
MSCファンタジア(137,936ﾄﾝ)で航く

（2名1室利用お1人様）（2名1室利用お1人様） （内側ファンタスティカ）（内側ファンタスティカ） （スイートアウレア）（スイートアウレア）

旅  行  代  金 ：798,000円～1,180,000円

添乗員同行 イグアスの滝
観光付

2019年10月31日（木）～11月23日（土） 24日間 イグアス公園内
ホテルに2連泊

イタリア・ジェノバから出航、マルセイユやバルセロナなど
地中海の人気都市に寄港。
さらに大西洋の真珠マデイラ島と大自然が残るカナリア
諸島のテネリフェ島を訪れます。その後、大西洋を横断
し南米大陸へ。
ブラジルのリオ･デ･ジャネイロで下船、世界三大瀑布の
イグアスの滝をお楽しみください。

イタリア

フランス
スペイン

ミラノ

ジェノバマルセイユ

バルセロナ

マラガ

サルバドール

イリェウス

イーリャ・グランデ

リオ・デ・ジャネイロ
イグアス

ブラジル

大西洋の真珠
マデイラ島

ブラジル第二の都市
リオ・デ・ジャネイロ

大自然が広がる
カナリア諸島・テネリフェ島

フンシャル/
マデイラ島

サンタクルス
テネリフェ島

圧倒的なスケールと大自然の迫力に
息をのむイグアスの滝を2日間ご堪能ください。

世界三大瀑布のひとつ
イグアスの滝

コロンブスの生誕地ジェノバからマゼランの大航海航路まで
大西洋横断の魅力がぎっしり詰まったクルーズです。

世界
遺産
界界

遺遺

世界
遺産
界界

遺遺

世界
遺産
界界

遺遺

カナリア諸島、
マデイラ島にも
寄港します！



※写真は全てイメージです。　※写真はオプショナルツアーで訪れる場所も含まれます。

地中海に面した場所に位置するフランス最大の港湾都
市。天然の良港として貿易で発展し、現在でも商都とし
て活気が溢れる街です。

イグアス川下流にある世界最大の滝。「イグア
ス」とは、先住民グアラニ族の言葉で、「大いな
る水」という意味です。周辺に点在する大小
275の滝の総称で、二段構造の滝が多いのが
特徴です

サルバドールはブラジル
最初の都市として、また、
アフリカにルーツを持つ
住民がブラジル一多い
街として独特な味わいと
魅力のある都市です。

リオ・デ・ジャネイロは
美しいビーチリゾー
ト、カーニバルで有名
ですが自然と文化が
融合した美しい景観
は数々の世界遺産に
も登録されています。

大西洋の真珠と言われるマデイラ諸島の中心地フン
シャル。マデイラ島はモロッコの沖合に浮かぶポルトガ
ル領の島で、豊かな自然が美しい風景を作り出してい
ます。

●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20回、昼食20回、夕食21回（機内食を除く）
●最少催行人員：10名様（添乗員同行）
●利用予定航空会社：【国際線】エミレーツ航空（エコノミークラス）など、【ブラジル国内線】ゴル航空（エコノミークラス）
※ビジネスクラス、国内線利用の追加代金はお問い合わせください。
●利用予定ホテル：【ミラノ】プリンチペ・デ・サボイエ、他同等クラス、【イグアス】ベルモンドホテル・ダス・カタラタス確定
●イグアスのベルモンドホテル・ダス・カタラタスは、シャワーのみの客室となります。
●　　 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。

※(　　)は、船室・ホテルをお一人様で利用する場合の追加料金です。
※旅行代金には成田空港施設使用料(成田2,610円）、海外空港税（約8,500円）、燃油特別付加料
（約25,000円）、国際観光旅客税（1,000円）、ポートチャージ（約43,000円）、船内チップ（大人1泊
10ユーロ）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。船内チップは、船内
会計にチャージされます。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～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。（お一人様片道１個）
※ブラジル査証（別料金）が必要です。取得の詳細は別途お送りします。

OP

■旅行代金〈2名1室利用大人お一人様〉
客室タイプ

I2：内側ファンタスティカ
シャワー付

798,000円
（218,000円）

868,000円
（288,000円）

1,180,000円
（558,000円）

B2：バルコニーファンタスティカ
シャワー・バルコニー付

S3：スイートアウレア
バスタブ･バルコニー付

旅行代金広さ

【機中泊】

【ミラノ泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

成田空港

ミラノ
（イタリア）
ミラノ
ジェノバ
(イタリア)

月日 都市名 現地時間 スケジュール日次
夜
深夜
午後

午前

昼頃
17:00

08:00

18:00
終日

09：00
終日

16：00

09:00

18：00

13:00

21:00

08：00
午前

午後
17：00

1 10/31
（木）

3 11/2
（土）

成田にご集合。
空路、ミラノへ。（途中乗り継ぎ）
ミラノ到着。
ホテルへ。
ジェノバへ。ジェノバ観光。コロンブスの家に
ご案内。
｢MSCファンタジア」 にご乗船。
ジェノバ出港。

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

マルセイユ
（フランス）

08:00

17:00
4 11/3
（日）

5 11/4
（月）

6 11/5
（火）

8 11/7
（木）

7 11/6
（水）

マルセイユ入港。
自由行動または　  マルセイユ観光などの
オプショナルツアーでお楽しみください。
マルセイユ出港。

バルセロナ

終日航海

マラガ
（スペイン）

バルセロナ入港。
自由行動または　  バルセロナ観光などの
オプショナルツアーでお楽しみください。
バルセロナ出港。
クルージング。

終日

終日

【船中泊】終日航海

終日航海

クルージング。

終日 【船中泊】終日航海 クルージング。

終日 イグアスの滝（アルゼンチン側）観光。
世界三大瀑布のひとつイグアスの滝をお楽
しみください。夕食は地元レストランでブッ
フェのシュラスコ料理と民族ショーをお楽し
みください。

フンシャル入港。　
マデイラ島半日観光。マグラニーレス市場、
フンシャル大聖堂など。大西洋の真珠と呼ば
れる美しい島をお楽しみください。
自由行動。
フンシャル出港。

サンタクルス入港。
世界遺産テイデ国立公園終日観光。火山が
作り出した独特な地形をご覧ください。
サンタクルス出港。
終日クルージング。　　　　　　
大西洋を横断します。

サルバドール入港。
自由行動または　  サルバドール観光など
のオプショナルツアーでお楽しみください。
サルバドール出港

【船中泊】

【機中泊】

【イグアス泊】

【イグアス泊】

■旅行日程 2019年10月31日（木）～11月23日（土） 24日間

フンシャル/
マデイラ島
（ポルトガル）9 11/8

（金）

10 11/9
（土）

16 11/15（金）

〜
15

11 11/10（日）

11/14（木）
〜

18 11/17（日）

19 11/18（月）

20 11/19（火）

21 11/20（水）

22 11/21（木）

23 11/22（金）

サンタクルス/
テネリフェ島
(カナリア諸島)

 08：00

18：00

イリェウス入港。　
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。
イリェウス出港。

イーリャ・グランデ入港。
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。
イーリャ・グランデ出港。
リオ入港。下船。
リオ観光。ポンデアスーカル、イパネマ海岸
など。
ブラジル国内線で空路、イグアスへ。
到着。ホテルへ。

ブラジル国内線で空路、リオへ。
リオ観光。コルコバードの丘など。
地元ホテルにて夕食とご休憩後、空港へ。
空路、帰国の途へ。（途中乗り継ぎ）

17 11/16（土）

24 11/23（土）

イリェウス
(ブラジル)

サルバドール
(ブラジル)

09:00

19：00
08：00
午前

午後
夕刻

午前
午後

深夜

夕刻

イーリャ・グランデ
（ブラジル）

リオ・デ・ジャネイロ
（ブラジル）

イグアス
イグアス
（ブラジル）

イグアス
リオ・デ・ジャネイロ

リオ

成田空港 到着。通関手続き後、解散。

マラガ入港。　　　
自由行動または　  マラガ観光などのオプ
ショナルツアーでお楽しみください。
マラガ出港。

OP

OP

OP

OP

OP

OP

イグアス
11/19・20 宿泊予定ホテル

ブラジル側のイグアス公園内
にある唯一のリゾートホテルで
す。淡いピンクで統一された外
観で、客室や廊下はスペース
が広く、開放感があります。イグ
アスの滝観光には最適なホテ
ルです。（客室は、シャワーの
みのお部屋となります。）

ベルモンドホテル・
ダス・カタラタス

イタリアのジェノバから出航、フランスのマルセイユ、
スペインのバルセロナ・マラガに寄港します。
そして大西洋を横断する壮大な船旅です。

旅のポイント
1 地中海から大西洋を横断

「大西洋の真珠」マデイラ島と「大西洋の楽園」カナリ
ア諸島のテネリフェ島を訪れます。美しい街並みや大
自然をお楽しみください。

2 大西洋の美しい島に寄港

世界三大瀑布のイグアスの滝を観光します。ご宿泊
は滝に隣接するホテルに２連泊します。

3 イグアスの滝にご案内

5か所で観光付き、添乗員同行、往復宅配サービスの
ついた安心のクルーズです。

4 安心のクルーズ

平均気温（11月） 東京 ジェノバ マデイラ島 リオ イグアス

最 高
最 低

31℃
19℃

30℃
22℃

15℃
12℃

19℃
15℃

18℃
10℃

約16㎡

約20㎡

約33㎡

観光付

観光付

観光付

観光付

観光付

観光付

2 11/1
（金）

以前から地中海と南米をつなぐ船旅を探しており、すぐに申込みした。
参加者は10名と少人数でとても雰囲気がアットホームだった。
地中海沿岸の港町を楽しみ大西洋を横断、南米のブラジルに到着。地中
海とは全く違う雰囲気がとても印象的でした。
これはクルーズならではの醍醐味で一生忘れられない思い出となった。

（愛知県 男性 K.A様）

大西洋横断クルーズに
ご参加いただいたお客様の声

イタリア

フランス

スペイン

ミラノ

ジェノバマルセイユ

バルセロナ

マラガ

フンシャル/
マデイラ島

サンタクルス
テネリフェ島

サルバドール

イリェウス

イーリャ・グランデ

リオ・デ・ジャネイロ

イグアス

ブラジル

地中海から大西洋を横断して大航海時代の航路
南米大陸、世界三大瀑布イグアスの滝へ

マデイラ島（ポルトガル）

Marseille

Madeira

Tenerife

Salvador

イグアスの滝（ブラジル）

サルバドール（ブラジル）

テネリフェ島（スペイン）

リオ・デ・ジャネイロ（ブラジル）

Barcelonaバルセロナ（スペイン）
イベリア半島北東部の
スペインを代表する港
湾都市。独特な文化を
誇るカタルーニャ州の
州都でもあります。建
築家アントニオ・ガウ
ディの作品が街中に点
在して世界遺産も多く
あります。

マルセイユ（フランス）

Iguazu

Rio de Janeiro

アフリカ大陸北西
の大西洋上のある
スペイン領の島嶼
群「カナリア諸島」。
その中で最も大き
な島「テネリフェ
島」は「大西洋のハ
ワイ」と呼ばれるほ
ど、ヨーロッパの人
たちにとってリゾー
ト地です。



MSCファンタジア

船内での過ごし方はさまざま、大海原を眺めながらのランニング、プールサイドでの読書、
本格的なスパでのマッサージ、慌ただしい日常から離れ、満たされた静寂のなかに身を委
ねてみてはいかがでしょうか。

シアターでは世界一流のエンターテイメントを日替わりで毎晩のように上演しています。
変化に富み、華やかな世界へお連れします。ほかにも外国船ならではのカジノもお楽し
みください。

デッキ&プール レセプション

スパメインダイニングシアター カジノ

充実の船内施設充実の船内施設

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

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

■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、90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、観光代、食事代、成田空港
～ご自宅間の往復荷物宅配サービス料（片道お1人様1個）など。
■旅行代金に含まれないもの
●成田空港使用料、海外空港諸税、燃油特別付加料、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）、国際観光旅客税など。
■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。

●15日前以降取消の場合、上記の他にポートチャージも徴収されます。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。
●キャンセルにより、1室の利用人数が減った場合は、規定の取消料以外に
発生するお部屋の追加料金がかかります。「クルーズ旅行取消費用特約」
は利用人数の変更による追加料金は補償されません。
■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
●10名様
■この旅行条件の基準日は2018年12月5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

89日前～76日前まで

75日前～61日前まで

60日前～46日前まで

45日前～16日前まで

15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5％

旅行代金の12.5％

旅行代金の25％

旅行代金の37.5％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

YUTAKACLUB CRUISES

ファンタスティカ客室のご案内
デリバリー料金が無料の24時間
対応ルームサービス（料理は別途
有料）をご利用いただけます。また、
キャビンでお召し上がりいただける
朝食（デリバリー料金・朝食料金
が無料）もお楽しみいただけます。

アウレア
優先チェックインでご乗船いただけ
ます。ドリンク飲み放題（一定金額
のもののみ）やスパメニューの中か
らお好きなマッサージ１種類の料金
も含まれます。

※客室のデザイン・レイアウトなどは若干異なる場合があります。　※写真はダブルベッドですがツインに変更できます。

内側ファンタスティカ
広さ：約16㎡ ツインベッド、シャワールーム

バルコニーファンタスティカ
広さ：約20㎡ ツインベッド、シャワールーム、バルコニー

スイートアウレア
広さ：約33㎡ ツインベッド、バスタブ、バルコニー
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