2022年 iCruiseスペシャルオファー

iCruise専任

コーディネーター乗船！

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
公式レート プロモーション
レート

客室タイプ（抜粋）

オーナーズスイート
OS 海側・バスタブ・バルコニー付き 185㎡／8・9・10階
オーシャニアスイート
OC 海側・バスタブ・バルコニー付き 92㎡／11・12階

$10,399 $8,899

ペントハウススイート
PH2 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
A2 海側・バスタブ・バルコニー付き 26㎡／9・10階

$5,799 $4,299

コンシェルジュ レベル ベランダ

A4 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
B2 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
B3 海側・バスタブ・バルコニー付き 26㎡／7階
ベランダ ステートルーム
B4 海側・バスタブ・バルコニー付き 26㎡／7階

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
【おすすめポイント】
人気のオーシャニアのOクラス客船「リ
ビエラ」で航くベストシーズンの西地中
海7泊クルーズ。ローマの外港チビタベ
ッキアからバルセロナまで、リビエラ海
岸沿いの人気の4か国8都市を周遊す
る地中海の王道コースです。青い海を
望む地中海のヨーロッパの絶景、グルメ、歴史・文化、世界遺産、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。

■モデルプラン・スケジュール
クルーズ + 航空路 + ホテル + 送迎 8泊11日
B 航空機（往路）
1日目 9月24日（土） 22:30 東京（成田）発

2日目 9月25日（日） 13:55

C

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
【ローマ・ホテル泊】

船会社ホテルプログラム

3日目 9月26日（月）

A

iCruise専任・日本人コーディネーターが乗船するので安心！

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

クルーズ（7泊8日）

日次

日付

寄港地

入港

3日目 9月26日（月） チビタベッキア／ローマ (イタリア)

出港
20:00

【スペシャル・オファー】

1 特別プロモーション代金適用

$3,599→$2,099（最大約42％OFF）
※Gステート／2022年4月1日現在

2 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。

5日目 9月28日（水） ラ・スペツィア (イタリア)

07:00 20:00

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

6日目 9月29日（木） モンテカルロ (モナコ)

08:00 23:00

※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。

7日目 9月30日（金） アンティーブ (フランス)

08:00 18:00

8日目 10月1日（土） マルセイユ (フランス)

08:00 18:00

9日目 10月2日（日） パルマデマヨルカ (スペイン)

11:00 21:00

10日目 10月3日（月） バルセロナ (スペイン)

06:00

4日目 9月27日（火） リボルノ／フィレンツェ／ピサ (イタリア)

D

船会社送迎プログラム

B

航空機（復路）

08:00 20:00

10日目 10月3日（月） 下船後、船会社送迎車にて空港へ（混乗）

10日目 10月3日（月） 16:20

【iCruiseオリジナル特典】

（船内）クレジットを1室200ドル進呈
3 シップボード
※限定キャビン・先着順

4 iCruise専任の

日本人コーディネーター乗船

5 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

バルセロナ発、カタール航空にて帰国の途へ
【機中泊】

11日目 10月4日（火） 18:35 東京（成田）着
※添乗員は同行致しませんが、iCruise専任コーディネーターが乗船します。
※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。

6

日本語アシストや船内生活をサポートします。

※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。

6 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

デラックス オーシャンビュー

［寄港地紹介］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

$7,999 $6,499

$4,899 $3,399
$4,799 $3,299
$4,699 $3,199

リボルノ／フィレンツェ／ピサ（イタリア）

ラ・スペッツィア（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）

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。

リボルノは、イタリア・トスカーナ州都で、
『花の都』、
『屋根のない美術館』という別名を持つ世界遺産
フィレンツェ及び斜塔で有名な世界遺産ピサの外
港として、とても重要な港です。

$4,649 $3,149
$4,599 $3,099
$4,149 $2,649

C 海側・バスタブ付き 22 ㎡／7階
インサイドステートルーム
G 内側・シャワー付 16㎡／8階

$3,599 $2,099

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2022年4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。

B

チビタベッキア／ローマ（イタリア）

イタリアの北部、リグリア海に面した港町。造船
所や海軍の基地があり、北イタリアの中でも重要
な貿易港として知られています。ラ・スペツィアを
基点に世界遺産ポルトヴェーネレ、チンクエテッレ
などを訪れることが出来ます。

フランス南東部、地中海に面する世界屈指の高級リ
ゾート地モナコ公国。モナコには6つの地区があり、
その中でも、カジノや高級ホテル、宝石店などが建
ち並ぶ地区が世界遺産モンテカルロです。F1グラン
プリ、グレース公妃でも有名です。

航空運賃（一例）
（エコノミークラス利用・変動制）
プラン

運賃

モデルプラン（9/24発・10/4着 カタール航空利用） 96,200円
※運賃は2022年3月25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20,610円／2022年3月25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。

C D

アンティーブは、南仏のカンヌとニースの間に位置する美
しい街です。ピカソ美術館やペイネ美術館、活気あるプ
ロヴァンス市場、コートダジュールならではの青い海、シ
ョッピングも楽しい旧市街と、個性豊かな街です。カン
ヌ観光、世界遺産ニース観光もお楽しみいただけます。

船会社送迎・ホテルプログラム

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

代金

【乗船時】
空港→ホテルへの送迎、ホテル1 泊、
$359
ホテル→乗船港の送迎
※利用ホテル：サボイ（ツイン利用）

送迎プログラム
バルセロナ 【下船時】下船港→空港
［英語対応・混乗］

$69

※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。

地中海のバレアレス諸島で最も人口の多い最大の島、マ
ヨルカ島の都市。年間約300日以上が晴天と言われるほ
ど、気候に恵まれています。青い空に自然の緑と豪華な
大聖堂が映える、とっても美しい街です。旧市街は、
「地
中海の楽園」とも言われ世界遺産に登録されています。

■モデルプラン 8泊11泊 ご旅行代金（暫定）
※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。

ステップ

1

ステップ

2

ステップ

3

フランス最古で最大の港湾都市マルセイユ。美しい
エメラルドグリーンの入り江の海岸線のドライブやク
ルーズ、大聖堂など観光都市としての魅力も満載。
この街発祥のブイヤベースをはじめ、新鮮なシーフー
ドを使った美食グルメもぜひお楽しみください。

A

クルーズ

まずは、客室タイプを決めましょう

例①

例②

A

A

B4: ベランダステートの場合

※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

B

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）

C ［乗船時］船会社ホテルプログラム（ローマ）
D ［ 下船時］船会社送迎プログラム（バルセロナ）
ご旅行代金合計（暫定）

マドリッドに次ぐスペイン第２の都市。市内にはローマ時
代の遺跡や旧市街の街並みが数多く残っているほか、世
界的な建築家、アントニオ・ガウディをはじめ、ミロ、ダ
リ、ピカソなどそうそうたる芸術家を多数輩出したことか
ら、アートの街として世界的に知られる世界遺産の街。

クルーズ代金
$3,099（371,800円）

PH2：ペントハウスの場合
クルーズ代金
$4,299（515,800円）

航空運賃
96,200円
手配手数料（10%相当）9,600円

C

$359（43,000円）

D

$69 （8,200円）
B4: 528,800

円

PH2:

672,800 円

※上記、クルーズ代金は、1米ドル＝120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。

7

