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英国一周
旅行代金 698,000円（IE内側）〜828,000円（MCジュニア・スイート）

夏の祭典ミリタリータトゥーと
絶景の湖水地方クルーズ

SHIP 
DATA

確約

ロイヤル・プリンセスで航く
（142,229トン）

2018年8月16日（木）〜8月30日（木） 15日間

羽田発着
エコノミークラス

利用

ラス村 ベルファスト ビッグベン

ミリタリータトゥー

ミリタリータトゥー＆
湖水地方観光付

往復宅配付
添乗員同行

ぐるっと

Ship data
総トン数：142,229トン　全長：330m

全幅：47m　就航年：2013年　乗客乗員：3,560人

栄光の歴史を紡ぐ英国を航く

〜ご参加特典〜
3つの船上スペシャル
体験プレゼント!!

※詳細は中面を
　ご覧ください。



●旅行代金の(    )は、船室およびホテルをお一人利用の追加代金です。
●租税·手数料および港湾使用：30000円、羽田空港施設使用料：2,570円、海外空港税18,320円、燃油特別付加料14,000
　円は含まれておりません。残金とあわせてご請求させていただきます。船内チップは、1泊13.5ドル（ジュニア·スイートは、
　14.5ドル）は、船内会計に加算されます。
※諸費用は、料金改定および為替レートによって変動します。※往復の宅配サービスが付いています。ビジネス料金はお問
　い合わせください。

※　　は、船会社主催の寄港地観光です。英語ガイド、バスは混乗となります。料金は、変動制です。上記の内容は、変わるこ
とがございます。
★ミリタリタトゥー観光は、船会社主催の寄港地観光に添乗員同行でご案内いたします。（混乗・英語ガイド）石畳や階段状
　の観覧席のため、車椅子をご利用のお客様または杖などをご利用で長距離の歩行が困難なお客様は、船会社の規定によ
　りミリタリータトゥの観覧（観光）にはご参加いただくことができませんので予めご了承ください。
●食事：朝13回、昼13回、夕13回
●利用航空会社：日本航空（確約）
●利用ホテル（ロンドン）：グレンジ·セントポールホテル（確約）
●最少催行人員：15名　添乗員が同行します。

■�出発日　2018年8月16日（木）～8月30日（木）�15日間

湖水地方のひとつ、スコットランドで最も大きな淡水湖であるロー
モンド湖。グレートブリテン島で一番美しい湖であり、妖精や仙人
が現在も生きていると伝えられています。後方には標高974mのベ
ン・ローモンド山が聳え、湖には小鳥も浮かぶ人気の景勝地です。

※写真はすべてイメージです。

■�ご旅行代金(2名一室使用のお一人様)� 単位：円

イギリスで最も古い歴史を持つエジンバラ城を擁する
スコットランドの首都。中世の趣が残る千年の都です。

1950年に始まったミリタリータトゥーは、エジン
バラ城で60年以上も続いており毎年約22万人が訪
れる大人気のイベントです。幻想的にライトアッ
プされたエジンバラ城を舞台に伝統衣装で正装ス
コットランド軍楽隊と兵士が華麗な音楽やダン
ス、様々なパフォーマンスでパレードします。「タ
トゥー」とは、兵士達を夜兵舎に呼び出すときに鳴
らした太鼓やラッパのことであり、スコットラン
ドの伝統楽器バグパイプが使われます。

ミリタリータトゥー

熱気に包まれるスコットランド
夏の祭典「ミリタリータトゥー」

湖水地方ローモンド湖

まるで絵のように美しいスコッ
トランドの玄関口でもあるイン
バーゴードン。アーカート城の
遺跡からは、ネス湖と一部だけ
残る古城の跡が美しくのどかな
雰囲気が魅了します。

インバーゴードン

10世紀の木造の城、13世紀の石
の城を経て1466年に建てられ
たブラーニー城。各階の部屋が
螺旋階段でつながる典型的な
中世のタワーハウスです。

ブラーニー城

アイルランドの首都であるダ
ブリンは、多くの有名な作家や
芸術家、音楽家が生まれた歴
史深い街です。優雅なジョージ
ア様式の建物が並ぶトリニテ
ィ・カレッジ周辺が人気です。

ダブリン

エジンバラ

毎年大好評をいただいている古都エ
ジンバラが熱気に包まれる夏の祭典ミ

リタリータトゥー観光付のクルーズが2018
年にも登場です。華やかなパレードと花火
の祭典をご堪能ください。本年は更に人気
の湖水地方の観光にもご案内します。

イングランド、スコットランド、北アイル
ランドをぐるっと巡る文字通り英国一

周クルーズの決定版です。ベストシーズン、
真夏の日本を離れ、涼やかな英国での滞
在をお楽しみください。添乗員も同行の安
心のクルーズです。

「ロイヤル・プリンセス」という名前は、
プリンセス・クルーズのフラッグシップ

を務める客船に与えられた名誉ある名前
です。初代から数えて３代目となる本船は、
ケンブリッジ公爵夫人キャサリン妃に命名
され、プリンセス・クルーズ史上最大となる
１４万トンクラスの客船です。海上から40m
の高さに設置されたガラス張りの回廊（シ
ーウォーク）や大人専用ダイニングやバーも
船内設備も充実しています。

1

2

3

旅のポイント

（写真は全てイメージです）

ロンドンの中心地、シティ・オブ・ロンドンにある近代的な５つ星
ホテルです。すぐ近くには、チャールズ皇太子とダイアナ元妃が
結婚式を挙げたセントポール大聖堂があります。ガラス張りの
アトリウムが美しく、ジャグジーやサウナ、屋上テラスなど施設
も充実しています。客室は、落ち着いた雰囲気でゆったりとお寛
ぎいただけます。地下鉄の駅にも近く、観光やショッピングにも
抜群の立地です。

グレンジ・セントポール
ホテル 確約

日付 月/日 都市名 現地時間 スケジュール

1 8/16
（木）

羽田空港
ロンドン［イギリス］

午前
夕刻

羽田空港発日本航空直行便でロンドンへ。
ロンドン着。お泊まりは、市内中心、セントポール
大聖堂にも近く、抜群の立地のラグジュアリーホ
テル「グレンジ·セントポールホテル」です 
                                                  【ホテル泊】

2 8/17
（金）

ロンドン［イギリス］

観光付

午前

昼ごろ
17：00

ホテルを出発。専用車にてロンドン車窓観光後、
サウサンプトンへ。
ロイヤル·プリンセスにご乗船。
サウサンプトン出港。 【船中泊】

3 8/18
（土）

セントピーター・ポート
［ガンジー島英国領］

6：00

17：00

セントピーター・ポート入港。添乗員が島内散策
にご案内いたします。ご希望の方は船会社主催
ショアエクスカーションにもお申込みいただけ
ます。（添乗員は同行いたしません）
セントピーター・ポート出港。 【船中泊】

4 8/19
（日）

コープ（コーク）
［アイルランド］

9:00

19：00

コーク入港。自由行動または　　ブラーニー城
訪問（4時間＄99～）などをお楽しみください。
コーク出港。 【船中泊】

5 8/20
（月）

ダブリン
［アイルランド］

8：00

停泊

ダブリン入港。添乗員がダブリン市内散策にご案
内いたします。
ご希望の方は船会社主催ショアエクスカーショ
ンにもお申込みいただけます。（添乗員は同行い
たしません） 【船中泊】

6 8/21
（火）

ダブリン
［アイルランド］ 21：00

自由行動。
ダブリン出港。 【船中泊】

7 8/22
（水）

グリーノック
(グラスゴー）

［イギリス］

8：00
午前

夕刻

深夜

グリーノック入港
専用車で湖水地方のひとつ、イギリス最大の淡水
湖であるローモンド湖とガーデニングの村、花が
美しいラス村半日観光。リゾート地であり風光明
媚な風景をお楽しみください。
船内で早めのご夕食後、エディンバラのミリタリ
―タトゥー(サイドスタンド）観光にご案内しま
す。★
帰船 【船中泊】

8 8/23
（木）

グリーノック
（グラスゴー）
［イギリス］
ベルファスト
(北アイルランド）

2：00
10:00

22:00

グリーノック出港
ベルファスト入港
船内でゆっくりお寛ぎください。ご希望の方には
船会社主催ショアエクスカーションにもお申込
みいただけます。（添乗員は同行いたしません）
ベルファスト出港　　　　 【船中泊】

9 8/24
（金） 終日航海 船内イベントなどでお楽しみください

 
                                                     【船中泊】

10 8/25
（土）

インバーゴードン
［イギリス］

7：00

18：00

インバーゴードン入港。自由行動または　　ネス
湖とアーカート城跡（4.5時間＄99～）などをお
楽しみください。
インバーゴードン出港。 【船中泊】

11 8/26
（日）

サウスクィーンズフェリー
(エジンバラ)

7：00

19：00

サウスクィーンズフェリー入港。添乗員とエジン
バラ市内散策をお楽しみください。ご希望の方に
は船会社主催ショアエクスカーションにもお申
込みいただけます。（添乗員は同行いたしません）
サウスクィーンズフェリー出港。 【船中泊】

12 8/27
（月） 終日航海 船内イベントなどでお楽しみください。 【船中泊】

13 8/28
（火）

ル・アーブル
［フランス］

7：00

20：00

ル・アーブル入港。自由行動または　　絵のような港
町オンフルール観光（4時間半$80～）などをお楽し
みください。
ル・アーブル出港。 【船中泊】

14 8/29
（水）

サウサンプトン 午前

夜

サウサンプトン入港。
下船後、専用車でロンドン市内へ。中華料理のご
昼食後、フリータイム。その後、空港へ。
日本航空直行便で羽田空港へ。 【機中泊】

15 8/30
（木） 羽田空港 午後 羽田空港着。通関後解散。

湖水地方観光付

ミリタリータトゥー観光付

客室タイプ 広さ 旅行代金

IE 内側 シャワー付 約15〜
16㎡

698,000円
（280,000円）

DC デラックス海側バルコニー 約22〜
27㎡

748,000円
（340,000円）

MC ジュニア・スイート 
バスタブ・シャワー付 約28㎡ 828,000円

（380,000円）

3つの船上スペシャル体験（クルーズ中に各1回ご招待）
①スペシャリティ・レストラン「サバティーニ」または「トライデント・
　グリル」にご招待
②大人限定の贅沢な隠れ家デッキ「サンクチュアリ」にご招待。屋外
　のリラクゼーションスペースでゆっくりお寛ぎください
③人気の船内イベント「ワイン・ティスティング」にご招待
　※「ワイン・ティスティング」が実施されていない場合は別のイベントにご案
　　 内します

〜ご参加特典〜



クルーズのゆたか倶楽部株式会社

旅行企画・実施
横浜営業所大阪営業所本　社

観光庁長官登録旅行業第1294号	 一般社団法人　日本外航客船協会会員	 	一般社団法人　日本旅行業協会正会員	

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2ｰ5ｰ15
　　　　　　　　　　ゆたか倶楽部ビル

総合旅行業務取扱管理者　永井ひろみ
クルーズマスター

TEL.（03）5294-6261

〒530-0001
大阪市北区梅田1ｰ11ｰ4	
　　　　　　　大阪駅前第4ビル　2階

総合旅行業務取扱管理者　大久保俊之
クルーズコンサルタント

TEL.（06）6455-0931

〒231-0002
横浜市中区海岸通１ｰ１
　　　横浜港国際客船ターミナル　2階

総合旅行業務取扱管理者　富永哲也
クルーズコンサルタント

TEL.（045）227-8211

横浜港国際客船ターミナル	大阪駅前第4ビルJR神田駅　東口前

旅行条件（要約）
1名に対し、1募集型企画につき旅行代金の15％を限度とします。また 
変更補償金が千円未満である時は、変更補償金はお支払いいたしません。
■お客様の責任
●お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客
様が当社の規定を守らなかったことにより、当社が損害を被った時は、
お客様に対し損害の賠償を申し受けます。
■取消料等（取消日は旅行出発日の前日から起算します。）
●お申込みの後、お客様のご都合により取消になる場合、および旅行代金が
所定の期日までに入金がなく、当社が参加をお断りした場合、旅行代金に対
し下記の料率で取消料（または違約料）を申し受けます。

取消日 取消料

旅行開始日の
前日から

起算して遡って

74日前～57日前まで 旅行代金の15％

56日前～29日前まで 旅行代金の25％

28日前～15日前まで 旅行代金の37.5％

14日前～出発当日まで 旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％

本クルーズは通常のツアーとは取消料の規定が異なります。「クルーズ
旅行取消費用特約（海外旅行保険）」をご用意しておりますので、ツアー
お申込みと同時に、必ず保険に加入されることをお勧めいたします。
●キャンセルにより、1室の利用人数が減った場合は、規定の取消料以外
に発生するお部屋の追加料金がかかります。「クルーズ旅行取消費用特
約」は利用人数の変更による追加料金は補償されません。
■お客様に対する責任及び免責事項
●当社は募集型企画旅行約款の履行にあたって、当社の故意又は過失に
よりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責を任じます。な
お、お手荷物の場合にはお1人最高15万円を限度とします。また、お客様
が以下の事由により損害を受けられた場合は、賠償の責を負いません。

■募集型企画旅行契約
この旅行はクルーズのゆたか倶楽部株式会社（東京都千代田区鍛冶町
2-5-15 ゆたか倶楽部ビル、ツアー名：ゆたか倶楽部/観光庁長官登録旅
行業第1294号、以下当社という）が企画・募集し実施する旅行であり、
この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結する
ことになります。契約の内容・条件は、募集パンフレット、別途お渡しす
る確定書面（ご予約確認書）および当社旅行業約款によります。
■旅行のお申込み
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金をお支払い下さい。申
込金は100,000円を申し受けます。
●当社は電話・郵便・ファックスなどによる募集型企画旅行の予約申込を受
け付けることがあります。この場合、電話などによる予約申込から起算して
10日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と
申込金を提出されない場合、申込みはなかったものとして取り扱います。
●残金は、旅行開始日の前日から起算して遡り、75日前までにお支払い
いただきます。
■旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した船代、航空代、ホテル代、食事代、観光代、空港↕ 
自宅（片道1個）の荷物宅配サービス料など。
■旅行代金に含まれないもの
●日本国内空港使用料、海外空港税、租税・手数料および港湾費用、燃油
特別付加料、船内チップ、オプショナルツアー代、渡航手続き関係諸費用

（査証代、旅券印紙代、出入国カード作成料など）など。
■旅程保証
●契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお支払
いいたします。ただし､次の場合は変更補償金をお支払いいたしません。天
災地変､戦乱､暴動､官公署の命令､運送・宿泊機関などの旅行サービスの提
供の中止､当初の運行計画によらない運送サービスの提供､旅行参加者の
生命または身体の安全確保のため必要な措置。なお変更補償金は旅行者 

（a）天災地変・戦乱・暴動又は、これらのために生じる旅行日程の変更もしく
は、旅行の中止。（b）運送・宿泊機関の事故もしくは火災又は、これらのために
生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。（c）官公署の命令又は伝染病に
よる隔離。（d）自由行動中の事故。（e）食中毒。（f）盗難。（g）運送機関の遅延、不
通又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは、目的地滞在の短縮。
■確定書面（最終日程表）
●確定された最終日程表は、旅行開始日の14日前までに交付いたします。
■特別補償
●当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償
規定で定めるところにより、お客様の旅行参加中にその生命、身体又は
手荷物の上に被られた一定の損害補償について、あらかじめ定める額の
補償金及び見舞金をお支払いいたします。ただし、お客様の故意、酒酔い
運転または危険な運動中の事故によるものであるときは、上記の補償
金・見舞金はお支払いいたしません。
■募集型企画旅行契約約款について
●この旅行条件及び以外の条項は全て、観光庁認可の当社旅行業約款に
よります。約款をご希望の方はご請求ください。
※車椅子でご参加希望の方はお問い合わせください。
■最少催行人員
●15名
■この旅行条件の基準日は2017年12月1日です。
■個人情報の取り扱いについて
● 個人データ第三者への提供
当社は、お申込みいただいた旅行の手配の為に、運送・宿泊機関等及び手
配代行者に対し、お客様の氏名、年齢、住所、電話番号、婚姻の有無、旅行
中の緊急連絡先、及び生年月日等の個人情報を予め郵便、電子的方法等
で送付することによって提供いたします。

YUTAKACLUB CRUISES

内側
約15〜16㎡ シャワー付き

デラックス海側バルコニー
約22〜27㎡ シャワー付き

ジュニア・スイート
約28㎡ バスタブ/シャワー付きIE DC MC

※ベッドはツインになります。

ロイヤル・プリンセス  独自の施設

星空のもと、音楽に合わせて10mの高さまで上がる噴水
とイルミネーションのショーは、その美しさと迫力に圧倒
され、必見です。プリンセス・クルーズではお馴染みのムー
ビーズ・アンダー・ザ・スターズのスクリーンも従来より
30%増しの大きさで大迫力の映画をお楽しみください。

海面から40mの高さ、船体から8.5m飛び出
したガラス張りの通路「シーウォーク」はス
リル満点！その一角には、スリルとお酒が
楽しめるバーも登場！（有料）他船では味わ
えない体験です。

3セクションに分かれた巨大ブッフェのうちの
ひとつ。他に洋上最大のベーカリーもあります。

アトリウムを見渡せ、開放的な雰囲気で寿司
や刺身などを気軽にいただけます。（有料）

プリンセス・ウォーターカラー・ファンタジー・ショー

シーウォークホライゾンコート

オーシャン・テラス・シーフード・バー

シー・ビュー・バー

客室案内


