
美食のプレミアム船オーシャニア・ノーティカ（30,277トン）で航く美食のプレミアム船オーシャニア・ノーティカ（30,277トン）で航く
～世界的な名シェフ ジャック・ペパン氏監修の料理に定評がある～

世界三大運河に数えられる　　　　
キール運河

ピョートル大帝の妃エカテリーナ1世の離宮
エカテリーナ宮殿

ポーランドの歴史と文化の拠点
グダンスク

当社初企画

全行程添乗員同行 4都市5回の観光付

8名様
催行保証

感動の
世界三大運河
感動の

世界三大運河

2019年8月23日（金）～9月6日（金） 15日間
（2名1室利用お1人様）（2名1室利用お1人様） （デラックスオーシャンビューC2）（デラックスオーシャンビューC2） （ペントハウススイートPH3）（ペントハウススイートPH3）

旅  行  代  金 ：958,000円～1,298,000円

著名な海外旅行誌で多くの賞を受賞し、
客船格付ベルリッツ社から高く評価されるオーシャニア･クルーズ。

プレミアム客船でありながら、ドレスコードは正装不要、そして
フリーシーティングの美食グルメは日本人の感性にもっとも合うと言われ、

スペシャリティ･レストランも無料でお楽しみいただけます。

著名な海外旅行誌で多くの賞を受賞し、
客船格付ベルリッツ社から高く評価されるオーシャニア･クルーズ。

プレミアム客船でありながら、ドレスコードは正装不要、そして
フリーシーティングの美食グルメは日本人の感性にもっとも合うと言われ、

スペシャリティ･レストランも無料でお楽しみいただけます。

キール運河を通航できる客船の  
サイズは3万トンクラスまでです。

そのなかでもオーシャニア･ノーティカは  
美食が自慢のプレミアム船で、船内5か所の  
レストランで絶品料理をご堪能いただけます。
15日間ゆったり9カ国を周遊するクルーズ、

航空機はプレミアムエコノミークラスを利用する  
おすすめのコースです。

プレミアムエコノミークラス
往復利用！！

（日本⇔欧州都市間のみ）

２つのプレゼント付き！！
1．オンボードクレジット１部屋US$600

（飲食やお土産、オプショナルツアーなど船内でご利用いただけるお小遣い）

２．船内インターネット(wi-fi)が無料
通常客船では有料となるインターネットをサービス（1客室につき1アカウントのみ）

船内の料理一例（イメージ）



※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。

オーシャニア･クルーズが選ばれる理由

●スケジュールは天候・現地事情などにより変更になる場合がございます。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：8名様（添乗員が全行程同行いたします。）
●利用予定ホテル（ロンドン）：グランジシティホテル、サボイ・ロンドン、ハイアット・リージェンシーチャーチル
（コペンハーゲン）：スカンジック・コペンハーゲン、マリオットコペンハーゲン 他同等クラス
●利用予定航空会社：ブリティッシュエアウェイズ、スカンジナビア航空、日本航空、全日空など
（プレミアムエコノミークラス）（欧州内都市間の乗継便はエコノミークラス）
●　　 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。
●ロシア査証が必要です(有料)。詳細は別途お送りいたします。
●リトアニア入国には、海外旅行保険への加入が必要です。

OP

※(　　)は船室・ホテル客室をお1人様利用の追加代金です。
※ビジネスクラス利用追加代金および国内空港間の国内線につきましてはお問い合わせください。
※旅行代金には、国内空港施設使用料(成田2,610円、羽田2,540円）、海外空港諸税約8,700円、燃油特別付加料
約38,000円、国際観光旅客税（1,000円）ポートチャージ約60,500円、政府関連諸税約36,000円、船内チップ
（1泊お一人様16米ドル、スイート以上23米ドル）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。また、船内チップは船内会計にチャージされます。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。
※往復のスーツケース宅配サービス（お一人様1個）が付いています。

■旅行代金〈2名1室利用大人お一人様〉
客室タイプ

デラックスオーシャンビュー 958,000円（388,000円）

1,078,000円（498,000円）

1,298,000円（668,000円）

ベランダステート

ペントハウススイート

C2

B2

PH3

旅行代金

シャワー、トイレ付
約15㎡

ベランダ、シャワー付
約20㎡

ベランダ、バスタブ付
約29㎡

世界三大運河のキール運河を通航します。両岸に広がるのど
かな風景をご覧ください。

バルト海の国々を訪れます。一番のハイライトはロシア芸術
の都サンクト･ペテルブルクに停泊。エルミタージュ美術館や
エカテリーナ宮殿にご案内します。

11

22
33

さらにポーランド歴史の街グダンスク、リトアニアの港湾都市
クライペダにも寄港します。44
羽田または成田～欧州都市間は往復プレミアムエコノミーク
ラス利用。（欧州内都市間の乗継便はエコノミークラスとなります。）55

各旅行誌から高く評価されるオーシャニアクルーズ。料理を
監修するのは、元仏大統領シャルル･ド･ゴール氏をはじめ、仏
政府要人のプライベートシェフをつとめたジャック･ペパン氏
です。その芸術的な料理をお楽しみください。

こだわりの船内サービス
世界で展開する名門スパ施設
「キャニオンランチ」と提携したス
パトリートメントをお届けいたしま
す。また、船内のアメニティはブ
ルガリ。プールサイドには“Ｗサイ
ズ”のデッキチェアが用意され、
優雅なひとときを演出します。

ドレスコードは正装不要のカジュアル
「客船は正装がわずらわしい･･･」オーシャニアのドレ
スコードは、プレミアムクラスでありながら、船内のドレ
スコードは正装不要のカントリークラブ・カジュアルで
す。パーティーでも気楽な服装で楽しめます。

スペシャリティレストラン無料
本格イタリア料理「トスカーナ」とステーキ＆シーフー
ド｢ポロ グリル｣のスペシャリティ･レストランを無料で
お楽しみください。また、ビュッフェレストランでは通
常、寿司と刺身が提供されます。日本の味覚が恋し
くなっても心配ございません。

自慢の美食グルメ
全ての料理を監修するのは、元仏大統領の
シャルル・ド・ゴール氏をはじめ、多くのフラン
ス首脳のプライベートシェフをつとめた世界
的な名シェフ、ジャック・ぺパン氏。味はもちろ
ん、芸術的なメニューの数 を々提供していま
す。フリーシーティング制を採用していますの
でお好きなお席でお楽しみいただけます。

ドイツ北部を横断して北海とバルト海
を結ぶ人工水路。スエズ、パナマ両
運河と並ぶ世界3大運河のひとつに
数えられる国際運河です。

乗客684名に
400名の乗務員
684名の乗客に対し
て400名の乗務員が
サービスいたします。
「684：400＝1.71：1」
この黄金比がキメ細
かく質の高いサービ
スの証明です。世界
中から高評価を受け、
数々の名誉ある賞を
受賞しています。

ロシアのロマノフ王朝の女帝エカテリーナ2世が、1775年に自分専用の隠れ家展示室
を建てたのがこの美術館の起源です。その後、歴代のロシア皇帝が美術品を収集
し、ロシア革命後は貴族・商人から没収されたコレクションも集められ、総収蔵数は300
万点とも言われます。

ムーミンやサンタクロースの故郷として知られる
フィンランドの首都。「森と湖の国」にふさわしく
緑溢れる街です。

エストニアの首都タリンは、地区全体が
世界遺産のタリン歴史地区に指定され
ています。所々に門や城塞が残ってい
て、路地を歩くだけでも充分に楽しめ、ま
るでおとぎの国に迷い込んだようです。

第二次世界大戦で戦火によりほぼ街が
壊滅状態になりましたが、見事修復され
現在では世界有数の観光都市にまで発
展しています。

グダンスク（ポーランド）

旧市街全体が世界遺産に指定され、そ
の芸術的な景観は「屋根のない美術
館」として評されています。

ブルージュ（ベルギー）
北欧のヴェネチアと呼ばれる美しい港
ストックホルム。14の島々が橋で結ばれ
た水上に浮かぶ街。

ストックホルム（スウェーデン）

サンクト・ペテルブルク
エルミタージュ美術館（ロシア）

世界3大運河のひとつ
キール運河（ドイツ）

サンクト・ペテルブルク
血の上の教会（ロシア）

ヘルシンキ（フィンランド）

タリン（エストニア）

文化の中心地として栄えたロシアの第2
の都市。旧ロシア帝国時代の首都だった
こともあり、宮殿や大聖堂などが多く存在
し、歴史と文化を感じることができます。

プレミアムエコノミー利用

【ロンドン泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

羽田または成田

ロンドン（イギリス）

ロンドン

サザンプトン
ゼーブルージュ
（ベルギー）

月日 都市名 現地時間 スケジュール日次
午前～午後

午後～夜
午前
昼頃
17：00
08：00

18：00

08：00

16：00

13：00

22：00

10：00

18：00

07：00
午前

13：00
08：00
午前
午後

08：00

16：00

18：00

08：00

1 8/23
（金）

2 8/24
（土）

3 8/25
（日）

ロンドン車窓観光。国会議事堂など。
｢オーシャニア・ノーティカ｣にご乗船。
出港。
ゼーブルージュ入港。
自由行動または　  ブルージュ観光など
でお楽しみください。
ゼーブルージュ出港。

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【停泊・船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

終日航海
4 8/26
（月）

5 8/27（火）

6 8/28
（水）

9 8/31
（土）

7 8/29
（木）

8 8/30
（金）

終日、クルージング。
世界三大運河キール運河を通航します。
両岸に広がるのどかな風景をお楽しみ
ください。

終日航海
ストックホルム
（スウェーデン）

ヘルシンキ
（フィンランド）

サンクト･ペテルブルク
（ロシア）

終日、バルト海クルージング。
ストックホルム入港。
自由行動または　  ストックホルム観光
などでお楽しみください。
ストックホルム出港。

ロシア・バロック様式が美しいエカテリー
ナ宮殿を見学。18世紀末ロシアに漂着し
た大黒屋光太夫はここでエカテリーナ女
帝に拝謁しました。
サンクト・ペテルブルク出港。
タリン入港。
自由行動または　  タリン旧市街観光な
どでお楽しみください。
タリン出港。
クライペダ入港。
自由行動または　  クライペダ観光など
でお楽しみください。
クライペダ出港。
グダンスク入港。
ハンザ同盟で繁栄したグダンスク旧市街
半日観光にご案内します。
グダンスク出港。
入港、下船。
コペンハーゲン半日観光にご案内します。
昼食後、ホテルへ。

サンクト・ペテルブルク入港。
ロシアが世界に誇るエルミタージュ美術館を
見学します。その収蔵数は300万点にのぼり
ます。世界の名作の数々をご堪能ください。
　　　　  サンクト・ペテルブルク市内観光。
血の上の教会やイサク聖堂などを訪れます。
停泊。

【機中泊】

【コペンハーゲン泊】

14 9/5
（木）

コペンハーゲン
（デンマーク）

■旅行日程 2019年8月23日（金）～9月6日（金） 15日間

サンクト･ペテルブルク

10 9/1
（日）

11 9/2
（月）

12 9/3
（火）

13 9/4
（水）

タリン
（エストニア）

クライペダ
（リトアニア）

 

グダンスク
（ポーランド）

午前～午後

朝～午後

到着。通関手続き後、解散。15 9/6（金）羽田または成田

コペンハーゲン
（デンマーク）

観光付

観光付

観光付

観光付

観光付

OP

OP

ヘルシンキ入港。
自由行動または　  ヘルシンキ観光など
でお楽しみください。
ヘルシンキ出港。

OP

OP

OP

世界遺産

空路、プレミアムエコノミー でロンドンへ。
（直行便または乗り継ぎ）
（乗継便はエコノミークラス）
ロンドン着後、ホテルへ。

空路、 プレミアムエコノミー で
羽田（成田）へ。（直行便または乗り継ぎ）
（乗継便はエコノミークラス）

Tallinn

Helsinki

Kiel Canal

Sankt Pe�rburg

Gdańsk

8日目8日目
4日目4日目

8日目8日目

7日目7日目

10日目10日目12日目12日目

Bruges

3日目3日目

Stockholm

6日目6日目

ゼーブルージュ

ストックホルム

ヘルシンキ

サンクト・ペテルブルクタリン

クライペダ

グダンスク

コペンハーゲン

スウェーデン
フィンランド

ロシアエストニア

リトアニア

ポーランド

デンマークキール運河

ベルギー

ドイツ

ロンドン

サザンプトン

イギリス



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、申込金をお支払いください。
申込金は200,000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、91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、ポート
チャージ、政府関連諸税、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2019年2月25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
90日前～76日前まで

75日前～61日前まで

60日前～31日前まで

30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％

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

シップデータ
総トン数：30,277トン　全長：181m　全幅25.45ｍ　船籍：マーシャル諸島
乗客定員：684名　乗務員数：400名　建造年：2000年　改装年：2014年

元ルネッサンスクルーズの客船「R5」としてデビューし 
2005年にオーシャニア・クルーズに加わりました。

インテリアはオーシャンライナー全盛の 
1920～1930年代をイメージしています。

潮風を感じながらデッキで
取る食事は船旅ならではの
優雅なひとときです。

毎晩日替わりで行われるナ
イトショーは芸術性の高いコ
ンサートからマジックショー
までバラエティ豊かです。

オーシャニア･ノーティカ 客室船内のご案内

オーシャニア・クルーズならではの船内生活

ベランダステートデラックスオーシャンビュー

グランド・ダイニングルームペントハウススイート

ルームサービスは
24時間無料 クルーズライフを豊かにす

るスパ（有料）やジムとサウ
ナ（無料）などの癒しの空間
が完備しています。

癒しの空間スパ・ジム
日替わりのライブ演奏と20
種類以上のマティーニが楽
しめるバー「マティーニス」
をはじめ趣の異なる5つの
バーがあります。

カジノ＆バー

洗練された
アーティストのショー

プールデッキとパティオには
寝心地のいいマットが敷かれ
た「Wサイズのデッキチェア」
が備わっています。

名物“Wサイズ”の
デッキチェア


