
シルバーシー・クルーズの世界
船旅のラグジュアリーブランド

2022〜2023年日本発着クルーズ

ご自宅と港間の
専用車送迎をおつけします*

ご自宅と港間の代わりに、ご自宅と最寄りの
空港間、またはご自宅と最寄りの新幹線の駅
間の専用車送迎をおつけすることもできま
す。詳細はお問い合わせください。

*80キロメートル圏内に限ります。

ご自宅から始まる
真のオールインクルーシブの旅
ご自宅から始まる
真のオールインクルーシブの旅



　　　  ご予約時から121日前
までのキャンセルに対
するチャージが無料！

通常はおひとり様あたり25,000
円がかかるキャンセルチャージ
が無料になります。(乗船120日
前以降のキャンセルチャージは
通常通りです)

　　　  1室あたり200ドルの船
上で使えるクレジット
をプレゼント！

寄港地観光や船内の有料レスト
ラン、スパなどにご利用いただけ
るクレジット200ドルをプレゼン
トします。

特典 特典
1 2

4コース限定　特典付き
このマークがついた4本のクルーズには2つの特典が付きます。

日次 月日 寄港地 国 入港 出港
1 4月22日㈮ 横浜（東京）日本 - 19:00
2 4月23日㈯ 清水 日本 7:00 13:00
3 4月24日㈰ 大阪 日本 8:00 -
4 4月25日㈪ 大阪 日本 - 23:59
5 4月25日㈫ クルーズ - -
6 4月27日㈬ 福岡 日本 8:00 20:00
7 4月28日㈭ 釜山 韓国 8:00 23:30
8 4月29日㈮ クルーズ - -
9 4月30日㈯ 金沢 日本 8:00 19:00
10 5月1日㈰ 新潟 日本 8:00 23:00
11 5月2日㈪ 秋田 日本 8:00 18:00
12 5月3日㈫ 青森 日本 8:00 23:00
13 5月4日㈬ 函館 日本 8:00 18:00
14 5月5日㈭ クルーズ - -
15 5月6日㈮ 東京 日本 7:00 -

日次 月日 寄港地 国 入港 出港
1 9月23日㈮ 大阪 日本 23:00
2 9月24日㈯ クルーズ
3 9月25日㈰ 鹿児島 日本 8:00 18:00
4 9月26日㈪ 長崎 日本 8:00 18:00
5 9月27日㈫ 釜山 韓国 8:00 23:30
6 9月28日㈬ クルーズ
7 9月29日㈭ 金沢 日本 8:00 19:00
8 9月30日㈮ 新潟 日本 8:00 23:00
9 10月1日㈯ 秋田 日本 8:00 18:00
10 10月2日㈰ 青森 日本 8:00 23:00
11 10月3日㈪ 函館 日本 8:00 18:00
12 10月4日㈫ クルーズ
13 10月5日㈬ 東京 日本 8:00 23:59
14 10月6日㈭ クルーズ
15 10月7日㈮ 大阪 日本 7:00

日次 月日 寄港地 国 入港 出港
1 9月27日㈫ 東京 日本 - 23:00
2 9月28日㈬ クルーズ - -
3 9月29日㈭ 大阪 日本 7:00 18:00
4 9月30日㈮ 広島 日本 8:00 16:00
5 10月1日㈯ 釜山 韓国 10:00 19:00
6 10月2日㈰ クルーズ - -
7 10月3日㈪ 金沢 日本 8:00 19:00
8 10月4日㈫ 秋田 日本 13:00 19:00
9 10月5日㈬ 函館 日本 8:00 18:00
10 10月6日㈭ クルーズ - -
11 10月7日㈮ 東京 日本 7:00 -

シルバーシーで至高の船旅を。

日次 月日 寄港地 国 入港 出港
1 10月7日㈮ 東京 日本 - 23:00
2 10月8日㈯ クルーズ - -
3 10月9日㈰ 神戸 日本 7:00 18:00
4 10月10日㈪ 広島 日本 8:00 17:00
5 10月11日㈫ 福岡 日本 8:00 18:00
6 10月12日㈬ 麗水 韓国 8:00 18:00
7 10月13日㈭ 長崎 日本 8:00 19:00
8 10月14日㈮ 鹿児島 日本 8:00 16:30
9 10月15日㈯ 別府 日本 9:00 18:00
10 10月16日㈰ クルーズ - -
11 10月17日㈪ 東京 日本 7:00 -

日次 月日 寄港地 国 入港 出港
1 10月7日㈮ 大阪 日本 23:00
2 10月8日㈯ クルーズ
3 10月9日㈰ 鹿児島 日本 8:00 18:00
4 10月10日㈪ 長崎 日本 8:00 18:00
5 10月11日㈫ 釜山 韓国 8:00 23:30
6 10月12日㈬ クルーズ
7 10月13日㈭ 金沢 日本 8:00 19:00
8 10月14日㈮ 新潟 日本 8:00 23:00
9 10月15日㈯ 秋田 日本 8:00 18:00
10 10月16日㈰ 青森 日本 8:00 23:00
11 10月17日㈪ 函館 日本 6:00 18:00
12 10月18日㈫ クルーズ
13 10月19日㈬ 東京 日本 8:00 23:59
14 10月20日㈭ クルーズ
15 10月21日㈮ 大阪 日本 7:00

日次 月日 寄港地 国 入港 出港
1 10月17日㈪ 東京 日本 - 23:00
2 10月18日㈫ クルーズ - -
3 10月19日㈬ 大阪 日本 7:00 18:00
4 10月20日㈭ 広島 日本 8:00 16:00
5 10月21日㈮ 釜山 韓国 10:00 19:00
6 10月22日㈯ クルーズ - -
7 10月23日㈰ 金沢 日本 8:00 19:00
8 10月24日㈪ 秋田 日本 13:00 19:00
9 10月25日㈫ 函館 日本 9:00 19:00
10 10月26日㈬ クルーズ - -
11 10月27日㈭ 横浜（東京）日本 7:00 -

日次 月日 寄港地 国 入港 出港
1 10月21日㈮ 大阪 日本 23:00
2 10月22日㈯ クルーズ
3 10月23日㈰ 鹿児島 日本 8:00 18:00
4 10月24日㈪ 長崎 日本 8:00 18:00
5 10月25日㈫ 釜山 韓国 8:00 23:30
6 10月26日㈬ クルーズ
7 10月27日㈭ 金沢 日本 8:00 19:00
8 10月28日㈮ 新潟 日本 8:00 23:00
9 10月29日㈯ 秋田 日本 8:00 18:00
10 10月30日㈰ 青森 日本 8:00 23:00
11 10月31日㈪ 函館 日本 8:00 18:00
12 11月1日㈫ クルーズ
13 11月2日㈬ 東京 日本 8:00 23:59
14 11月3日㈭ クルーズ
15 11月4日㈮ 大阪 日本 7:00

伝統を守りつつモダンに進化したラグジュアリーな船旅が魅力のシルバーシー・クルーズ

2022 年
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・掲載のスケジュール はすべて2021年8月末時点での情報です。変更になる可能性がありますので最新情報はご確認ください。
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海から訪れる日本の春と秋をご堪能ください。足をのばして韓国へも寄港します。

 春 と 秋 の日本発着クルーズ
ワクチン接種完了の方

対象クルーズ
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金沢（イメージ） 伏見稲荷大社／京都（イメージ）函館（イメージ）

日次 月日 寄港地 国 入港 出港
1 3月30日㈭ 東京 日本 - 23:00
2 3月31日㈮ クルーズ - -
3 4月1日㈯ 神戸 日本 7:00 18:00
4 4月2日㈰ 広島 日本 8:00 17:00
5 4月3日㈪ 福岡 日本 8:00 18:00
6 4月4日㈫ 麗水 韓国 8:00 18:00
7 4月5日㈬ 長崎 日本 7:00 19:00
8 4月6日㈭ 鹿児島 日本 8:00 16:00
9 4月7日㈮ 別府 日本 9:00 18:00
10 4月8日㈯ クルーズ - -
11 4月9日㈰ 東京 日本 8:00 -

日次 月日 寄港地 国 入港 出港
1 4月9日㈰ 東京 日本 - 23:00
2 4月10日㈪ クルーズ - -
3 4月11日㈫ 神戸 日本 7:00 18:00
4 4月12日㈬ 広島 日本 8:00 16:00
5 4月13日㈭ 釜山 韓国 10:00 19:00
6 4月14日㈮ クルーズ - -
7 4月15日㈯ 金沢 日本 8:00 19:00
8 4月16日㈰ 秋田 日本 13:00 19:00
9 4月17日㈪ 函館 日本 8:00 18:00
10 4月18日㈫ クルーズ - -
11 4月19日㈬ 東京 日本 8:00 -

日次 月日 寄港地 国 入港 出港
1 4月19日㈬ 東京 日本 - -
2 4月20日㈭ 東京 日本 - 13:30
3 4月21日㈮ 神戸 日本 13:00 -
4 4月22日㈯ 神戸 日本 - 18:00
5 4月23日㈰ 広島 日本 8:00 18:00
6 4月24日㈪ クルーズ 2:30 4:30
7 4月25日㈫ 仁川 韓国 13:00 -
8 4月25日㈬ 仁川 韓国 - 19:00
9 4月27日㈭ クルーズ - -
10 4月28日㈮ 釜山 韓国 8:00 17:00
11 4月29日㈯ ソクチョ 韓国 9:00 19:00
12 4月30日㈰ クルーズ - -
13 5月1日㈪ 秋田 日本 8:00 18:00
14 5月2日㈫ 青森 日本 8:00 23:00
15 5月3日㈬ 函館 日本 8:00 18:00
16 5月4日㈭ クルーズ - -
17 5月5日㈮ 東京 日本 8:00 -

2023 年
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日次 月日 寄港地 国 入港 出港
1 9月21日㈭ 東京 日本 - 19:00
2 9月22日㈮ 大阪 日本 17:30 -
3 9月23日㈯ 大阪 日本 7:00 18:00
4 9月24日㈰ 下関 日本 12:00 19:00
5 9月25日㈪ 釜山 韓国 8:00 16:00
6 9月26日㈫ 金沢 日本 16:30 -
7 9月27日㈬ 金沢 日本 7:00 18:00
8 9月28日㈭ 秋田 日本 11:30 19:00
9 9月29日㈮ 函館 日本 8:00 18:00
10 9月30日㈯ クルーズ - -
11 10月1日㈰ 東京 日本 7:00 23:00

日次 月日 寄港地 国 入港 出港
1 9月25日㈪ 横浜（東京）日本 - 19:00
2 9月26日㈫ 清水 日本 13:20 14:20
3 9月27日㈬ 大阪 日本 8:00 -
4 9月29日㈭ 大阪 日本 - 23:00
5 9月28日㈮ クルーズ - -
6 9月30日㈯ 広島 日本 7:00 14:00
7 10月1日㈰ 釜山 韓国 9:00 23:30
8 10月2日㈪ クルーズ - -
9 10月3日㈫ 金沢 日本 8:00 -
10 10月4日㈬ 金沢 日本 - 14:00
11 10月5日㈭ 秋田 日本 8:00 18:00
12 10月6日㈮ 青森 日本 8:00 23:00
13 10月7日㈯ 函館 日本 8:00 18:00
14 10月8日㈰ クルーズ - -
15 10月9日㈪ 横浜（東京）日本 6:30 -

日次 月日 寄港地 国 入港 出港
1 10月1日㈰ 東京 日本 - 19:00
2 10月2日㈪ 神戸 日本 17:30 -
3 10月3日㈫ 神戸 日本 - 18:00
4 10月4日㈬ 広島 日本 8:00 17:00
5 10月5日㈭ 福岡 日本 8:00 18:00
6 10月6日㈮ 麗水 韓国 8:00 18:00
7 10月7日㈯ 長崎 日本 8:00 19:00
8 10月8日㈰ 鹿児島 日本 8:00 17:00
9 10月9日㈪ 別府 日本 9:30 18:00
10 10月10日㈫ クルーズ - -
11 10月11日㈬ 横浜（東京）日本 6:30 -

・掲載のスケジュール はすべて2021年8月末時点での情報です。変更になる可能性がありますので最新情報はご確認ください。



伝統を守りつつモダンに進化した
世界最高峰のクルーズライン
洋上では、青い海、白い雲、輝く太陽から、自然のパワーをたくさん受けます。それは、慌た
だしい日常生活では得られない、穏やかでいて、強力なパワーです。自然が奏でるハーモ
ニーと、世界各地で人間が刻んできたリズム。地球の二つの宝を満喫できるクルーズこそ、
究極のレジャーと言えるでしょう。シルバーシー・クルーズは、最上級のおもてなしと、魅
惑のデスティネーションで世界最高峰のクルーズラインとして評価を得ています。



シルバー・スイート（シルバー・ミューズ）

ベランダ・スイート（シルバー・ミューズ）

海外旅行では予定外の出費がかさむものです。日本人には馴染みの薄いチッ
プ制もそのひとつ。シルバーシー・クルーズの料金には、客室代、食事代はも
ちろん、アルコール類料金（特定銘柄ワインを除く）、サービススタッフへの
チップも含まれています。〈オールインクルーシブ〉の料金システムにより、余
計な気づかいは不要。安心して船旅をお楽しみいただけます。

■船内での基本的なお食事とお飲物
■スイートに用意されたシャンパンやお飲み物
■ 24時間ルームサービス
■船内で催されるエンターテイメント

■サービススタッフへのチップ
■ポートチャージ
■各寄港地でひとつのエクスカーション
■ご自宅と最寄りの空港または港間の専用車送迎(80km圏内に限る)

■WiFi

オールスイートという極上空間
華やかなクルーズライフに好奇心を刺激された後は、船室に戻って一息つきた
いもの。豊かな洋上生活を送っていただくためにも、シルバーシー・クルーズ
はプライベートな空間を大切にしています。客室は多くがゆったりとしたバス
タブを備え、すべて海を望むスイート仕様。さらに、全客室で導入されている
バトラーサービスにより、ゲストひとりひとりにきめ細かく対応いたします。

初めてでも安心のオールインクルーシブ

■  ロイヤル・スイート、グランド・スイート、オーナーズ・スイートにお泊まりのお客様には別途特
典がございます。

クルーズ料金には
右記の料金が
含まれています



ザ・レストラン（シルバー・シャドー）

ラ・ダム（シルバー・シャドー）

ラ・テラッツァ

クルーズライフを彩る食の芸術
お食事は「クルーズ」における最大の楽しみです。シルバーシー・クルーズで
は〝お好きな時に、お好きな方と〟をモットーにダイニングではオープンシー
ティング制を採用しています。世界で腕を磨いたシルバーシーのエグゼク
ティブシェフがプロデュースする厳選メニューは、まさに食の芸術。また、プ
ライベートで食事を楽しみたいときには、ゆったりとスイートルームでフル
コースのお料理をお召し上がりいただけます。

ザ・レストラン
メインダイニングルーム

ラ・ダム
エレガントな雰囲気の
本格フレンチレストラン

ラ・テラッツァ
スローフードを取り入れた
イタリアンレストラン

プール・グリル／ 
ザ・グリル
カジュアルレストラン

アトランティード
シーフード&グリル

ラ・ダム
エレガントな雰囲気の
本格フレンチレストラン

ラ・テラッツァ
スローフードを取り入れた
イタリアンレストラン

インドシナ
アジアンフュージョン

カイセキ
ジャパニーズ鉄板焼き

シルバー・ノート
タパススタイル

プール・グリル／ 
ザ・グリル
カジュアルレストラン

スパッカナポリ
ピザ

 レストラン（シルバー・シャドー /シルバー・ウィスパー）

 レストラン（シルバー・ミューズ）
　メインダイニングを設置しない新しいコンセプトで多数のダイニングを設け幅広い選択肢をご提供しています



リゾートホテルを凌駕する船内施設

シルバー・ノート（シルバー・ミューズ）

パノラマラウンジデッキ／ジョギングトラック
プール、ジャグジー／アートカフェ

シルバーシー・クルーズの客船は中型規模ですが、メガシップ並みの施設を
誇っています。ラウンジやジャグジー、ライブラリーで思い思いの船内ライフ
をお楽しみください。また、好奇心をくすぐるエンターテイメントや、各種講
座、エクササイズプログラムも充実。船こそが究極のデスティネーションだ
と実感していただけることでしょう。

■ショーラウンジ
■ザ・バー
■カジノ／カジノバー
■シガーバー
■オブザベーションラウンジ

■パノラマラウンジ
■ザガラ・スパ
■プール／ジャグジー
■フィットネスセンター
■ブティック／ジュエリーショップ

■カードルーム
■ライブラリー
■美容室
■医務室

五感で愉しむ至高の船旅
シルバーシー・クルーズは、創設以来「No」と言わないサービスを伝統として
おります。乗船中、お困りのことがございましたら、何なりとお申し付けくだ
さい。ゲスト約1.3人に対して1名のスタッフにより、ひとりひとりに合わせた
サービスを提供いたします。上質で洗練されたホスピタリティにあふれなが
ら、肩肘張らないアットホームな接客対応も世界中のクルーズファンから親し
まれています。世界最高峰のクルーズを五感でお楽しみください。

船内施設



2021年9月

世界航路をめぐる
シルバーシー・クルーズ

シルバー・ウィスパー
Silver Whisper
•総トン数：28,258トン
•全　　長：186.0m
•全　　幅：24.9m
•乗客定員：388名
•乗組員数：302名
•就　　航：2001年（2013年改装）

シルバー・シャドー
Silver Shadow
•総トン数：28,258トン
•全　　長：186.0m
•全　　幅：24.9m
•乗客定員：388名
•乗組員数：302名
•就　　航：2000年（2010年改装）

シルバー・ミューズ
Silver Muse
•総トン数：40,700トン
•全　　長：212.8m
•全　　幅：27m
•乗客定員：596名
•乗組員数：411名
•就　　航：2017年

ご旅行条件

東　京 03(5213)9987☎

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

〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル7階
総合旅行業務取扱管理者：谷 維人　Eメールアドレス：cctweb@ytk.co.jp

神　戸 078（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：安達孝俊 　　Eメールアドレス：ccu@ytk.co.jp

一般社団法人日本旅行業協会正会員

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターへ

● 運送約款：権利保有と責任の限度
シルバーシー・クルーズの予約および乗船に際し、運送約款

「Passage Contract」が適用されます。この諸規定は運航会
社シルバーシー・クルーズ（以下船会社）とお客様との間の法
的拘束力のある契約であり、いかなる口頭、または書面によ
る表明にも優先します。ここに記載した旅行条件は主な抜
粋です。運送約款「Passage Contract」は船会社ウェブサイ
ト（www.silversea.com）をご参照ください。

● 旅行条件基準日
当パンフレットに記載の内容は2021年9月末日現在のもの
であり、スケジュールを含む掲載情報は変更になる場合がご
ざいます。

● クルーズ代金
代金は２人部屋使用時のお1人様分のクルーズ代金です。
子供代金の設定はございません。
シングル追加代金はお問い合わせください。シングル、３
人利用ともスイート数に制限があり、代金も事前通告なしに
変更されることがございます。掲載代金はパンフレット作
成時点のものです。 重油の高騰、貨幣価値の変動、政府機
関の税金または賦課金の増額、セキュリティーチャージの増
額など、当初想定以上の変更が生じた場合、船会社はこれら
の予期せぬコスト増に対して追加代金を請求する権利を有
します。
＜クルーズ代金に含まれるもの＞

スイートルームの代金、船内での基本的なお食事とお飲
み物、24時間ルームサービス、エンターテイメント、WiFi
アクセス、船内のチップ、政府関連諸税および港湾施設使
用料、国際観光旅客税、各寄港地でのひとつの寄港地観
光ツアー、乗船前と下船後の①ご自宅と最寄りの空港間、
②ご自宅と最寄りの新幹線の駅、③ご自宅と港間、のいず
れかの区間の専用車送迎（80km圏内に限ります） 

＜クルーズ代金に含まれないもの＞
寄港地観光ツアー、カジノでのゲーム、ランドリーサービ
ス、船内ブティックでのお買い物、スパ利用代金、
美容室など個人的費用、および、有料レストランでのお
食事、特定の銘柄のワイン／シャンパン／キャビア／シ
ガー等。

● お支払い
予約後7日以内にクルーズ代金の25％の予約金をお支払い
いただきます。期間内に支払わなかった場合、客室は取消の
対象になります。最終支払いは出航120日前となります。規
定日までに支払いがない場合、予約は自動的にキャンセルさ
れます。

● 取消料
ご予約のキャンセルにかかる費用は下記の通りです。（出航
日の前日より起算）

ご予約後、
出航日の前日より起算して121日
前まで 1名様あたり25,000円*

出航日の前日より起算して120日
～91日前 クルーズ代金の 25%

出航日の前日より起算して90日
～61日前 クルーズ代金の 50%

出航日の前日より起算して60日
～31日前 クルーズ代金の 75%

出航日の前日より起算して30日
以内 クルーズ代金の 100%

（上記％はクルーズ料金総額の率となります）
* 121日前までにキャンセルした場合のキャンセルチャージ
25,000円は、その後のシルバーシー・クルーズの新規ご予約
の際にクレジットとしてご利用可能です。

ただし、クレジットとして適用できるクルーズは、キャンセル
したクルーズの出航日から1年間以内に終了するクルーズに
限ります。
** 2022年4月22日/9月27日/10月7日/10月21日 発 の 計4

コースに関しては、上記取消料が免除となります。

● 寄港地観光ツアー、レストラン、スパのご予約
寄港地観光ツアー、スパは出航180日前から7日前まで、レ
ストランは出航120日前から7日前までウェブサイトMy 
Silverseaより事前予約を承ります。乗船後のご予約も可能
です。

● 身体に障害をお持ちの方、健康、疾病についての特別事項
身体的な障害のために特別補助が必要とされる方には、健常
者の付き添いが必要となります。車椅子を必要とされる方
はご自身の折りたたみ車椅子をご用意ください。船会社は
洋上航海に身体的・精神的に不適切であり、船会社が用意出
来る限度以上のものが必要であると判断したときは航海を
お断りする権利を留保します。
下記に該当される方は予約時点で書面をもって船会社への
ご連絡が義務づけられています。
1.  身体または精神状態に関して医療事項を必要とするか、ま

たは特別に注意を払わなければならない方　
2. 旅行条件を満たさないと考えられる方　
3.  ある条件がお客様本人または乗船中の第三者にリスク、危

険を犯すかもしれないと考えられる方　
4. 医療目的の酸素吸入を必要とされる場合　
5.  車椅子やそれ以外の電動補助器具またはサービス、介助動

物をご利用の方

● 妊娠中の方
ご乗船時において妊娠24週未満の方で、旅行に適すという
医師の証明書があればご予約いただけます。

それ以上の方の予約はお受けできません。また該当者に関
していかなる事故についても責任は負いかねます。

● 未成年者とお子様の乗船
18歳未満の未成年者は親または21歳以上の成年者の付き添
いが必要です。親以外の成年者と同行する場合、事前に「親
権者の同意書」をご提出ください。6ヶ月未満の乳児はご乗船
いただけません。3歳未満の幼児の乗船については人数を制
限する権利を留保します。6ヶ月から1歳までの幼児のご乗船
には書面にご署名をいただく必要がございます。詳しくはお
問い合わせください。

● 旅行書類
パスポートの取得や有効期限の確認、訪問国の査証、その他
必要書類の取得はお客様の責任となります。パスポートは、
クルーズ終了時点で6ヶ月以上の有効残存期間が必要です。
渡航先によっては予防接種証明書が必要な場合もあります。
書類不備のためにご乗船できなかった場合も船会社および
旅行会社は免責となります。

【新型コロナウイルス感染症に関する対応について】 
本クルーズにおけるご予約時のお申込み条件および乗船受
付時（出港当日）の健康状況について、以下の特別条件を適用
させていただきます。 
本クルーズは、新型コロナウイルスのワクチン接種を完了さ
れたお客様がご参加いただけます。 
シルバーシー・クルーズでは、お客様、乗組員、訪問先の地
域社会の健康と安全を最優先に考え、ご乗船に際しては、年
齢を問わずお客様と乗組員の全員に新型コロナウイルスの
ワクチン接種を必須としており、乗船日から2週間前まで
に、2回目のワクチン接種を完了されている必要があります。
チェックイン時に各自治体発行の新型コロナウイルスワクチ
ン接種証明書、またはそのコピーをご提示いただきます。ご
提示いただけない場合は、ご乗船いただけませんのでご注意
ください。 
※ 新型コロナウイルコロナウイルス種がお済みの方も、本対

応が適用となります。 ※全てのお客様に事前検査（船会
社指定）を実施する予定です。 

【ご乗船当日の健康状況確認について】 
（1） 健康状況を確認させていただきます（検温・健康質問票

の提出）。 
（2） 事前のPCR検査、出航当日の抗原定性検査の2回の検査

を受検いただく予定です。

● 海外旅行保険
ご旅行中の思わぬ事故、病気、寄港地観光中の盗難などに備
え、お客様ご自身で海外旅行保険（含む携行品）に加入され
ることをおすすめします。



シルバーシー・クルーズ

2022年4月22日乗船　シルバー・ミューズ
横浜～東京 　【特典付き】 料 金
オーナーズスイート ¥2,654,400 

グランドスイート ¥2,331,800 

ロイヤルスイート ¥2,120,200 

シルバースイート ¥1,797,600 

デラックスベランダスイート ¥1,182,700 

スーペリアベランダスイート ¥1,142,400 

クラシックベランダスイート ¥1,092,000 

パノラマスイート ¥1,001,300 

ビスタスイート ¥850,100 

2022年9月23日乗船　シルバー・ミューズ
大阪～大阪 料 金
オーナーズスイート ¥2,731,700 

グランドスイート ¥2,409,100 

ロイヤルスイート ¥2,217,600 

シルバースイート ¥1,905,100 

デラックスベランダスイート ¥1,310,400 

スーペリアベランダスイート ¥1,260,000 

クラシックベランダスイート ¥1,219,700 

パノラマスイート ¥1,118,900 

ビスタスイート ¥1,008,000 

2022年9月27日乗船　シルバー・シャドー
東京～東京　【特典付き】 料 金
オーナーズスイート ¥1,898,400 

グランドスイート ¥1,666,600 

ロイヤルスイート ¥1,585,900 

シルバースイート ¥1,414,600 

デラックスベランダスイート ¥1,333,900 

スーペリアベランダスイート ¥870,200 

クラシックベランダスイート ¥829,900 

パノラマスイート ¥809,800 

ビスタスイート ¥638,400 

2022年10月7日乗船　シルバー・シャドー
東京～東京　【特典付き】 料 金
オーナーズスイート ¥1,858,100 

グランドスイート ¥1,717,000 

ロイヤルスイート ¥1,555,700 

シルバースイート ¥1,384,300 

デラックスベランダスイート ¥1,303,700 

スーペリアベランダスイート ¥850,100 

クラシックベランダスイート ¥809,800 

パノラマスイート ¥789,600 

ビスタスイート ¥628,300 

2022年10月7日　シルバー・ミューズ
大阪～大阪 料 金
オーナーズスイート ¥2,822,400 

グランドスイート ¥2,489,800 

ロイヤルスイート ¥2,298,200 

シルバースイート ¥1,965,600 

デラックスベランダスイート ¥1,340,600 

スーペリアベランダスイート ¥1,300,300 

クラシックベランダスイート ¥1,249,900 

パノラマスイート ¥1,149,100 

ビスタスイート ¥1,038,200 

2022年10月17日乗船　シルバー・シャドー
東京～横浜 料金
オーナーズスイート ¥1,958,900 

グランドスイート ¥1,626,200 

ロイヤルスイート ¥1,555,700 

シルバースイート ¥1,384,300 

デラックスベランダスイート ¥1,233,100 

スーペリアベランダスイート ¥850,100 

クラシックベランダスイート ¥809,800 

パノラマスイート ¥789,600 

ビスタスイート ¥628,300 

2022年10月21日　シルバー・ミューズ
大阪～大阪　【特典付き】 料 金
オーナーズスイート ¥2,822,400 

グランドスイート ¥2,489,800 

ロイヤルスイート ¥2,298,200 

シルバースイート ¥1,965,600 

デラックスベランダスイート ¥1,340,600 

スーペリアベランダスイート ¥1,300,300 

クラシックベランダスイート ¥1,249,900 

パノラマスイート ¥1,149,100 

ビスタスイート ¥1,038,200 

料金表2022年 日本発着クルーズ

特典付き

特典付き 特典付き

特典付き

方面別割引適用 方面別割引適用

方面別割引適用

方面別割引適用

方面別割引適用

方面別割引適用 おひとり様あたり1,500ドルの割引が適用になります。

方面別割引適用

方面別割引適用

早期全額
支払い割引

早期全額
支払い割引

早期全額
支払い割引

早期全額
支払い割引

早期全額
支払い割引

早期全額支払い割引 2021年11月26日㈮までに新規でお申込みいただき全額を
お支払いいただいた場合に適用されます。

早期全額
支払い割引

早期全額
支払い割引



2023年3月30日乗船　シルバー・ウィスパー
東京～東京 料 金
オーナーズスイート ¥2,120,200 

グランドスイート ¥1,868,200 

ロイヤルスイート ¥1,787,500 

シルバースイート ¥1,575,800 

メダリオンスイート ¥1,414,600 

デラックスベランダスイート ¥971,000 

スーペリアベランダスイート ¥930,700 

クラシックベランダスイート ¥890,400 

ビスタスイート ¥719,000 

2023年4月9日乗船　シルバー・ウィスパー
東京～東京 料 金
オーナーズスイート ¥2,110,100 

グランドスイート ¥1,858,100 

ロイヤルスイート ¥1,777,400 

シルバースイート ¥1,565,800 

メダリオンスイート ¥1,404,500 

デラックスベランダスイート ¥961,000 

スーペリアベランダスイート ¥920,600 

クラシックベランダスイート ¥880,300 

ビスタスイート ¥709,000 

2023年4月19日乗船　シルバー・ウィスパー
東京～東京 料 金
オーナーズスイート ¥2,775,400 

グランドスイート ¥2,432,600 

ロイヤルスイート ¥2,321,800 

シルバースイート ¥2,049,600 

メダリオンスイート ¥1,837,900 

デラックスベランダスイート ¥1,253,300 

スーペリアベランダスイート ¥1,192,800 

クラシックベランダスイート ¥1,152,500 

ビスタスイート ¥920,600 

2023年9月21日乗船　シルバー・ウィスパー
東京～東京 料 金
オーナーズスイート ¥1,926,400 

グランドスイート ¥1,702,400 

ロイヤルスイート ¥1,624,000 

シルバースイート ¥1,456,000 

メダリオンスイート ¥1,310,400 

デラックスベランダスイート ¥929,600 

スーペリアベランダスイート ¥884,800 

クラシックベランダスイート ¥862,400 

ビスタスイート ¥705,600 

2023年9月25日乗船　シルバー・ミューズ
横浜～横浜 料 金
オーナーズスイート ¥2,856,000 

グランドスイート ¥2,520,000 

ロイヤルスイート ¥2,307,200 

シルバースイート ¥1,960,000 

デラックスベランダスイート ¥1,321,600 

スーペリアベランダスイート ¥1,265,600 

クラシックベランダスイート ¥1,220,800 

パノラマスイート ¥1,120,000 

ビスタスイート ¥974,400 

2023年10月1日乗船　シルバー・ウィスパー
東京～横浜 料 金
オーナーズスイート ¥1,926,400 

グランドスイート ¥1,702,400 

ロイヤルスイート ¥1,624,000 

シルバースイート ¥1,456,000 

メダリオンスイート ¥1,310,400 

デラックスベランダスイート ¥929,600 

スーペリアベランダスイート ¥884,800 

クラシックベランダスイート ¥862,400 

ビスタスイート ¥705,600 

●�料金はすべて2名様1室ご利用時のおひとり様あたりの料金です。シングル料金や3人目の料金は
お問い合わせください。

●�料金は2021年9月1日時点での料金です。料金は変動制で予告なく変更になる可能性がございま
す。お申し込み時には必ずお問い合わせください。

●�料金は適用可能なすべての割引を適用した後の料金です。割引の適用には下記の条件が適用され
ますのでご注意ください。

●�早期全額支払い割引は2021年11月26日㈮までに新規でお申込みいただき全額をお支払いいただ
いた場合に適用されます。

●�方面別割引はおひとり様あたり1,500ドルの割引が適用になります。
●�オーナーズスイート、グランドスイート、ロイヤルスイート、シルバースイートの料金はすべて1
ベッドルームをご利用の場合の料金です。2ベッドルームをご希望の場合にはお問い合わせくだ
さい。

●�空き状況は変動いたしますので、カテゴリーによっては満室の場合もございます。

料金表2023年 日本発着クルーズ

東　京 03(5213)9987☎

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

〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル7階
総合旅行業務取扱管理者：谷 維人　Eメールアドレス：cctweb@ytk.co.jp

神　戸 078（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：安達孝俊 　　Eメールアドレス：ccu@ytk.co.jp

一般社団法人日本旅行業協会正会員

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターへ

方面別割引適用

方面別割引適用

方面別割引適用

方面別割引適用

方面別割引適用

方面別割引適用

早期全額
支払い割引

早期全額
支払い割引

早期全額
支払い割引


