
■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。

●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
ものとします。

●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、旅行代金に対し下記の料率で取消料（または違約料）を
申し受けます。

●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（２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。
●日本語版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ご案内
などの情報を記載した船内新聞が、前日の夜皆様
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日本語に翻訳
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

●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、空
港⇔自宅の往復荷物宅配サービス（片道につき1個）料など。

■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、船内チップ、オ

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
間は毎日発行の船内新聞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
今回の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。通常英語ガイ

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1月12日です。

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ガードがご利用
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

取消日 区分 取消料

旅行開始日の
前日から
起算して遡って

60日前～31日前まで 旅行代金の25％

30日前～16日前まで 旅行代金の37.5％

15日前～出発当日 旅行代金の50％

旅行開始後、又は無連絡不参加 旅行代金の100％

旅行条件（要約）

【船内生活のご案内】

クロワジー・ヨーロッパ社のご案内

ヴァンゴッホ

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リバー・クルーズ会社
のひとつです。ストラスブールに本社を置き、30 隻を保有するリバークルーズ会社の老舗です。

【シップデータ】
●就航　　：2009 年
　　　（改装 2018 年）
●乗客定員：176人
●乗組員数：57人
●全長　　：135ｍ
●全幅　　：11.40 ｍ

フレンチ・スタイルのエレガントなサービスを
誇り、船内はビール、ワイン、ソフトドリン
クなどがフリードリンク（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致します。

客室 サロン レストラン

両岸に広がる美しい絵画のような風景を眺め、珠玉の街をめぐります

2018年6月9日（土）～6月17日（日）
588,000円～628,000円旅 行 代 金

（2名1室利用お一人様）

ベストシーズンの南仏プロヴァンス、ローヌ･アルプ、ブルゴーニュ地方へ！！
古代より地中海とヨーロッパ北部を結ぶローヌ河とソーヌ河をクルーズ。

プロヴァンス地方、ブルゴーニュ地方、ローヌ･アルプ地方の美しい街を巡ります。

街の南の小高い岩山の上には、ノートルダム･ド･
ラ･ギャルド･バジリカ聖堂が建ち、フランス最古
の港があるマルセイユ。

マルセイユ／プロバンス地方
世界遺産リヨンは「美食の都市」の称号を持ち、パ
リに次ぐフランス第二の都市。旧市街には 14 世紀
に造られた天文時計で名高いサン･ジャン大司教教
会やローマ遺跡が残ります。

リヨン／ローヌ･アルプ地方
延 と々ぶどう畑が続く丘陵地帯にあり、コート･ドー
ル（黄金の丘）と呼ばれ赤ワインの名産地です。ボー
ヌで最も有名な15世紀に建てられた病院で世界遺
産に登録されている『オテル･デュー』を訪れます。

ボーヌ／ブルゴーニュ地方

ゴッホなど多くの芸術家たちに愛されたプロヴァンスから、ローヌ･アルプ地方やブルゴーニュ地方に広がるぶど
う畑を眺め、ローヌ河とソーヌ河をクルーズ。ローマ遺跡、ワインのふるさとなど憧れの南フランスを巡ります。
古代より地中海と北部ヨーロッパと南部を結ぶ大動脈として栄え、流域にはアルル、アヴィニョン、リヨンなど
の世界遺産の街が点在し、ローヌ河、ソーヌ河沿いの名所を巡ります。

2018年6月9日（土） 6月17日（日）2018年2018年2018年2018年6666月月月月9999日（土）日（土）日（土）日（土） 6666月月月月17171717日（日）日（日）日（日）日（日）
588,000円～628,000円588,000588,000588,000588,000円円円円～628,000～628,000～628,000～628,000円円円円588,000旅 行 代 金

（2名1室利用お一人様）

マルセイユ／プロバンス地方 リヨン／ローヌ･アルプ地方 ボーヌ／ブルゴーニュ地方

ヴァンゴッホで航く
初夏の南仏プロヴァンスと
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ヴァンゴッホヴァンゴッホヴァンゴッホヴァンゴッホヴァンゴッホヴァンゴッホ

全食事付 添乗員同行

船内フリードリンク

寄港地観光付

メインデッキ アッパーデッキ

※画像の船はヴァンゴッホとは違う船です。

※写真はすべてイメージです。



日付 都市名 現地時間 スケジュール

1 6/9 
（土）

羽田又は成田発
マルセイユ
（フランス）

午前
夜

空路、マルセイユへ(欧州内都市乗継）。
着後、専用車にてホテルへ。
 【マルセイユ泊】

2 6/10
（日）

マルセイユ

エクス・アン・プロヴァンス

マルティーグ

午前

午後

夕方

フランス最古の港町マルセイユ市内観光。（◎ノー
トルダム･ド･ラ･ギャルドバジリカ聖堂、○旧港）。
泉が多いプロヴァンスの首都エクス･アン･プロバ
ンス観光（◎セザンヌのアトリエ）。
ヴァン･ゴッホにご乗船。 【停泊･船中泊】

3 6/11
（月）

マルティーグ
ポール・サン・ルイ

カマルグ湿原

アルル

アヴィニョン

03:00
07:30

08:30

12:00

午後

17:30
21:30

マルティーグ出港。
ポール･サン･ルイ入港。朝食後、下船カマルグ
湿原観光へ。
船は乗客が下船後、アルルへ向けポール･サン･
ルイ出港。
ローヌ河のデルタ地帯に位置し、野生の馬やフラ
ミンゴが生息するカマルグ湿原観光。
アルル入港。ロマルク観光後、アルルにて乗船、
船内にて昼食。
ローマ時代の遺跡が多く残り、ゴッホゆかりの地、
アルル市内徒歩観光。 の●円形劇場とコ
ンスタンティン共同浴場。●ゴッホの「夜のカフェ
テラス」のモデルとなったカフェ･ヴァン･ゴッホ。
アルル出港。　　
アヴィニョン入港。 【停泊･船中泊】

4 6/12
（火）

アヴィニョン

ヴィヴィエ

午前

12:30
20:00

アヴィニョン市内観光。 のアヴィニョン歴
史地区。●時計台広場、●オペラ劇場、●法王
庁宮殿、●アヴィニョン橋。
アヴィニョン出港。
ヴィヴィエ入港。ロマネスク大聖堂を中心に栄え
たヴィヴィエ徒歩観光。 【船中泊】

5 6/13
（水）

ヴィヴィエ

アルデーシュ渓谷
ラ・ヴルト

ヴェルコール山地
タン・レルミタージュ

朝
08:15

12:30
午後
14:00

17:30

アルデーシュ渓谷観光で下船。
船は乗客が下船後、ラ・ヴルトへ向けヴィヴィエ出港。
切り立つ崖が連なる丘陵地帯アルデーシュ渓谷観光。
ラ･ヴルト入港。観光後、乗船。船内にて昼食。
昼ヴェルコール観光へ。
船は乗客が下船後、船はタンへ向けラ･ヴルト出港。
ヴェルコール山地とポン･アン･ロワイヤン観光。
タン・レルミタージュ入港。観光後乗船。
 【停泊･船中泊】

6 6/14
（木）

タン・レルミタージュ
ヴィエンヌ

リヨン

トレヴィー

00:00
05:00
午前

11:00
14:00

20:30
23:30

タン・レルミタージュ出港。
ヴィエンヌ入港。
ローマ遺跡が有名なヴィエンヌ徒歩市内観光。
●アウグストゥスとリウィア神殿、●ローマ劇場。
ヴィエンヌ出港。
リヨン入港。リヨン市内観光。●フルヴィエール･
バジリカ聖堂、●旧市街。
リヨン出港。
トレヴィー入港。 【停泊･船中泊】

7 6/15
（金）

トレヴィー
トゥルニュ

ボーヌ

シャロン・シュル・ソーヌ

07:00
13:30
14:00

17:30

トレヴィー出港
トゥルニュ入港。シャロン観光。
船は乗客が下船後、シャロンへ向けトゥルニュ出港。
延々とブトウ畑が続き、黄金の丘と言われ丘陵地
帯にあるボーヌ観光。 ◎オテル･デュー、
ワインテイスティング。
シャロン・シュル・ソーヌ入港。ボーヌ観光後、乗船。
 【停泊･船中泊】

8 6/16
（土）

シャロン・シュル・ソーヌ
ペルージュ
リヨン

09:00頃
午前
午後

下船。
中世の面影を残した小さな街ペルージュ観光。
リヨンより空路、帰国の途へ。（欧州内都市乗継）
 【機中泊】

9 6/17
（日）

羽田又は成田着 夕刻 空港着。通関後、解散。

●上記スケジュールは天候や河、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：15 名 ( 添乗員同行 )。
●利用予定航空会社：ルフトハンザ･ドイツ航空、エールフランス航空、全日空など（エコノミークラス）。
●観光について：◎入場、●下車、〇車窓
●利用予定ホテル：【マルセイユ】プルマン・マルセイユ・プロヴァンス・アエロポールホテル又は同等クラス
●国内線、ビジネスクラス追加料金：お問い合わせください。

※（　　　）は、船室･ホテルを一人独占利用の追加代金。
※旅行代金には空港施設使用料（羽田：2,570 円、成田：2,610 円）、燃油特別付加料（約22,600 円）、海外空港税（約10,600 円）が含まれておりません。残金請求の際、
ご一緒にお支払いいただきます。船内チップ（１日５ユーロ）は船内会計に自動的に加算されます。諸費用は料金改定、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が付いています。（片道あたりお一人様１個）

客室タイプ 広さ 旅行代金

メインデッキ
河側シャワー付き 約12㎡

588,000円（120,000 円）
アッパーデッキ 628,000円（160,000 円）

リバークルーズの老舗フランスのクロワジー社の
ヴァンゴッホにてローヌ河、ソーヌ河をクルーズ。
魅力的な寄港地と観光内容は地元フランスの会社
ならではです。船内は、ワイン、ビール、ソフトドリン
クがフリードリンク（指定銘柄に限ります）です。

街の中心に位置する教皇宮殿は、14世紀に教皇が居住した場所ヨー
ロッパ最大のゴシック宮殿です。すぐ傍にあるアヴィニョン橋は、童謡
で世界的に有名です。礼拝堂や教会など、独特の雰囲気がある街です。

かつてプロヴァンス伯爵領の首都として栄えたエクス･アン･プロヴァンスは、画家セザンヌの故郷。セザンヌが晩年の４年間を過ごしたアトリエを
訪れます。アルルではゴッホの「夜のカフェテラス」のモデルになったカフェ･ヴァン･ゴッホなどゴッホゆかりの地を訪れます。

ローマ時代には首府が置かれ、現在も劇場、円形闘技場などが点在
し、古代ローマの遺跡が残ります。ヴァン･ゴッホ晩年のゆかりの地と
して知られ、アルルで「夜のカフェテラス」など代表作を残しました。

ヴィヴィエ
ロマネスク大聖堂を中心に、街全体が昔
ながらの建物が並ぶ小さな美しい街です。

アルデーシュ渓谷
ローヌ河の支流のアルデーシュ河が長い
年月を経て造り出した渓谷美は、独特の雰
囲気があります。

ヴィエンヌ
ローマ時代には交通の要衝として栄え、
街には今でも当時の名残のローマ劇場な
どが残っています。

ポン･アン･ロワイヤン
ローヌ河の西に位置する谷深いヴェルコー
ル山地の中にある小さな街。川に張り付く
ように建てられた家々をご覧いただきます。

ローヌ河周辺は歴史的な街だけでなく、フラミンゴ
や野生の馬が生息する広大なカマルグ湿原、雄大
な風景が広がるアルデーシュ渓谷、谷深いヴェル
コール山地など、バラエティ豊かな大自然に出会え
ます。

ローヌ河はスイスにあるローヌ氷河を源流とし、リヨンで
ソーヌ川と合流。ローヌ･アルプとプロヴァンス地方を通り
カマルグ湿原を作り、地中海に注ぐフランス屈指の河川。そ
のローヌ河とソーヌ河沿いの魅力的な街をクルーズします。

クルーズ中の観光だけでなく、乗船前にはマルセイ
ユやエクス･アン･プロヴァンス、下船後には小さな
街のペルージュを専用車にて観光。滞在中のすべて
の観光と食事が含まれ、添乗員も同行する安心ク
ルーズです。

旅のポイント

中世に教皇庁が置かれたアヴィニョンローマ遺跡が残る 世界遺産アルル

あまり知られていない ローヌ河周辺の名所を訪れます

フランスの魅力的な田舎町を訪れます

ローマ遺跡が残る　世界遺産アルルゴッホとセザンヌゆかりのプロヴァンス地方を訪れます

■旅行代金（2名1室利用お１人様）

セザンヌのアトリエ カフェ・ヴァン・ゴッホ

ロ

ー

ヌ

河

ソ

ー

ヌ

河


