア)

チビタベッキア／ローマ (イタリア)

入港

10:00

08:00

07:00

08:00

09:00

07:00

08:00

出港

19:00

20:00

19:00

17:00

16:00

19:00

18:00

2022年4月14日乗船 オーシャニア・マリーナ
魅惑のアドリア海・地中海（ベニス～ローマ）7泊

人気のOクラス客船「リビエラ」で
航く希少な7泊クルーズ。魅力あふ
れる地中海4か国8都市を巡り、青
い海と世界遺産の街々、絶景をご
堪能いただけます。お得なプロモ
ーション代金とOライフチョイス特
典で気ままなクルーズをお楽しみ
ください。

iCruiseオリジナルオファー 1 iCruiseオリジナルオファー 2

※上記は、2021年10月21日現在の安全衛生対策となります。詳細ガイドライ
ンは、WEB（英語）をご覧ください。また、内容は随時変更されますので、必
ず最新の情報をご確認ください。
https://www.oceaniacruises.com/health

iCruiseオリジナル特典
船内チップ無料！

●クルーズ代金（2名1室利用時のお一人様代金）：
　$3,499 ～ $9,399 →  $1,599 ～ $7,499

●クルーズ代金（2名1室利用時のお一人様代金）：
　$3,699 ～ $10,099 → $1,999～$8,399

iCruise
オリジナル特典
1室$200

船内クレジット付

＜全コース共通＞　※クルーズ代金は、2021年11月1日現在の代金です。クルーズ代金は、変動制です。ご予約時にご確認ください。※航路、寄港地、入出港時間等は天候、その他の理由により、予告なく変更または抜港となる場合があります。
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海外個人クルーズ旅行のススメ

個人手配クルーズ旅行のメリット

2022年～2023年 iCruiseオリジナルオファーコース

❼ iCruise コンサルティング
iCruiseは、オーシャニアクルーズの日本地区公式販売代理店です
ので、スムーズな対応が可能です。また、販売＆乗船経験豊富な
iCruiseのクルーズ・コンシェルジュが、お客様一人一人に合った個
人クルーズ旅行をサポートいたします。

❸ クルーズ旅行はシンプル手配
クルーズはあご（食事）、あし（交通機関）、まくら（宿泊）が揃った
周遊型の旅のスタイルです。1度の予約で3要素の手配が完了してし
まいます。あとは航空券を手配するだけ。非常にシンプルです。

❶ コースの選択肢が豊富
500を超えるラインアップの中から自分好みのコースをお選びい
ただけます。iCruiseサイトでは、行きたいエリア･寄港地、時期、
期間、ご予算、乗船したい船などから複合的に検索が可能です。

❷ ツアーキャンセルの心配がありません
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「予約完了=出発決定」です。

❹ お好きな客室が選べます
様々な客室タイプからお好みのタイプを自由に選択可能です。ま
た右舷、左舷、船体の前方、中央、後方に位置する客室をリクエス
トしたり、コネクティングルームやバリアフリールームなどをお選
びいただくことも可能です。

❺ 上質なクルーズをお得に乗船
クルーズ代金は、予約の時期や空室状況により代金が変動する
「変動相場制クルーズ代金」です。その他「早期予約割引」、「リピ
ーター割引」、「シングル参加キャンペーン」など様々な割引プロ
モーションがあります。うまく利用すれば、パッケージ代金よりお
得に楽しめます。

❻ 自分好みのパターンで自在にアレンジ
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、グループ旅行をご検討中の方、自分た
ちだけの添乗員を手配してほしい方も自在にアレンジが可能です。

iCruiseオリジナルオファー 3 iCruise おすすめコース

日次
1日目
2日目
3日目
4日目
5日目
6日目
7日目
8日目
9日目
10日目
11日目

日付
2023年4月2日（日）
2023年4月3日（月）
2023年4月4日（火）
2023年4月5日（水）
2023年4月6日（木）
2023年4月7日（金）
2023年4月8日（土）
2023年4月9日（日）
2023年4月10日（月）
2023年4月11日（火）
2023年4月12日（水）

寄港地
横浜 (日本)
清水 (日本)
神戸 (日本)
神戸 (日本)
広島 (日本)
釜山 (大韓民国)
長崎 (日本)
細島 (日本)
高知（日本）
名古屋 (日本)
横浜 (日本)

入港

08:00
12:00
（停泊）
08:00
11:00
08:00
10:00
07:00
08:00
08:00

出港
19:00
17:00
（停泊）
19:00
17:00
20:00
17:00
20:00
16:00
17:00

2023年4月2日乗船 オーシャニア・ノーティカ
春の西日本周遊（横浜発着）10泊

Rクラス「ノーティカ」の2023年
日本発着クルーズは3/23・4/2
・4/12発の3本の設定。グルメ
や観光など風光明媚なの西日
本と韓国を訪れます。毎年売り切れ必至なのでぜひお早めにご検討ください。

日次
1日目
2日目
3日目
4日目
5日目
6日目
7日目
8日目
9日目
10日目
11日目

日付
2023年4月26日（水）
2023年4月27日（木）
2023年4月28日（金・祝）
2023年4月29日（土）
2023年4月30日（日）
2023年5月1日（月）
2023年5月2日（火）
2023年5月3日（水・祝）
2023年5月4日（木・祝）
2023年5月5日（金・祝）
2023年5月6日（土）

寄港地
バルセロナ (スペイン) 
アリカンテ (スペイン)
モトリル (スペイン)
終日クルージング
アレシフェ／ランサローテ島／カナリア諸島 (スペイン)
サンタクルスデテネリフェ (スペイン)
ラスパルマス／グランカナリア島／カナリア諸島 (スペイン)
終日クルージング
タンジェ (モロッコ)
リスボン (ポルトガル)
リスボン (ポルトガル)

入港

08:00
08:00

10:00
08:00
07:00

08:00
13:00
下船

出港
18:00
17:00
18:00

20:00
23:00
16:00

17:00
（停泊）

2023年4月26日乗船 オーシャニア・ヴィスタ
イベリア半島・カナリア諸島（バルセロナ～リスボン）10泊
よりスぺ―シャスな空間とパー
ソナルなサービスが特徴の待望
の新造船オーシャニア・ヴィスタ
のゴールデンウィークコース。歴
史、グルメなど魅力あふれるイ
ベリア半島、数百種もの固有植
物が育つ豊かな自然と、鮮やか
な花々に彩られているカナリア
諸島をお楽しみください。

海外クルーズ旅行は個人旅行・自由旅行の時代です。グアムや
ハワイに行くようにお気軽に個人クルーズ旅行を楽しめます。
もともとクルーズは、パッケージ商品の設定数が少なく、オー
シャニアクルーズは、日本人乗客数の約6割が個人旅行のブラ
ンドです。そして、2022年は、新型コロナの影響でグループ旅
行の設定が困難と言われており、ますます個人クルーズ旅行
が更に注目されています。

●クルーズ代金（2名1室利用時のお一人様代金）：
　$5,899 ～ $15,799 → $3,899 ～ $13,799

●クルーズ代金（2名1室利用時のお一人様代金）：
　$6,499 ～ $18,299 → $4,499 ～ $16,299

iCruiseオリジナル特典
船内チップ無料！
※4/2発のみ適用

新造船
GWコース
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2022年 iCruiseスペシャルオファー

日次

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

7日目

8日目

9日目

日付

2022年8月28日（日）

2022年8月29日（月）

2022年8月30日（火）

2022年8月31日（水）

2022年9月1日（木）

2022年9月2日（金）

2022年9月3日（土）

2022年9月4日（日）

寄港地

チビタベッキア／ローマ (イタリア) 

ソレント／カプリ島 (イタリア)

メッシーナ／シチリア島 (イタリア)

コルフ島 (ギリシャ)

コトル (モンテネグロ) 

コルチュラ (クロアチア)

ザダル (クロアチア)

ベニス (イタリア)

入港

07:00

08:00

11:00

10:00

07:00

08:00

07:00

出港

19:00

18:00

17:00

20:00

19:00

18:00

18:00

クルーズ（7泊8日）

9日目

10日目

2022年9月4日（日）17:20

2022年9月5日（月）22:40 東京（羽田）着

ベニス発、カタール航空にて帰国の途へ
【機中泊】

【ローマ泊】

航空機（復路）

1日目 00:05
13:50

2022年8月27日（土） 東京（羽田）発　カタール航空にてローマへ
ローマ着。船会社送迎者にてホテルへ

航空機（往路）

9日目 2022年9月4日（日） 船会社送迎車にて空港へ（混乗）

船会社送迎プログラム

2日目 2022年8月28日（日）

午前 13:00

船会社送迎車にてチビタベッキア港へ（混乗）

乗船チェックイン

船会社ホテルプログラム

■モデルプラン・スケジュール

※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。

※ご参加者12名様以上でiCruise推奨するフライトご利用の場合
※空港から港までの送迎代は別料金。
※推奨フライトにつきましては、後日ご案内いたします。

B

C

A

D

B

2022年8月28日乗船 オーシャニア・リビエラ
地中海・イタリア半島周遊（ローマ～ベニス）7泊

クルーズ 航空路 ホテル 送迎 8泊10日+ + +

ベストシーズンの地中海・アドリア海・
イタリア半島を7泊でぐるり周遊します。
ローマの外港チビタベッキアから乗船、
ナポリ湾に面したリゾート地ソレント、
地中海に浮かぶ最大の島シチリア島、
透明度抜群の海が魅力のコルフ島、
城塞港湾都市コトル、絶景プリトヴィ
ツェ湖群国立公園への海の玄関口ザダル、水の都ベニスと、6つの世界遺産
都市を巡ります。絶景、グルメ、歴史・文化、リゾート、すべてを兼ね備えた魅
力的なスケジュールです。

特別プロモーション代金適用
$3,699→$2,199（約41％OFF）
※2021年11月1日現在

O Lifeチョイス特典：
無料のWi-Fi＋①～③の特典の
いずれかをお選びください。
①2つの寄港地観光
②ドリンクパッケージ
③シップボードクレジット$200

シップボード（船内）クレジットを1室200ドル進呈
※限定キャビン・先着順

ハネムーン特典：
オーシャニア特製チョコレートセット
※B4：ベランダ・ステートルーム以上の客室タイプにご予約の場合

iCruise専任の
日本人コーディネーター乗船
※ご参加者が12名様以上の場合

ローマ空港での日本語係員による
お出迎え＆乗船チェックイン・アシスト

【おすすめポイント】

【スペシャル・オファー】

【iCruiseオリジナル特典】
※SBC（シップボードクレジット）とは、船内で使えるお小遣いです。

1

2

3
4

5

6

2022年 iCruiseスペシャルオファー
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［寄港地紹介］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

OS

VS

OC

PH2

A2

A4

B2

B4

C

G

$10,399

$8,499

$7,899

$5,799

$4,999

$4,899

$4,699

$4,599

$4,249

$3,699

$8,899

$6,999

$6,399

$4,299

$3,499

$3,399

$3,199

$3,099

$2,749

$2,199

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

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・10・11階
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・10階
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
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・8階
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
デラックス オーシャンビュー
海側・バスタブ付き 22 ㎡／7階
インサイドステートルーム
内側・シャワー付 16㎡／8階

プロモーション
レート公式レート客室タイプ（抜粋）

※左ページのモデルプラン・スケジュールで手配した場合のご旅行代金（例）です。

■モデルプラン 8泊10泊 ご旅行代金（暫定）

クルーズ
まずは、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。

航空機
モデルプラン（カタール航空・エコノミークラス利用の場合）

［ 下船時］船会社送迎プログラム（ベニス）

［乗船時］船会社ホテルプログラム（ローマ）

ステップ

1
ステップ

2
ステップ

3

※上記、クルーズ代金は、1米ドル＝115円で算出した暫定代金（100円単位に切り捨て）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、航空運賃、船会社プログラム代金は全て変動制です。ご予約時に再度必ずご確認下さい。
※クルーズ代金には、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。）
※利用航空機中間（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。

ポートチャージ・諸税は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2021年11月1日現在の代金です。※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。※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。※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。※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、ミニバーなどの特典がプラスされます。

A

ご旅行代金合計（暫定）

A

B

C
D

670,500 円

PH2：ペントハウスの場合
例②

$359（41,200円）

$69 （7,900円）

114,800円航空運賃
手配手数料（10%相当）11,400円

532,500 円

例①

B

C

D

クルーズ代金
 $4,299（494,300円）

A
クルーズ代金

 $3,099（356,300円）

A
B4: ベランダステートの場合

※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。
※推奨フライトご利用の場合は、ローマ空港で日本語スタッフがお出迎えいたします。

送迎プログラム
［英語対応・混乗］

ホテルプログラム
（ホテル1泊＆送迎付き）
［英語対応・混乗］

サービス内容都市名

ローマ

ベニス【下船時】下船港→空港

【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
    ※利用ホテル：サボイ（ツイン利用）

代金

$359

$69

船会社送迎・ホテルプログラムC D

※運賃は2021年11月1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／2021年11月1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。

モデルプラン（8/27発・9/26着 カタール航空利用）
運賃プラン

114,800円

航空運賃（一例）（エコノミークラス利用・変動制）B

コトル（モンテネグロ）
コトルは、旧ユーゴの国の一つモンテネグロのコト
ル湾の最も奥に位置する城塞都市。コトルの自然
と文化歴史地区は世界遺産に登録されています。
コトル湾の絶景と中世の薫りが色濃く残る街並み
が印象的です。

ザダル（クロアチア）
アドリア海沿岸の小さな港町ですが、貴重な歴史
的建造物が多く、旧市街の城壁は世界遺産に登
録されています。また、絶景の世界遺産プリトヴィ
ツェ湖群国立公園への日帰り観光もお楽しみい
ただけます。

チビタベッキア／ローマ（イタリア）
チビタベッキアは世界遺産イタリアの首都ローマ
の外港で古代ローマ時代より重要な貿易港となっ
ています。ローマ・フィウミチーノ空港から港まで
は、車で約75分ほどです。

ソレント／カプリ島（イタリア）
ナポリ湾に面したソレントは、風光明媚な人気の
リゾート地です。世界で一番美しい海岸と言われ
る世界遺産アマルフィ、世界遺産ナポリ、青の洞窟
で有名なカプリ島への観光も楽しめます。

ベニス（イタリア）
水の都として世界的に知られる世界遺産の街。道
路はなく、カナルグランデをはじめとする運河沿
いにはルネッサンス様式やゴシック様式の宮殿が
並んでいます。

メッシーナ／シチリア島（イタリア）
イタリア半島長靴のつま先の先に浮かぶ地中海最
大の島シチリア島の北東部にある港メッシーナ。
世界遺産エトナ山など豊かな大地、透き通った碧
い海と温暖な気候など、たくさんの魅力に溢れて
います。

コルチュラ（クロアチア）
アドリア海に浮かぶクロアチアのコルチュラ島は、
周囲が城壁で囲まれた伝統のある古い港町で、旧
市街はさながら美しい建造物が溢れる博物館のよ
うな島です。人気の世界遺産ドゥブロヴニクへの日
帰り観光も楽しめます。

4か国・8都市、世界遺産を巡る魅力的な寄港スケジュール

ツェ湖群国立公園への海の玄関口ザダル、水の都ベニスと、6つの世界遺産
都市を巡ります。絶景、グルメ、歴史・文化、リゾート、すべてを兼ね備えた魅

コルフ島（ギリシャ）
透明度抜群の海と、歴史溢れる旧市街が魅力のギ
リシャの島。色鮮やかで迷路のような旧市街は、
世界遺産に登録されています。美しいビーチがい
くつも点在しており、人気のリゾート地でもあり
ます。
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●通知　本冊子に掲載されている情報は、優待または契約ではありませ
ん。Oceania Cruisesの船上における乗客および荷物の輸送は、運営会社
が行い、乗船チケット契約書（運送約款）の利用規約に従います。利用規
約、旅程、Oceania Cruisesの責任、および以下の各項目の詳細は、乗船チ
ケット契約書をご参照ください。乗船チケット契約書のコピーの入手につ
きましては、OceaniaCruises.comをご覧いただくか、旅行代理店までお問
い合わせください。クルーズをご予約する際に、乗船チケット契約書（運
送約款）の各利用規約が適用されます。
●料金　料金は2名様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　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のお客様はクルーズ1回につきおひとり
様ごとにクルーズ料金の20%、その他のスイート／ステートルームのお客様
はUS$750のお申込金が必要です。グランドボヤージュの場合は、おひとり
様あたりUS$1,500のお申込金が必要です。出航日から起算して121日以上
前にご予約された場合、オーナーズスイート、ビスタスイート、オーシャニア
スイートのお客様はクルーズ料金の20%、その他のスイート／ステートルー
ムのお客様はUS$750のお申込金を、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。出航日から起算して91～120日前にクルーズをご予約
された場合は、ご予約から3日以内に、出航日から起算して90日前以降に
ご予約された場合は、ご予約当日中にお申込金をお支払いください。上記
の期限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
キャンセルとなります。別段の記載がない限り、最終支払いは、14日以下の
クルーズの場合は出航日から起算して90日前まで、15日以上のクルーズの
場合は出航日から起算して150日前までにOceania Cruisesが受領する必
要がございます。Oceania Cruisesは、最終支払い期限までに全額支払い
が行われなかった場合、ご予約をキャンセルする権利を有します。パスポ
ート情報および特別なサービスのご要望は、最終支払い期限までにお申し
出ください。お支払いには、個人小切手、アメリカン・エキスプレス、マスタ
ーカード、ディスカバーカード、VISAをご利用いただけます。お客様の便宜
のため、最終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、Oceania 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。
●1名様ご利用時の追加料金　2人部屋のスイートまたはステートルームを
おひとり様でご利用の場合は、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　ステートルームの3人目および4人目のお
客様は、1人目および2人目のお支払いの料金の50％を請求いたします。
●お子様、乳幼児、同伴者のいない未成年者　クルーズ初日の時点で、お子
様の年齢が1歳に達している必要がございます。乳児をお連れのお客様が、
お子様連れのご旅行規定に反していることが明らかになった場合、乗船を
お断りさせていただきます。Oceania Cruisesは、未成年のお子様または同伴
のお客様が乗船を拒否された場合、払い戻しおよび補償をいたしません。18
歳未満のお子様は、同伴の18歳以上の大人の方と同室のステートルームに
ご滞在いただく必要がございます。Oceania Cruisesはお子様の託児、エンタ
ーテイメント、監督などのサービスは提供いたしません。
●エチケットおよびマナー　Oceania Cruises、マスター、ジェネラルマネー
ジャー、チーフパーサー、またはその他の代理人は、すべての寄港地におい
て、お客様が他のお客様の快適な旅行を妨げになると判断した 場合、他の
お客様およびスタッフに迷惑、驚異、危険を及ぼすと判断した場合、客船ま
たは地上プログラムの安全な運営に支障をきたすと判断した場合、その理
由を問わず、独自の裁量により下船させる権利を有します。下船した場合、
または地上プログラムの利用が中止された場合、帰還に伴う一切の費用は
お客様の ご負担となります。クルーズ料金は全額を支払ったものとみなし、
払い戻しはいたしません。詳細は乗船チケット契約書をご参照ください。
●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。
 
●ご予約　Oceania Cruisesのクルーズのご予約につきましては、旅行代理
店までお問い合わせください。海外のお客様は、お住まいの国の旅行代理
店を通じて ご予約いただく必要がございます。
●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、出航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　無断不参加は、料金の100%をキャンセル料
として申し受けます。料金とはOceania Cruisesからご購入いただいたクル
ーズまたは航空券の全費用を指し、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。キャンセル
の通知は、キャンセル料が発生する日の前日までに、書面にてOceania 
Cruisesが受領する必要がございます。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。

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%
30～0日前まで ................................................................................... 料金の100%

15日以上のクルーズ：
出航日までの日数 　　　　　　　　                      キャンセル料
180～151日前まで ......................... おひとり様あたりUS$500の事務手数料+
150～121日前まで ............................................................................... 料金の25%
120～91日前まで ................................................................................. 料金の50%
90～61日前まで ................................................................................... 料金の75%
60～0日前まで ..................................................................................  料金の100%

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日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日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。

+ 事務手数料はフューチャークルーズクレジットに交換が可能です。フュー
チャークルーズクレジットは、キャンセル日より12ヵ月以内にご予約いただ
き、発行日より2 年以内に出発するご旅行にご利用いただけます。

●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。

●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。

●お客様自身による旅行の手配　Oceania Cruisesは、海外のお客様のた
めの航空券の手配は行っておりま せん。航空券は、クルーズや地上手配と
併せて、旅行代理店からご購入いただけます。Oceania  Cruises は、払い戻
し不可の制限付き航空券またはフリークエントフライヤープログラムなどを
含む、第三者企業による航空手配または地上手配に関しては、一切の責任
を負いません。お客様自身が航空手配または地上手配 を行い、その結果と
して出発直前に乗船地または下船地を変更した場合、および空港や港への
到着が遅れた場合も含みます。免責事項の詳細は、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。
Oceania 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。
●最終書類に関して　クルーズに関する書類およびOceania Cruisesがお客様
に代わって手配した旅行に関する書類は、出航日よりおよそ21日前に、指定旅行
代理店またはお客様に直接送付いたします。書類の早期発行や速達での送付
には、サービス手数料が発 生する場合がございます。
●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。
 
●喫煙　お客様およびスタッフの安全と安心を考え、前方のプールデッキの右舷
側および後方のホライズンズの左舷側に、喫煙エリアを設けております。喫煙エリ
アは快適にお過ごしいただけるよう家具を配置しており、飲食エリアの近くに位置
しています。ステートルーム、スイート、ベランダはすべて禁煙で、喫煙エリア以外で
の喫煙は禁じられております。ステートルーム、スイート、ベランダでの喫煙は、火
災の原因となり、お客様およびスタッフに危険を及ぼす可能性がございます。
Oceania Cruisesが定める喫煙方針に違反した場合は、次の寄港地で下船していた
だきます。また、家具、ベランダ、デッキ、客室への損傷およびクリーニングにかか
る費用に充てるため、追加料金を請求させていただく場合がございます。喫煙エリ
ア以外は、すべて禁煙です。これには、スイート、ステートルーム、ベランダ、レスト
ラン、公共エリア、カジノ、その他すべてのエ リアが含まれます。葉巻およびパイプの
喫煙は、前方のプールデッキの右舷側にある喫煙エリアでのみ許可されています。
●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。
●アルコール飲料　アルコール飲料の販売および提供は、21歳以上のお客様に
限らせていただきます。Oceania Cruisesは、21歳未満のお客様へのアルコール
飲料の販売または提供を拒否および禁止いたします。アルコール飲料は節度を
守ってお楽しみいただくようお願いいたします。Oceania Cruisesは、寄港地で購
入したアルコール飲料の船内での消費を禁止、または没収する権利を有します。
●チップ　いくらチップを払うかはお客様の判断に委ねられます。お客様の便
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。航海中はお客様自
身の判断でチップの金額を調 整していただけます。
●天災、ストライキ、その他の不可抗力　Oceania Cruiseおよび本冊子に掲載さ
れている船舶の所有者 または運営者は、ストライキ、締め出し、労働争議、労働
力不足、天災、その他Oceania Cruisesの予測を超えた不可抗力によって、本冊子
（またはその一部）に掲載された内容に遅延または履行不能が発生した場 合、
Oceania Cruisesが当事者であるか否かに関わらず、一切の責任を負いません。
●営利企業　Oceania Cruisesは、お客様のご要望に応じて、第三者企業が提供
する航空券、ホテル宿泊、陸路での移動、寄港地ツアー、およびその他のサービ
スを手配いたしますが、営利企業として、これらの追加サービスの販売から利益
を得ております。
●公示　Oceania Cruisesは、本冊子に掲載された内容を遵守するよう努めます
が、状況によっては異なる場合がございます。ここに掲載された情報は、Oceania 
Cruisesの裁量によって、予告なく変更される場合がございます。ここに掲載され
たすべてのスケジュールおよび料金は、予告なく変更される場合がございます。
Oceania Cruisesは、誤字、遺漏、誤植について、一切の責任を負いません。
 
●利用規約
利用規約の全文は、JP.OCEANIACRUISES.COM または乗船チケット契約をご参
照ください。Oceania Cruises は、あらゆる誤植、間違い、または遺漏を訂正する
権利を有します。船籍：マーシャル諸島 OCI180501499 ASIA
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。

オーシャニアクルーズ利用規約（抜粋）

運航会社: Oceania Cruises (オーシャニアクルーズ）

個人自由旅行を提供する高級クルーズ専門デスク iCruise（アイ・クルーズ）事業部
TEL: 03-6450-2560     FAX: 03-6450-3399     
メールアドレス： contact@icm-i.co.jp                   ホームページ： https://www.icruises.jp/

お申込み・お問い合わせ
お得でスペシャルな最新情報をお届けします。
会員限定の特集コンテンツも盛り沢山！
iCruiseメルマガ会員登録はこちら：
https://www.icruises.jp/p/mmform

iCruiseメルマガ会員募集中！

〒108-0072　東京都港区白金1-29-9-601
東京都知事登録旅行業　第3-6448号　　総合旅行業務取扱管理者　菅谷 孝幸 

で検索アイ・クルーズ

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

営業時間：
平日 09:30～18:00
土日祝日・年末年始休業


