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プレミアム船で巡る島めぐりの旅
何度訪れても息をのむ絶景の数々

クルーズ専門店が厳選した
魅力たっぷりの船旅です。

プレミアム船 セレブリティ・リフレクション（126,000トン）で航く

ミコノス島／カトミリの風車

セレブリティ・リフレクション

サントリーニ島／イアの街並み

マルタ共和国／バレッタ

ベストシーズン！ きらめく
地中海・エーゲ海グランドクルーズ

バルセロナ～マヨルカ島～シチリア島～ミコノス島～アテネ
サントリーニ島～ロードス島～マルタ島

地中海・エーゲ海に浮かぶ魅惑の6島めぐり

（2名1室利用お1人様）（2名1室利用お1人様） （スタンダード内側利用）（スタンダード内側利用） （スカイスイート利用）（スカイスイート利用）

旅  行  代  金 ：598,000円～1,180,000円

添乗員同行
10名様催行
最大18名様の
ゆとりの旅！

2019年9月29日（日）～10月13日（日） 15日間

6ヵ所観光付 10名様催行

美と健康を
テーマに生まれた
セレブリティ・クルーズ
「ソルスティス・クラス」

美と健康を
テーマに生まれた
セレブリティ・クルーズ
「ソルスティス・クラス」



■スケジュール

■ご旅行代金（2名一室使用のお一人様）

羽田又は成田

バルセロナ
バルセロナ

パルマ・デ・マヨルカ
（マヨルカ島）

メッシーナ
（シチリア島）

ピレウス
（アテネ）

サントリーニ島★

ロードス島

ミコノス島★

【バルセロナ泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

午前～午後

午後～夜
午前

昼頃
17：00
07：00

午前
午後
17：00

09：00

午前
午後
20：00

1 9/29
（日）

2 9/30
（月）

3 10/1
（火）

5 10/3
（木）

7 10/5
（土）

8 10/6
（日）

9 10/7
（月）

10 10/8
（火）

14 10/12（土）

15 10/13（日）

空路、バルセロナへ
（途中、乗り継ぎ）
到着。専用車でホテルへ。
バルセロナ市内観光（サグラダファミリア）
観光後、港へ。
セレブリティ・リフレクションにご乗船。昼食は船内にて。
出港。
パルマ・デ・マヨルカ入港。
地中海の楽園と呼ばれるマヨルカ島。
ショパンとジョルジュ・サンドの逃避行の地バルデモサ半日観光。
自由行動。
パルマ・デ・マヨルカ出港。

07：00

18：00
06：00

18：00

メッシーナ入港。
地中海最大の島シチリア島。島の東岸メッシーナ海峡沿いに
位置するメッシーナ。
風光明媚な保養地タオルミーナ半日観光。ギリシャ劇場など。
自由行動。
メッシーナ出港。

観光付

観光付

観光付

観光付

観光付

観光付

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【機中泊】

ス
ペ
イ
ン

アテネの外港ピレウスに入港。
　  「アクロポリス観光」などをお楽しみください。
アテネ出港。
OP

07：00

18：00

サントリーニ島入港。
　  「サントリーニ島観光」などをお楽しみください。
サントリーニ島出港。
OP

07：00
午前
午後
17：00

ロードス島入港。
世界遺産ロードス島半日観光。騎士団長の館などにご案内します。
自由行動。
ロードス島出港。

ミコノス島入港。
添乗員がミコノスタウンの散策にご案内いたします。
ミコノス島出港。

バルセロナ

羽田又は成田

バレッタ
（マルタ島）

12 10/10（木）

08：00
午前

午後
16：00

06：00
午前～夜

朝～夕刻

マルタ島バレッタ入港。
城壁都市 世界遺産バレッタ半日観光。
聖ヨハネ大聖堂、アッパーバラッカガーデンなど。
自由行動。
バレッタ出港。

入港。下船後、空港へ。
空路、帰国の途へ。
（途中、乗り継ぎ）
通関手続き後、解散。

月日 都市名 現地時間 スケジュール日次

終日航海4 10/2
（水）

終日クルージングをお楽しみください。

終日航海6 10/4
（金）

終日クルージングをお楽しみください。

終日航海11 10/9
（水）

終日クルージングをお楽しみください。

終日航海13 10/11
（金）

終日クルージングをお楽しみください。

※上記スケジュールは天候、気象・海象状況により、変更または抜港となる場合があります。予めご了承ください。　●食事条
件：朝食13回、昼食12回、夕食12回（機内食を除く）　●最少催行人員：10名様（添乗員が同行いたします。）　●利用予定
航空会社：エール・フランス、KLMオランダ航空、ルフトハンザドイツ航空、アリタリア・イタリア航空、フィンランド航空、ブリ
ティッシュ・エアウェイズ、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）ヒルトン・バルセロ
ナ、カタロニア・バルセロナ・プラザ、トリップ・アポロ、アバ・サンツ、ヒルトン・ディアゴナル・マル、ヘスペリア・サン・ジャスト、
フロントエアー・コングレス他同等クラス　●　   は船会社主催の寄港地観光（別料金）です。英語ガイド、バスは他の外国人
客と混乗となります。上記の料金、タイトル、時間等は変更になる場合があります。
●★はテンダーボートまたは小型船を利用して上陸する寄港地です。気象、海象状況によりボートが欠航し上陸できない場合
があります。予めご了承ください。

●旅行代金の（　）は、船室・ホテルをお一人利用の追加料金。　●往復のスーツケース宅配サービス（お1人様1個）がつ
いています。　●旅行代金には寄港料/雑費約36,000円、政府関連諸税および港湾施設使用料約12,000円、国内空港
使用料（羽田：2,570円、成田：2,610円）、海外空港諸税約11,500円、燃油特別付加料約28,500円、国際観光旅客税
1,000円、船内チップ（1泊14.5ドル、スカイスイートは1泊$18）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。諸費用は料金改訂および為替レートによって変動します。

客室タイプ 広さ 旅行料金

598,000円
（248,000円）

698,000円
（338,000円）

738,000円
（368,000円）

1,180,000円
（728,000円）

11 スタンダード内側／シャワー付 約17.0㎡

約16.4㎡

約18.0㎡
＋

約5.0㎡

約27.8㎡
＋

約7.3㎡

スタンダード海側／シャワー付

デラックス海側／
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

8

2B

S2

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

旅のPoint
地中海・エーゲ海の島 を々巡る1
地中海最大の島シチリア島、作曲家ショパンの
ゆかりの地マヨルカ島、聖ヨハネ騎士団の島マ
ルタなど地中海に浮かぶ美しい3島とエーゲ海
人気の3島を含む合計6島を巡ります。

プレミアム船でのクルーズ2
セレブリティクルーズ社が誇る12万トンクラス
「ソルスティスクラス」の第5船「リフレクション」
で巡ります。洋上最大規模のスパ施設や天然芝
のオープンガーデンなど極上の癒しとクルーズ
専門誌でベストダイニング賞を受賞する美食を
お楽しみください。

6つの寄港地で観光付き3
地中海のマヨルカ島やマルタ島、エーゲ海の
ロードス島を含む6つの寄港地で観光が組み込
まれていますのでじっくり観光をお楽しみいた
だけます。(ミコノス島は添乗員が散策にご案内
します)

最少催行人員10名様、
最大18名様のゆとり旅

4
10名様催行で添乗員が全行程同行いたしま
す。募集人数を最大でも18名様に抑えたゆった
り優雅なクルーズをお約束いたします。

地中海、エーゲ海沿岸のほとんどの国は訪れていました
が、ギリシャおよびその島々は、絶対に大型客船によるク
ルーズでと決めていました。紀元前のギリシャ・ローマ時
代は、ある意味で楽園であり、中世から近代前半までは
キリスト教とイスラム教のせめぎ合いの場であった沿岸
都市や島々は、今は純朴で優しい住民に迎えられ、太陽
と美しい海に囲まれた世界の人々の憧れの観光・保養地
になっています。ゆったりと大型客船で、朝は朝陽を眺
め、夕には夕陽を眺め、日中は上陸して観光し、巡航中は
デッキでのんびりと時を過ごし、時にはプールで水遊び
や日向ぼっこ、夜は船内のレストランで食事やショーを楽
しみ……。あの有名な短歌のパロディではありませんが、
「クルーズは楽しからずや空の青海の青にも染まりて漂
う」でした。

地中海・エーゲ海クルーズに
ご参加いただいたお客様の声
地中海・エーゲ海クルーズに
ご参加いただいたお客様の声

添乗員同行 6ヵ所の専用車観光付
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タ

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

OP

《神奈川県》S.Hさま（ 70代 男性 ）

イタリアスペイン

晴天の日が年間300日以上で、１年を通じて温暖な気
候のため「地中海の楽園」と呼ばれるマヨルカ島。王国
時代の栄華を伝える街並みをお楽しみください。

独特な文化が息づくバルセロナは古くから芸術活動が盛
んな都市。未完の傑作であるサグラダ・ファミリアをはじめ
モデルニスモ建築など芸術的街並みを散策できます。

イタリア本土カラブリア州の大陸が対岸に見える
メッシーナ。イタリアを代表する保養地タオルミー
ナにご案内します。

ギリシャ

マルタ島

マヨルカ島

シチリア島

バルセロナ

パルマ・デ・マヨルカ
メッシーナ

ミコノス島
ピレウス

サントリーニ島
バレッタ

ロードス島

パルマ・デ・マヨルカ
〈スペイン〉

白く輝くサントリーニ、ミコノス、聖ヨハネ騎士団ゆかりのロードス島、マルタ島
独自の文化を育むマヨルカ島、シチリア島。それぞれの個性が輝く6島を巡ります。

バルセロナ
〈スペイン〉

メッシーナ
〈イタリア〉

世界遺産の街バレッタは16世紀聖ヨハネ騎士団に
よって築かれた要塞都市。入出港時に船上から見る
城壁や街並みは壮大で感動的です。

バレッタ
〈マルタ島〉

「エーゲ海に浮かぶ白い宝石」と称され、エーゲ海の
島々の中でも随一の美しさを誇ります。
青い海と白亜の家々のコントラストが美しい光景です。

ミコノス島
〈ギリシャ〉

サントリーニ島
〈ギリシャ〉

7日目

9日目

5日目

ギリシャ南部の港町ピレウスはサロニコス湾に面した
ギリシャ最大の港湾都市で、首都アテネの海の玄関口
として栄えてきました。アテネの世界遺産に登録され
ているアクロポリスの丘にはパルテノン神殿がそびえ
ています。

ピレウス
〈ギリシャ〉

8日目

3日目

ロードスシティの半分を占める旧市街は、世界遺産に
指定されています。12ｍもの厚い城壁で囲まれ、中に
はおしゃれなカフェや土産店が軒を連らね歩くだけで
も楽しめます。

ロードス島
〈ギリシャ〉

10日目 12日目

2日目
14日目

「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。

世界
遺産

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、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～
羽田または成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
●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。
■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。

※47日前以降の取消の場合、上記の他に寄港料／雑費も徴収されます。
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。
■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10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20％

旅行代金の25％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

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

客室のご案内

※上記写真のベッドは、ツインベッドに変更できます。
※上記デザイン・レイアウトなどは若干異なる場合が
　ございます。

スタンダード内側

デラックス海側

スカイスイート

ジム ペルシャガーデン（有料） メインダイニング

セレブリティ・リフレクションのご案内

総トン数 ： 126,000トン
全　長 ： 319メートル
全　幅 ： 37メートル
乗客定員 ： 3,046人
就 航 年 ： 2012年

ローンクラブマティーニ・バーソラリウム

Ship  Data

著名なクルーズ専門誌でベストダイニングを受賞するなど美食の船会社として評価の高いセレ
ブリティクルーズ。高級スパを展開する「キャニオンランチ・スパクラブ」と提携した洋上最大規模
のスパ施設や天然芝のオープンガーデンなど極上のリラックスタイムもご提供いたします。進化を
見せた12万トン「ソルスティス・クラス」の第5船「セレブリティ・リフレクション」をお楽しみください。
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