
大人気
コース

添乗員
同行スエズ運河を越えて地中海

チンクエテッレと南仏コートダジュール

〜8カ国14 都市に寄港〜 2クルーズ連続乗船企画

感動の世界三大運河を通航
プレミアム船 セレブリティ･コンステレーションで航く（90,940 ﾄﾝ）

世界三大運河のひとつスエズ運河を通航します。砂漠と大陸が広がる荒涼とした風景を
お楽しみください。途中、ヨルダンのアカバでは大迫力の世界遺産ペトラ遺跡を
見学します。そしてエーゲ海を抜け、地中海へ。イタリアのリビエラ海岸
チンクエテッレ、南仏コートダジュールなど美しい町を訪れます。

［スタンダード内側］ ［スカイスイート］
538,000円～1,380,000円旅行代金

（2名1室利用お一人様）

［スタンダード内側］ ［スカイスイート］
484,000円～1,240,000円会員特別代金

（2名1室利用お一人様）

ペトラ遺跡 ヨルダン モナコ モナコ公国

チンクエテッレ イタリア

スエズ運河 エジプト

※写真は全てイメージです
モナコ モナコ公国モナコ モナコ公国モナコ モナコ公国ペトラ遺跡 ヨルダンペトラ遺跡 ヨルダンペトラ遺跡 ヨルダン

スエズ運河 エジプトスエズ運河 エジプトスエズ運河 エジプト

チンクエテッレ イタリアチンクエテッレ イタリアチンクエテッレ イタリアチンクエテッレ イタリア

2019年4月16日［火］～5月13日［月］28日間

会員特別代金

約10％割引設定！
3 名様以上のグループ

全員 5％割引！

約10％
割引！



ドバイ

アブダビ マスカット

アカバ
ペトラ遺跡

ピレウス
カタコロン

チビタベッキア
リボルノ

ポルトフィーノ
ヴィルフランシュ

トゥーロン
セート

バレンシア パルマ･デ･マヨルカ

バルセロナ

スエズ運河通航

月日 都市名 現地時間 スケジュール
1 4/16（火） 羽田空港 夜 羽田空港にご集合。

2 4/17（水）

ドバイ
アブダビ

（アラブ首長国連
邦）

深夜
早朝

昼頃

18:00

空路、ドバイへ。
ドバイに到着。着後アブダビへ。
簡単なアブダビ市内車窓観光。
｢セレブリティ･コンステレーション」にご乗船。
船内で昼食をお召し上がりください。
出港。　	 船中泊

3 4/18（木） ドバイ

07:00

16:00

ドバイ入港。
自由行動または	 	ドバイヘリテージツアー（約$49	約4時
間）などのオプショナルツアーでお楽しみください。
ドバイ出港。	 船中泊

4 4/19（金） マスカット
（オマーン）

11:00

16:00

マスカット入港。
自由行動または	 	マスカット観光（約$54	約4.5時間）
などのオプショナルツアーでお楽しみください。
マスカット出港。	 船中泊

5 4/20（土） 終日航海 終日 アラビア海クルージング。	 船中泊
6 4/21（日） 終日航海 終日 クルージング。	 船中泊
7 4/22（月） 終日航海 終日 クルージング。	 船中泊
8 4/23（火） 終日航海 終日 クルージング。	 船中泊
9 4/24（水） 終日航海 終日 クルージング。	 船中泊

10 4/25（木）
アカバ

（ヨルダン）
観光付

10:00

22:00

アカバ入港。
岩の芸術と称される世界遺産	ペトラ遺跡	にご案内します。
圧倒的な存在感を持つ巨大遺跡をご覧ください。
アカバ出港。		 船中泊

11 4/26（金） スエズ運河
（エジプト）

23:00
から

世界三大運河のひとつ	スエズ運河クルージング
両岸に砂漠が広がる荒涼とした風景をお楽しみください。
	 船中泊

12 4/27（土） スエズ運河
（エジプト）

13:00
まで

スエズ運河クルージング	 船中泊

13 4/28（日） 終日航海 終日 クルージング。　	 船中泊

14 4/29（月） ピレウス
（ギリシャ）

06:00

18:00

ピレウス入港。
自由行動または	 	古代アテネ観光とプラカショッピング（約
＄60	約4時間）などのオプショナルツアーでお楽しみください。
ピレウス出港	 船中泊

15 4/30（火） カタコロン
（ギリシャ）

10:00

18:00

カタコロン入港。
自由行動または	 	オリンピア送迎プラン（約＄40約4時間）
などのオプショナルツアーでお楽しみください。
カタコロン出港		 船中泊

16 5/1（水） 終日航海 終日 終日クルージング。　　　	 船中泊

17 5/2（木） チビタベッキア
（イタリア）

05:00

17:00

チビタベッキア入港。
自由行動でお楽しみください。
チビタベッキア出港。	 船中泊

18 5/3（金） リボルノ
（イタリア）

07:00

22:00

リボルノ入港。
自由行動または	 	フィレンツェ観光（約＄100	約4.5時間）
などのオプショナルツアーでお楽しみください。
リボルノ出港。	 船中泊

19 5/4（土）
ポルトフィーノ
（イタリア）

観光付

07:00

20:00

ポルトフィーノ入港。
世界遺産チンクエテッレ観光	。海岸沿いにカラフルな家が崖に
くっつくように並ぶ風景をご覧いただきます。
昼食は地元レストランでお楽しみください。
ポルトフィーノ出港。	 船中泊

20 5/5（日） 終日航海 終日 終日クルージング。	 船中泊

21 5/6（月）
ヴィルフランシュ
（フランス）

観光付

07:00
午前

午後

18:00

ヴィルフランシュ入港。
陽光溢れるリビエラの女王	ニース	へ。プロムナード･デサング
レなどで散策をお楽しみください。その後、高台から地中海の
絶景が見渡せる	エズ 	に立ち寄ります。地元レストランで昼食後、
コートダジュールの高級リゾート地	モナコ観光	。女優グレース･ケ
リーが結婚式を挙げたモナコ大聖堂などを見学。
ヴィルフランシュ出港。	 船中泊

22 5/7（火） トゥーロン
（フランス）

07:00

18:00

トゥーロン入港。
自由行動または	 	マルセイユ観光（約＄60	約 6時間）
などのオプショナルツアーでお楽しみください
トゥーロン出港。		 船中泊

23 5/8（水） セート
（フランス）

07:00

21:00

セート入港。
自由行動または	 		ニーム＆ボン・ドゥ・ギャール（約＄119	
約 8時間）などのオプショナルツアーでお楽しみください。
セート出港。		 船中泊

24 5/9（木） 終日航海 終日 終日クルージング。	 船中泊

25 5/10（金） バレンシア
（スペイン）

07:00

21:00

バレンシア入港。
自由行動または	 		パノラミック・バレンシア（約＄50	約
3時間）などのオプショナルツアーでお楽しみください。
バレンシア出港。	 船中泊

26 5/11（土）

パルマ･デ･
マヨルカ

（マヨルカ島、スぺイン）

09:00

18:00

パルマ・デ・マヨルカ入港。
自由行動または	 		バルデモサ観光（約＄44	約 3.5時間）
などのオプショナルツアーでお楽しみください。
パルマ・デ・マヨルカ出港。	 船中泊

27 5/12（日） バルセロナ
（スペイン）

06:00
午前
午後

バルセロナ入港。下船。
空港へ。
空路、成田へ。（途中経由）	 機中泊

28 5/13（月） 成田空港 夕刻 到着。通関手続き後、解散。

■旅行日程 2019 年 4 月16 日（火）～ 5 月13 日（月）

●	上記スケジュールは、天候、海象などにより予告なく変更になる場合があります。
●	食事条件：朝食 25回、昼食 25回、夕食 25回（機内食を除く）●最少催行人員：15名様（添乗員同行）
●	利用予定航空会社：エミレーツ航空（エコノミークラス）など　※ビジネスクラス、国内線利用の追加代金はお問い合わせください。
●	今回のクルーズは、4/17アブダビ～5/2チビタベッキアと5/2チビタベッキア～5/12バルセロナの２クルーズの連続乗船です。
5/2に同客室タイプの別のキャビンに移動していただくことになります。予めご了承ください。

●	ヨルダンとオマーンの査証は船内で取得可能（無料）です。ただし、規定が変更になる場合がございます。
●	 は、船会社主催のオプショナルツアー（別料金・英語ガイド・混乗車）です。上記は一例で変更になる場合があります。
詳細は改めてご案内いたします

※	（　）は、船室をお一人様で利用する場合の追加料金。
※	旅行代金には国内空港施設使用料（羽田2,570円）、海外空港税（約6,000円）、
燃油特別付加料（約15,000円）、寄港料/雑費（約71,500円）、政府関連諸税およ
び港湾施設使用料（約49,500円）、船内チップ（スカイスイートは１泊US＄18、そ
の他カテゴリーは１泊＄14.5）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。諸費用は為替・料金改定によって変動しますので予めご了承ください。

※	ご自宅～空港間の往復のスーツケース宅配サービスが付いています。（お一人様１個）
※	会員特別代金から、通常の会員割引3％はございません。

※会員特別代金と併用できます。

※写真は全てイメージです

現在、ゆたか倶楽部
登録会員でないお客
様でも残金のお支払
いの時までに登録会
員の手続き（入会金
5,000円（お一人様）、
年会費3,000円（ご
家族様）のお支払い
と入会申込書の提
出）をお済ませいた
だければ会員特別代
金を適用させていた
だきます。

客室タイプ 旅行代金 会員特別代金
（約10％割引）

スタンダード内側
（シャワー付）

538,000円
（318,000円）

484,000円
（286,000円）

スタンダード海側
（シャワー付）

638,000円
（418,000円）

574,000円
（376,000円）

デラックス海側
（シャワー･ベランダ付）

778,000円
（558,000円）

700,000円
（502,000円）

スカイスイート
（バスタブ･ベランダ付）

1,380,000円
（1,110,000円）

1,240,000円
（999,000円）

■旅行代金（2名1室利用お一人様）

ス
エ
ズ
運
河
通
航

セレブリティクルーズがお届けする、
壮大で圧巻の景色に心揺さぶる感動体験

ギリシャ語で崖を意味し、
アラブ人の一族ナバテア人が
切り立つ岸壁を削り大都市
を建てたと言われる謎に満
ちた世界遺産。映画「イン
ディージョーンズ」でも有名
になった景色は壮大です。

経済成長を続けるドバイは高層ビルや個性的なデザイン
の建物が建ち並ぶインターナショナルな都市。その一方
で、アラブの国らしくドバイのシンボル的モスク、ジュメ
イラ･モスクなどが街中に佇んでいます。

ドバイ アラブ首長国連邦

エジプト領内に属し、運河北端の港湾
都市ポートサイドと南端の商業都市スエ
ズを結ぶ全長 167㎞の運河。1869 年の
開通以来、ヨーロッパ、アジア、アフリ
カを結ぶ東西交通の大動脈としての役
割を果たしています。砂漠を眺めながら
のクルーズは必見です。

スエズ運河 エジプト ペトラ遺跡 ヨルダン

パリに次ぐフランス２番目の観光都市で ｢リビエラの女王｣
とも呼ばれる世界的に有名なリゾート地です。シャガール
やマチスも愛した街で、地中海に面した美しいビーチや中
世の面影を残した旧市街が見どころです。

ニース フランス

年間 300 日以上が晴天という恵まれた気候もあり
｢地中海の楽園｣ と呼ばれる、ヨーロッパ屈指のリゾー
ト地。カタルーニャ･ゴシックの傑作カテドラルが街
のシンボルです。

パルマ･デ･マヨルカ スペイン マヨルカ島

   旅のポイント

 スエズ運河を通航
世界三大運河のひとつスエズ運河をクルージング。エジプトのポー
トサイドと南端の商業都市スエズを結ぶ全長約 167km をゆっくり
と進みます。

 世界遺産ペトラ遺跡を見学
2000 年以上前にアラビア系遊牧民のナバテア王国の首都として、
また通商の中継地として栄えたペトラ遺跡にご案内します。岩の芸
術と称される遺跡群をご覧ください。

 地中海の美しい街 へ々
イタリアリビエラ海岸の世界遺産チンクエテッレや、南仏コートダ
ジュールのニースやモナコなど珠玉の街にご案内します。

 三つの寄港地で専用車による観光付き
アカバ、ポルトフィーノ、ヴィルフランシュでは、ゆたか倶楽部のお
客様専用車、専用ガイドでの観光が含まれております。

・	全長：294ｍ　
・	全幅：32ｍ
・	総トン数：90,940トン
・	乗客定員：2,158名
・	乗組員数：約1,020名
・	就航年：2002年
	（2013年改装）	
・	船籍：マルタ
・	巡航速力：24ノット

セレブリティ
コンステレーション
SH I P DATA

３名様以上のグループでお申込みの場合、上記旅行代金から全員 5％割引！

※写真はオプショナルツアーで訪れる場所も含まれます



JR 神田駅　東口前本　社

観光庁長官登録旅行業第1294 号

TEL.（03）5294-6451

〒101-0044
東京都千代田区
鍛冶町 2-5-15
ゆたか倶楽部ビル
総合旅行業務取扱管理者
クルーズマスター
永井ひろみ

大阪駅前第 4ビル大阪営業所

一般社団法人　日本外航客船協会会員

TEL.（06）6455-0931

〒 530-0001
大阪市北区
梅田 1-11-4
大阪駅前第4ビル 2階 
総合旅行業務取扱管理者
クルーズコンサルタント
大久保俊之

横浜港国際客船ターミナル横浜営業所

一般社団法人　日本旅行業協会正会員

TEL.（045）227-8211

〒 231-0002
横浜市中区海岸通１-１
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
クルーズコンサルタント
富永哲也

旅行条件（要約） 

■	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、78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、食事代、観光代、空港⇔
自宅へ（お1人様 1個）の往復荷物宅配サービス料、国際観光
旅客税など。

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

※	47日前以降取消の場合、上記の他に寄港料 / 雑費も徴収され
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。

●	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。

	 （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 名様
■この旅行条件の基準日は 2018 年 10月10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。

取消日 取消料

旅行開始日の
前日から

起算して遡って

78 日前まで 取消料なし
77日前～ 48 日前まで 旅行代金の 20％
47 日前～ 34 日前まで 旅行代金の 25％
33 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％

客室案内

ツインベッド、シャワールーム
※客室のデザイン・レイアウトなどは若干異なる場合があります。※写真はダブルベッドですがツインに変更できます。

ツインベッド、シャワールーム ツインベッド、シャワールーム、ベランダ ツインベッド、バスタブ付き浴室、ベランダ

スタンダード内側 スタンダード海側 デラックス海側 スカイスイート

広さ：約 15.7㎡ 広さ：約 15.7㎡ 広さ：約 15.7㎡、ベランダ：約 3.5㎡ 広さ：約 23.3㎡、ベランダ：約 5.2㎡

カフェ

プールデッキ マイケルズクラブ メインダイニング

トスカーナグリル スパ

※写真は全てイメージです

極上の時間を演出する充実した設備




