
ベニス

コルフ島
カタコロン

ピレウス
ミコノス島

クサダシ

サントリーニ島

ソウダ／クレタ島

プレミアムエコノミー利用

ベニスから人気のサントリーニ島やミコノス島に寄港。
さらにクレタ島やコルフ島など、なかなか訪れる機会のない島へ。

2020年9月13日（日）～9月25日（金）

プレミアム客船セレブリティ･コンステレーション(90,940トン)で航く

水の都ベニスから美しきエーゲ海4島クルーズ　　日間13
928,000円～1,588,000円ご旅行代金

プレミアムエコノミーと
プレミアム客船で、
ひとクラス上の船旅へ。
1． 旧市街が世界遺産に登録されているコルフ島、ギリシャ文明発祥の地と
伝えられるクレタ島へ。

2． 人気のプレミアム船での船内生活を満喫いただくためにフリードリンク、オン
ボードクレジット、スパ体験をプレゼント！（海側客室以上お申込みの当社会員限定）

3． サントリーニ島、ミコノス島では添乗員が散策にご案内、エフェソスと
コルフ島では観光付。

エーゲ海で随一の人気を誇る サントリーニ島

コルフ島　旧市街 ミコノス島 ベニス

ベニスの出入港シーン｣も旅のハイライト！

スペシャルプレゼント!

ゆたか倶楽部会員様限定
（海側客室以上申込）

（指定銘柄に限る）

4．さらにスカイスイートをお申込みのお客様は、
船内無料インターネットパッケージ

 （wi-fi使い放題）

1． 船内でのアルコールやソフトドリンクが無
料のドリンクパッケージ。（指定銘柄に限る）
2．オンボードクレジット（船内のお小遣い）1部屋
につき300ドルプレゼント。
3．船内の人気スパ「キャニオン
ランチ・スパ」にクルーズ中
に1回体験ご招待。
4．さらにスカイスイートをお申込みのお客様は、
船内無料インターネットパッケージ

 （wi-fi使い放題）

1． 船内でのアルコールやソフトドリンクが無
料のドリンクパッケージ。（指定銘柄に限る）
2．オンボードクレジット（船内のお小遣い）1部屋
につき300ドルプレゼント。
3．船内の人気スパ「キャニオン
ランチ・スパ」にクルーズ中
に1回体験ご招待。
4．さらにスカイスイートをお申込みのお客様は、
船内無料インターネットパッケージ

 （wi-fi使い放題）

空間のゆとりがアップした座席で
ゆったりとした座り心地を
満喫してください。
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（スタンダード内側）（2名様一室利用／大人お一人様） （スカイスイート）

2020年5月大改装

羽田発着



■ご旅行代金（２名１室使用の大人お一人様）
客室タイプ

1,028,000円
（338,000円）

1,158,000円
（408,000円）

1,588,000円
（828,000円）

スタンダード海側
シャワー・窓付

デラックスベランダ
シャワー･バルコニー付

スカイスイート
バスタブ・バルコニー付

広さ 旅行代金
プレミアムエコノミー利用

おすすめ客室タイプ！

※(　　)は、船室・ホテル客室をお一人様で利用する場合の追加料金。
※旅行代金には羽田空港施設使用料(2,610円）、海外空港税（約12,000円）、燃油特別付加料(約28,000円)、
国際観光旅客税(1,000円)、寄港料/雑費(約30,300円)、政府関連諸税および港湾施設使用料（約15,000
円）、船内チップ(スカイスイートは１泊US＄19、その他カテゴリーは１泊＄15.5)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～羽田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）
※ゆたか倶楽部会員限定スペシャルプレゼントは登録会員限定サービスです。入会手続きをお済ませのう
え、スタンダード海側以上の客室タイプにお申込みください。入会方法は別途ご案内いたします。

928,000円
（228,000円）

スタンダード内側
シャワー付12
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●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11回、昼食10回、夕食10回（機内食を除く）
●最少催行人員：8名様（添乗員同行）（10名様限定）　　
●利用航空会社：ルフトハンザドイツ航空プレミアムエコノミー指定（欧州内乗継便はエコノミークラス）
※国内線利用の追加代金はお問い合わせください。
●利用ホテル（ベニス）：スターホテル・スプレンディド（確定）
●★＝サントリーニ島とミコノス島はテンダーボートでの上陸になります。天候の影響でテンダーボートが
欠航し上陸できない場合がございますのでご了承ください。
●　　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
合がございます。詳細は別途お送りします。

9/13
（日）

羽田空港
フランクフルト
ベニス
（イタリア）

ベニス
（イタリア）

終日航海日

カタコロン
（ギリシャ）

サントリーニ島★
（ギリシャ）

クサダシ
（トルコ）

ミコノス島★
（ギリシャ）

ピレウス
（ギリシャ）

クレタ島・ソウダ
（ギリシャ）

コルフ島
（ギリシャ）

終日航海日

ベニス
（イタリア）

フランクフルト

羽田空港

空路、ルフトハンザドイツ航空プレミアムエコノミーにて
フランクフルトへ。乗り継ぎ、エコノミークラスにてベニスへ。
到着後、ホテルへ。
 【ベニス泊】

世界遺産ベニス半日観光にご案内いたします。 
ドゥカーレ宮殿やサンマルコ広場へ。 
「セレブリティ･コンステレーション」にご乗船。 
出港。 【船中泊】

クルージング。 【船中泊】

カタコロン入港。
自由行動または　　オリンピア遺跡観光などでお楽しみくだ
さい。
カタコロン出港。 【船中泊】

サントリーニ島入港。
添乗員とフィラとイアの街を散策します。
（ケーブルカーやシャトルバスなど実費は各自負担）
自由行動。
サントリーニ島出港。 【船中泊】

クサダシ入港。
世界遺産エフェソス遺跡半日観光。
自由行動。
クサダシ出港。 【船中泊】

ミコノス入港。
添乗員とミコノス島の散策へ。エーゲ海の宝石と呼ばれるミコ
ノス島。風車が印象的なこの島を散策でお楽しみください。
自由行動。
ミコノス出港。 【船中泊】

ピレウス入港。
自由行動または　　アテネ市内観光などでお楽しみください。
ピレウス出港。 【船中泊】

クレタ島入港。
自由行動または　　クノッソス宮殿跡などでお楽しみください。
クレタ島出港。 【船中泊】

コルフ島入港。
アヒリオン宮殿と旧市街散策。
ハプスブルグ家の皇妃エリザベートの別荘・アヒリオン宮
殿を見学し、世界遺産の旧市街を散策します。
コルフ島出港。 【船中泊】

クルージング。 【船中泊】

ベニス入港。下船後、空港へ。

空路ご帰国の途へ。エコノミークラスにてフランクフルトへ。
乗り継ぎ、ルフトハンザドイツ航空プレミアムエコノミーにて
羽田へ。 【機中泊】

通関手続き後、解散。
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■ご旅行日程 2020年9月13日(日)～9月25日（金)　13日間

観光付

観光付

観光付

散策

散策

ベニス

コルフ島
カタコロン

ピレウス
ミコノス島

クサダシ

サントリーニ島

ソウダ／クレタ島

羽田へ

羽田から

プレミアムエコノミーでベニスへ。ベニスでは中世の街並みが続く感動の出入港シーンを体験。

エーゲ海随一の人気の島サントリーニ島や、ギリシャ文明発祥の地クレタ島へ。

ベニスからエーゲ海に浮かぶ魅力たっぷりの島々へ誘います。
個性溢れるエーゲ海の島々へ
人気のエーゲ海へ。最も美しいと言われるサントリーニ島やミコ
ノス島に寄港します。さらに、旧市街が世界遺産に登録され、エリ
ザベート妃の別荘だったアヒリオン宮殿のあるコルフ島、ギリシ
ャ文明発祥地とされるクレタ島などに寄港します。
美しいベニスの出入港シーン
ベニスでの出港シーン、入港シーンは必見です。将来的に大型客
船の入港が制限される可能性があるベニス。ぜひ今のうちに美
しい風景をご覧ください。
プレミアムエコノミーを利用
往復の航空機は、ルフトハンザドイツ航空のプレミアムエコノミ
ーを利用します。（欧州内乗継便はエコノミークラス）
ゆたか倶楽部会員のお客様限定スペシャルプレゼント
当社会員限定で海側以上の客室をお申込みの方に①ドリン
クパッケージ（指定銘柄に限る）（1泊55ドル相当額×10泊）、
②オンボードクレジット（船内で使えるお小遣い）１部屋につき300
ドル、③洋上の人気スパである「キャニオンランチ・スパ」のスパ
体験（お1人様1回US$200まで）を、さらにスカイスイートをお申
込みのお客様は、船内無料インターネットパッケージ（wi-fi使い放
題）をプレゼントいたします。

1

2

3

4

ギリシャ南部ペロポネソス半島の西に位置するカタコロン。
ここから車にて小1時間で到着するオリンピア遺跡。東京オ
リンピックの年にオリンピック発祥の地をご見学ください。

｢アトランティス伝説｣で知られる島で、エーゲ海の代名詞
的な美しい島。海抜300ｍの火山灰の断崖にある街フィラ
や青い屋根と白い壁の建物が印象的なイアの街などは訪
れる者の旅情をかきたてます。

トルコ西部のエーゲ海沿岸に紀元前11世紀頃、イオニア
人が建設したこの港湾都市は貿易により発展。ローマ支配
下後はアジア州の州都として大いに栄えました。

エーゲ海の南端に位置するギリシャ最大の島クレタは、ヨ
ーロッパ最古の文明の発祥地として有名です。ミノア文明
に始まるこの島の繁栄は、クノッソス宮殿遺跡などにその
面影が残っています。

4日目 5日目 6日目 9日目カタコロン／ギリシャ

｢水の都｣ベニスは中世の街並みに運河が蛇行しゆっく
りと流れます。船の出入港シーンは誰もが心奪われる感
動の光景が広がります。

1・2・12日目 ベニス／イタリア

サントリーニ島／ギリシャ クサダシ／トルコ クレタ島／ギリシャ

※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ございます。

オリンピア遺跡 エフェソス遺跡 クノッソス宮殿跡

有名ブランドが立ち並ぶメルチェリエ
通り沿いに位置するスターホテル･スプ
レンディド。サンマルコ広場とリアルト橋
の中間にあり、いずれも歩いて５分程度
と最高の立地と言えます。専用の桟橋、
グルメレストラン、ヴェネツィア市街を見
渡す屋上テラスを提供しています。

9/13(日) ベニス宿泊
スターホテル・スプレンディド

ヴェネチア出港に始まり、ヴェネチア入港で終わるこのクルーズは希望にピッタリで
した。ミコノス島、サントリーニ島の美しい海と白い建物は映像で見るのとは違い、
圧倒的に迫って来る何かがあり感動しました。が、今回行った場所で一番心に
残ったのはカタコロンです。古代オリンピックの競技場遺跡とオリーブの木と青い
空、外には何もない広い広い場所。紀元前の競技者たちに思いを馳せました。
勿論、一番の目的であるヴェネチアの出港、入港はたっぷりと堪能し、長年の思い
を遂げる事ができ大満足です。 《栃木県》W.Sさま（ 60代 女性 ）



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。
●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、ホテル代、航空代、食事代、観光代、ご自宅～
羽田空港間の往復荷物宅配サービスなど。
■旅行代金に含まれないもの
●

■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。

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。

■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
●8名様
■この旅行条件の基準日は2020年1月20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。

旅行開始日の
前日から

起算して遡って

取消日 取消料

77日前～48日前まで

47日前～34日前まで

33日前～出発当日まで

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の12.5％

78日前まで 無料

旅行代金の25％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

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、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。

※47日前以降の取消料には、上記の他に 寄港料/雑費も含まれます。

Celebrity Constellation ～セレブリティ･コンステレーション～
●総トン数：90,940トン ●乗客定員：2158名
●全長：294m ●巡航速度：24ノット
●全幅：32m ●就航年：2002年（2020年5月改装予定）

船内生活のご案内
■服装(ドレスコード)について
一般的に船内では、夕食時に2つの服装（イブニン
グシック・スマートカジュアル）が指定されます。あま
り堅苦しく考えず、ダークスーツまたは黒、濃紺の
スーツでも十分です。日中はくつろいだ服装で、夜
はエレガントあるいはゴージャスに、ファッションをお
楽しみください。
■船内新聞
船内ではショーや映画、カルチャー教室、ゲーム、
ダンスなど、さまざまなイベント、プログラムが催さ
れ、どなたでも参加できます。これらの情報を記載
した船内新聞が前日の夜、皆さまのお部屋に配ら
れます。船内新聞はレストランのメニューとあわせ
て添乗員が要点を翻訳してご案内いたしますの
で、ご安心ください。

■お食事
通常客室のお客様はメインダイニング、スイート
客室のお客様は専用レストラン「ルミナ」でお召し
上がりいただけます。
■メインダイニング
ダイニングでのお食事は、ファーストシーティング、セ
カンドシーティングの２回制です。メインダイニングで
の夕食の時間帯は通常ファースト18：15頃～、セカ
ンド20：30頃～となりますが、クルーズスケジュール
により変更される場合があります。弊社では、通常
１回目の食事で日本のお客様同士のテーブルを申
し込みしていますが、必ず１回目がお取りできると
いう確約はございませんので、予めご了承くださ
い。なお、２回目あるいは外国のお客様とのテーブ
ルをご希望される方は、お早目にお申し出ください。
■船内でのお支払い
船内でのお支払いはクレジットカード（VISA・
MASTER・AMEXなど）がご利用いただけます。

スタンダード海側メインダイニング

デラックスベランダ スカイスイート


