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ヨーロッパ最大の城塞都市『カルカッソンヌ』に宿泊。大西洋岸で最も美しい港町ラ･ロシェル

12世紀に重要な貿易港として栄え、旧港の入り口の
両側にある砦状の2つの塔が特徴的です。

城壁内のホテルに宿泊。思い思いの散策を楽しみ、夜はイルミネーションに照
らされて浮かび上がる美しい姿をご覧いただけます。

ワインの故郷を訪れます。
ボルドーワインで有名なメドック
地区のワイナリーを訪れます。

羽田または
成田発着

寄港地
観光付

添乗員
同行

往復
宅配便付

世界に名だたる“ワインの故郷”ボルドーから、ガロンヌ河をクルーズし、
河口付近のボルドーワインの生産地を訪ね、
大西洋で最も美しい港街と言われるラ･ロシェルを観光。
下船後は、ヨーロッパ最大の城塞都市カルカッソンヌに宿泊します。

『シラノ･デ･ベルジェラック号』で航く『シラノ･デ･ベルジェラック号』で航く

568,000円～588,000円
（ローワーデッキ） （アッパーデッキ）

2019年5月28日（火）～6月5日（水）
旅行代金

2名1室利用お一人様

ガロンヌ河･ジロンド河クルーズ
ヨーロッパ最大の

城塞都市カルカッソンヌの旅

美しき
ワインの故郷ボルドーと

ガロンヌ河･ジロンド河クルーズ
ヨーロッパ最大の

城塞都市カルカッソンヌの旅

美しき
ワインの故郷ボルドーと

船内はうれしい
フリードリンク制です

人気のリバークルーズ
ゆたか倶楽部初企画

世界
遺産

～フランス世界遺産巡り～ ボルドー近郊の
メドック地区



寄港地のご案内

ガロンヌ河に面した港街で、市街地は河の湾曲
部にそって三日月形に形成され、月の港と呼ば
れています。河口にも近く、ボルドーワインの産
地として世界的に有名です。

美しきワインの故郷
月の港「ボルドー」
美しきワインの故郷
月の港「ボルドー」

地平線まで続く緑色のブドウ畑に囲まれた、丘の上の小さ
な街。美しい街並みと、石灰質の岩盤を刳り貫いて作られ
たモノリス教会が有名です。

絵のような中世の街並みが
美しい「サン＝テミリオン」
絵のような中世の街並みが
美しい「サン＝テミリオン」

ビスケー湾の入り江にある港湾都市で、12世紀頃からは貿易港として栄えました。
歴史的な建造物も多く保存され、旧港の入り口にある14世紀から15世紀にかけて
建造された2つのシェーヌ塔、サン・ニコラ塔が街のシンボルです。
東京・南青山のフレンチ「ラ・ロシェル」（フランス料理の鉄人、坂井宏行氏がオー
ナーシェフを務める）の名前の由来となった美しい港町です。

特徴的な２つの塔が向かい合う
大西洋岸で最も美しい港町「ラ・ロシェル」
特徴的な２つの塔が向かい合う
大西洋岸で最も美しい港町「ラ・ロシェル」

ボルドーの北、ジロンド河の右岸に位置しボルドーワインの
生産地のひとつです。17世紀にボルドー港の防衛用に築
かれたブライ要塞が、世界遺産に登録されています。

ワインの生産地、
要塞が有名な「ブライ」
ワインの生産地、
要塞が有名な「ブライ」

ボルドーの北から河口までの、ジロンド
河の左岸を占める区域。造り手のたゆ
みない努力と情熱が世界で最
も名声の高いワインを生み出
しています。

「カルカッソンヌを見ずして死ぬな」と称え
られるヨーロッパ最大の城塞都市「シテ」を
中心とした街。まさしく中世にタイムスリッ
プしたような気分が味わえるフランス有数
の観光地です。城や教会、いくつもの塔が
そびえる石造りの中世の町を頑丈な城壁
が囲む様子は、その一帯だけ別の時間が
流れているようです。

高級ワインの生産地
「メドック」
高級ワインの生産地
「メドック」

17世紀に完成し19世紀に鉄道に輸送ルートの
主役を譲るまで大西洋と地中海との間を船舶で
結ぶ大輸送ルートでした。現在は運河クルーズ
で人気の観光地となり運河の両側にはプラタナ
スや糸杉が植えられ、1996年に世界文化遺産
に登録されました。

大西洋と地中海を結ぶ
世界遺産「ミディ運河」
大西洋と地中海を結ぶ
世界遺産「ミディ運河」

憧れの城塞都市カルカッソンヌに宿泊。
イルミネーションに彩られた幻想的な街をご覧いただけます！

※(　)は、船室・ホテルをお1人様ご利用の追加代金。　※旅行代金には国内空港施設使用料（羽田2,570円、成田2,610円）、海外
空港税（約12,350円）、燃料特別付加料（約34,600円）、国際観光旅客税（1,000円）が含まれておりません。船内チップ（約3,300
円）は船内会計にてお支払いいただきます。　※往復のスーツケース宅配サービスが付いています。（片道あたりお一人様１個）

■ご旅行代金（2名1室おひとり様）
客室タイプ 旅行代金広さ

568,000円
（130,000円）ローワーデッキ（1階）

588,000円
（150,000円）アッパーデッキ（3階）

約12.5㎡
丸窓・シャワー付

大きな窓／開閉可
シャワー付

●上記スケジュールは天候、河や運河の水位、船会社の都合により、スケジュールは予告無く変更になる場合がございます。
●食事条件 ： 朝食7回、昼食6回、夕食7回(機内食を除く)　●最少催行人員 ： 10名(添乗員同行)。　●利用予定航空会社 ： 
エールフランス航空、KLMオランダ航空、ルフトハンザドイツ航空、スイスインターナショナルエアライン、フィンランド航空
など（エコノミークラス）。●利用予定ホテル ： 【ボルドー】インターコンチネンタル･ボルドー･ル･グラン･ホテル又は同等ク
ラス、【カルカッソンヌ】ホテル･ドゥ･ラ･シテ･カルカッソンヌ･Mギャラリー･バイ･ソフィテル指定（シャワー付のお部屋とな
ります）。　●観光について ： ◎入場、●下車　●国内線・ビジネスクラス追加料金 ： お問い合わせください。　●クルーズ
中の寄港地観光は船会社主催です。混乗車で英語ガイトとなりますが、添乗員が同行して要約させていただきます。

■旅行日程  2019年5月28日（火）～6月5日（水）
羽田又は成田
ボルドー

月/日 都市名 現地時間 スケジュール日次
空路、ボルドーへ（欧州内経由便）。
ボルドー着。着後ホテルへ。　　　　　   【ボルドー泊】1 5月28日（火）

午前
夜

ボルドー 世界遺産 ボルドー市内観光。
●大劇場、●サンタンドレ大聖堂、●カンコス広場。
シラノ・デ・ベルジェラック号乗船。ウェルカム･カクテル、
ウェルカムディナーをお楽しみください。
停泊。　　　　　　　　　　　　   　 【停泊･船中泊】

2 5月29日（水）

終日

16：00頃

ボルドー
ポイヤック

ボルドー出港。
ワインの原産地ポイヤック入港。
ワインで有名なメドック地区観光。メドック地区の◎ワ
イナリー見学とワインテイスティング。
停泊。　　　　　　　　　　　　　　 【停泊･船中泊】

3 5月30日（木）

09：00
12：30
午後

ポイヤック
ブライ

ポイヤック出港。　
ワインの生産地と要塞が有名なブライ入港。ブライ観光。
17世紀に築かれた 世界遺産 ◎ブライ要塞。
停泊。　　　　　　　　　　　　　　【停泊･船中泊】

4 5月31日（金）

06：30
13：30
午後

ボルドー
ミディ運河
カルカッソンヌ

朝食後、下船。専用車にてカルカッソンヌ方面へ。
世界遺産  ◎ミディ運河クルーズ。
世界遺産 カルカッソンヌ観光。●旧市街、●サン･ナ
ゼール･バジリカ聖堂。
城壁内のホテルに宿泊。 　　　　【カルカッソンヌ泊】

7 6月3日
（月）

午前

午後

カルカッソンヌ発
トゥールーズ

朝食後、トゥールーズへ。
トゥールーズより帰国の途へ(欧州内経由便)。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　【機中泊】

8 6月4日
（火）

朝
午後

羽田又は成田着 空港着後、解散。9 6月5日
（水） 午前又は午後

ブライ
リブルヌ

サン=テミリオン

ボルドー

ブライ出港。
リブルヌ入港。
絵のような中世の街 世界遺産 サン=テミリオン観光。
●モノリス教会、◎ワイナリー見学とワインテイスティング。
リブルヌ出港。
ボルドー入港。　停泊。　　　　　　　【停泊･船中泊】

5 6月1日
（土）

06：30
10：00
午後

19：00
23：45

ボルドー

ラ･ロシェル
ボルドー

専用車で大西洋岸で最も美しい港町と言われるラ･ロ
シェルへ。
ラ･ロシェル観光。●旧港、●サン･ニコラ塔。
停泊。　　　　　　　　　　　　　　 【停泊･船中泊】

6 6月2日
（日）

終日
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ボルドー

ガロンヌ河

ドルドーニュ河

ジロンド
河

ブライ

リブルヌ

サン=テミリオン

ミディ運河、カルカッソンヌへ

ポイヤック

メドック地区

トゥールーズ
ボルドー

カルカッソンヌ
ミディ運河

ラ･ロシェル

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

1

2

ガロンヌ河、ドルドーニュ河、ジロンド河をクルーズしな
がら、世界的に有名なボルドーワインの生産地を巡り
ます。高級ワインで有名なメドック地区のワイナリーも
訪れます。

フランス南西部の中心都市ボルドーと、サン＝テミリオ
ンやブライなど魅力的な田舎町を巡ります。
大西洋岸で最も美しい港町と言われるラ･ロシェルも
訪れます。５カ所の世界遺産をご覧いただけます。

3

4 フランスの老舗リバークルーズ会社のシラノ･デ･ベル
ジェラック号は、フランス流の洗練されたサービスとお
食事が自慢です。船内のワイン、ビール、ソフトドリンク
などは、フリードリンクとなっています。

下船後は、世界遺産のミディ運河クルーズをお楽しみ
いただき、ヨーロッパ最大の城塞都市カルカッソンヌに
宿泊。観光やライトアップされた夜の散策など、たっぷ
りと城壁内をご覧いただきます。

旅のポイント

ボルドー周辺図

フランス地図

宿泊ホテル（2019年6月3日泊）
ホテル･ドゥ･ラ･シテ･カルカッソンヌ･
Mギャラリー･バイ･ソフィテル

カルカッソンヌの城塞の中に建ち、蔦に彩られた
クラシカルなホテルです。重厚感のあるインテリ
アが中世の雰囲気を醸し出しています。



 

旅行条件（要約）
 ■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
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。
●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
このとします、
●残金は、旅行開始日の前日から起算して遡り、60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、旅行代金に対し右記の料率で取消料（または違約
料）を申し受けます。

●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、ご自
宅～空港間の往復荷物宅配サービス（片道お一人様1個）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、国際観光旅客

税、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。
■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10月25日です。

旅行開始日の
前日から

起算して遡って

取消日 取消料
61日前まで

60日前～31日前

30日前～16日前

15日前～出発当日

無連絡不参加又は旅行開始後

無料

旅行代金の25％

旅行代金の37.5％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

船内生活のご案内

 ●服装（ドレスコード）
船内は基本的にカジュアルですが、船長主催の
ディナー（1回の予定）の時だけ、おしゃれ着を
お勧めします。必ずしも必要ありませんが、ネク
タイの着用をお勧めします。
●日本語の船内新聞とメニュー
船内で行われるプログラムや寄港地観光の情
報は船内スクリーンで表示されますが、要点を
添乗員がまとめ船内新聞としてお配りいたしま
す。また、メニューも日本語に訳してご案内いた
しますのでご安心ください。
●お食事・ダイニングの夕食時間
レストランは全員が一度に着席でき、多くの外洋
船のように食事の交代時間を気にせず、ゆっくり

お料理を楽しんでいただけます。クロワジー・
ヨーロッパ社は、インターナショナルな料理が自
慢。経験を積んだシェフが、腕によりをかけてフ
ランス料理をベースにしたメニューをお出しい
たします。朝と昼はビュッフェ、夜はセットメ
ニューです。食事時間は船内でお知らせいたし
ますが、夕食は通常19時からとなります。

●寄港地の観光について
各寄港地での観光が組み込まれています。寄
港地観光は、船会社又は船会社が指定する会
社によって手配されているもので、コース、時間
帯の内容が変更される場合があります。通常英
語とフランス語ガイドとドライバーによるツアー
で、他のグループや外国人と一緒になり、添乗

員が車内マイクを使えない場合もあります。

●船内でのお支払い方法
船内でのお支払いは、ユーロの現金または、ビ
ザ、マスター、アメックスのクレジットカードがご
利用できます。

●日程について
船の運航スケジュールや現地事情により、日程・
観光内容が変更になる場合があります。

●船内設備
レストラン、ラウンジ、バー、サンデッキ、ギフト
ショップなど。

※写真は全てイメージです。

横浜営業所 横浜港国際客船ターミナル

一般社団法人　日本外航客船協会会員 観光庁長官登録旅行業第1294号  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
クルーズマスター
永井ひろみ

〒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
クルーズコンサルタント
大久保俊之

〒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
クルーズコンサルタント
富永哲也

TEL.（03）5294-6451 TEL.（06）6455-0931 TEL.（045）227-8211

大阪営業所  大阪駅前第4ビル本　社 JR神田駅　東口前

クルーズのゆたか倶楽部株式会社

ホームページはこちら→

公式SNS Follow us!

旅行企画・実施

YUTAKACLUB CRUISES

シラノ･デ･ベルジェラック号（クロワジー･ヨーロッパ社）
クロワジー・ヨーロッパ社はストラスブールに本社を置き、30隻の船を保有します。数あるリバー・クルーズ会社の中
でも最も歴史（1976年創業）があり、ヨーロッパを代表する老舗のリバー・クルーズ会社です。船内はフレンチ・スタ
イルのエレガントなサービスを誇り、ビール、ワイン、ソフトドリンクなどが無料のフリードリンク制（指定銘柄のみ）で
す。暖かいサービスがモットーで、熱意溢れるスタッフが皆様をお迎えいたします。

【シップデータ】 就航：2013年　全長：110m　全幅：11.4m　乗客定員：174名　乗組員：25名　　

ローワーデッキ

レセプション

アッパーデッキ ラウンジ

フリー
ドリンク制です
フリー

ドリンク制です


