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2001年就航
最新技術を持って
よみがえった
アンティーク船

帆船 シークラウドⅡで航く
南仏とリビエラ海岸を巡る
地中海クルーズ

中部イタリアの美しい町を訪ねて
2019年4月30日（火）～5月12日（日） 13日間10

限定
名
様

美しい大学都市「モンペリエ｣、
芸術家たちに愛された村
｢サン･ポール･ド･ヴァンス｣など
南仏の美しい街を訪れます

世界遺産イタリア・リビエラ海岸
チンクエテッレを
お楽しみください

下船後は、ルネサンス都市フィレンツェ
世界一美しい広場のあるシエナ
聖フランチェスコ生誕の地アッシジへ

23枚の帆を手作業で広げる
総帆展帆は必見です。

10名様限定。
8名様催行で添乗員が全行程同行

世界が認めたラグジュアリー帆船、
憧れのシークラウドⅡで
7泊8日の地中海クルーズ

ゆたか倶楽部に帆船クルーズが8年振りに登場！
はん  せん



タラゴナ

バルセロナ

コリウール

セート
モンペリエ

アンティーブ

ポルトヴェーネレ
チンクエテッレ

リボルノ

フィレンツェ

シエナ

ローマ

サン･ボール･
ド･ヴァンス
サン･ボール･
ド･ヴァンス

スペイン

フランス

イタリア

アッシジ

【バルセロナ泊】

【船中泊】

羽田または成田発
バルセロナ 着

バルセロナ
（スペイン）

タラゴナ
（スペイン）

月日 都市名 現地時間 スケジュール日次
朝～午後

午前

昼頃

午前

午後

午後～深夜1 4/30（火）

2 5/1（水）

3 5/2（木）

4 5/3（金）

5 5/4（土）

6 5/5（日）

7 5/6（月）

12 5/11（土）

13 5/12（日）

8 5/7（火）

9 5/8（水）

10 5/9（木）

11 5/10（金）

23：00

08：00

14：00

空路、バルセロナへ。(途中乗り継ぎ)
着後、ホテルへ。

バルセロナ半日観光。世界遺産サグラダ・ファミリアなどに
ご案内します。
｢シークラウドⅡ」にご乗船。
出港。
タラゴナ入港。
自由行動または　　オプショナルツアーでお楽しみください。
タラゴナ出港。

■旅行日程

■旅行期間：2019年4月30日(火)～5月12日(日) 13日間

■キャビン大航海時代を思わせるアンティーク船

SEA CLOUD Ⅱ
シークラウド Ⅱ

■ご旅行代金(2名1室利用の大人お1人様 エコノミークラス利用)

船内チップ込 7都市観光付往復宅配サービス付

OP
【船中泊】

コリウール ★
（フランス）

終日航海日

13：30

23：00

コリウール入港。
自由行動または　　オプショナルツアーでお楽しみください。
コリウール出港。

OP
【船中泊】

セート
（フランス）

08：00

18：00

セート入港。
モンペリエ半日観光。重厚なモンペリエ大聖堂など、南仏の
美しい街をお楽しみください。
自由行動
セート出港。

午前
アンティーブ ★
（フランス）

08：00

13：30

アンティーブ入港。
サン･ポール･ド･ヴァンス半日観光。数々の芸術家から愛さ
れた美しい街にご案内します。
アンティーブ出港。

午後
ポルトヴェーネレ ★
（イタリア）

13：30

24：00

ポルトヴェーネレ入港。
世界遺産チンクエテッレ半日観光。カラフルな家々が崖に
くっつくような風景をご覧ください。
ポルトヴェーネレ出港。

地中海をクルージング

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

リボルノ
（イタリア）
フィレンツェ

08：00

夕刻

リボルノ入港。下船。
フィレンツェへ。
世界遺産フィレンツェ観光。ウフィッツィ美術館、ドゥオーモ
など。ミケランジェロ広場から街を一望してください。
ホテルへ。

フィレンツェ
シエナ
(イタリア)

朝

夕刻ローマ

ローマ

フィレンツェからシエナへ。
シエナ観光。世界一美しい広場と称されるカンポ広場、ドゥ
オーモなどにご案内します。昼食は、トスカーナ名物トリュフ
料理をお召し上がりください。
その後、ローマへ。

【フィレンツェ泊】

【ローマ泊】

ローマ
アッシジ
(イタリア)

朝

夕刻

ローマからアッシジへ。
聖フランチェスコ生誕の地アッシジ観光。サンフランチェス
コ大聖堂でジョットの名画をご鑑賞ください。
その後、ローマへ。 【ローマ泊】

ローマ　　発

羽田または成田着

朝～午後

朝～午後

空路。帰国の途へ。(途中乗り継ぎ)

到着。通関手続き後、解散。

【機中泊】

シ
ー
ク
ラ
ウ
ド
Ⅱ
乗
船

専
用
車
に
て
中
部
イ
タ
リ
ア
の
旅

●スケジュールは気象･現地事情などにより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（10名様限定・添乗員が同行します。）　●利用予定航空会社：アリタリア･イタリア航空、ルフトハンザドイツ航空、
エールフランス航空、ブリティッシュエアウェイズ、フィンランド航空、スイス航空、KLMオランダ航空、日本航空、全日空（エコノミークラス）など
●利用予定ホテル：（バルセロナ）／クラリス、エルパレス（フィレンツェ）／ウェスティン・エクセルシオール、ベルニーニ・ブリストル
（ローマ）／パラッツォ・ナイアディ、バリオーニ・レジーナ他同等クラス　●★印はテンダーボート（小型船）にて上陸します。天候によ
りボートが欠航し上陸できない場合があります。　●　　オプショナルツアーとは任意でご参加いただく別料金の船会社提供のオプ
ショナルツアーです（英語ガイド・混乗車）。詳細は改めてお送りします

OP

ジュニアスイート
カテゴリーB(広さ26㎡)

デラックス海側
カテゴリーE(広さ19㎡) 1,330,000円（458,000円）

1,580,000円（1,000,000円）
●(　 　)は、船室及びホテルをお1人様利用の追加料金です。ただし、キャビンに余裕がある場合に限ります。
※国内空港使用料(成田2,610円・羽田2,570円)、海外空港税(約12,500円)、燃油特別付加料(約34,400円)は、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。なお、金額は、為替･料金改定によって変動します。船内チップ、ポートチャージは旅行
代金に含まれております。ビジネスクラス利用追加代金はお問い合わせください。

“時には大海原を風の力だけで進む”まさに船旅の醍醐味をご堪能ください

目覚めるとそこは次の寄港地、表情豊かな地中海の町 を々巡る

2001年に就航したシークラウドⅡ。その中にも古き
良き伝統は受け継がれています。1930年代の帆
船を思わせるインテリア、温かな木製の壁、白く塗
られた天井など趣深い造りの中にも高級感に溢
れています。

デラックス海側(カテゴリーE)

帆船の雰囲気漂う丸窓や
モダンな室内インテリアや
リビングで快適にお過ごし
いただくことができます。
シャワーと大理石の洗面
台が完備されています。

イメージ

19㎡/シャワー付　バスローブ･ヘアドライヤー･ミニバー･エアコン

SHIP DATA
■全長:117ⅿ　■全幅:16ｍ　■総トン数:3,849トン
■乗客定数:94人　■乗組員:約65人　■客室数:47室　■船籍:マルタ　
■就航年:2001年

スペイン屈指の観光都市

バルセロナ（スペイン）

スペイン北東部のカタルーニャ州の州
都バルセロナ。世界遺産サグラダ･ファミ
リアをはじめアントニオ･ガウディの建築
物が点在しています。

ローマ時代から続く地中海都市

タラゴナ（スペイン）

紀元前3世紀にローマ人によって築かれたタラ
ゴナは、当時100万の人口をもつイベリア半島
最大の都市でした。タラゴナから約4km、ローマ
時代に建設されたラス･ファレラス水道橋は全長
217m、高さ26mでスペインではセゴビアに次
ぐ規模です。 フランス南部の大学都市

モンペリエ(フランス)
フランスで8番目の
都市、観光地である
と同時に大学都市と
しても知られるモン
ペリエ。クリーム色の
壁が眩しい旧市街
が、南仏らしい軽やか
さを感じさせます。

芸術家から愛された中世の村

サン･ポール･ド･ヴァンス(フランス)
多くの芸術家を魅了
し、コート･ダジュール
に数多くある中世の
村のなかでも特に美
しい村です。山の上に
あり、南仏独特の「鷹
の巣村」という形を成
しています。

聖フランチェスコ誕生の地

アッシジ（イタリア）

サン・フランチェスコ聖堂のジョットの名画をお楽しみください。

カラフルな家々が美しい世界遺産

チンクエテッレ(イタリア)

地中海のリゾートとして有名なイタリア北西部のリビエラ海岸。
ここに位置するチンクエテッレは、イタリア語で「5つの村」を意
味します。その名のとおり20km程のあいだに5つの村が点在
し、カラフルに彩られた建物が、美しい風景を生み出します。

シークラウドⅡにご乗船いただいたお客様の声
帆走は期待に違わず、面白く、クルー全体の動きに好印象を
受け船長も親切に教えてくれました。ブリッジは何時行って
も気持ちよく対応してくれて嬉しかったです。ダンスも
ミュージックもショーもギャンブルもない点で評価は分かれ
るでしょうが、ある意味で本当の船旅を楽しむことができる
船であったと思います。

（S.K様　神奈川県 男性）

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。

（C.O様 東京都 女性）

※写真はすべてイメージです

※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ます。

ジュニアスイート（カテゴリーB）

ヨーロッパ調の豪奢な雰囲
気あふれる室内は、大きな
角窓とリビング、ウォークイ
ンクローゼットも完備してい
ます。大理石のバスルーム
は、バスタブと大理石の洗
面台も用意されています。

26㎡／バスタブ付　バスローブ･ヘアドライヤー･ミニバー･エアコン

イメージ

観光付

観光付

観光付

観光付

観光付

観光付

観光付

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産



旅行条件（要約）
 

 

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

■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。
●残金は、旅行開始日の前日から起算して遡り、150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、ポート
チャージ、船内チップ、ご自宅～羽田または成田空港間の往復荷物宅配
サービス、国際観光旅客税など。
■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、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。
■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2018年9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

149日前～50日前まで

49日前～22日前まで

21日前～15日前まで

14日前～前日まで

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％

旅行代金の17.5％

旅行代金の27.5％

旅行代金の40％

旅行代金の45％

旅行代金の100％

メインマストの高さ57m
帆の総面積約3000㎡

帆の数23枚　動力は風とエンジン

洗練されたシェフによるお食事は、ゆっ
たり1回制。ランチとディナーでは、ワイ
ン、ビールが無料です。ソフトドリンク
は、いつでも無料でお楽しみいただけ
ます。リドデッキでは、アウトドア･バー
の「ブルーラグーン(有料)」も好評です。

船体は、温もり感あふれる木製の壁
と金色に輝く真ちゅうのアクセント、
白く美しいボディは、海の貴婦人を
思わせます。

帆船の全ての帆を広げる総帆展帆。
シークラウドⅡがまさに「海の貴婦人」の姿
を披露する風景をご覧ください。

中世の影を映す花の都。ルネサンス期、この都市が始ま
りで文化の復興が始まり、経済活動、芸術活動に大きな
影響を与えました。今でもルネサンスの華やかな雰囲気
を残しています。

リボルノで「シークラ
ウドⅡ」を下船後、中
部イタリアの町々に
ご案内します。
ルネサンス発祥の地
「花の都」フィレン
ツェ、世界一美しいと
称される広場のある
シエナ、聖フランチェ
スコ生誕の地アッシ
ジなどハイライトをお
楽しみください。

中世にはフィレン
ツェと肩を並べるほ
ど繁栄したシエナは、
都市計画も積極的に
行われ当時の面影が
色濃く残ります。世界
一美しいといわれる
カンポ広場はそれ自
体が芸術作品ともい
われる程で、周囲の
自然とも美しい調和
をみせています。

フランチェスコ会を創
設した聖フランチェスコ
の出身地として知られ
ており、キリスト教の巡
礼地として多くの人々
が訪れる世界遺産の町
です。町全体が教会のよ
うな、巡礼地として相応
しい、厳かな雰囲気を醸
し出しています。

5/8（水）～
5/10（金）

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

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

地中海の珠玉の町々を巡
り　イ

タリア
･トス
カー
ナと
聖地

アッ
シ
ジ
へ

専用車で巡る中部イタリアの旅 シークラウドⅡの魅力

アッシジ

シエナ

フィレンツェ
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