
2019年10月4日（金）～10月14日（月） 11日間2019年10月4日（金）～10月14日（月） 11日間
旅  行  代  金 ：（2名1室利用・大人お一人様） 980,000円～1,480,000円

（カテゴリー5） （オーナーズスイート）

帆船ロイヤル･クリッパー（4,425トン）で航く帆船ロイヤル･クリッパー（4,425トン）で航く
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本物の船旅を味わえる帆船で
南イタリアの名所を訪ねて
本物の船旅を味わえる帆船で
南イタリアの名所を訪ねて

エオリア諸島ストロンボリ島沖を
航行するロイヤル・クリッパー（イメージ）

ベルリッツ 2018
トップテン・

ブティックシップ受賞

ベルリッツ 2018
トップテン・

ブティックシップ受賞

アマルフィ カプリ島
断崖絶壁の丘の上に築かれた「天空の街」

輝く海と風情ある街並みが広がる世界一美しい海岸と称される景勝地

オルビエート

５か所観光付

大阪国内線
往復無料
大阪国内線
往復無料
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界

遺
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～世界最大の5本マストの横帆艤装帆船～～世界最大の5本マストの横帆艤装帆船～

エオリア諸島
シチリア島の北30kmほどの場所に浮かぶ、主要7島で構成され、
全体で約13,000人の人々が暮らしています。
ユネスコの世界自然遺産に登録されており、諸島の名の由来は
ギリシャ神話における風の神アイオロスに由来しています。

ゆとりの
10名様
限定！

添乗員同行

下船後の観光



このたびの船旅は、私にとって外国船の初体験でした。以前から憧れ
の帆船に魅せられ、思い切って参加しました。最初は不安いっぱいで
したが、お仲間をはじめ、クルー・スタッフの皆さんがご親切で、笑顔
とあいさつで仲良くなり、快適な船旅でした。帆船の魅力は何といっ
ても間近で帆の揚げ降ろしをゆっくり見られる事でした。女性も2人
おり、びっくり。「頑張って」と応援しました。

帆船クルーズにご乗船いただいたお客様の声

①世界最大の5本マストの横帆艤装帆船ロイヤル･クリッパー。
　2001年にはギネスブックに認定されました。
②20世紀初めに活躍したプロイセン号をモデルに建造
　された帆船。本格的な帆船の旅をお楽しみください。
③アマルフィ海岸やカプリ島、オルビエートなど、
　イタリア中部から南部のハイライトにご案内します。
　さらに世界遺産エオリア諸島も訪れます。
④5か所の都市で観光付、また、関西方面にお住まいの方
　には、大阪からの国内線を無料でお付けいたします。

（C.O様　東京都 女性）

【シップデータ】
総トン数：4,425トン　全長：134m
全幅：16m　乗客定員：227名
建造年：2000年

旅のポイント旅のポイント旅のポイント旅のポイント

帆船の旅でしか味わえない特別な時間
セキュリティ強化のた
め、ブリッジ(操舵室)
への立入禁止の船が
増えているなか、ス
ター･クリッパーズの
ブリッジは乗船の皆様
の訪問を歓迎します。

オープンブリッジ
船先のネットは、海に
突き出たハンモックの
ようです。ネットの上
で、船が波を切る音を
聞きながら過ごすの
は帆船ならではの贅
沢なひとときです。

バウスプリットネット

帆船のクラシカルで美
しい船の姿をテンダー
ボートから写真やビデ
オを撮影していただく
スペシャルイベントで
す。この機会に美しい
船体をお撮りください。

フォトテンダー
出港時にクルーズディ
レクターの掛け声に合
わせて帆綱を引きま
す。帆が上がるにつ
れ、風を受けた帆が重
くなり、見学するだけ
でも楽しめます。

セットセイル

●スケジュールは天候・現地事情などにより変更になる場合がございます。予めご了承
ください。各寄港地の入出港時間はキャプテンの判断により変更になる場合がありま
す。　●食事条件 ： 朝食9回、昼食8回、夕食8回(機内食を除く)　●最少催行人員 ： 10
名様(添乗員が全行程同行いたします。)。　●利用予定航空会社 ： アリタリア航空、ルフ
トハンザドイツ航空、エールフランス、フィンランド航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、全
日空、日本航空など（エコノミークラス）。　●利用予定ホテル ： 【ローマ】アンバシアトリ・
パレス、ベルニーニ・ブリストル、ラディソン・ブル・エス他同等クラス● OP ツアーは、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。10/6ポン
ツァ島ではオプショナルツアーの設定はございません。
※（注） ①青の洞窟へ入れない場合、アナカプリを中心にカプリ島の観光にご案内します。

②カプリ島へ定期船が運航されない場合、ナポリ市内とポンペイ遺跡にご案内します。

●（　　　　）は船室・ホテル客室をお1人様利用の追加代金です。　●ビジネスクラス
利用追加代金および大阪以外の国内線につきましてはお問い合わせください。
●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）、海外空港諸税約
13,600円、燃油特別付加料約34,600円、国際観光旅客税1,000円、ポートチャージ約
30,000円、船内チップ1泊8ユーロ×7泊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。　
●往復のスーツケース宅配サービス（お一人様片道1個）が付いています。　
●大阪（伊丹・関空）～東京（羽田・成田）間の国内線は往復無料でお付けします。ただし
弊社指定便になります。その他の発着地の国内線はお問い合わせください。

※写真はすべてイメージです。写真はオプショナルツアーで訪れる場所も含まれています。

■ご旅行代金（2名1室おひとり様）
客室タイプ 旅行代金

980,000円（228,000円）カテゴリー5 約11㎡
丸窓 シャワー/コモドールデッキ

カテゴリー3 約13.5㎡
丸窓 シャワー/クリッパー・コモドールデッキ

カテゴリー2 約13.5㎡
丸窓 シャワー/クリッパーデッキ

デラックススイート 約26㎡
プライベートベランダ ジャグジーバス/メインデッキ

オーナーズスイート 約40㎡
ジャグジーバス/クリッパーデッキ

1,010,000円（258,000円）

1,030,000円（268,000円）

1,290,000円（748,000円）

1,480,000円（938,000円）

寄港地のご案内

■旅行日程  2019年10月4日（金）～10月14日（月）

羽田または成田
ローマ

（イタリア）

月日 都市名 現地時間 スケジュール日次

1 10/4
（金）

2 10/5
（土）

3 10/6
（日）

4 10/7
（月）

5 10/8
（火）

6 10/9
（水）

7 10/10（木）

11 10/14（月）

8 10/11（金）

9 10/12（土）

10 10/13（日）

午前～夜
午後～深夜

ローマ

チビタベッキア
（イタリア）

ローマ半日観光。コロッセオ、サン・ピエト
ロ大聖堂。チビタベッキアへ。
｢ロイヤル･クリッパー」にご乗船。
出港。

午前

午後
22：00

ポンツァ島
（イタリア）

ポンツァ島入港。
自由行動。
ポンツァ島出港。
テンダーボートでパルマローラ島シーニッ
ククルーズ（上陸しません）

10：00

15：00

アマルフィ
（イタリア）

アマルフィ入港。
アマルフィ終日観光。世界遺産にも指定さ
れる美しい景勝地をお楽しみください。
昼食は地元レストランでシーフードをお召
し上がりください。
アマルフィ出港。

09：00
終日

17：00

ソレント
（イタリア）

ソレント入港。
カプリ島終日観光。
青の洞窟へご案内します。※（注）
ソレント出港。

08：00
終日

23：45

リパリ島
（イタリア）

終日航海

ローマ

チビタベッキア
オルビエート

ローマ

10：00

17：00
夜

07：00

夕刻
午前～夜

羽田または成田 通関手続き後、解散。午前～夜

タオルミナ
/シチリア島
（イタリア）

タオルミナ入港。
タオルミナ半日観光。シチリア島随一の保養
地タオルミナ。ギリシャ劇場や、パノラマの風
景を望む4月9日広場などにご案内します。
タオルミナ出港。

11：00

23：00
リパリ島入港。
世界遺産エオリア諸島最大の島・リパリ島。
自由行動または ＯＰ ツアー。
温泉を楽しめるボルカノ島へのツアーもございます。
リパリ島出港。
エオリア諸島、ストロンボリ島沖クルーズ。

チビタベッキア入港、下船。
オルビエートへ。断崖絶壁の丘に築かれた
美しい街をご案内します。
到着。ホテルへ。
空港へ。
空路、帰国の途へ。（直行便または乗り継ぎ）

終日、地中海をクルージング。

空路、ローマへ（直行便または乗り継ぎ）
ローマ到着。ホテルへ。

【ローマ泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【ローマ泊】

【機中泊】

大航海時代を思い起こさせる本物の帆船で優雅なクルーズ
大型客船では訪れることのできないユニークな航路です。

イタリア南部カンパニア州のソレントからサレルノに至る海岸
で、景勝地、高級リゾート地として有名です。鮮やかな家々が
崖にへばりつくように広がる風景で「世界一美しい海岸」と
いわれ、1997年世界遺産に登録されています。

世界遺産アマルフィ海岸

シチリアの中でも特に有名な観光地であるタオルミナ。夏は高
級リゾート地として世界中から多くの観光客で溢れます。映画
「グラン・ブルー」の舞台になったことでも有名です。標高200
メートルの高台に位置する為、周りに広がる景色は絶景です。

ローマから北に約120km行ったところにある人口２万人の都
市。断崖絶壁の丘の上に作られた小さな街は「天空の街」と
呼ばれ人気の名所です。石畳の小路とレンガ造りの建物で
中世ヨーロッパの雰囲気が残ります。

タオルミナ（シチリア島）

オルビエート

船内のご案内

ダイニング ラウンジ スパ ショップ

観光付

観光付

観光付

観光付

観光付

ポンツァ島

チビタベッキア
ローマ

オルビエート

ソレント
カプリ島

アマルフィ

タオルミナ
（シチリア島）

リパリ島
ストロンボリ島



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

 

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
こととします、
●残金は、旅行開始日の前日から起算して遡り、91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、ポートチャージ、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2019年1月20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
91日前まで

90日前～60日前まで

59日前～30日前まで

29日前～出発当日まで

無連絡不参加又は旅行開始後

無料

旅行代金の12.5％

旅行代金の25％

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）
18時以降のドレスコードは毎日カジュアルエレガント。堅苦しいフォーマルウェアは一切不要です。ご夫婦やご友人とレストランにお食事に行くときのような感覚でご
用意ください。特別ディナー｢キャプテンズディナー｣用に、アクセサリーなどでほんの少しお洒落度をアップされてはいかがでしょうか。

■船内設備
レストラン、ラウンジ、バー、デッキ、ギフトショップ、ライブラリー、プール、マリナ･プラットフォームなど。
■お食事
早朝、ピアノバーに用意されるデニッシュやクロワッサン、8時頃からメインダイニングでの朝食ビュッフェ、ランチは日替わりのテーマビュッフェ。遅い午後、デッキ
バーにスナックが用意され、19時半頃からメインダイニングでディナーが始まります。

■船内でのお支払い
船内では、ユーロの現金、ビザ、マスター、アメックスなどのクレジットカードがご利用いただけます。

帆船というロマンあふれるクルーズ･スタイルを提供しており、リピーターは50パーセントを越え
ます。1989年に創立、同年にはコンピューター制御ではない本格的な帆船クルーズを体験でき
る船として、4本マストの第1船｢スター・フライヤー｣を就航させました。小型船というサイズを活
かして、大型船では立ち寄れない小さな港や島 を々巡ります。

2000年に就航したス
ター・クリッパーズのフ
ラッグシップ。全長134m
の船体には5本のマスト
が立ち並び、全42枚の
帆が美しく広がります。そ
の大きさは、2001年ギネ
スブックに認定されまし
た。インテリアはアン
ティークな調度品や木製
の壁が落ち着いた雰囲
気を醸し出します。

デラックススイート カテゴリー2～5

メインデッキ

クリッパーデッキ

コモドールデッキ

サンデッキ

TENDER EMBARKATION

MA
RI

NA

オーナーズ・スイート デラックス・スイート カテゴリー 2
カテゴリー 3 カテゴリー 4 カテゴリー 5

※客室のデザイン・レイアウトなどは若干異なる場合がございます。　※写真はすべてイメージです。

食事風景 オーナーズスイート
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