
美食のクルーズ船  オーシャニア・リビエラ

魅惑の地中海で過ごす
ゴールデンウィーク
魅惑の地中海で過ごす
ゴールデンウィーク

安心の添乗員同行
郵船トラベルオリジナルツアー海外フライ＆クルーズ

2020年4月成田・関空発

魅力溢れる地中海の5か国を巡り、
船内では7カ所のディナーレストランを巡る、
これ以上ないほどの
ゴールデンウィークを
お過ごしください。

バルセロナ

パラモス
サントロペ

マルセイユ

モンテカルロ
リヴォルノ

ヴァレッタ

ソレント

メッシーナ

チビタベッキア／ローマ

2020年 4月28日（火）〜5月10日（日） 13日間

（B1: ベランダステート） （PH1：ペントハウススイート）

¥945,000 〜¥1,186,000早期申込旅行代金 大人お１人様／2 名 1 室利用

2019年12月27日（金）まで

オーシャニア・リビエラの同型船（イメージ）

ヴァレッタ（イメージ）トスカーナ（イメージ）7デッキ（イメージ）

催行
予定



マルセイユはヨーロッパで最も古い交易港としてローマ時代より栄えて
いました。旧港付近にはフィッシュマーケットやカフェが建ち並び、多くの
ヨットが浮かんでいます。ここの名物は魚介類を煮込んだブイヤベース。
きりっと冷えた白ワインにとてもあうお料理です。街のシンボルで丘の
上に建つノートルダム・ド・ラ・ガルト大聖堂を訪れたり、アヴィニョン
やアルルなどの郊外観光もおすすめです。

ハリウッド女優のグレース・ケリーが 1956年に
レーニエ3世と結婚したことであまりに有名に
なった、国連加盟国の中で最も小さい立憲君
主国で人口4万人弱。以前はカジノの収入が
国家収入の90%を占めていましたが、現在は
観光の他、租税回避地として金融関係の収
入で潤っています。
周辺のフランスの都市に比べ
大変治安が良く、街も清潔で
とても綺麗。安心して散策し
て頂けます。

バルセロナから120km離れたパラモスは小さな漁村
でしたが、この村をリゾートとして有名にしたのは何と
言っても新鮮な魚介類。地元で水揚げされた魚介類
をバルセロナよりも廉価で提供するレストランが人気。
自由行動をされる方はアサリ、マテ貝、ムール貝、タコ、
イカ、赤エビなど使ったお料理をランチでご賞味され
ることをおすすめします。

リヴォルノから斜塔で名高いピサへは北へ約 25km、
イタリアを代表する歴史地区フィレンツェには東へ約
90kmの場所にあります。フィレンツェはその名も「花
の都」、ルネッサンス芸術が開花したイタリアを代表
する古都です。フィレンツェのシンボル、ドーム屋根のサンタ・マリア・デル・フィ
オーレ大聖堂やジョットの鐘楼、ミケランジェロの「バッカス像」やドナテッロの

「ダビデ像」などフィレンツェ派彫刻の名作が収蔵されているバルジェッロ国立
博物館（バルジェッロ宮殿）、フィレンツェを代表する建築家のフィリッポ・ブルネッ
レスキ設計のサン・ロレンツォ教会など必見の場所が目白押しです。

サントロペの名の由来は帝政ローマ帝国第5 代皇帝ネ
ロの時代のトープ将校がキリスト教に改宗したため惨殺
され、その遺体が流れ着いたことから「聖トロペ」と呼
ばれるようになりました。この地を一躍有名にしたのは
フランスを代表する女優ブリジット・バルドー（1934年
生まれ）。この地を気に入り、別荘を建てたことにより人
気が高まり、現在も住んでいるそうです。素敵なショッ
プが多く、特にサンダルのショッピングが人気です。

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

OP アヴィニョン（イメージ）

OP グランカジノ（イメージ）

グレース・ケリー（イメージ）

（イメージ）

OP マルセイユの旧港（イメージ）

OP ピサの斜塔（イメージ）

※月曜日のため、一部の美術館などは休館日となります。

人気の客船で巡る至高のクルーズ、地中海紀行
日本人の感性に最も合う外国客船、それがオーシャニア。7ヵ所のディナーレストランを巡り、バスタブ付きの広 と々したお部屋でくつろぐ…
ラグジュアリーでありながら、お手軽価格も魅力！さあ、2020年のゴールデンウィークはお部屋のランクをアップして、地中海を旅しませんか？
＊下記の寄港地ご紹介の画像に OP マークが付いている箇所は、オプショナルツアーで訪れることができます。

OP サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂（イメージ）

D
es

tin
at

io
n 

D
es

tin
at

io
n 

Destination 

D
est

in
ati

on
 〜寄

港
地
〜

（イメージ）

バルジェッロ国立
博物館（イメージ）

パラモス／スペイン

マルセイユ／フランス

サントロペ／フランス

リヴォルノ
（ピサ・フィレンツェ）／イタリア

モンテカルロ／モナコ
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オスマントルコとの戦いにより難攻不落な都市としてマルタ騎士団が設計した要
塞都市で1571年に完成しました。マルタ騎士団の守護聖人ヨハネに捧げられ
た聖ヨハネ大聖堂や現在は大統領府が置かれている騎士団長の宮殿の他、カ
ラフルな漁船が浮かぶ漁港、マルサシュロックや足を延ばしてゴゾ島を訪れるツ
アーもご用意しています。

世界
遺産

OP 騎士団長の宮殿（イメージ） OP 聖ヨハネ大聖堂（イメージ）

ヴァレッタの全景（空撮／イメージ）

OP マルサシュロック（イメージ）

OP ゴゾ島のカテドラ
ル（イメージ）

バルセロナ

パラモス
サントロペ

マルセイユ

モンテカルロ
リヴォルノ

ヴァレッタ

ソレント

メッシーナ

チビタベッキア／ローマ人気の客船で巡る至高のクルーズ、地中海紀行
日本人の感性に最も合う外国客船、それがオーシャニア。7ヵ所のディナーレストランを巡り、バスタブ付きの広 と々したお部屋でくつろぐ…
ラグジュアリーでありながら、お手軽価格も魅力！さあ、2020年のゴールデンウィークはお部屋のランクをアップして、地中海を旅しませんか？
＊下記の寄港地ご紹介の画像に OP マークが付いている箇所は、オプショナルツアーで訪れることができます。
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ナポリ湾を臨み、青の洞窟で名高いカ
プリ島に最も近い高級リゾート。2000
年以上前に栄え、ベスビオ火山の噴火
で時間が止まってしまったポンペイの遺
跡を訪れることができます。スポーツジ
ムや共同浴場、パン屋、居酒屋、売春
宿などが火山灰に埋もれたためそのまま
残り、往時の繁栄を垣間見ることができ
ます。

OP カプリ島（イメージ）

OP ポンペイ（イメージ）

古代ローマ以前、紀元前8世紀以後に栄え

たエトルリアは高度な文明を誇っていました。

600もの古墳が点在し、内20基が公開され、

内部は鮮やかな壁画で飾られています。出

土した 2 頭の「有翼馬」の浮彫はエトルリア

芸術の頂点を示し、

国立考古学博物館

で観賞することがで

きます。下船後に訪

れます。

ネクロポリの内部（イメージ）
有翼馬（イメージ）

OP タオルミナ（イメージ）
OP
サン・ドメニコ・パレス・ホテル（イメージ）

OP エトナ山（イメージ）

メッシーナは対岸にイタリア本土が見える商業港。風光明媚な保養地タオルミナはここ
から南西へ約50kmのところにあります。名画「グランブルー」の舞台となり、ギリシア
劇場から望むエトナ山の雄姿は絶景です。映画の中でマイヨールとエンゾが出会う有
名なシーンは 15世紀の修道院を改装した 5 つ星ホテル、サン・ドメニコ・パレス・ホテ
ルで撮影されました。このホテルはトランプ大統領も愛用しているそうです。

OP ポンペイより出土
したフレスコ画（イ

メージ）
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ヴァレッタ／マルタ

ソレント
（カプリ島・ポンペイ）／イタリア メッシーナ（タオルミナ）／イタリア

タルクィニア／イタリア



月日 発着時刻 スケジュール

1 2020年
4/28 火

深夜

深夜

大阪・名古屋発のお客様（注1）
【関空発】→ドバイ乗継→バルセロナへ
東京のお客様　【成田】→ドーハまたはドバイ乗継→バル
セロナへ ＜機内泊＞ - - 機

2 29 水・祝
午後 着後、バルセロナ港へお送りします。

午後
23:00

オーシャニア・リビエラ乗船
地中海クルーズに向け出港 ＜船内泊＞ 機 機 夕

3 30 木 8:00

18:00

パラモス（スペイン）
入港 OP 元 は々漁村で生計を立てていた村でしたが、コスタ・
ブラバの美しい海岸線と新鮮な魚介類に魅了された観光客の
お蔭で素敵なリゾートとなりました。
出港。 ＜船内泊＞ 朝 昼 夕

4 5/1 金
8:00

19:00

マルセイユ（フランス）
入港 OP 南仏の魅力的なプロヴァンスへの玄関口です。
マルセイユ旧港の散策や郊外のヴァン・ゴッホ橋のあるア
ルル、法王庁宮殿のあるアヴィニョンなどを訪れてはいか
が？ ※メイデーの為、一部博物館やショップが休業している場合があ
ります。

出港 ＜船内泊＞ 朝 昼 夕

5 2 土
8:00

23:00

モンテカルロ（モナコ）　錨泊
入港 OP グレース王妃やF1レースであまりにも有名な
世界のセレブ御用達の小国。モナコ大公宮殿がある旧市
街、カジノや高級ホテルのあるモンテカルロなどの散策
をお楽しみ下さい。
出港 ＜船内泊＞ 朝 昼 夕

6 3 日
8:00

18:00

サントロペ（フランス）　錨泊
入港 OP 美しい海岸線がモーパッサン、マティス、ブ
リジット・バルドーなどの著名人を魅了した、コート・
ダジュールを代表するリゾートです。カフェ巡りや
ショッピングも楽しい場所です。
出港 ＜船内泊＞ 朝 昼 夕

7 4 月・祝
8:00

20:00

リヴォルノ（イタリア）
入港 OP ルネッサンス芸術の宝庫、トスカーナ州の州
都フィレンツェや斜塔で名高いピサの観光をお楽しみ
下さい。
出港 ＜船内泊＞ 朝 昼 夕

8 5 火・祝 終日クルーズ
船内イベントでお楽しみ下さい。 ＜船内泊＞ 朝 昼 夕

9 6 水・振

ヴァレッタ（マルタ）
9:00

18:00

入港 OP 聖ヨハネ騎士団の栄光を受け継ぐ要塞の島
で、首都ヴァレッタの旧市街は世界遺産に登録されて
います。旧市街や漁村のマルシャシュロック、ゴゾ島
などの観光をご用意しています。
出港� ＜船内泊＞ 朝 昼 夕

10 7 木
メッシーナ（イタリア）

8:00

18:00

入港 OP シチリア島の玄関口として賑わう港町です。
保養地のタオルミナ観光、雄大な活火山エトナ山を
ロープウェイで登る観光、ワインティスティングのツ
アーなどをご用意しています。
出港� ＜船内泊＞ 朝 昼 夕

11 8 金
ソレント（イタリア）　錨泊

8:00

18:00

入港 OP 南イタリアを代表する保養地です。ここから
青の洞窟で名高いカプリ島、ベスビオ火山噴火で時が
止まったポンペイ遺跡観光などをお楽しみ下さい。
出港� ＜船内泊＞ 朝 昼 夕

12 9 土

チビタベッキア／ローマ（イタリア）
朝
8:00

入港
朝食後、下船となります。

午後

世界遺産タルクィニア観光。エトルリア時代の貴重な発
掘物が鑑賞できる◎国立考古学博物館、◎ネクロポリ
(紀元前8〜4世紀の墓地遺跡群)を訪れます。
観光後、ローマ空港へ
ご昼食はご用意しておりませんので各自でお願いしま
す。

【東京着のお客様】　ローマ発→ドーハまたはドバイ乗
継→成田へ

【大阪・名古屋着のお客様】（注1）　ローマ発→ドバイ
乗継→関空へ� ＜機内泊＞ 朝 - 機

13 10 日 夕刻 東京【成田】着後、入国審査をお受けください。
大阪【関空】着後、入国審査をお受けください。 機 機 -

訪問場所について：◎入場観光
（注1）名古屋からご参加のお客様はエミレーツ航空が運行する名古屋駅〜関西空港間の往復無料シャトルバ
スをご利用いただくことができます（要予約）。バスの運行についてはエミレーツ航空の都合で変更になる場合
があります。名古屋駅-関空間は手配旅行契約となり特別補償規程による補償金等の適用はありません。
OP ：船会社のショア・エクスカーションをご用意しています。寄港地により別途、郵船トラベルオリジナル

日本語観光を設定する場合があります（いずれも別料金）。

■ご旅行条件
最 少 催 行 人 数 東京（成田）と大阪（関空）発着の合計10名

添 乗 員
東京（成田）発着にて同行します。添乗員が同行しない日本発
着便利用のお客様とはバルセロナ空港／ローマ空港で合流／
解散します。

利 用 航 空 会 社 成田発着：カタール航空、エミレーツ航空のいずれか
関空発着：エミレーツ航空

食 事 回 数 朝食10回、昼食9回、夕食10回（機内食は含みません） 

時 間 帯 の 目 安
未明 早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

00:00 04:00 06:00 08:00 12:00 16:00 18:00 23:00 24:00

■オーシャニア・リビエラ船内のご案内
ドレスコード：夕食以後はカジュアルエレガントです。男性は長ズボン、襟付きシャツ、女性は
ワンピース、ブラウスやスカート、スラックスなどをおすすめいたします。
お食事、お飲物について：朝食は2か所、昼食は3カ所のレストランとをご利用頂けます。夕
食は6か所の無料レストランとワインとお食事を楽しむ有料レストラン「ラ・レゼルブ」、室料

（$250）が必要なプライベートダイニングをご利用いただけます。アルコール類のお飲物は有
料ですが、1日あたり$39.95（パッケージA）または $59.95（パッケージB）のドリンクプラ
ンもご用意しています。お申込み日より下船前日までのご利用となります。予約が必要なレスト
ランは「ラ・レゼルブ」を除き、弊社に一任して頂きますと、予約をお取り致します（予約日、
時間はお選び頂けません）。
チップについて：お一人様1泊あたり、Aまでのお部屋はUS$16ドル、PH以上はUS$23
がガイドラインとなっており、自動的に船内精算に加算となります。船内で特別なサービスを受
けられた場合はお客様の裁量におまかせしております。
船内通貨：米ドルとなります。VISA、マスター、アメリカン・エクスプレスのクレジットカードも
ご利用いただけます。
※上記の利用料、チップのガイドラインは予告なく変更となる場合があります。

乗船者特典
本クルーズ乗船のお客様への特典として、オーシャニアクルーズよりウェルカ
ム・シャンペンボトルをお部屋にお届けする他、お飲物やオプショナルツアー
に充当できる1室あたりUS$600の船上クレジットが付与されます。

人気のオーシャニア、
欧米では1年前の予約が常識。
そしてゴールデンウィークのご旅行です。
オーシャニアに乗船経験のあるお客様より「是非また乗りたいのでツアーを作っ
て欲しい」と熱いラブコールを頂き参加しやすいゴールデンウィークにツアーを
設定致しました。オーシャニアは混雑具合により、早期申込旅行代金は突然
終了する場合があり、クルーズ代金が大幅に変動しますと下記旅行代金での
募集を終了する場合があります。フライトについても混雑が予想され、2019
年のゴールデンウィークは前年10月には欧州行きの各航空会社のお席がほぼ
満席となる事態となりました。日本への旅行ブームも重なり、日本発着のフラ
イト手配も難しくなっています。どうか、お早目のご旅行計画をお願い致します。

ご予約どうか
お急ぎ下さい

■旅行代金　
大人お一人様2名1室利用時／成田発着、関空発着共通

（　　）は船室を1名1室利用のご旅行代金

お部屋タイプ 早期申込旅行代金 旅行代金
C：デラックスアウトサイド
22.5㎡　全面パノラマウィンドウ
バスタブ　デッキ7

853,000円
（1,179,000円）

924,000円
（1,249,000円）

B1：ベランダステート
26.23㎡（内ベランダ4.5㎡）　
バスタブ　デッキ8

945,000円
（1,364,000円）

1,017,000円
（1,434,000円）

A2：コンシェルジュベランダ
26.23㎡（内ベランダ4.5㎡）　
バスタブ　デッキ9

982,000円
（1,438,000円）

1,054,000円
（1,508,000円）

A1：コンシェルジュベランダ
26.23㎡（内ベランダ4.5㎡）　
バスタブ　デッキ10

989,000円
（1,451,000円）

1,060,000円
（1,520,000円）

PH1：ペントハウススイート
39.06㎡（内ベランダ6.7㎡）　
バスタブ　デッキ11

1,186,000円
（1,845,000円）

1,257,000円
（1,914,000円）

ビジネスクラス追加代金
（全区間） 480,000円
※国内空港施設使用料（成田）2,610円、（関空）3,040円、国際観光旅客税1,000円、燃油サー
チャージ21,000円、海外空港税10,950円／いずれも2019年3月1日現在、が別途必要となり、
出発前に金額を確定して請求させていただきます。
※ポートチャージは旅行代金に含まれています。

早期申込旅行代金設定　2019年12月27日（金）までのご予約に適用

バルセロナ

パラモス
サントロペ

マルセイユ

モンテカルロ
リヴォルノ

ヴァレッタ

ソレント

メッシーナ

チビタベッキア／ローマ

完 売



レストラン名 利用時間 お食事内容 予約 利用料金

グランドダイニングルーム 朝、昼、夕 日替わりアラカルト 不要 不要

テラスカフェ 朝、昼、夕 ビュッフェ（ディナー時は
寿司、刺身あり） 不要 不要

ウェイブス グリル 11:00〜
16:00　

ハンバーガー、サンドイッチ、
ジェラートなどの軽食 不要 不要

トスカーナ 夕 イタリア料理
（固定メニュー） 要 不要

レストラン名 利用時間 お食事内容 予約 利用料金

ポログリル 夕 ステーキ＆シーフード
（固定メニュー） 要 不要

ジャック 夕 本格フランス料理
（固定メニュー） 要 不要

レッドジンジャー 夕 アジア料理／日本、タイ、
ベトナムなど（固定メニュー） 要 不要

ラ・レゼルブ 夕
（特定日）

7種のワインと
グルメフルコース 要 要

ポログリルテラス カフェ

レッドジンジャートスカーナ

ジャック

ウェイブス グリル ラ・レゼルブ
ラルフ・ローレンデザインのクラシカル
な調度品に囲まれて頂く至福の時
間。牛肉料理には USDAプライム
ビーフを使用しており、28日かけて乾
燥熟成させたものを調理しています。
シーフードもおすすめで、メカジキの
グリル、メーン州のロブスターのグラタ
ンなども人気（ご予約が必要です）。

朝食と昼食は自然光がふり注ぐ気持ちの良
いビュッフェレストラン。日陰のテラスに置か
れたチーク材のテーブルでのお食事もお楽
しみ頂けます。夜になればガラリと雰囲気
が変わり、ロブスターテールやラムチョップな
ど、グランドダイニングに準じる洗練された
お料理が並びます。毎日、異なるメニュー
をご用意しています。

黒檀のインテリア、モダンなアジアンアートが飾られた落ち着いたレ
ストランです。アジア伝統料理をモダンに洗練されたお料理で、お
寿司やお刺身などの和風料理の他、スパイシーローストダック、マ
レー風ビーフ、ペナンカレーアジアの各国料理をご用意しています。
また、日本酒コレクションも充実しています（ご予約が必要です）。

エレガントなヴェルサーチの食器に盛られたお料理は、本場トスカー
ナの家庭料理の伝統から発展した本格イタリアンです。ジェノバ風
ミネストローネ、ボローニャ風ラザニア、ミラノ風オーソブッコなど北
イタリアの他の地域に伝わる伝統料理もご用意しています（ご予約
が必要です）。

ジャック・パペンのエスプリが感
じられるフランスらしい雰囲気で、
代々受け継がれたアンティーク家具
やアート作品が贅沢に飾られています。マル
セイユ風ブイヤベース、ヒラメのムニエル、ロース
トダック、プロヴァンスのローストビーフなど、ジャック・
パペンの創意工夫が加わった伝統料理をどうぞ

（ご予約が必要です）。

しぼりたての生ジュース、スムージー、オー
プンキッチンでシェフがグルメバーガーや
バーベキュー、シーフードグリルなどをお作り
します。軽いランチやジェラートなどを気軽
に楽しめます。

7 種のワインやシャンパーニュを絶品のフル
コース料理とともにいただく大人のダイニン
グ。ソムリエからワインについてアカデミックに
ご紹介します。1日限定24名、特定日のみ
実施します。利用料金はメニューにより異な
り、お 1人US$113または $195（6 か月前よ
り事前予約を承ります）。

オーシャニア・クルーズのすべての料理を監修するのは、元仏
大統領シャルル・ド・ゴールをはじめ、仏政府要人のプライベート
シェフをつとめたジャック・パペン。日本のお客様の口にも合う
繊細な味付けはもちろんのこと、芸術的な盛り付けもお楽しみ
下さい。

カジュアルで居心地の良いダイニング 伝統的なステーキハウス

モダンなアジア料理本格イタリア料理

パリのビストロを
洋上で

軽食ならおまかせください ワイン愛好家のためのレストラン

高級感のあるクラシックで優雅なメイ
ンダイニングです。威厳を保ちなが
らも楽しい雰囲気を再現しています。
ヨーロッパ風の創作料理を提供して
いますが、メニューは毎日替り、ディ
ナーには少なくとも10の前菜、スー
プ、サラダ、そして12以上の素晴ら
しいアントレのチョイスをご用意してい
ます。昼食時は「ザ ビストロ」とし
て、ジャック・パペンの家庭料理のレ
シピから得た定番のビストロ風料理や
世界の各国料理もご提供します。

グランド
ダイニングルーム

エレガントな内装で
日替わりのお料理を

（イメージ）

ジャック・パペン（
イメージ）

（イメージ）

（イメージ）選べるオリーブオイル（イメージ）

お料理は一例です（イメージ）

（イメージ） お料理は一例です（イメージ） （イメージ） （イメージ）

お料理は一例です
（イメージ）

お料理は一例です
（イメージ）

（イメージ）

お料理は一例です（イメージ）

The Finest Cruise at Sea
〜選択肢豊富なレストランで味わう、洋上の最高級グルメ〜



A  コンシェルジュクラスの
特典
＊ランチおよびディナー時にグランド
ダイニングルームのメニューのルー
ムサービス
＊無料のランドリーサービス(1室につ
き3袋まで)
＊コンシュルジュラウンジの利用
＊プライベートスパテラスの無料利用

PH1　ペントハウススイートの
特典
コンシェルジュクラスの特典に下記を
プラス
＊エグゼクティブラウンジの利用
＊24時間バトラーサービス
＊無料の靴磨きサービス
＊ご乗船時の無料プレスサービス

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取り引きの責任者です。このご旅行の契約に
関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

東京203-5213-9987 〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8階
総合旅行業務取扱管理者：生田隆雄   Eメールアドレス cct@ytk.co.jp

横浜2045-640-6560 〒231-0002 横浜市中区海岸通3-9 横浜郵船ビル3階
総合旅行業務取扱管理者：菅 知範   Eメールアドレス ccy@ytk.co.jp

名古屋2052-561-1354 〒450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1　名古屋国際センタービル18階
総合旅行業務取扱管理者：齋藤愛弓   Eメールアドレス ccn@ytk.co.jp

大阪206-6251-5881 〒541-0053 大阪市中央区本町3-2-6 本町ドリームビル7階
総合旅行業務取扱管理者：廣政有香  Eメールアドレス  cck@ytk.co.jp

神戸2078-251-6218 〒651-0085 神戸市中央区八幡通4-2-18 昭和住宅・福本ビル5階
総合旅行業務取扱管理者：谷維人  Eメールアドレス  ccu@ytk.co.jp

福岡2092-475-0011 〒812-0018 福岡市博多区住吉4-3-2 博多エイトビル5階
総合旅行業務取扱管理者：吉川健二  Eメールアドレス  wfs@ytk.co.jp

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターまで

旅 行 企 画 ・ 実 施

上記各営業所の営業時間：月〜金曜 09：30〜18：00（土・日・祝日休業）

観光庁長官登録旅行業第1267号
〒101-8422  東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8階
ホームページアドレス  http://www.ytk.co.jp

発行2019年3月27日　K-18-020

旅行条件（要約）　旅行条件は、下記によるほか当社の旅行業約款によります。お申し込みの際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上、お申し込みください。
■募集型企画旅行契約
この旅行は、郵船トラベル株式会社（以下「当社」といいます。）が企画・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（以
下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。また、旅行条件は、下
記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする確定
書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によ
ります。
■旅行のお申し込みと契約の成立時期 
●当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて、当社所定の旅
行申込書に所定の事項を記入のうえ、申込金として旅行代金の20%以上を添
えてお申し込み頂きます。申込金は旅行代金をお支払い頂くときに、その一
部として取り扱います。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、
申込金を受領したときに成立するものとします。
●当社らは、電話、郵便、ファクシミリ及び電子メールその他の通信手段によ
る旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合、予約の時
点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日
から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをして頂きます。この
期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申し
込みがなかったものとして取り扱います。

●旅行契約は、電話によるお申込の場合には、申込金を当社らが受領したときに、
また、郵便、ファクシミリ又は電子メール等でお申し込みの場合には、申込
金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したとき
に成立致します。また、電話、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の通
信手段でお申し込みの場合であっても、クレジットカード決済による旅行契約
は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合に
は、当社らがその通知を発したときに成立し、当社らが電子メール等の電子

承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したと
きに成立するものとします。

■旅行代金のお支払い 
旅行代金（又は申込金を差し引いた残金）は、旅行開始日の前日から起算して
遡って90日目にあたる日より前にお支払いただきます。
■旅行代金に含まれるもの 
旅行日程に明示した航空（エコノミークラス）、船舶の運送機関の運賃・料金、
宿泊料金（税・サービス料金を含む）、送迎バス等の料金、食事料金（税・サー
ビス料金を含む）、航空会社規定の手荷物運搬料金、団体行動中のチップ、
添乗員同行費用、観光料金（バス料金、ガイド料金、入場料を含む）、ポート
チャージ
※お客様のご都合により、旅行代金に含まれるものを一部利用されなくても払い
戻しは致しません。
■旅行代金に含まれないもの（以下に例示します） 
1人1部屋追加代金、航空会社の規定を超えた超過手荷物料金、個人的性質の
諸費用（クリーニング代、電話料等）、傷害・疾病に関する医療費、渡航手続関
係諸費用（旅券印紙代、査証料、予防接種料金等）、日本国内における自宅か
ら発着空港等集合・解散地点までの交通費や宿泊費等、希望者のみが参加する
オプショナル・ツアーの料金、日本の空港の空港施設使用料等、海外の空港・港
の空港税・出入国税、運送機関が課す付加運賃・料金（燃油サーチャージなど）、
国際観光旅客税、船内チップ
■取消料  
お客様は右記に記載した取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約
を解除することができます。但し、契約解除のお申し出は、お申し込みの旅行
取扱店の営業時間内にお受けします。

※取消料の基準となる旅行代金とは、旅行代金に追加代金を加算し、割引代金
を減じた合計金額となります。
※お客様の取消により1人１部屋となった場合、１人部屋追加代金が必要となります。
■当社の責任 
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合には、当社は責
任を負いません。（ア）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（イ）運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する
損害（ウ）運送・宿泊機関等のサービス提供の中止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（エ）官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病
による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止（オ）自由行
動中の事故（カ）食中毒（キ）盗難（ク）運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・
経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
■旅行条件・旅行代金の基準   
この旅行条件は2019年3月1日を基準としています。また、旅行代金は2019年
3月1日現在の有効なものとして公示されている運賃・規則を基準として算出して
います。

取消料について
取　消　日 取消料

旅行開始の日の
前日から起算して
さかのぼって

91日前（1/28）まで 無料
90日～76日前まで 旅行代金の12.5％
75日～61日前まで 旅行代金の25％
60日～31日前まで 旅行代金の35％
30日前～ご出発当日まで 旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％

ご案内とご注意　 本ご旅行は寄港地での上陸が通船（テンダーボート）利用となる場合、車椅子ご利用のお客様は安全管理上、上陸して頂くことはできません。

■渡航手続きについて
旅行に必要な旅券（パスポート）、査証（ビザ）、再入国許可及び各種証明書の取
得については、お客様自身で行って頂きます。これらの手続代行については、販売
店が渡航手続き料金をいただいてお受け致します。
日本国籍ではないお客様は、ご自身で自国・渡航先国の大使館、入国管理事務所
へお問合せ下さい。
●旅券（パスポート）について：当パンフレットに掲載している旅行には、日本帰国
時点で有効期間が6か月以上残っている旅券が必要です。

●査証（ビザ）について：本ご旅行では日本国籍の方は査証の取得は不要です。
■航空機について
●ビジネスクラスご利用のお客様は基本コースのご予約と同時にお申し出下さ
い。座席のご希望も併せて予約時にお申し出下さい。お申し込み後の手配のた
め、ご希望に沿えない場合があります。

■海外の空港税等について
2019年3月1日現在、海外空港税は10,950円です。お支払いいただく合計金額は、
ご出発の90日前に確定し、ご請求させて頂きます。それ以降の為替変動による追
加徴収、返金は致しません。
■国際観光旅客税について
観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確
保するために、「国際観光旅客税」が創設されました。「国際観光旅客税」は、船舶
又は航空会社が、チケット代金に上乗せする等の方法で、2019年1月7日以降に日

本から出国するお客様から徴収（出国１回につき1,000円）するものです。
■燃油サーチャージについて
旅行代金には燃油サーチャージ21,000円（2019年3月1日現在の目安）は含まれて
おりません。旅行出発日の90日前までに確定し、ご請求させて頂きます。それ以降
に為替変動等による過不足が生じましても追加徴収又は返金はありません。また、
燃油サーチャージの確定までに燃油サーチャージが廃止となった場合、当社は請
求を取りやめます。
■海外危険情報及び衛生状況について
●渡航先（国又は地域）によっては、「外務省海外危険情報」等により国・地域の渡
航に関する情報が発出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報
に関する書面をお渡し致します。また、「外務省海外安全ホームページ（http://
www.anzen.mofa.go.jp/）」でもご確認できます。旅行日程・滞在先・連絡先等を
登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる
外務省海外旅行登録システム「たびレジ」（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
tabireg/）への登録をお勧めします。また、テロ・誘拐対策に関する「海外旅行の
テロ・誘拐対策」（http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/counter-terrorism.
pdf）をご確認ください。

●渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ
（http://www.forth.go.jp/）」でご確認下さい。

■個人情報の取り扱い
当社らは、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客

様との連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申し込み頂いた旅行において運送・ 
宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関等については当該パンフレット記載の日程表及び最
終日程表に記載されています。）の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領
のための手続に必要な範囲内で利用させて頂きます。その他、当社らは、①当社及び当社
の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内とその手続き②旅行参加後の
ご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資
料の作成、にお客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。
当社は、お申し込み頂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、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、パスポート番号等の個人情報を、
予め郵便、電子的方法等で送付することによって提供致します。また、当社は、旅行先での
お客様のお買い物等の便宜の為、お客様の氏名、性別、パスポート番号、及び搭乗される
航空便名等を土産物店に予め郵便、電子的方法等で送付することによって提供致します。
■お客様の健康情報について
本ご旅行では参加者全員に健康アンケートの提出をお願いしています。また、医
師による診断書の提出をお願いする場合がありますのでご協力下さい。
■海外旅行保険への加入について
ご旅行中にけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、
事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。こ
れらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充
分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険についてはお
申し込みの旅行取扱店にお問い合わせ下さい。

健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・
動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介
助犬）をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必

要となる旨をお申し出下さい（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出下さい。）。当社
は可能な範囲でこれに応じます。尚、お客様のお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に
要する費用はお客様の負担となります。

2012年の就航以来、日本のお客様からも高い評価を得る大人気の客船。アジアンレストランを
含むチョイス豊富なレストラン、正装不要のドレスコード、快眠ベッドと大型バスタブなど快適な
設備を誇り、リピートするお客様続出です。Oceania Rivieraオーシャニア・リビエラ

D E C K  P L A N

 C  デラックスアウトサイド
22.5㎡　全面パノラマウィンドウ　
バスタブ　デッキ7

 PH1  ペントハウススイート
39.06㎡ (内ベランダ6.7㎡ )　バスタブ　
デッキ11

 B1  ベランダステート
26.23㎡ (内ベランダ4.5㎡ )　バスタブ　
デッキ8

 A2  コンシェルジュベランダ
26.23㎡ (内ベランダ4.5㎡ )　バスタブ　
デッキ9

 A1  コンシェルジュベランダ
26.23㎡ (内ベランダ4.5㎡ )　バスタブ　
デッキ10

建 造 年：2012 年 船 籍：マーシャル諸島 総 トン 数：66,000トン 全 長：238ｍ
全 幅：32ｍ 乗客定員：1,250 人 乗 組 員 数：800 人 客 室 数：629 室

（イメージ） （イメージ）

（イメージ）

スパ（イメージ）
※お部屋は一例です

プライベートスパテラス（イメージ）グランドダイニングルーム（イメージ）

レストラン名 利用時間 お食事内容 予約 利用料金

ポログリル 夕 ステーキ＆シーフード
（固定メニュー） 要 不要

ジャック 夕 本格フランス料理
（固定メニュー） 要 不要

レッドジンジャー 夕 アジア料理／日本、タイ、
ベトナムなど（固定メニュー） 要 不要

ラ・レゼルブ 夕
（特定日）

7種のワインと
グルメフルコース 要 要

美食のクルーズ船  オーシャニア・リビエラ

魅惑の地中海で過ごす
ゴールデンウィーク
魅惑の地中海で過ごす
ゴールデンウィーク

お料理は一例です
（イメージ）

完 売


