
メッシーナ（イタリア） ナポリ（イタリア） バルセロナ（スペイン）

サントリーニ島（ギリシャ） コトル（モンテネグロ）

約3,400年の歴史があり、ギリシャ共和国の首都。パルテ
ノン神殿は、古代ギリシャ文明栄光の象徴。

シチリア島の北東端、シチリアの玄関口の港町。イタリア本土
とは、海峡を挟んでわずか4.8km。

建築家アントニオ・ガウディが設計した建物が多く、なかでもサグ
ラダ・ファミリアはバルセロナ市のシンボルとなっています。

サントリーニ島は、カルデラ湾を望む断崖の上に白壁の家々が
密集する景観でも知られ、エーゲ海の著名な観光地の一つ。

複雑な入江となっているコトル湾。オレンジの屋根と海の
ブルーのコントラストが美しい中世の薫りが残る町。

風光明媚な景観で知られる南イタリア最大の都市。旧市街地
は「ナポリ歴史地区」として世界遺産に登録されています。

アテネ（ギリシャ）

世界
遺産
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388,000円～488,000円
ご旅行代金　2名1室／お一人様

 （内側） （ジュニアスイート）

2018年9月6日（木）深夜～9月17日（月・祝）

1 エーゲ海・人気のサントリーニ島寄港
2 中世の香り漂う世界遺産コトル（モンテネグロ）寄港
3  ナポリ・シチリア島・ポンペイの遺跡やヨーロピアン
リゾート・アマルフィ海岸などヨーロッパの魅力
的な観光地を巡ります

4  アテネ、バルセロナは1泊滞在。観光もショッピング
もゆっくり楽しめます

おすすめポイント
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クラウン・プリンセスで航く

エーゲ海・アドリア海・地中海
クルーズ 12日間日間日間日間日間日間日間日間（船中7泊）

あなたに感動の船旅を

SHIP DATA
乗客定員：3,080人 船籍：バミューダ
就航：2006年 総トン数：113,561トン
全長：290m 全幅：36m
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安心の添乗員同行 東京

発着



お 問 い 合 わ せ ・ お 申 込 み は （ご予約時に旅行条件書（全文）をお渡ししますので、ご確認のうえ、お申込みください。）

〈本誌掲載の写真はすべてイメージです〉

受託販売

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの責任者です。この旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく右記総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

旅行企画・実施：観光庁長官登録旅行業 第一種 第２０１０号　日本旅行業協会（JATA）会員

株式会社クルーズバケーション

旅行条件（要約）
●お食事：朝食9回、昼食8回、夕食9回　●お申込金：お一人様につきご旅行代金の20%　旅行のお申込みは所定のお申込み書にご記入のうえ、申込金額を添えてお申込みください。申込金は旅行代金または、取消料もしくは、違約料の一部として
充当します。　●この旅行は株式会社クルーズバケーション（以下当社）が企画・募集し実施する企画旅行です。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。募集型企画旅行は当社が契約の締結を承諾し、申込
書と申込金をいただいた時に成立します。●旅行代金に含まれるもの：①クルーズ代金 ②日程表にある食事代 ③ホテル宿泊費 ④航空運賃 ⑤日程表にある陸上移動費用　●旅行代金に含まれないもの：①クリーニング・電報・電話代金 ②追加飲食等個人
的性質の諸費用及び、それに伴うチップ③ご自宅から集合・解散場所までの交通費や、宿泊費用 ④船内でのチップ ⑤政府関連諸税 ⑥料金表追加費用の各項目　●旅行条件基準日：2018年2月1日

■ 取消料について　フライ＆クルーズ約款

■ 旅行代金の他、次の追加費用が別途掛かります。
政府関連諸税…………………………………………………………………………………………………11,033円
船内チップ（船上にてお支払い） …………………………… 1泊あたり13.50ドル（ジュニアスイートの場合は14.50ドル）
空港税………………………………………………………………………………………………………… 6,000円
羽田空港日本旅客サービス施設料・保安サービス料 …………………………… 大人2,570円　小人1,280円
成田空港日本旅客サービス施設料・保安サービス料 …………………………… 大人2,610円　小人1,570円
燃油サーチャージ …………………………………………………… 14,000円（2018年2月1日）今後の原油価格により徴収することがあります

入港税…………………………………………………………………………………………………………18,000円
※ 追加費用は為替変動によって金額が異なります。金額はご出発30日前迄に確定し、ご案内申し上げます。

日次 日程 国名 時間 スケジュール
1 9/6
（木） 夜 東京（成田又は羽田）空港集合 

2 9/7
（金）

ギリシャ

深夜
朝

午前～午後
午後

航空機にて東京（成田又は羽田）発乗り継ぎ
中東内都市乗り継ぎでアテネへ 【機中泊】
アテネ着
着後、ホテルへ
夕食後、スニオン岬で日没を鑑賞 【アテネ泊】機 機 夕

3 9/8
（土）

午前 アテネ半日観光
（ ●アクロポリス ◎オリンピック競技場
◎シンタグマ広場）

昼  クラウン・プリンセスに乗船 

19：00
乗船後、昼食
ピレウス／アテネ出港 【船中泊】朝 昼 夕

4 9/9
（日）

07：00

19：00

サントリーニ島入港
フィラとイアの街などサントリーニ島内観光
サントリーニ島出港 【船中泊】朝 昼 夕

5 9/10
（月） エーゲ海からアドリア海へ 【船中泊】朝 昼 夕

6 9/11
（火）

モンテネグロ 07：00

15：00

コトル入港
世界遺産コトルの街を旧市街を中心に徒歩で観光します
出発まで自由行動
コトル出港 【船中泊】朝 昼 夕

7 9/12
（水）

イタリア
12：00
午後

20：00

地中海をクルージング
メッシーナ／シチリア島入港
山間にある中世の街タオルミーナ観光（古代ギリシア劇場
など）とメッシーナ市内を徒歩で散策にご案内します
メッシーナ／シチリア島出港 【船中泊】朝 昼 夕

8 9/13
（木）

07：00
午前
午後
19：00

ナポリ入港
世界遺産ポンペイの遺跡観光
ナポリ市内を徒歩で散策にご案内します
ナポリ出港 【船中泊】朝 昼 夕

9 9/14
（金） 地中海をクルージング 【船中泊】朝 昼 夕

10 9/15
（土）

スペイン 05：00 バルセロナ入港
午前 朝食後、下船。その後、バルセロナ市内へ

バルセロナ1日観光
（ ●サグラダ・ファミリア ●グエル公園、●カテドラル、
◎カタルーニャ広場、◎モンジュイックの丘 など）
その後、ホテルへ 【バルセロナ泊】朝 昼 夕

11 9/16
（日）

午前
昼
午後

自由行動
バルセロナ国際空港へ
バルセロナ発 【機中泊】朝 機

12 9/17
（月・祝）

深夜
午後

航空機にて乗り継ぎ、帰国の途へ
東京（成田又は羽田）着後、入国・通関手続き 機

●出発地 ： 東京（成田又は羽田）　●添乗員 ： 東京より同行いたします。
●利用予定航空会社 ： エミレーツ航空、カタール航空
●最少催行人員 ： 15名様
●利用予定ホテル ： 【4星クラス】アテネ…チタニア、ベストウェスタン カン
ディア、アートホテル、ウインハム グランド、NJVアテネプラザ、ディバニ カ
ラベル、エレクトラパレス、ヒルトンアテネ、ラディソンブルーパーク、ロイヤ
ル・オリンピック、ディバニ・パレス・アクロポリス　バルセロナ…アバ セイン
ト、フロントマリティム、トリップ コンダル、セネターバルセロナ、H10 イタ
カ、ペレ IV、トリップアポロ、HCC リージェント、ヒルトン ディゴナル、H10 マ
リーナ バルセロナ、アイレ・カスペ、カタロニア・プラザ・カタルーニャ

ピレウス／
アテネメッシーナ／

シチリア島

サントリーニ島
終日クルージング

コトルナポリ／
カプリ島

終日クルージング

バルセロナ

船中7泊

旅行保険加入のおすすめ
海外募集型企画旅行契約約款特
別補償規定により、当社はお客様
がご旅行中にこうむられた損害に
ついては一定の範囲で補償させて
頂きますが、傷害・疾病死亡等に
ついては補償致しません。安心し
てご旅行頂くためにお客様ご自身
及び携行品等に必ず保険をかけら
れますようお勧め致します。

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
4：00 6：00 8：00 12：00 16：00 18：00 23：00 4：00

到着時間帯の目安

●入場観光　◎下車観光　○車窓観光
※ 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。

寄港地の見所（寄港地観光をご利用下さい。）
◆ サントリーニ島
イア（青いドーム教会のある可愛い村）　フィラ（切り立った崖の上にある中心地）
エリア山（標高約600m、島のパノラマ景色を堪能）　黒砂ビーチ（火山活動で作られた黒砂のビーチ）

◆ コトル（モンテネグロ）
聖トリプン大聖堂（1166年完成のビザンチン建築の大聖堂）　海洋博物館（豊富な海洋の歴史を展示）
ブドヴァ（眺望の良い町）　ツェティニェ（1482年に創立されたモンテネグロのかつての首都）

◆ ナポリ
ポンペイ（紀元79年、火山噴火で地中に埋もれた街）　カプリ島（高級リゾート島、青の洞窟で有名）
アマルフィ海岸（海に向かって切り立った断崖が海岸線から美しい景色を楽しめます）
ポジターノ（エレガントなリゾートホテル、海色のカフェやブティックが建ち並びます）

◆ メッシーナ
ベルタワー（メッシーナのシンボルのからくり時計）　ドゥオモ広場（町の中心の大聖堂）
州立博物館（カラヴァッジョの作品もご覧いただけます）
タオルミーナ（映画“グランブルー”で有名なイタリア人憧れの風光明媚なリゾート）

※ビジネスクラスご希望の方は、お問い合わせ下さい。

■旅行代金 2名1室利用／お一人様（　）内はお一人様利用追加代金
内側

約15㎡（シャワー付）
海側バルコニー

約26㎡（バルコニー・シャワー付）
ジュニア・スイート

約30㎡（バルコニー・バスタブ付）

388,000円
（120,000円）

438,000円
（160,000円）

488,000円
（200,000円）

旅行開始日
から起算して
さかのぼって

60日前まで 無料
59日前～45日前まで 旅行代金の10%
44日前～15日前まで 旅行代金の25%
14日前～ 8日前まで 旅行代金の37.5%
7日前以降出発時刻まで 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%


