
ラプソディ・オブ・ザ・シーズ（78,491トン）で航くラプソディ・オブ・ザ・シーズ（78,491トン）で航く

～イタリア・クロアチア･モンテネグロ・ギリシャ～

※写真は全てイメージです。

男女別相部屋設定あり 【スタンダード内側・相部屋利用】【スタンダード内側・相部屋利用】 【ジュニアスイート・シングル利用】【ジュニアスイート・シングル利用】
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総トン数  ：78,491トン  

乗客定員  ：1998人  

乗組員数  ：765人  

全　長  ：278m  

就航年  ：1997年 5月  

改装年  ：2012 年 4月 

ラプソディ・オブ・ザ・シーズ

【ひとり参加の旅参加条件】
ご夫妻、ご家族のご参加、そして３名以上のグループ
のご参加はお断りしています。ただし、友人同士（同
性）での同室はお受けしております。
詳しくはお申込み時に別紙お渡しする「参加内容と
条件」をご一読ください。

【相部屋についての条件】
おひとり様で参加したくてもシングル利用代金が高
くあきらめている方は、男女別の相部屋をおすすめし
ます。但し２名１室にならない場合は、シングル利用
代金にてご参加いただきます。その場合、取消料がか
かる日より前に該当のお客様へご連絡し追加代金を
お支払いのうえご参加されるか確認いたします。

紺碧 エーゲ海 アドリア海

参加者説明会開催！ 添乗員同行 ベニス観光付 ひとり
参加の旅

10名様催行

おひとりで参加したくても
「同行者がいな

い」「シングル追加代金が
高い」などご参

加をためらっている方にお
すすめです！

コトル

ベニス

【ひとり参加の旅参加条件】
ご夫妻、ご家族のご参加、そして３名以上のグループ
のご参加はお断りしています。ただし、友人同士（同
性）での同室はお受けしております。
詳しくはお申込み時に別紙お渡しする「参加内容と
条件」をご一読ください。

【相部屋についての条件】
おひとり様で参加したくてもシングル利用代金が高
くあきらめている方は、男女別の相部屋をおすすめし
ます。但し２名１室にならない場合は、シングル利用
代金にてご参加いただきます。その場合、取消料がか
かる日より前に該当のお客様へご連絡し追加代金を
お支払いのうえご参加されるか確認いたします。

ドブロブニク

■ひとり参加の旅 2018 年最後のクルーズは、3つの世界遺産を含むエーゲ

海とアドリア海の5都市 4か国を訪れます。

■”水の都”ベニスから出港し、アニメ映画「魔女の宅急便」や「紅の豚」の舞台と

なったドブロブニク、アドリア海のフィヨルド景観とオレンジ色の屋根が美しい

コトル、ホワイトとブルーの街並みで人気の高いサントリーニ島、オリンピアへ

の玄関港であるカタコロンと一度は訪れたい魅力あふれる寄港地を巡ります。

■船内には、ロッククライミングウォールやフィットネスセンター、プールな

どのアクティビティ施設やスパやジャグジー、シアターなどリラックスでき

る施設があり、終日航海もたっぷり楽しめます。

■安心の添乗員同行、ご出発前には参加者説明会を行います。
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憧れの4か国周遊クルーズ

Dubrovnik

コトル



■旅行のお申込み方法と契約の成立時期
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金をお支払いく
ださい。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。

●募集型企画旅行契約は、当社が申込金を受領した時に成立する
ものとします。

●残金は、旅行開始日の前日から起算して遡り、63日前までにお支
払いいただきます。

■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。

●旅行開始日の前日から起算して遡って47日前以降に取消された
場合、取消料の他に寄港料/ 雑費も請求させていただきます。

●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、保険に加入されることをお勧
めいたします。

■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⇔自宅の往復荷物宅配サービス（片道につき1個）料など。

■旅行代金に含まれないもの
　寄港料/ 雑費、政府関連諸税および港湾施設使用料、国内空港
使用料、海外空港税、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。

■船会社オプショナルツアーについて
船会社主催のオプショナルツアーは現地法人が実施し、それぞ
れの実施事業者が所在する国または州や地域の法に準拠しま
す。当社の旅行条件は適用されません。当社とお客様との契約
は、手配旅行契約となり、催行に関する責任は当社にはありませ
ん。天候、その他の事情によりスケジュールや会場の変更、また
はツアー催行を中止する場合がありますので、あらかじめご了承
ください。

■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。

■この旅行条件の基準日は2018年3月16日です。

取消日 区分 取消料

旅行開始日の
前日から
起算して遡って

63日前まで 無料

62日前～48日前まで 旅行代金の20％

47日前～18日前まで 旅行代金の25％

17日前～出発当日まで 旅行代金の50％

旅行開始後、又は無連絡不参加 旅行代金の100％

旅行条件（要約）

日付 都市名 現地時間 スケジュール

1 11/22
（木）

羽田
または成田

夜
深夜

羽田または成田空港に集合。
羽田または成田空港より途中経由便にて空路ベニスへ。 【機中泊】

2 11/23
（金・祝）

ベニス
（イタリア）

午後 ベニス着後、専用車にてホテルへ。
 【ベニス泊】

3 11/24 
（土） ベニス

午前

午後

17：00

ホテルにて朝食後、ベニス市内観光（サンマルコ寺院や
ゴンドラ遊覧など）にご案内いたします。
「ラプソディ・オブ・ザ・シーズ」へご乗船。船内にて昼食を
お召し上がりください。

ベニス出港。 【船中泊】

4 11/25
（日）

ドブロブニク
（クロアチア）

11：00
午後

19：00

ドブロブニク入港。
自由行動または 「ドブロブニク・シティサイト（4 時間
/$61～）」などでお楽しみください。
出港。 【船中泊】

5 11/26
（月）

コトル
（モンテネグロ）

★

07：00

17：00

コトル入港。
自由行動または 「モンテネグロ発見（5時間/$62～）」
などでお楽しみください。
出港。出港後は複雑な入り江が魅力の大自然をお楽しみ
ください。 【船中泊】

6 11/27
（火） 終日航海 終日 クルージング 【船中泊】

7 11/28
（水）

サントリーニ島
（ギリシャ）

★

07：00

17：00

入港。
自由行動または 「サントリーニ島とイア村（3.5 時間
/$84 ～）」などでお楽しみください。
出港。 【船中泊】

8 11/29
（木）

カタコロン
（ギリシャ）

10：00

17：00

オリンピアへの玄関港であるカタコロン入港。
自由行動または 「オリンピアと考古学博物館（約5時間
/$99～）」などのオプショナルツアーでお楽しみください。
出港。 【船中泊】

9 11/30
（金） 終日航海 終日 クルージング 【船中泊】

10 12/1
（土） ベニス

06：45
午前
午後

入港。
下船後、専用車にて空港へ。
ベニスより途中経由便にて空路、羽田または成田空港へ。
 【機中泊】

11 12/2
（日）

羽田
または成田

夕刻
～夜

通関後、解散。

●上記スケジュールは天候、海象、船会社などの都合により、スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
●食事条件：朝食8回、昼食7回、夕食7回（機内食を除く） ●最少催行人員：10 名（添乗員が全行程同行いたします）
● は寄港地で別料金にてご参加いただく船会社主催のオプショナルツアー（英語ガイド・混乗車）です。
上記は一例で他にもあります。詳細は改めてご案内いたします。
●利用予定航空会社：カタール航空、エミレーツ航空、ルフトハンザドイツ航空、エールフランス航空など
※ビジネスクラス利用追加代金および各地から羽田または成田空港までの国内線につきましてはお問い
合わせください。
●利用予定ホテル（ベニス）：NHラグーナパレスホテル他同等クラス
●★印はテンダーボート（通船）にて上陸する寄港地です。気象・海象状況によりボートが欠航し寄港でき
ない場合もあります。予めご了承ください。
●旅行代金には寄港料/ 雑費約23,000 円、政府関連諸税および港湾施設使用料約8,900 円、国内空港使
用料（羽田2,570 円､成田2,610 円）、海外空港税約6,880 円、燃油特別付加料約12,800 円、船内チップ（1
泊14.5ドル）が含まれておりません。残金と合わせてご請求させていただきます。諸費用は料金改訂およ
び為替レートによって変動します。
●空港⇔自宅間の往復荷物宅配サービス( 片道につき1個)が無料でついています。
●このツアーは、ボンボヤージセレクトです。 ※相部屋利用の場合、ホテル客室・船室ともに相部屋となります。

■旅行代金（ホテル・船室の利用タイプ）
船室タイプ 相部屋利用 シングル利用

6Vスタンダード内側 /
シャワー付 278,000円 378,000円

6Nスタンダード海側 /
シャワー付 298,000円 428,000円

4B スーペリアバルコニー /
バルコニー・シャワー付 348,000円 478,000円
J4 ジュニアスイート /
バルコニー・バスタブ付 428,000円 628,000円

船室のご案内

施設のご案内

【スタンダード海側】広さ約 14㎡

【ジュニアスイート】広さ約 22.5㎡＋ 6.1㎡

【セントラム】

【スタンダード内側】広さ約 12.2㎡

【スーペリアバルコニー】広さ約 17.7㎡＋3.9㎡
※お部屋の広さや窓の大きさはイメージです。

※写真は全てイメージです。

【メインダイニング】

ドブロブ
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