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 シルバーシー・クルーズ
ウルトラ・ラグジュアリー客船の至宝、乗船してわかる「世界最高級」の意味

Silversea Cruises

全室スイート
−洗練されたくつろぎの空間−

海風を感じるバルコニーとお食事もできる
リビングエリア、足をのばせるバスタブと
独立したシャワールームが快適な大理石
のバスルームなど、全室スイート仕様で
第二の我が家のようにくつろげる客室。
船内施設は大型客船と同等の設備を備
え、混雑とは無縁な贅沢な空間でゆっ
たりとお過ごしいただけます。

オールインクルーシブ
−寄港地での専用ハイヤー付−

クルーズ代金には、バトラーサービス、
シャンパン、ワインなどのお飲み物、エ
ンターテインメント、港湾税やチップもす
べて含まれています。またJTBクルーズ
では、各寄港地ごとにお好きな場所に
自由に観光ができる「専用ハイヤー」も
グループごとにご用意いたします。

バトラーサービス
−至高のパーソナライズサービス−

「Noと言わないサービス」をモットーに、お客
様1名に対して約1名のスタッフを配置してい
ます。クルーズ業界で唯一全客室にバトラー
を導入。荷ほどきや荷造り、ルームサービス
手配やレストランの予約のほか、お風呂の準
備やドリンクのサービスなどお客様の気持ちに
寄り添ったきめ細やかなサービスが自慢です。
※バトラーサービスは英語スタッフとなります。

ビジター乗船
−洋上の別荘へご友人を招待−

寄港地でご友人を客室に招待できる
「ビジター乗船」もシルバーシーならで
は。日本各地を周遊しながら、ふだ
んはなかなか会えないあの人を、洋
上の別荘へご招待してみませんか？
※ビジター乗船には事前手続きが必要です。
※ 感染症予防対策により、ビジター乗船が制限される
場合があります。

全室スイート、全寄港地専用ハイヤー付
究極のプライベート・クルーズ
限られたお客様だけのプライベート感を重視した	
優雅で自由きままな最上級のクルーズ体験。	
洋上の別荘でくつろぐように、豊かな時間をお愉しみください。

世界のセレブに愛される、贅を尽くした大人だけの船旅

世界最高評価の6スター＋の船旅を
名門ホテルのようなサービスとゆったりとした贅沢な空間―

すべてが最高品質のシルバーシークルーズは、	
国際的なクルーズ船の格付け※で最高評価6スター＋を獲得しています。6+STARAWARDS

Stern's Guide to the Cruise Vacation （16回連続受賞） ※
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JTBクルーズ厳選JTBクルーズ厳選のの高級客船高級客船でで叶える、ニューノーマル時代叶える、ニューノーマル時代ののくつろぎくつろぎのの船旅船旅

洗練されたパーソナルなサービス
ホスピタリティ溢れる船スタッフが、高級ホテルのような上質で行き
届いたサービスを提供いたします。至極の休日をかなえる「バトラー
サービス」付 のコースをご用意。JTB 専属コンシェルジュが乗船し、
少人数のお客様に限定し乗船から下船までサポートいたしますの
で、クルーズ初心者の方も安心してご参加いただけます。

ゆったり度「スペースレシオ」が示す
世界最高レベルの居住性

「スペースレシオ」とは、お客様1人あたりの
空間的ゆとりをトン数で表す指標です。約68
トンと一般的な客船よりも「スペースレシオ」
が広く、快適な居住空間をお楽しみいただけ
る客船を厳選いたしました。

世界最高レベルの「サービスレシオ」で
きめ細やかなおもてなしを

クルー1名あたりがお世話するお客様の人
数を表す「サービスレシオ」がマンツーマン
に近く平均1.45名という、最上級のサービ
スにこだわった客船を厳選しました。バトラー
やコンシェルジュの洗練されたサービスはも
ちろん、プールサイドでのくつろぎのひととき
に、スタッフがお客様の邪魔にならないタイ
ミングでドリンクをお持ちするなどきめ細や
かなサービスでおもてなしします。

洋上の時間を彩る気品あふれる船内空間

洗練の空間美
ゆったりと過ごしていただけるよう、お客様一人あたりのスペ
ースを広く設計しているため、どこで過ごしても混み合うこと
がありません。家具はもちろん小物など細部にいたるまで上
質なもので揃えたインテリアは、贅の極致。随所に飾られた
アートとともに、知的で洗練された空間を演出しています。

プールバーやグリルを併設した広大なプールデッキ、航跡を眺めなが
らリラックスしたひと時を過ごせるジャグジー、最先端のトレーニングマ
シンを備えたフィットネスセンター、多彩なトリートメントメニューとハイレ
ベルな施術を提供するザガラ・スパなど、心身の健康を磨く施設も充
実。贅沢な空間で、日々の疲れを心ゆくまで癒していただけます。

クルーズ旅ならではのエンターテインメント
を堪能したいなら、ヴェネチアンラウンジで。
プロダクションショーや映画、講演会など
様 な々プログラムをご用意しています。
夕食後はカジノやカードルームでゲームに
興じるひと時を。大海原を望むパノラマラ
ウンジやライブラリー、アートカフェやシガ
ーバーなどの静かに流れる洋上の時を堪
能できる施設も充実しています。

※写真はすべてイメージです。　3



C A B I N  P L A N ／客室案内 	 〜洋上の別荘で、私だけの豊かな時間を愉しむ〜

贅沢な空間がもたらす 
安心と“ ゆとり” のくつろぎ

全室スイート仕様のバルコニー付き客室、大理石の広 と々したバスルームやウォークイン 
クローゼットを備えた、高級ホテルのようにゆったりとしたプライベート空間で夢のような休日を。

シルバー・スイート［1ベッドルーム］

ミューズ  約73m2　（中央／前方 9～11階）
シャドー  約61m2　（中央 7階）

■チーク材使用のプライベートベランダ、
パティオ家具
■大理石のバスルーム：洗面台 2個、 
バスタブ、セパレートシャワー、トイレ、
化粧室（トイレ付き）

■ツインベッド（キングベッドに変更可能）
■ダイニングエリア

デラックス・ベランダ・スイート
ミューズ  約36m2　（中央 6～8階）
シャドー  約32m2　（中央 6・8・9階）

■チーク材使用のプライベートベランダ、
パティオ家具
■大理石のバスルーム：洗面台、バスタブ、
セパレートシャワー、トイレ
■ツインベッド（クイーンベッドに変更可能）

スーペリア・ベランダ・スイート
ミューズ  約36m2　（前方 7階以上）
シャドー  約32m2　（中央／前方 5～8階）

■チーク材使用のプライベートベランダ、
パティオ家具
■大理石のバスルーム：洗面台、バスタブ、
セパレートシャワー、トイレ
■ツインベッド（クイーンベッドに変更可能）

クラシック・ベランダ・スイート
ミューズ  約36m2　（前方 5～6階）
シャドー  約32m2　（前方 5～6階）

■チーク材使用のプライベートベランダ、
パティオ家具
■大理石のバスルーム：洗面台、バスタブ、
セパレートシャワー、トイレ
■ツインベッド（クイーンベッドに変更可能）

共通のサービスとアメニティ

バトラーサービス／バスローブ／スリッパ／バスアメニティ／ネーム入り文具／傘／インタラクティブ薄型テレビ／充電用USBポート／iPod
スピーカー、電話／冷蔵庫／ミニバー付きカクテルキャビネット／プラテージ社製ベッドリネン／ライティングデスク／ウォークインクローゼット／
ヘアドライヤー／Wi-Fiアクセス（スタンダード回線使用無制限。シルバー・スイート以上は高速・大容量回線使用無制限）

※画像はシルバー・ミューズのものです。写真・室内レイアウト図は一例のため実際と異なる場合があります。※各カテゴリーの図面は同比率ではありません。※広さはベランダを含んでいます。
※3人使用対応スイートの3人目はソファベッドとなります。※車椅子対応スイートはバスタブがなくシャワーのみとなります。※客室内の設備・サービスおよびアメニティの内容は変更される場合があります。

「美食」を好きな時に、 
好きな人と愉しむ

自由に選べるレストラン、くつろぎのパーソナルテーブル。世界の美食を日替わりで楽しめる、バラエティ
に富んだグルメが自慢のシルバーシー・クルーズでは、時間やテーブルの指定が無い「オープンシーティ
ング制」を導入しています。プライベート感を大切に、「お好きな方と、お好きなときに、お好きなレスト
ラン」で洋上の美食をゆったりとお楽しみいただけます。

アトランティード［ミューズ］
シーフード＆グリル

ザ・レストラン［シャドー］
インターナショナル

ラ・テラッツァ［ミューズ／シャドー］
イタリアン（夜のみ予約制）

ゆったりとくつろいだ雰囲気の中で、ステーキやグリル料理
を中心に世界のグルメが楽しめます。

シェフが厳選したメニューをお楽しみいただけます。時には
生演奏によるディナーダンスが催されることも。

新鮮な最高級の食材をふんだんに使った、トラディショナル
なイタリアンレストランです。

ラ・ダム［ミューズ／シャドー］
フレンチ（予約制／有料：＄60）

ザ・グリル［ミューズ／シャドー］
ステーキ・グリル（夜のみ予約制／ドレスコードなし）

カイセキ［ミューズ］
日本料理（夜のみ予約制　有料＄60）

エレガントな雰囲気の中で極上の料理とワインをお楽しみい
ただける本格フレンチレストラン。

昼間はアメリカンスタイルのグリルランチを、夜は高温に熱した溶岩の
上で調理するシーフードやステーキなどをお好みに合わせて調理します。

インターナショナル・ジャパニーズを堪能できるレストラン。
昼食は寿司や刺身、夜は鉄板焼きが楽しめます。

スパッカ・ナポリ［ミューズ］
ピザ（ドレスコードなし）

インドシナ［ミューズ］
アジアンフュージョン

シルバー・ノート［ミューズ］
インターナショナル（予約制）

焼きたてのピザをテイクアウトしてお好きな場所で召し上が
れます。自由気ままに活用できるのが魅力です。

インド・ベトナム・タイなどのエスニック料理を洗練されたスタ
イルで提供します。

ニューヨーク・マンハッタンにある本格的なジャズクラブを模し
たレストランで生演奏を楽しみながらタパス料理を味わえます。

最高峰のレストランが織りなす、唯一無二の食体験
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ならではの　安心・安全で快適な新しいクルーズの旅安心・安全で快適な新しいクルーズの旅
JTBクルーズは、厳選した客船による「お食事スタイル」「居住空間」や、「最大募集人員」 

「ソーシャルディスタンス」の安全・快適性にこだわった、新しい時代に求められるクルーズライフをご提案します。

ソーシャルディスタンス
旅の満足度を追及するため、参加人数を限定し
ています。チェックインや乗下船の長い待ち時間
や、船内での人混みを避けられる安心・快適な
船を厳選しました。それぞれのお客様にパーソナ
ルな旅を味わっていただけるよう、よりきめの細
かいサポートを提供いたします。

パーソナル 
ダイニング

パーソナルダイニング
お食事は、お好みのレストランで、お好きなときに
、ご同行の方だけのお席で、ゆったりとお楽しみい
ただけます。また、レストランメニューをお部屋に
お届けするサービスがある高級客船を利用したコ
ースです。大海原を眺めながらのバルコニーでの
お食事はクルーズならではの楽しみです。

バルコニー付き 
客室のみ

バルコニー付き客室のみ
外の空気を取り入れることが
できるため、お部屋の換気が
気になる方にも安心です。船
旅ならではの大海原の景色を
プライベート空間で楽しむこと
ができます。

イヤホン
ガイド

イヤホンガイド
JTB専属コンシェルジュ乗船
または添乗員同行コースでは、
イヤホンガイドを利用したご案
内により、乗下船手続きや、観
光時のソーシャルディスタンス
を保ちます。

船会社の安全対策　船会社の安全対策　シルバーシー・クルーズは米国疾病管理予防センター（CDC）や各国政府機関と緊密に連携し、お客様と乗員の恒常的
な健康と安全を保つため、船内と港湾における衛生・安全管理のために必要な業界最高水準の対策を講じ実施します。

◆船会社の安全・衛生対策のご案内 ◆安全なツアー催行に向けて
安全・衛生対策についての詳細な取り
組みおよびガイドラインについては、右
記二次元バーコードよりご確認くださ
い。船会社からの情報を随時更新して
まいります。

http://ebook.jtb.co.jp/book/?A4829

●  前のクルーズ終了後に、船内の全ての
エリアの消毒を実施いたします。

●  全室バルコニー付客室のため、24時
間いつでも十分な換気が行えます。

●  ガイドラインに則った安全・衛生対策のもと
ツアーを実施いたします。

●  ご出発前に健康アンケートを実施します。
●  必要に応じてご乗船前にPCR検査を受けていただ
く場合があります。

●  ツアー中はお客様ご自身にて体調管理および検温を
お願いいたします。

●   旅行中はマスク着用、手洗い、咳エチケット等の感染
防止対策の励行をお願いいたします。

Cruise Point クルーズポイント

1 究極のオールインクルーシブで快適な旅を
他の客船では追加料金となることの多い、お飲み物（シャンパン、ワイン等のアル
コール、ソフトドリンク）、チップや港湾使用料などの税金、寄港地観光用の専用
ハイヤーもすべて旅行代金に含まれています。

2 全室バトラーサービス付き
「Noと言わないサービス」がモットーのきめ細やかなサービスをご提供します。
（バトラーサービスは英語スタッフとなります）

3 全寄港地でお客様専用の観光用ハイヤーをご用意
荷物があっても楽 ！々お好みに合わせて自由に観光やグルメ、ショッピングをお楽しみください。

4 安心の JTB専属コンシェルジュが乗船
JTB専属コンシェルジュが乗船手続きから下船まで皆様の旅をサポートしますの
で、万一のトラブル時も安心です。

5 1コースにつき最大15名様限定
プライベート感を大切に、ソーシャルディスタンスに 
配慮してご案内します。

6 ご参加特典 オリジナルトートバッグと 
雑誌「Traveller」シルバーシー特集
※ご参加特典は出発前または船内でのお渡しとなります。

全寄港地で、1室につき1台専用ハイヤーを
ご用意いたします。下船後すぐに港からお
好きな場所に、お好きな方とお出かけいた
だけます。周りの方との距離やペースを気
にすることなく、ゆったりとマイペースで観
光やショッピングをお楽しみいただけます。

●   1寄港地につき最長6時間までご利用いただけます。 
（寄港時間によりご利用いただける時間が異なります）

●   各寄港地での、ご希望の観光やショッピングのプランを
事前にお知らせください。ご希望がない場合は「おすす
めプラン」または「フリープラン」にてご用意いたします。

● 韓国では日本語ドライバーがご案内します。
ご注意

※1台に最大3名様までご乗車いただけます。
※ご利用にならない場合の旅行代金の払い戻しはございません。
※寄港地でのお食事代、観光費用は含まれておりません。
※  利用時間の延長、追加のハイヤーの手配は別途有料（お見積り）となります。
出発の2週間前までにお申し出ください。ご利用当日の変更はできかねます。
また、リクエスト手配のため、ご希望どおりのお手配ができない場合がご
ざいます。

全寄港地 観光用ハイヤー付
−私たちだけの、楽 ・々自由・きままな寄港地観光−

専用ハイヤー付き
プラン

シルバー・シャドー� ラグジュアリークラス

Silver Shadow

●就航年 2000年（2019年改装）
●総トン数 28,258トン
●全長／全幅 186m／24.9m
●乗客定員 388人
●乗組員数 302人
●スペースレシオ 72.8トン
●サービスレシオ 1.28名

シルバー・ミューズ� ラグジュアリークラス

Silver Muse

●就航年 2017年4月
●総トン数 40,700トン
●全長／全幅 212.8m／27m
●乗客定員 596人
●乗組員数 411人
●スペースレシオ 68.3トン
●サービスレシオ 1.45名

Ship　船の紹介 二次元 
バーコードから

シルバー・ミューズ 
の動画をご覧
いただけます

※写真はすべてイメージです。　5
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宮古

優雅なる洋上の休日 日本周遊と韓国 11/12/15日間
 シルバー・ミューズ／シルバー・シャドー

● 最少催行人員：6名様　● 最大募集人員：15名様まで
●   添乗員：同行しませんが船内ではJTB専属コンシェルジュ 
と船スタッフがご案内いたします

ラグジュアリー
クラス

JTB専属
コンシェルジュ

全寄港地
ハイヤー付

オール
インクルーシブ

限定
15名様

宅 配
（往復） イヤホン

フォーマル回数
2回

スペースレシオ

68～73トン
サービスレシオ

1.3～1.5名

共通のご案内   ※各寄港地では自由行動となります。各お部屋ごとの専用ハイヤーをご用意いたします（港発着）。また、船会社主催の寄港地観光ツアー（いずれも英語ガイド・別料金）もご利用いた
だけます。　※船舶航行規制、天候、海象、港湾、出入国管理などの事情により、航路・寄港地の変更または抜港、寄港時間の変更、寄港順入替となる場合があります。 
※パンフレットに掲載の写真は全てイメージです。天候・気象等により同様の景観を見られない場合があります。

1

日
本

① ② ①9/25発 ②10/5発
9/25（土） 10/5（火） 午後

23：00
 シルバー・ミューズ乗船 
東京出港 XXe【船中泊】

午後
23：00

 シルバー・ミューズ乗船 
横浜出港 XXe【船中泊】

2 9/26（日） 10/6（水） 終日 クルージング qwe【船中泊】

3 9/27（月） 10/7（木） 07：00 神戸入港
自由行動
船は神戸に停泊します
 qwe【船中泊】

07：00 大阪入港
自由行動
船は大阪に停泊します
 qwe【船中泊】

4 9/28（火） 10/8（金）
23：00

 専用車ハイヤーにて自由行動
神戸出港 qwe【船中泊】 23：00

 専用車ハイヤーにて自由行動
大阪出港 qwe【船中泊】

5 9/29（水） 10/9（土） 終日 クルージング qwe【船中泊】

6 9/30（木） 10/10（日） 08：00
19：00

長崎入港　  専用車ハイヤーにて自由行動
長崎出港 qwe【船中泊】

7 韓
国

10/1（金） 10/11（月） 08：00
15：00

釜山入港　  専用車ハイヤーにて自由行動
釜山出港（②13：00出港） qwe【船中泊】

8

日
本

10/2（土） 10/12（火） 08：00
19：00

広島入港　  専用車ハイヤーにて自由行動
広島出港 qwe【船中泊】

9 10/3（日） 10/13（水） 終日 クルージング qwe【船中泊】

10 10/4（月） 10/14（木） 08：00

18：00

清水入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

清水出港
 qwe【船中泊】

08：00

18：00

名古屋入港　
 専用車ハイヤーにて自由行動

名古屋出港
 qwe【船中泊】

11 10/5（火） 10/15（金） 08：00 横浜入港 08：00

18：00

清水入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

清水出港 qwe【船中泊】下船後、解散 qXX

12 10/16（土） 08：00 東京入港

下船後、解散 qXX

1

日
本

③ ④ ③3/25発 ④4/22発 ゴールデンウィーク

3/25（金） 4/22（金） 午後
19：00

 シルバー・ミューズ乗船 
横浜出港 XXe【船中泊】

2 3/26（土）
J

4/23（土） 07：00
13：00

清水入港　  専用車ハイヤーにて自由行動
清水出港 qwe【船中泊】

3 3/27（日）
J

4/24（日） 08：00 神戸入港　自由行動
船は神戸に停泊します
 qwe【船中泊】

08：00 大阪入港　自由行動
船は大阪に停泊します
 qwe【船中泊】

4 3/28（月）
J

4/25（月）
23：59

 専用車ハイヤーにて自由行動
神戸出港 qwe【船中泊】 23：59

 専用車ハイヤーにて自由行動
大阪出港 qwe【船中泊】

5 3/29（火） 4/26（火） 終日 クルージング qwe【船中泊】

6 3/30（水）
J

4/27（水） 08：00
20：00

福岡（博多）入港　  専用車ハイヤーにて自由行動
福岡（博多）出港 qwe【船中泊】

7 韓
国

3/31（木）
J

4/28（木） 08：00
23：30

釜山入港　  専用車ハイヤーにて自由行動
釜山出港 qwe【船中泊】

8

日
本

4/1（金） 4/29（金・祝） 終日 クルージング qwe【船中泊】

9 4/2（土）
J

4/30（土） 08：00
19：00

金沢入港　  専用車ハイヤーにて自由行動
金沢出港 qwe【船中泊】

10 4/3（日） 5/1（日） 08：00
22：30

新潟入港　  専用車ハイヤーにて自由行動
新潟出港（④23：00出港） qwe【船中泊】

11 4/4（月） 5/2（月）
J

06：00
18：00

秋田入港（④08：00入港）　  専用車ハイヤーにて自由行動
秋田出港 qwe【船中泊】 

12 4/5（火） 5/3（火・祝）
J

06：00
17：00

函館入港  専用車ハイヤーにて自由行動
函館出港 qwe【船中泊】

08：00
23：00

青森入港  専用車ハイヤーにて自由行動
青森出港 qwe【船中泊】

13 4/6（水） 5/4（水・祝）
J

08：00
18：00

宮古入港  専用車ハイヤーにて自由行動
宮古出港 qwe【船中泊】

08：00
18：00

函館入港  専用車ハイヤーにて自由行動
函館出港 qwe【船中泊】

14 4/7（木） 5/5（木・祝） 終日 クルージング qwe【船中泊】

15 4/8（金） 5/6（金） 07：30 横浜入港 08：00 東京入港

下船後、解散 qXX 下船後、解散 qXX

J例年の桜開花時期（気候条件等により桜が見られない場合があります）。

2021年秋　シルバー・ミューズ

■旅行期間　  ①2021年   9月 25日（土）～ 10月   5日（火） 11日間 
②2021年 10月   5日（火）～ 10月 16日（土） 12日間

■乗船区間　①東京～横浜／②横浜～東京【船内①10泊／②11泊】

● 出発地：①東京港　②横浜港
●   食事条件：  ①朝10回、昼9回、夜10回　②朝11回、昼10回、夜11回

2022年春　シルバー・ミューズ

■旅行期間　  ③2022年 3月 25日（金）～ 4月 8日（金） 15日間 
④2022年 4月 22日（金）～ 5月 6日（金） 15日間

■乗船区間　③横浜～横浜／④横浜～東京【船内14泊】

● 出発地：横浜港　　● 食事条件：朝14回、昼13回、夜14回

寄港地の主な見どころ
清水 世界遺産  富士山本宮浅間大社／三保の松原／日本平など

大阪
神戸

（大阪）世界遺産  百舌鳥・古市古墳群／大阪城など
（神戸）六甲／有馬温泉など
（京都）世界遺産  清水寺／二条城／宇治 平等院／嵐山など
（奈良）世界遺産  東大寺／春日大社など

広島 世界遺産  宮島／原爆ドーム／平和祈念公園 など
長崎 出島／グラバー園／ハウステンボス／雲仙温泉など

釜山 龍頭山公園／海東竜宮寺／甘川文化村／ロッテ免税店／
韓国グルメ巡りなど

名古屋 名古屋城／熱田神宮／大須観音／トヨタ産業技術記念館など

寄港地の主な見どころ
清水J 世界遺産  富士山本宮浅間大社／三保の松原／日本平など

大阪
神戸
J

（大阪）世界遺産  百舌鳥・古市古墳群／大阪城など　
（神戸）六甲／有馬温泉など
（京都）世界遺産  清水寺／二条城／宇治 平等院／嵐山など
（奈良）世界遺産  東大寺／春日大社など

福岡J 太宰府天満宮／柳川下り／中洲／門司レトロ地区など
釜山J 龍頭山公園／海東竜宮寺／甘川文化村／ロッテ免税店／韓国グルメ巡りなど
金沢J 金沢城公園／兼六園／近江町市場／ひがし茶屋街など
新潟 彌彦神社／岩室温泉／新発田城／ 寺泊魚の市場通りなど

秋田J 角館武家屋敷／田沢湖／乳頭温泉／男鹿半島など
青森J 弘前城／八甲田山／奥入瀬渓流／十和田湖など
函館J 五稜郭／函館山／函館朝市／湯の川温泉など
宮古J 浄土ヶ浜／龍泉洞／釜石大観音／遠野ふるさと村など

－ ①9/25発
－ ②10/5発

－ ③3/25発
－ ④4/22発

厳島神社／広島（日本）

ひがし茶屋街／金沢（日本）

ゴールデンウィーク

6



■   出発日／旅行代金（大人お一人様：2名1室利用）

出発日・発着地

客室タイプ

コース番号 1VS1B 1VS1C 1VS2F 1VS3F 1VS4B 1VS5B 1VS6F

ホテルコード ①2021/9/25
東京発着

②2021/10/5
東京発着

③2022/3/25
横浜発着

④2022/4/22
横浜発東京着

⑤2022/9/27
東京発着

⑥2022/10/7
東京発着

⑦2022/10/21
大阪発着2名1室 1・3名1室

クラシック・ベランダ・スイート CS C3 1,100,000円 1,200,000円 1,600,000円 1,200,000円 1,300,000円 1,500,000円
スーペリア・ベランダ・スイート PS P3 1,150,000円 1,250,000円 1,700,000円 1,250,000円 1,350,000円 1,700,000円
デラックス・ベランダ・スイート DS D3 1,200,000円 1,300,000円 1,800,000円 1,300,000円 1,400,000円 1,800,000円
シルバー・スイート SS S3 1,600,000円 1,700,000円 2,300,000円 1,800,000円 1,850,000円 2,300,000円

旅行代金には次の料金が含まれます

● 船内でのお食事とお飲み物 
（  特定銘柄酒類、有料レストランを除く）
● お部屋に用意されたシャンパンやお飲み物
●バトラーサービス　●専用ハイヤー
●船内で催されるエンターテイメント

●船内チップ
●24時間対応のルームサービス
●政府関連諸税および港湾施設使用料、 
国際観光旅客税

●船内Wi-Fiインターネット接続

旅行代金のご案内 ※旅行代金は1室を2名で利用した場合のおひとり様あたりの金額です（大人・子供同額）。
※政府関連諸税および港湾施設使用料、国際観光旅客税、船内チップは旅行代金に含まれています。
※1名1室および3名1室利用はリクエスト手配になります。代金および空室状況はお問合せください。
※キャンセル料：90日前より発生（詳細は裏表紙の旅行条件をご確認ください）。
販売店の方へ コース番号

-
航空

-
ホテルコード

1 V S Z Z Z
コース番号の見方 LOOKSにて上記コース番号と航空、
ホテルコードを左記の順番で入力

2022年秋　シルバー・シャドー
■旅行期間  

⑤2022年 9月 27日（火）～ 10月 7日（金） 11日間
■乗船区間　東京～東京【船内10泊】

● 出発地：東京港
● 食事条件：朝10回、昼9回、夜10回

東京
大阪広島

秋田

金沢

函館

釜山

●

●

●

●
●

●

日本

韓国
★

1 9/27（火）

日
本

午後
23：00

 シルバー・シャドー乗船 
東京出港 XXe【船中泊】

2 9/28（水） 終日 クルージング qwe【船中泊】

3 9/29（木） 07：00

18：00

大阪入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

大阪出港 qwe【船中泊】

4 9/30（金） 08：00

16：00

広島入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

広島出港 qwe【船中泊】

5 10/1（土）
韓
国

10：00

19：00

釜山入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

釜山出港 qwe【船中泊】

6 10/2（日）

日
本

終日 クルージング qwe【船中泊】

7 10/3（月） 08：00

19：00

金沢入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

金沢出港 qwe【船中泊】

8 10/4（火） 13：00

19：00

秋田入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

秋田出港 qwe【船中泊】

9 10/5（水） 08：00

18：00

函館入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

函館出港 qwe【船中泊】

10 10/6（木） 終日 クルージング qwe【船中泊】

11 10/7（金） 07：00 東京入港

下船後、解散 qXX

2022年秋　シルバー・シャドー
■旅行期間  

⑥2022年 10月 7日（金）～ 10月 17日（月） 11日間
■乗船区間　東京～東京【船内10泊】

● 出発地：東京港
● 食事条件：朝10回、昼9回、夜10回

東京神戸広島

長崎

鹿児島

福岡

別府

麗水

●

●

●
●

●●

日本
韓国

★
●

1 10/7（金）

日
本

午後
23：00

 シルバー・シャドー乗船 
東京出港 XXe【船中泊】

2 10/8（土） 終日 クルージング qwe【船中泊】

3 10/9（日） 07：00

18：00

神戸入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

神戸出港 qwe【船中泊】

4 10/10（月・祝） 08：00

17：00

広島入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

広島出港 qwe【船中泊】

5 10/11（火） 08：00

18：00

福岡入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

福岡出港 qwe【船中泊】

6 10/12（水）
韓
国

08：00

18：00

麗
ヨ

水
ス

入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

麗水出港 qwe【船中泊】

7 10/13（木）

日
本

08：00

19：00

長崎入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

長崎出港 qwe【船中泊】

8 10/14（金） 08：00

16：30

鹿児島入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

鹿児島出港 qwe【船中泊】

9 10/15（土） 09：00

18：00

別府入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

別府出港 qwe【船中泊】

10 10/16（日） 終日 クルージング qwe【船中泊】

11 10/17（月） 07：00 東京入港

下船後、解散 qXX

2022年秋　シルバー・ミューズ
■旅行期間  

⑦2022年 10月 21日（金）～ 11月 4日（金） 15日間
■乗船区間　大阪～大阪【船内14泊】

● 出発地：大阪港
● 食事条件：朝14回、昼13回、夜14回

東京

大阪

鹿児島
長崎

秋田
青森

金沢 新潟

函館

釜山

●

●

●

●

●

●

●
●

●

日本

韓国

★

1 10/21（金）

日
本

午後
23：00

 シルバー・ミューズ乗船 
大阪出港 XXe【船中泊】

2 10/22（土） 終日 クルージング qwe【船中泊】

3 10/23（日） 08：00

18：00

鹿児島入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

鹿児島出港 qwe【船中泊】

4 10/24（月） 08：00

18：00

長崎入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

長崎出港 qwe【船中泊】

5 10/25（火）
韓
国

08：00

23：30

釜山入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

釜山出港 qwe【船中泊】

6 10/26（水）

日
本

終日 クルージング qwe【船中泊】

7 10/27（木） 08：00

19：00

金沢入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

金沢出港 qwe【船中泊】

8 10/28（金）
G

08：00

23：00

新潟入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

新潟出港 qwe【船中泊】

9 10/29（土）
G

08：00

18：00

秋田入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

秋田出港 qwe【船中泊】

10 10/30（日）
G

08：00

23：00

青森入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

青森出港 qwe【船中泊】

11 10/31（月）
G

08：00

18：00

函館入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

函館出港 qwe【船中泊】

12 11/1（火） 終日 クルージング qwe【船中泊】

13 11/2（水） 08：00

23：59

東京入港
 専用車ハイヤーにて自由行動

東京出港 qwe【船中泊】

14 11/3（木・祝） 終日 クルージング qwe【船中泊】

15 11/4（金） 07：00 大阪入港

下船後、解散 qXX

寄港地の主な見どころ〈3コース共通〉
大阪
神戸

（大阪）世界遺産  百舌鳥・古市古墳群／大阪城など
（神戸）六甲／有馬温泉など

広島 世界遺産  宮島／原爆ドーム／平和祈念公園 など
長崎 出島／グラバー園／ハウステンボス／雲仙温泉など

釜山 龍頭山公園／海東竜宮寺／甘川文化村／ 
ロッテ免税店／韓国グルメ巡りなど

金沢 金沢城公園／兼六園／近江町市場／ひがし茶屋街など
秋田G 角館武家屋敷／田沢湖／乳頭温泉／男鹿半島など
函館G 五稜郭／函館山／函館朝市／湯の川温泉など

福岡 太宰府天満宮／柳川下り／中洲／門司レトロ地区など

麗
ヨ

水
ス 梧桐島（オドンド）／麗水海上ケーブルカー／ 

向日庵（ヒャンイラム）／麗水世界博覧会場
鹿児島 桜島／仙厳園／知覧武家屋敷・特攻平和会館
別府 別府温泉地獄めぐり／国宝臼杵大仏／由布院温泉

新潟G 彌彦神社／岩室温泉／新発田城／
寺泊魚の市場通りなど

青森G 弘前城／八甲田山／奥入瀬渓流／十和田湖など

G例年の紅葉の見頃（気候条件等により紅葉が見られない場合があります）。

五稜郭／函館（日本） 角館／秋田（日本）仙巌園／鹿児島（日本）

※寄港地・観光先の写真はすべてイメージです。　7



旅行に行くときは旅行先情報をネットで登録!

 検 索 　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
たびレジで現地での連絡先などを登録しておくと

●旅行期間中、緊急事態発生など安全に関する情報をメールなどの方法により提供いたします。
●また、海外で大規模な事故や災害などが発生した場合、必要な支援がスムーズに受けられます。

●旅行企画・実施

運航会社：シルバーシー・クルーズ

●受託販売（お申し込み・お問い合わせ）

4495823

全コース共通のご案内とご注意　ご旅行をさらに快適に楽しんでいただくためにお申し込みいただく前に必ずお読みください。
■記載内容について
このパンフレットの記載内容は2022年10月出発まで有効です。なお、ス
ケジュールおよび料金、設定日、記載内容が変更となる場合がありますの
で、お申し込みの際は必ず販売店でご確認ください。
■スケジュールについて
スケジュール内容については、出発の2週間～7日前（遅くとも前日まで）
にお渡しする「最終旅行日程表」（旅のしおり）にてご確認ください。寄港
地・上陸地は天候などの理由により、変更または抜港となる場合があります。
航路や出入港時間は、2021年3月28日現在のものです。船舶航行規制、
港湾、出入国管理などの事情により変更になる場合がございます。
■レストラン・お食事

シルバー・ミューズ
レストラン名 ジャンル 朝・昼・夕 備考 追加料金

アトランティード シーフード&グリル xyz オープンシーティング 不要

インドシナ アジアン・フュージョン z オープンシーティング 不要

ラ・テラッツァ イタリアン xyz 夕食は要予約 不要

ザ・グリル ステーキ・グリル yz 夕食は要予約 不要

スパッカナポリ ピッツェリア yz オープンシーティング 不要

シルバー・ノート インターナショナル z 要予約 不要

カイセキ 日本料理
y オープンシーティング 不要

z 要予約 ＄60

ラ・ダム フレンチ z 要予約 ＄60

シルバー・シャドー
レストラン名 ジャンル 朝・昼・夕 備考 追加料金

ザ・レストラン インターナショナル xyz オープンシーティング 不要

ラ・テラッツァ イタリアン xyz 夕食は要予約 不要

ザ・グリル ステーキ・グリル yz 夕食は要予約 不要

ラ・ダム フレンチ z 要予約 ＄60

※レストランの営業時間、名称、内容等は変更となる場合があります。
■客室について
●客室番号、位置の指定はできません。船側の都合により、乗船券お渡し後
に客室番号が予告なく変更となる場合もございます。
●1名1室利用および3名1室利用可能な客室数には限りがあるためリクエス

ト手配となります。
【2名様で1部屋をご利用の場合】
原則としてツインベッドをご用意いたしますが、ダブルベッドとなる場合があ
ります。
【3名で1部屋をご利用の場合】
3名1室利用の場合、ベランダ・スイートは3人目の方はソファベッド利用のた
め手狭となります。
【お1人部屋（シングルルーム）をご希望のお客様へ】
1名1室利用の場合は2名利用の客室をお1人でお使いいただきます。1名利
用追加代金がかかります。
●ホテルグレードアッププラン
当パンフレットに記載のない客室タイプの手配をご希望の場合はお問合
せください。空室がある場合は、お見積りのうえホテルグレードアッププラ
ンにて対応可能です。

■船内のお支払い
●船内通貨はUSドルです。船内はクルーズカードによるキャッシュレス・シス
テムとなっています。
●乗船日にお客様のクレジットカード（VISA、マスター、アメリカン・エキスプ
レスが利用可能）を登録することにより、サインひとつでお買い物、各種
サービスを受けることができます。クレジットカードをお持ちでない方は
USドルのデポジットが必要となります。

■喫煙
ダイニングルーム、ショーラウンジ、客室内（バルコニー含む）などは全て禁
煙です。喫煙は指定された場所にてお願いします。
■添乗員
同行しませんが、JTB専属コンシェルジュがご案内いたします。
■海外危険情報
●渡航先（国内は地域）によっては、外務省の海外危険事情等、安全関係の
情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店にご確認く
ださい。
●現地の治安および病気など海外の安全に関する情報は、次のような方法
でもご確認いただけます。

外務省海外安全ホームページ：https://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省ホームページ：https://www.mofa.go.jp/mofaj/

■個人情報について
●当社は、旅行申込の際にお申込用紙にご記入いただいたお客様の個人情
報（氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど）を、お客様との間の連絡、

お申込いただいたご旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービス手
配のための手続きに必要な範囲で利用させていただきます。

マークの見方

全寄港地
ハイヤー付

全寄港地で、1室につき1台
専用ハイヤーが付いています。

限定
●名様

ご参加人数を限定した
コースです。

オール
インクルーシブ

通常別途代金がかかる寄港地観光や船内でのドリンクやチップ、 
諸税が旅行代金に含まれます。

宅 配
（往復）

ご出発時・帰国時のお荷物を
無料で宅配いたします。

（お1人様2個）
イヤホン

イヤホンから添乗員／ JTB 専属
コーディネーターによる情報を
お聞きになることができます。

フォーマル回数
●回

ドレスコード
「フォーマル」の回数。

JTB専属
コンシェルジュ

JTB 専属コンシェルジュが 
乗船します。

■日程表内のマーク例■日程表内のマーク例
…専用車での観光

X…食事なし　q…朝食あり　w…昼食あり　e…夕食あり

■時間帯の目安について■時間帯の目安について
朝 午前 午後 夕刻 夜

06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00
「時間帯の目安」は船舶の発着 
時刻をもとにした目安時間です。

より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難などに
備えて海外旅行傷害保険に必ずご加入されることをおすすめします

当社は、一般社団法人日本旅行業協会のボンド保証会員になっております。当
社との旅行契約を締結したお客様が、同協会から弁済を受けることになった場
合、まず法定の弁済業務保証金制度により弁済を受け、不足する場合はボンド
補償制度により一定の限度額（当社が預託している保証金等の額）に達するま
で弁済を受けることができます。

海外クルーズ保険のおすすめ
クルーズ旅行は、通常の旅行よりも取消料の発生日が早くなっているケースや
料率が高くなっているケースがあります。お客様やご同行者の病気や怪我など
でやむを得ずクルーズ旅行をお取消しになる場合に取消料をカバーする保険
がありますので、クルーズ旅行にお申し込みと一緒にこの保険をお申し込みい
ただきますようにお勧めいたします。詳しくは、販売員までお尋ねください。

旅行条件（要約）　お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認のうえお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は㈱JTB（東京都品川区東品川2-3-11 観光庁長官登録 旅行業第
64号。以下「当社」といいます。）が企画・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（以下「旅行契約」といいま
す。）を締結することになります。旅行条件は、下記によるほか、別途お渡し
する旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面
および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●お申し込み方法と契約成立の時期
当社または「受託販売欄」に記載された当社の受託営業所（以下「当社ら」と
いいます）にて必要事項をお申し出のうえ、下記に記載した申込金を添え
てお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、
その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結の
承諾をし申込金を受領したときに成立するものといたします。
●申込金

区　分 申込金（おひとり）
旅行代金が50万円以上 旅行代金の20％以上旅行代金まで

当社は、この商品で利用する船室の手配に際して、船室代金の全額を船会
社に支払います。このため、お申込金の金額が旅行代金の20％を超えて
います。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる
日より前に（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）お支払
ください。
●旅行代金
旅行代金は大人お1人様分を表示しています。幼児・子供代金は大人と同
額です。
●その他
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した船舶運賃、キャビン使用料、食事代（一部有料）、船内
でのエンターテインメント、アクティビティ（一部有料）、テンダーボート代な
ど。その他、旅行代金に含まれる旨の記載があるもの。これらの費用はお
客様の都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
●旅行代金に含まれないもの
旅行代金に含まれる旨の明記がない限り、寄港料、政府関連諸税、船内チッ

プ、自宅から発着港間の交通費、お荷物宅配料金、船内のアルコール類、
レギュラーメニュー以外のドリンク類、インターネット、クリーニング、電報
電話料、マッサージ、美容院等の個人的な費用、各寄港地での観光（オプショ
ナルツアー）や食事など。
※  燃油サーチャージは2021年3月28日現在無料ですが、今後の原油価格
の動向によりチャージされる場合があります。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2021年3月28日を基準としています。
●お申し込み条件
・ご旅行終了日から有効期間が6ヶ月以上残っている旅券（パスポート）をご
用意ください。

・旅券の取得、または取得済みの旅券が今回の旅行に有効かどうかのご確
認は、お客様ご自身でお願いいたします。

・当パンフレット内の渡航の案内は、日本国籍の方を対象とします。日本
国籍ではないお客様は、旅行お申込み販売店にお問い合わせください。

●特別な配慮を必要とするお客様のご参加について
健康を害している方、身体に障がいをお持ちの方、その他特別な配慮を必
要とされる方は、予約時にお申し出ください。場合により、船会社所定の
申請書類（健康診断書等）を提出いただく他、ご参加をお断りさせていただ
くか、同伴者の同行を条件とする事がございます。なお、お客様のお申し
出に基き、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様
負担となります。その際、お申し出の時期により通常の取消料がかかる場
合があります。
・妊婦
　クルーズ終了までに妊娠第24週目に入る妊婦の方は乗船いただけませ
ん。また24週目未満の方は船会社指定の英文診断書の提出が必要です。

・幼児・子供
　6カ月未満の乳児の乗船申し込みは受けられません。また乗船者が18歳
に満たない場合、21歳以上の乗客の同乗が必要です（親権者の方の同
意書提出が必要な場合があります）。

・車椅子の利用
　車椅子をご利用の方は、船会社への事前申請が必要です。ご自身の車
椅子のご持参と付き添いの方の同乗が必要です。

●お客様の交替・氏名変更（訂正）
パスポート記載のローマ字のスペルを確認の上お申込みください。予約完
了後の氏名の変更（訂正）はできません。ただし当社および船会社が承諾

した場合のみ、変更可能です（取消料発生後は、お一人様11,000円の変
更手数料を申し受けます）。
●お客様の解除権
※  お客様は、当パンフレットで定める取消料をお支払いいただくことにより、
いつでも旅行契約を解除することが出来ます。なお、表でいう「旅行
契約の解除期日」とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日・営業時間内
に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
※  旅行契約成立後に“出発日”または“客室タイプ”を変更される場合も取消
料の対象となります。

※  当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場
合も取消料をいただきます。

●取消料（お客様による旅行契約の解除）
シルバーシー・クルーズ（90日前）パターン

取消日 取消料

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

91日前まで 無料
90日前～46日前まで 旅行代金の50％
45日前～31日前まで 旅行代金の75％
30日前以降 旅行代金の100％

●旅行の実施条件について
弊社では、以下の条件が整いクルーズ旅行が再開できることを願い、
2021年度以降のコースをご案内させていただきます。以下の内、いずれ
か一つでも条件を満たすことが出来ない場合は、やむを得ず旅行を中止さ
せていただく場合がございます。予めご了承ください。
実施条件：
①外務省発出の感染症危険情報レベルが1以下であること
② 入国時日本および訪問国（経由地含む）の制限・隔離が解除されている
こと
③クルーズ船の運航が行われ、日本人の乗船が認められていること
④クルーズ船の適切な感染防止対策が確認できていること
⑤利用交通機関が運航していること
⑥寄港地でのホテル・レストラン・観光施設が営業していること

https://www.ｊｔｂ.co.jp/cruise/
JTBクルーズ

お申し込み・お問い合わせ

観光庁長官登録旅行業第64号　
日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11  〒140-8602

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者
です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、御遠慮なく記載の
総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

〒141-0021
東京都品川区上大崎2-24-9 アイケイビル3階

営業時間：10：00～18：00　
休業日：祝日・振替休日・年末年始

総合旅行業務取扱管理者  飯田 隆太

または 03（5719）1315
0120-950-788

JTBクルーズ 本店

JR山手線 目黒駅下車  西口  徒歩4分
東急目黒線 目黒駅下車  徒歩6分
地下鉄 東京メトロ南北線・都営三田線 目黒駅下車  徒歩6分

※ご来店につきましては、予約制となっております
ので予めご了承ください。

※土・日曜日は、お電話のみの受付となります。
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