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心に残る高品質な旅

ノルウェージャンジェイド

ノルウェージャン・
クルーズラインの船旅

ドレスコードのない、ノルウェージャン・クルーズラインで旅する4コース

■ ノルウェージャンスター　春の南北アイルランド周遊の船旅【14日間】
■ ノルウェージャンスター　白夜のアイスランドとグリーンランドの船旅【15日間】
■ ノルウェージャンドーン　夏のバルト海沿岸の街々と中世の島ゴットランド島の船旅【12日間】
■ ノルウェージャンジェイド　サントリーニ、ミコノス、ロードス エーゲ海の島々を巡る船旅【10日間】

●旅行契約の成立
旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時
に成立します。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に
当たる日より前にお支払いいただきます。
●お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、「旅行代金として表示した金額」と「追
加代金として表示した金額」の合計額をいいます。
●旅行代金に含まれるもの
（1）パンフレット等、当社ホームページの旅行日程に明示した次に掲げるも

のが含まれます。
① 運送機関の運賃・料金（パンフレット等に特に別途の記載がない限り、
航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。）

② 送迎バス料金、都市間の移動に係るバス料金、観光に伴うバス料金
③ 宿泊機関の宿泊料金及び税・サービス料金（パンフレット等に特に別
途の記載がない限り1部屋に2名で宿泊した場合を基準にします。）

④ 食事の料金（機内食は除く。）及び税・サービス料金
⑤ 添乗員等（企画旅行に同行して旅程管理業務を行う者等）が同行する
コースにおける添乗員等の旅行費用

⑥ 観光に伴うガイド料金、観光施設の入場料等
⑦ 航空会社等が定める個数・重量の無料手荷物許容量の範囲内の受託
手荷物運送料金

⑧ 団体行動時の必要な心付け
⑨ 旅行日程中の海外の空港税、同通行税、同空港利用料
⑩ その他パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨を表示したもの

（2）前（1）に記載したものは、お客様の都合により一部利用されなくても払
戻しの対象外となります。

●旅行代金に含まれないもの
上記以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（１）超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）
（２）個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金
（３）渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金）
（４）お１人部屋を使用される場合の「1室1名利用追加代金」
（５）日本国内の空港施設使用料、国際観光旅客税
（６）港湾利用料、政府関連諸税等
（７）燃油サーチャージ（旅行契約成立後に増額された場合は、増額分の差額

は徴収し、また、減額・廃止された場合は、減額分は、払戻しをいたします。）
●お部屋について

（１）部屋割りは、原則としてホテル又は船会社が予め定めております。ま
た、ホテルや船室では部屋により調度品や広さが異なる場合がありま
す。 当社ではバスタブ付き客室をご用意するよう努めておりますが、各
地域の特性や施設の事情によりシャワーのみとなる場合があります。

（2）可能な限り2人用の客室にはシングルベッドが2台の「ツインベッド
ルーム」をご用意いたしますが、ホテルによっては、「ダブルベッド
ルーム」に2台目のベッドとして簡易ベッドを入れてご利用いただく
場合もございます。また、ご夫婦でご参加の際は、「1ベッドタイプ」
で大型ベッド1台のみのご利用となる場合があります。（なお、「ツイ
ンベッドルーム」には2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている
「ジャーマンツイン」の客室、2つのベッドのサイズや種類が若干異
なる客室も含まれます。）

●クルーズ旅行における寄港地上陸観光
船のスケジュール及び上陸観光地は乗客の安全を最優先と考え、天
候やその他現地事情により、船長の判断によって予告なしに変更され
ることがあり、その権限は船長が持っています。また、その変更によ
る払戻しはございません。
●航空機について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならない
場合があります。なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希望
をかなえることは不可能ですので、ご容赦ください。
●時間帯の目安について
当社は、原則として時刻を記載した日程表を交付しておりますが、地
域により時刻を記載できない一部の日程表については、下記の時間
帯で表記します。

●日程表中のマークについて
■観光について：●＝入場観光 ◯＝下車観光 i＝ユネスコ世界遺産
■お食事：a＝朝食 h＝昼食 y＝夕食 k＝機内食 s＝食事なしl＝軽
食（通常よりもお体にやさしい軽めの食事です）
■乗り物：H＝航空機 B＝バス D＝列車 K＝自動車 F＝船 R＝ロー
プウェイ
●本パンフレットの掲載写真と地図について
パンフレットには、よりお客様に訪問地のイメージを掴んでいただけ
るよう、ツアーに即した写真を掲載するように努めておりますが、必
ずしも同じ角度や高度でご覧いただけるという保証ではございませ
ん。また、掲載しております地図は、およその位置関係と宿泊地、
訪問地を示し、イメージを掴んでいただくためのものです。
●旅行契約の解除・払戻しについて
旅行契約が成立した後に以下の区分により定められた取消料をお支払
いいただくことにより、お客様は旅行契約を解除することができます。 

旅行企画・実施
営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）

https://www.wastours.jp
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

ワールド航空 検 索WEBも
 どうぞ

ご旅行のご案内とご注意・条件（抜粋）
●この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同法第12条の5により交付する契約書面の一部となります。お申込に際しては別途交付する旅行条件書（全文）をご確認の上、お申込みください。

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00　 　08:00 　 　12:00 　　 16:00　 　 18:00　　  22:00

※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引に関する責任者です。この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。 （株）ワールド航空サービス観光庁長官登録旅行業201号 

□ 東 京 支 店　TEL ： 03-3501-4111
　　　　　　　　　　　 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□ 大 阪 支 店　TEL ： 06-6343-011 1
　　　　　　　　　　　 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 〒530-0001 総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一
□ 名古屋支店　TEL ： 052-252-2110
　　　　　　　　　　　 名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄8階 〒460-0008 総合旅行業務取扱管理者　深澤 義博

□ 九 州 支 店　TEL ： 092-473-0111
　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル2階 〒812-0013 総合旅行業務取扱管理者　木村 咲子
□ 札幌営業所　TEL ： 011-232-9111
　　　　　　　　　　　 札幌市中央区北1条西2-1 時計台ビル 5階 〒060-0001 総合旅行業務取扱管理者　真島 智
□ 藤沢営業所　TEL ： 0466-27-0111
　　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル 3階 〒251-0052 総合旅行業務取扱管理者　近 博之

●旅行条件・旅行代金の基準
ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内
容・条件の他、旅行条件書（全文）、確定書面（最終旅行日程表）及
び当社の旅行業約款によります。ご旅行条件は、2022年12月1日
現在の運賃・料金を基準としております。

（注1）旅行契約解除の申出は、当社の営業日の営業時間内にお願いします。
当社の営業日の営業時間、連絡先（電話番号等）及び連絡方法は、お
客様自身でもお申込時に必ずご確認願います。

（注2）「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日
まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

（注3）＜表1＞の「お支払い対象旅行代金」とは募集広告又はパンフレット等
に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の
合計額をいいます。

旅行契約の解除期日 取 消 料
旅行開始日がピーク時の旅行である場
合であって、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって40日目に当たる日以降
31日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って30日目に当たる日以降21日目に当
たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って20日目に当たる日以降３日目に当た
る日までに解除するとき
旅行開始日の前々日に当たる日から当日
（旅行開始前）までに解除するとき
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不
参加のとき

¥30,000
お支払い対象旅行代金が
30万円未満のときは10％

¥50,000
お支払い対象旅行代金が
25万円未満のときは20％

お支払い対象旅行代金の20％

お支払い対象旅行代金の50％

お支払い対象旅行代金の100％

＜表1＞　日本出発時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約
　　　　 並びに海外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約

旅行契約の区分 適用する取消料
日本出国時又は帰国時に航空機を利用する募
集型企画旅行契約並びに海外を出発地及び到
着地とする募集型企画旅行契約（貸切り航空
機を利用するコースを除きます。）
日本出国時又は帰国時に貸切り航空機を利用
する募集型企画旅行契約
旅程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行
でパンフレット等に別途明示があるもの
日本発着時共に船舶を利用する募集型企画旅
行契約

＜表1＞

当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該船舶に係る取消料の規
定によります。

ワールド航空サービスは、旅の安心を最優先します。

海外旅行「安心」への取り組み

万が一のコロナウィルス罹患に備えて

全参加者が3回のワクチン接種済
ご出発の15日前までに3回目の新型コロナワクチン接種を
完了された方だけがツアーにご参加いただけます。
※PCR検査の必要はありません。事前にお住まいの自治体が発行す
る英文の「ワクチン接種証明書」をご用意ください（電子版、書面
版のどちらでも問題ありません）。

【新サービス】ワールド航空・安心サポート
万が一、ご旅行先でコロナに罹患した場合、ワールド航空の社
員または現地パートナー会社のスタッフが速やかに駆けつけ、
滞在中から帰国の手続きまでサポートいたします。
※当面、2022年10月1日～ 2023年1月31日の間に出発するツアー
が対象です。

連泊中心のゆとりある日程です
これまでも弊社のツアーはゆとりのある日程を心がけてきました
が、現地での突発的な問題発生や、万が一の事態にも対応できる
ように連泊主体のさらにゆとりある日程を設定しております。

ツアー参加中
感染防止に
ご協力ください

ツアーご参加中は毎日の検温、手指衛生にご協力をお願いいたします。

必ず「海外旅行保険」へご加入ください。
現地で新型コロナウィルスに罹患し、延泊などが必要になっ
た場合、当社取扱いの海外旅行保険でご本人の宿泊費用や日
本帰国のための航空券代が補償されます。また国によっては
加入が義務づけられているところもあります。

【旅行業界初】「キャンセル保険」の
加入をおすすめします。
新型コロナウィルス罹患を含めた、出発直前のやむを得ない
事情によりツアーをキャンセルされた場合、発生したキャン
セル料金の70%まで補償されます。
※ただし細則がございます。また、当面の間 WEB 受付限定となり
ます。ご不明の場合はお問い合わせください。

バス座席は1名様あたり、2席以上をご用意
バスの乗車率を50%以下に。1名様につき2席以上の席をご利
用いただく等、十分な間隔を空けてご旅行いただけます（一部
地域を除きます）。

イヤホンガイド利用でソーシャルディスタンスを確保
観光の際にはイヤホンガイドシステムを利用し、お客様、
添乗員、ガイド間の密状態を避けます。
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さあ、クルーズへ
出かけよう！

ドレスコードのない、
ノルウェージャン・クルーズラインで

旅する4コース

全コース・全行程
添乗員が同行するので

安心です
船内の様々なプログラムや情報
を日本語に訳し、皆様に「ワール
ド通信」として配布します。また、
フリータイムのお手伝いなども
いたしますのでご安心ください。

❶ スペシャリティーレストランを
4回ご利用いただけます

　 （通常別料金）
❷ 主要な下船観光はツアー代金
に含めてのご案内

❸ 船内クレジット（おこづかい）
　 75ドル分をプレゼント
❹ 船内インターネット（WIFI）
　 サービス150分間プレゼント

フリースタイルクルーズを業界にいち早く取り入れたのがノルウェージャン
クルーズです。外洋船特有のドレスコード（服装規定）がなく、どなたでも気軽に
クルーズライフを楽しんでいただける船として人気です。”お好きな時に、お好
きな場所で、お好きな方と”をコンセプトにしたフリースタイルダイニングは、
メインダイニング以外にも13ものレストラン・カフェからお選びいただけます
（一部レストランは有料）。ノルウェージャンクルーズの大きな魅力のひとつが
船内エンターテインメント。落ち着いたピアノバーからディスコミュージック
まで、夜には船内のいたるところで生演奏が聞こえてきます。特に足を運んで
いただきたいのが劇場です。毎晩、ミュージカルやマジックショーなどワールド
クラスのエンターテインメントが上演され、楽しいクルーズライフをお過ごし
いただけます。

お洒落不要の気軽で陽気な客船でクルーズを楽しみます

数々の受賞歴を誇る、ノルウェージャン・クルーズラインは15万トン前後の超
大型客船も有していますが、このたびの4コースではあえて9万トンサイズの
クルーズ船を選びました。毎晩行われる本格的なエンタテイメントや、8～10も
ある無料で楽しめるカジュアルなレストランに加え、「寿司」や「鉄板焼き」を含む
上質なスペシャリティレストラン（有料・予約制）もございます。（船によって一部
異なります。）

通常は別料金となるスペシャリティレストランを
追加料金なしで4回ご利用いただけます

ハワイクルーズで人気を博したこのクルーズスタイルは、まず、服装が自由。
ドレスアップとドレスダウンがなんと自由です。いままでのクルーズの常識を
覆し、瞬く間に世界で人気を博しています。おしゃれして夕食を楽しむもよし、
カジュアルなスタイルで軽く食事をすませる日もあり、毎日違ったレストランで
お好きな時間にお好きな方と食事を楽しめます。

服装もお食事も、過ごし方も自由に！
「フリースタイルクルージング」は気軽な船旅です

スペシャル特典

　欧米がコロナ前の状況に戻り、円安にある現在、
動くホテルともいうべきクルーズは、船の食事も
含まれていることもあり、欧米を中心にコロナ前
以上に人気を博し、世界中の旅行者から注目を集め
ています。
　一言で外洋船クルーズといっても、以前のような
ドレスアップして乗船する豪華客船だけではなく、
この10年の間で個々の嗜好に合わせて様々な船が
出てまいりました。とくに初めての船旅に対して躊躇
させるのが、煩わしい服装規定（ドレスコード）と下船
観光でしょう。観光に関しては港を基点とするため、
日帰りで行かれない目的地には不向きである弱点が
ある反面、主たる目的地が港またはその周辺である
場合には、動くホテルであるクルーズに軍配が上が
るでしょう。
　このたび当社では、気軽にクルーズにお出かけい
ただきやすいよう、ドレスコードのない船（カジュアル
シップ）で、港町を中心とした航路をお選びしました。
「初めての船旅」の方もそうでない方も、一度お試し
いただければ幸いです。

※写真はすべてイメージです。
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ノルウェージャンスター

春の南北アイルランド周遊の船旅 14日間

ドレスコード無しの気軽な船旅
弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

ダブリン

ウォーター
フォード

コーク
ティングル

ゴールウェイ

キリーベグス

ベルファスト

イギリス

アイルランド

サウサンプトン
より

ロンドンへ

F

F

北海道とほぼ同じくらいの大きさのアイルランド島は、非常にユニークな島です。通常の島と
は異なり、島の中央部に平原や平野が集中し、それを取り囲むように山地が聳えるという特
異な地形をしております。そのため世界遺産「ジャイアンツコーズウエイ」やモハの断崖など
アイルランドを代表する雄大な景勝地、そして周辺諸国との交易を重視して発展したダブリン
やベルファストといった見所のある都市も海岸線沿いに集中しており、クルーズで巡るのが非
常に効率的です。 このたびのクルーズでは、この「アイルランド島」を一周するように巡るコー
スです。人 を々圧倒する絶景、ダブリンやベルファーストをはじめとする見所ある街々へ毎日
のように寄港して観光へご案内します。南北アイルランドの大自然と歴史ある街々、そして大
型クルーズ船ならではのショーや食事をお楽しみください。

ツアープランナーより

ここにご注目。旅のポイント

❶ 天候が安定し、エニシダなど春の花咲く5月限定の旅。
❷ 見所が海岸近くに集中する絶景のアイルランド島を効率よく船で訪ねます。
❸ 世界遺産「ジャインツコーズウエイ」の観光もお楽しみいただきます。

南北アイルランドをつぶさに巡る航路だからこそ、キラーニ国立公園も訪れます（イメージ）

SHIP DATA
■就航 :2001年 改装 2018年　■総トン数 :91,740ト
ン 　■乗客数 :2348名　■乗組員1031名

海側キャビン　客室情報
丸窓・シャワー・約14㎡

バルコニーキャビン　客室情報
バルコニー・シャワー・約22㎡

ノルウェージャンスター 客室のご案内 ※客室・船内の写真はイメージです。

エニシダが咲く季節へ

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食11回、昼食4回、夕食11回　■添乗員：羽田または成田空港ご出発時から
羽田または成田空港ご到着時まで同行します。　■パスポート必要残存期間：下船時6ヶ月以上　■パスポート査
証未使用欄：2ページ以上必要　■旅行代金にはクルーズ関連諸税￥97,000は含まれておりません。　■旅行代金
には船内チップは（1泊あたり16米ドル）は含まれておりません（船内での精算となります）。

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 羽田または成田空港23：10発H 深夜、羽田または成田空港より航空機にて欧州またはアジア主要
都市へ。  （機中泊）ssk

2
欧州またはアジア主要都市06：10着
欧州またはアジア主要都市08：00発H
ロンドン09：10着B
サウザンプトン16：00発F

欧州またはアジア主要都市着後、航空機を乗り換え、ロンドンへ。
ロンドン着後、バスにてサウザンプトンへ向かい、「ノルウェージャ
ンスター」に乗船。
夕刻、出航。  【10連泊】（ノルウェージャンスター泊）khy

3 終日航海F 終日航海。船内にてゆっくりとお過ごしください。
 （ノルウェージャンスター泊）ahy

4
ウォーターフォード07：00着

ウォーターフォード21：00発F

朝、ウォーターフォードに到着。午前、アイルランド最古の街ウォー
ターフォードの散策へご案内します。
午後、自由行動。
夜、出港します。  （ノルウェージャンスター泊）asy

5
ダブリン07：00着

ダブリン21：00発F

朝、ダブリンに到着。午前、ダブリン市内の観光へご案内します。
午後、自由行動。
夜、ダブリンを出港。  （ノルウェージャンスター泊）asy

6
ベルファスト07：00着

ベルファスト19：00発F

朝、ベルファストに到着。
本日は、ジャイアンツコーズウェイへご案内します。
夜、ベルファストを出港。  （ノルウェージャンスター泊）ahy

7
キリーベグス07：00着

キリーベグス19：00発F

朝、キリーベグスに到着。午前、アイルランドの素朴な田舎風景
を眺めながらクローリー村へのドライブを楽しみます。
夜、キリーベグスを出港。  （ノルウェージャンスター泊）ahy

8 ゴールウェイ07：30着
ゴールウェイ21：00発F

朝、ゴールウェイに到着。終日、モハの断崖へご案内します。
夜、ゴールウェイを出港。  （ノルウェージャンスター泊）ahy

9
ディングル06：30着

ディングル21：00発F

早朝、ティングルに到着。終日、キラーニの街、及びキラーニ
国立公園を訪れます。
夜、出港。  （ノルウェージャンスター泊）ahy

10
コーブ07：00着

コーブ19：00発F

朝、コーブに到着。アイルランド南部の中心地コークの散策へご
案内します。
夜、コーブを出港。  （ノルウェージャンスター泊）asy

11 終日航海F 終日航海。  （ノルウェージャンスター泊）ahy

12
サウザンプトン05：00着
Bロンドン

早朝、サウサンプトンに到着。
午前、ノルウェージャンスターを下船し、専用バスにてロンドンへ。
着後、簡単な市内観光へご案内します。
午後、早めにホテルへ。  （ロンドン泊）ahy

13
ロンドン10：20発H
欧州またはアジア主要都市15：15着
欧州またはアジア主要都市19：45発H

午前、航空機にて 欧州またはアジア主要都市へ。
着後、航空機を乗り換え帰国の途へ。
 （機中泊）ask

14 羽田または成田空港15：20着 夕刻、羽田または成田空港に到着、解散。  kss

※日程表の時刻は羽田空港発着のフィンランド航空利用を想定したものです。他の便を利用
の場合には、発着空港および時刻、日程は異なります。
※下船観光は、船のエクスカーションを利用します。（他のお客様と混乗になります。）

利用予定航空会社： フィンランド航空、エールフランスグループ、ターキッシュエアラインズ、日本航空、
ブリティッシュエアウェイズ、キャセイパシフィック航空 ツアーコード：RC189T
集合・日数・出発日 　　　　　　　　旅行代金

【羽田または成田空港集合・14日間】 ５月１０日（水）
海側キャビン
（丸窓・シャワー・約14㎡）

エコノミークラス利用
￥598,000

ビジネスクラス利用
￥1,038,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥220,000にて承ります）

バルコニーキャビン
（バルコニー・シャワー・約22㎡）

エコノミークラス利用
￥698,000

ビジネスクラス利用
￥1,138,000

（バルコニーキャビンは２名様利用のみのご案内となります。）
※部屋の広さはバルコニーがある場合、バルコニーを含みます。
ビジネスクラス利用区間：日本発着の国際線区間にのみ適用
燃油サーチャージ別途目安：￥104,000：12月1日付

初夏の特別キャンペーン 全国各地から片道￥5,000で成田・羽田へ
日本各地より、東京（羽田・成田）までの国内線を片道5,000円の追加代金でご利用いただけます。
実施期間：2023年4月～ 6月までの3カ月間（ゴールデンウィークなど当社が定める繁忙期を除きます）なお、航空
会社の指定および便の指定はできません。その他、付帯条件がございますので、詳しくはお問い合わせください。

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

8 日目に訪れるモハの断崖の絶景（イメージ）

世界遺産のジャイアンツコーズウエイには、6日目ベルファストから（イメージ）

絶景の地　「モハの断崖」にご案内

世界遺産「ジャイアンツコーズウエイ」を訪問

キラーニの街と国立公園を巡る

気の遠くなるような歳月をかけ、大
西洋の荒波が削り取った高さ200 
メートルの断崖絶壁モハの断崖は
「これぞ最果ての地」と言わしめる
孤独感と自然の偉大さを感じさせ、

北アイルランド随一の自然造形美が
見られるジャイアンツ・コーズウェイ。
海岸沿いに六角柱を束ねたような奇
岩が立ち並ぶという摩訶不思議な風
景が広がります。約5、6000万年前
の火山活動の結果によって生まれた

山と湖に囲まれるキラーニは、19世
紀から続くアイルランドの老舗の観
光地。日本でいえば箱根や軽井沢と
いったところです。それだけに町に
はどこか貫禄と落ち着きが感じられ
ます。その南に位置する緑豊かなキ
ラーニ国立公園の観光と共にお楽し
みください。

見る者を圧倒します。またその大自
然を見るにつけ、厳しい環境の中で
生き抜いてきたアイルランドの人々
の苦労も実感できることでしょう。

ものとされていますが、ケルト神話に
おいてはアイルランドの巨人が対岸
のイングランドの巨人に戦いを挑みに
行くための道とも考えられていたよう
です。世界遺産に登録された巨人伝
説の奇岩をぜひご覧ください。

寄港地のご紹介

当社では「クルーズ旅行取消費用担保特約」をご用意しておりますので、ツアー申し込みと必ず同時に海外旅行傷害
保険に、取消料の特約を加えて加入されますことをお勧め申し上げます。

■ 取消料について　※「旅行代金」とは「お支払対象旅行代金」のことをいいます。（1名室利用追加代金含む）
旅行契約の解除期日 取 消 料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって89日目に当たる日以降75日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって74日目に当たる日以降50日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって49日目に当たる日以降29日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって28日目に当たる日以降15日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降当日に解除するとき
旅行開始後以降又は無連絡不参加のとき

旅行代金の10％
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％

NCL

■ ロンドン ： クラウンプラザ・ロンドンまたはヒルトンロンドン・オリンピア ★★★★
※上記いずれかのホテルとなります。

※ホテルの星の数は、イギリス自動車協会、および英国政府観光庁の基準に基づきます。
記載のないホテルは登録未申請です。

ご宿泊ホテル

キラーニーの街並み
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ノルウェージャンスター

白夜のアイスランドとグリーンランドの船旅 15日間

ドレスコード無しの気軽な船旅
弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

グリーンランドの主都であり、最も大きな町ヌーク。カラフルな家並みが絵になります（イメージ）

アイスランド、グリーンランドは、いつかは訪れてみたいと誰もが考える訪
問地ではないでしょうか。この二つの国の魅力は、何といってもその雄大
な景観にあります。人を寄せ付けないような極北の大自然は、旅人を圧倒
します。この二つの国を9万トンを超える大型客船を利用し、海からアプロー
チし、手つかずの自然の息吹を感じさせる迫力のある大自然を楽しめる企
画です。
アイスランドでは4か所に寄港。首都レイキャビック、東部のデユーピボー
グル、北部のアクレイリそして北西部のイーサフヨズルへ。下船観光では、
「神の滝」と呼ばれる雄大なゴーサフォスの滝、下船後には、アイスラン
ドを象徴する「ゴールデンサークル」を訪れ約20ｍの高さまで吹き上がる
スロットルの間欠泉や地球の割れ目「ギャウ」へご案内いたします。
グリーンランドでは、大型船では珍しい寄港地、雪化粧をした山々が周り
を取り囲むような極北の町、南部グリーンランドのナノルタリークに寄港し
ます。運がよければ、船上より次から次に現れる氷河群に出会えるかもし
れません。また、グリーンランド南西部、広大なフィヨルドの玄関口であり、
首都でもあるヌーク近郊のクルーズではクジラやアザラシ、セイウチなどに
も出会えるかもしれません。 この地の短い夏にあわせた、時期限定のク
ルーズですので、ぜひご参加いただき極北の大自然を体感してください。

ツアープランナーより

ここにご注目。旅のポイント

❶ 訪れにくいアイスランド・グリーンランドの見所6か所を効率的に見学。
❷ 白夜の季節に輝く、極北の美しい自然景観をクルーズ船よりお楽しみい
ただきます。

❸ アイスランド下船後、ゴールデンサークルの見学にもご案内します。

※ノルウェージャンスターの紹介は3ページをご覧ください。

グリーンランド

ヌーク

パーミュート

ナノルタリーク

デューピボーグル

レイキャビク

アークレイリイーサフィヨルスル

アイスランド

ノルウェージャンスター

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食12回、昼食11回、夕食12回　■添乗員：羽田空港ご出発時から羽田空港
ご到着時まで同行します。　■パスポート必要残存期間：下船時6ヶ月以上　■パスポート査証未使用欄：2ページ
以上必要　■旅行代金にはクルーズ関連諸税￥86,000は含まれておりません。　
■旅行代金には船内チップは（1泊あたり16米ドル）は含まれておりません（船内での精算となります）。

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 羽田空港23：10発H 深夜、羽田空港より航空機にてヘルシンキへ。  （機中泊）ssk

2
ヘルシンキ06：10着
ヘルシンキ07：45発H
ケフラビーク08：35着B
レイキャビック

ヘルシンキ着後、航空機を乗り換えケフラビークへ。
ケフラビーク着後、専用バスにてレイキャビックへ。●ハットルグ
リムス教会など街の観光と昼食へご案内。
その後、ホテルへ。  （レイキャビック泊）khy

3
レイキャビック

16：00発F

午前、ブルーラグーンへ。午後、バスにてレイキャビックの港か
らノルウェージャンスター号に乗船。
夕刻出航します。  【10連泊】（ノルウェージャンスター泊）asy

4
デューピボーグル11：00着

デューピボーグル19：00発F

朝、デューピボーグルに寄港。アイスランド東部のフィヨルド地
形の大自然に囲まれた小さな港町デューピボーグルの散策へご案
内します。午後は自由行動。
夜、出港。  （ノルウェージャンスター泊）ahy

5
アークレイリ10：00着

アークレイリ20：00発F

朝、アークレイリに寄港。アイスランド一の美しさを誇る○ゴーザ
フォスの滝など、自然の美しいアイスランドの見どころを巡ります。
夜、アークレイリを出港。  （ノルウェージャンスター泊）ahy

6
イーサフィヨルスル07：00着

イーサフィヨルスル15：00発F

朝、アイスランド北西部のイーサフィヨルスルに寄港。
着後、船のエクスカーションにて、近郊の観光へ。
午後、出港。  （ノルウェージャンスター泊）ahy

7 終日航海F 終日航海。  （ノルウェージャンスター泊）ahy

8
ナノルタリーク10：00着

ナノルタリーク20：00発F

午前、グリーンランド南部の港町ナノルタリークに寄港。
氷河を間近で望むボートツアーにご案内します。
夜、ナノルタリークを出港。  （ノルウェージャンスター泊）ahy

9
パーミュート08：00着

パーミュート19：00発F

朝、グリーンランド南西部のパーミュート寄港。午前、紀元前
1500年頃が定住していたと言われるパーミュートの散策へご案
内します。午後は自由時間。
夜、出港。  （ノルウェージャンスター泊）ahy

10
ヌーク06：00着

ヌーク17：00発F

朝、西グリーンランドの玄関港ヌークに寄港。船のエクスカーショ
ンにてハイライトを巡る半日観光へ。午後、出発まで散策をお楽
しみください。
夜、ヌークを出港。  （ノルウェージャンスター泊）ahy

11 終日航海F 終日航海。  （ノルウェージャンスター泊）ahy

12 終日航海F 終日航海。  （ノルウェージャンスター泊）ahy

13 レイキャビック06:00着
B（ゴールデンサークル）

午前、下船し、専用バスにてゴールデンサークルの観光へご案内
します。  （ケフラビーク空港近郊泊）ahy

14
ケフラビーク09：25発H
ヘルシンキ15：50着
ヘルシンキ19：45発H

午前、ケフラビークよりフィンランド航空にてヘルシンキへ。
着後、航空機を乗り換え帰国の途へ。
 （機中泊）ask

15 羽田空港15：20着 夕刻、羽田空港に到着、解散。  kss

※日程表の時刻は羽田空港発着のフィンランド航空利用を想定したものです。他の便を利用
の場合には、発着空港および時刻、日程は異なります。
※下船観光は、船のエクスカーションを利用します。（他のお客様と混乗になります。）

利用予定航空会社： フィンランド航空 ツアーコード：RC188T
集合・日数・出発日 　　　　　　　　旅行代金

【羽田空港集合・15日間】 7月1日（土）, 11日（火）
海側キャビン
（丸窓・シャワー・約14㎡）

エコノミークラス利用
￥895,000

ビジネスクラス利用
￥1,335,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥330,000にて承ります）

バルコニーキャビン
（バルコニー・シャワー・約22㎡）

エコノミークラス利用
￥1,085,000

ビジネスクラス利用
￥1,525,000

（バルコニーキャビンは２名様利用のみのご案内となります。）
※部屋の広さはバルコニーがある場合、バルコニーを含みます。
ビジネスクラス利用区間：羽田～ヘルシンキ間往復
燃油サーチャージ別途目安：￥104,000：12月1日付

初夏の特別キャンペーン 全国各地から片道￥5,000で成田・羽田へ
日本各地より、東京（羽田・成田）までの国内線を片道5,000円の追加代金でご利用いただけます。
実施期間：2023年4月～ 6月までの3カ月間（ゴールデンウィークなど当社が定める繁忙期を除きます）なお、航空
会社の指定および便の指定はできません。その他、付帯条件がございますので、詳しくはお問い合わせください。

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

圧巻のゴーザフォスの滝

グトルフォスの滝

ナノルタリーク

アイスランド北部フィヨルドの大自然

大型船では珍しいグリーンランドの寄港地 ナノルタリーク

下船後も充実観光・迫力の大自然ゴールデンサークル

宿泊施設が殆ど無いため、アイスラ
ンドでも屈指の大自然があるにも関
わらず、あまり訪れられていないの
がアイスランド北部です。深く切れ
込んだ美しいフィヨルドの海岸線や、

雪化粧をした山々がまわりを取り囲
むような極北の町ナノルタリークに
寄港します。10万トン近くの客船と
しては非常に珍しい寄港地です。雄
大な雪山と氷河の景観は印象深い
思い出となることでしょう。運が良
ければ、船上より次から次に現れる
氷山群にも出会えるかもしれませ
ん。北の大自然を肌で感じていただ
ける寄港地です。

アイスランドの地殻変動を象徴する
のが、溶岩台地が広がる内陸部で
す。レイキャビック近郊の「ゴールデ
ンサークル」では、氷河から流れ出
る水が豪快に渓谷へと流れ落ちるグ
トルフォスの滝や、時に30メートル

数千万年前からの火山活動によって
積み重ねられた溶岩による断層など、
長い年月を経て造られた景観があり
ます。アイスランド一の美しさを誇る
「神の滝」ゴーザフォスは必見です。

もの高さまで温水を噴き上げる間
欠泉、地球の裂け目ギャオなど、大
地の鼓動が間近に感じられます。ク
ルーズ下船後も充実した大自然の景
観をお楽しみいただきます。

寄港地のご紹介

当社では「クルーズ旅行取消費用担保特約」をご用意しておりますので、ツアー申し込みと必ず同時に海外旅行傷害
保険に、取消料の特約を加えて加入されますことをお勧め申し上げます。

■ 取消料について　※「旅行代金」とは「お支払対象旅行代金」のことをいいます。（1名室利用追加代金含む）
旅行契約の解除期日 取 消 料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって89日目に当たる日以降75日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって74日目に当たる日以降50日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって49日目に当たる日以降29日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって28日目に当たる日以降15日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降当日に解除するとき
旅行開始後以降又は無連絡不参加のとき

旅行代金の10％
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％

NCL

■ レイキャビック ： グランド・ホテル または ヒルトン またはフォスホテル
■ ケフラビーク空港近郊 ： コートヤード・バイ・マリオット または ケイリル またはオーロラ
※ともにシャワーのみのお部屋となります。

ご宿泊ホテル
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ノルウェージャンドーン

夏のバルト海沿岸の街 と々中世の島ゴットランド島の船旅 12日間

ドレスコード無しの気軽な船旅
弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

北欧の雰囲気も感じるエストニアのタリン（イメージ）

中世の物流は海洋船舶が中心であったため、バルト海沿岸の港町は、
各地が算出する食品や酒、衣服など生活に欠かせない品の交易を
通じて発展を遂げ、やがてそれはハンザ同盟へ進化し、沿岸の街 に々富をもたらしました。 ハンザの街 に々は各町毎に特徴のある高い鐘楼や
教会が建てられ、石造りの個性ある建物が街を形成するようになりました。その後、強国の動静に翻弄されることもありながら、動乱期を見
事に生き抜いた街々の旧市街は、往時の雰囲気を私たち旅人に伝えてくれます。 このたびのクルーズでは、バルト海をほぼ一周する航路とし、
中継地として重要な役割を果たしたゴットランド島など７カ国、10か所の街に寄港します。海からの街へのアプローチですので、船が港に近づ
くにつれ旧市街の鐘楼が徐 に々大きくなっていく、中世当時と変わらない光景をお楽しみください。

ツアープランナーより

ここにご注目。旅のポイント

❶ 訪れにくいハンザ同盟の古都、ゴットランド島の世界遺産ヴィスビー
を訪れます。

❷ 夏のバルト海沿岸7か国、10の町に寄港し中世の面影残す街々を訪
れます。

❸ バルト海沿岸の誇り高きハンザ同盟の街々の歴史的繋がりを体験で
きます。

スウェーデン

デンマーク

ヘルシンキ

ストックホルム

コペンハーゲン

ドイツ

エストニア
ロシア

ポーランド

フィンランド

タリンF

F

バ
ル
ト
海

F

ラトビア

リトアニア

ヴァーネミュンデ グディニャ

クライペダ

リガ

ユトカ

ヴィスビー

海側キャビン　客室情報
海側、丸窓・シャワー・約14㎡

バルコニーキャビン　客室情報
バルコニー・シャワー・約22㎡

ノルウェージャンドーン 客室のご案内 ※客室・船内の写真はイメージです。 ■最少催行人員：10名様　■食事：朝食9回、昼食6回、夕食9回　■添乗員：羽田または成田空港ご出発時から羽
田または成田空港ご到着時まで同行します。　■パスポート必要残存期間：下船時6カ月以上　■パスポート査証
未使用欄：見開き2ページ以上必要　■旅行代金にはクルーズ関連諸税￥89,000は含まれておりません。　
■旅行代金には船内チップ（1泊あたり16米ドル）は含まれておりません（船内での精算となります）。

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 羽田または成田空港23：10発H 羽田または成田空港より航空機にて欧州主要都市へ。
 （機中泊）ssk

2
欧州主要都市06：00着
欧州主要都市07：25発H
コペンハーゲン08：05着B
コペンハーゲン16：00発F

欧州主要都市着後、航空機を乗り換えコペンハーゲンへ。
着後、専用バスにて車窓から景色を楽しみながら港へ。
午後、ノルウェージャンドーン号に乗船。
 【9連泊】（ノルウェージャンドーン泊）ksy

3
ヴァーネミュンデ06：30着
（ドイツ）
ヴァーネミュンデ21：00発F

朝、ヴァーネミュンデに寄港。午前、バルト海に面する港湾都市、
世界遺産ロストックにご案内します。午後は自由行動
夜、ヴァーネミュンデを出港。  （ノルウェージャンドーン泊）asy

4
グディニャ13:00着
（ポーランド）
グディニャ21:00発F

午後、グディニャに寄港。
世界遺産の古都、グダニスクの散策にご案内します。
夜、グディニャを出航。  （ノルウェージャンドーン泊）ahy

5
クライペダ07：00着
（リトアニア）
クライペダ16：00発F

午前、クライペダに寄港。
港町クライペダの散策にご案内します。
午後、クライペダを出港。  （ノルウェージャンドーン泊）asy

6
リガ09：00着
（ラトビア）
リガ17：00発F

午前、リガに寄港。「バルト海の真珠」と称される世界遺産の街リガ
の市内散策。○聖ペテロ教会、○三人兄弟の家などご案内します。
午後、リガを出港。  （ノルウェージャンドーン泊）ahy

7
ヘルシンキ11：00着
（フィンランド）
ヘルシンキ19：30発F

午前、ヘルシンキに寄港。
着後、ヘルシンキの散策。○ヘルシンキ大聖堂などご案内します。
夜、ヘルシンキを出港。  （ノルウェージャンドーン泊）ahy

8
コトカ07：00着
（フィンランド）
ハミナ15：00発F

午前、コトカに寄港。自然豊かなコトカや、円形状に設計された
要塞都市ハミナをご案内します。
午後、コトカを出港。  （ノルウェージャンドーン泊）ahy

9
ヴィスビー 07：00着
（スウェーデン）
ヴィスビー 17：00発F

スウェーデン最大の島ゴットランド島のヴィスビー寄港。ヨーロッパ
の美しい村３０選にも選定される世界遺産都市ヴィスビーの散策。
午後、ヴィスビーを出港。  （ノルウェージャンドーン泊）ahy

10
タリン08：00着
（エストニア）
タリン17：00発F

午前、タリン寄港。世界遺産タリンでは、ラエコヤ広場周辺の旧
市街の散策にご案内します。
午後、タリンを出港。  （ノルウェージャンドーン泊）ahy

11
ストックホルム07:00着
ストックホルム16：35発H
欧州主要都市18：35着
欧州主要都市19：45発H

午前、ストックホルムにて下船。下船後、専用バスにてストック
ホルム市内の観光にご案します。
午後、航空機にて欧州主要都市へ。
着後、航空機を乗り換え帰国の途へ。  （機中泊）ask

12 羽田または成田空港15：20着 夕刻、羽田または成田空港に到着、解散。  kss

※日程表の時刻は羽田空港発着のフィンランド航空利用を想定したものです。他の便を利用
の場合には、発着空港および時刻、日程は異なります。
※下船観光は船会社主催のエクスカーションとなり、他のお客様と混載となります。
※8/5(土 )発は6～ 9日目の寄港順が変わり、6日目ヴィスビー寄港、7日目コトカ寄港、8
日目ヘルシンキ寄港、9日目リガ寄港となります。

利用予定航空会社： フィンランド航空、ターキッシュエアラインズ、エールフランスグループ、スカンジナビア航空 ツアーコード：RC190T
集合・日数・出発日 　　　　　　　　旅行代金

【羽田または成田空港集合・12日間】 6月12日（月）, 8月5日（土）
海側キャビン
（丸窓・シャワー・約14㎡）

エコノミークラス利用
￥598,000

ビジネスクラス利用
￥1,038,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥260,000にて承ります）

バルコニーキャビン
（バルコニー・シャワー・約18㎡）

エコノミークラス利用
￥778,000

ビジネスクラス利用
￥1,218,000

（バルコニーキャビンは２名様利用のみのご案内となります。）
※部屋の広さはバルコニーがある場合、バルコニーを含みます。
ビジネスクラス利用区間：日本発着の国際線区間にのみ適用
燃油サーチャージ別途目安：￥104,000：12月1日付

初夏の特別キャンペーン 全国各地から片道￥5,000で成田・羽田へ
日本各地より、東京（羽田・成田）までの国内線を片道5,000円の追加代金でご利用いただけます。
実施期間：2023年4月～ 6月までの3カ月間（ゴールデンウィークなど当社が定める繁忙期を除きます）なお、航空
会社の指定および便の指定はできません。その他、付帯条件がございますので、詳しくはお問い合わせください。

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

バルト海に浮かぶゴットランド島

ドイツ商人の影響を受けた建物が立ち並ぶ
ラトビアのリガ

ロストック　©ドイツ観光局

ハンザ同盟の重要地ゴットランド島の『ヴィスビー』

バルト海沿岸7か国10の町に寄港

バルト海沿岸の誇り高きハンザ同盟の街々の歴史的
繋がりを感じる

スウェーデン最大のゴットランド島に
ある街「ヴィスビー」は、中世の海洋
時代にはバルト海航海、交易の中
継地として重要な役割を果たしまし
た。ほぼ完全な状態で残る重厚な
城壁、オレンジ色の屋根の家々が軒
を連ね、まるで中世にタイムスリッ

貿易や交通の歴史から、バルト海沿
岸部には見所の多い街が多くありま
す。今回のツアーでは10の町に寄
港、うち5つは世界遺産に登録され
る町にご案内します。「バルト海の真
珠」と称され、ドイツ商人の影響を受
けた建物が立ち並ぶラトビアのリガ、
尖塔がそびえどこか北欧の雰囲気も
感じるエストニアのタリンなど、そ
れぞれ雰囲気が異なります。時には

遠く離れたアフリカやアジアとの通
商を通して、贅沢品やエキゾチック
な品々の交易が中心であった地中海
貿易とは異なり、バルト海の交易は
ハンザ同盟に加盟した自由貿易の都
市間で行われた塩、酒、魚など日常
生活品の交易が中心でした。各地に
残る誇り高きハンザ商人の街々を訪
ね、その歴史的な繋がりを一度の旅
で感じることができるのは船旅だか
らこそ可能です。

プしたかのような錯覚さえ覚えるほ
どです。陸路のツアーでは訪れづら
いヴィスビーを訪れる航路を選びま
したので、「ヨーロッパの美しい村30
選（日本旅行業界）」にも選ばれる旧
市街をお楽しみください。

迷い込むように小道散策をするのも
おすすめです。

寄港地のご紹介

当社では「クルーズ旅行取消費用担保特約」をご用意しておりますので、ツアー申し込みと必ず同時に海外旅行傷害
保険に、取消料の特約を加えて加入されますことをお勧め申し上げます。

■ 取消料について　※「旅行代金」とは「お支払対象旅行代金」のことをいいます。（1名室利用追加代金含む）
旅行契約の解除期日 取 消 料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって89日目に当たる日以降75日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって74日目に当たる日以降50日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって49日目に当たる日以降29日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって28日目に当たる日以降15日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降当日に解除するとき
旅行開始後以降又は無連絡不参加のとき

旅行代金の10％
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％

NCLSHIP DATA
■建造 :2002年
　改装 : 2016年　
■総トン数 :92,250トン　
■全長 :294m　
■幅 :32m　
■乗客定員数 :2,338名　
■乗組員数 :1,071名　
■船籍 :バハマ　
■航海速力 :23ノット 
■17種類のダイニング
　(一部のレストランは有料 )
■10種類のバーラウンジ
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ノルウェージャンジェイド

サントリーニ、ミコノス、ロードス エーゲ海の島 を々巡る船旅 10日間

ドレスコード無しの気軽な船旅
弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

美しいサントリーニ島とノルウェージャンジェイド（イメージ）

アテネアテネ

ロードス島ロードス島

クレタ島クレタ島

トルコ
ギリシャ

F

F

ミコノス島ミコノス島

アンタルヤアンタルヤ

サントリーニ島サントリーニ島

ボドルムボドルム
パロス島パロス島

私達、旅人を惹きつけてやまない国のひとつ「ギリシャ」。その多彩
な魅力の一つにエーゲ海の島々があると思います。ロードス、ミコノス、
バロス、クレタ、そしてサントリーニ島。そこには石畳の街並み、世
界遺産の遺跡、紺碧の海と白壁の建物。おだやかな時が流れる素
朴な村のカフェでほっと一息し、美しい海をずっとベンチで眺めてい
たい。旅でしか味わう事の出来ない特別なひとときがこのエーゲ海
にはあります。快適な大型客船で人気の高いシーズンに海から訪ね
るエーゲ海の島 を々お楽しみください。

ツアープランナーより

ここにご注目。旅のポイント

❶ サントリーニ、ミコノス、ロードス、クレタ島と代表的な島々を巡る航路です。
❷ 訪れる機会の少ない、のどかなエーゲ海の面影が残るパロス島にも寄港します。
❸ ノルウェージャンジェイドでドレスコードなしの気軽な船旅をお楽しみください。

SHIP DATA
■就航 :2006年 改装 2022年　
■総トン数 :93,558トン　
■乗客数 :2,404名　■乗組員1,037名

海側キャビン　客室情報
丸窓・シャワー・約14㎡

バルコニーキャビン　客室情報
バルコニー・シャワー・約22㎡

ノルウェージャンジェイド 客室のご案内 ※客室・船内の写真はイメージです。

ラウンジスペースではピアノの生演奏も

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食7回、昼食8回、夕食8回　■添乗員：羽田空港ご出発時から羽田空港ご到
着時まで同行します。　■パスポート必要残存期間：下船時6ヶ月以上　■パスポート査証未使用欄：2ページ以上
必要　■旅行代金にはクルーズ関連諸税￥70,000は含まれておりません。　■旅行代金には船内チップは（1泊あ
たり16米ドル）は含まれておりません（船内での精算となります）。

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 羽田空港22：05発H 深夜、羽田空港よりにてイスタンブールへ。  （機中泊）ssk

2
イスタンブール05：15着
イスタンブール07：40発H
アテネ09：05着
ピレウス17：00発F

イスタンブール着後、航空機を乗り換え、アテネへ。
アテネ着後、ピレウス港に向かい、ノルウェージャンジェイド号に
乗船。
夕刻、出航。  【7連泊】（ノルウェージャンジェイド泊）khy

3
ロードス島08：00着

ロードス島18：00発F

朝、ロードス島に寄港。午前、聖ヨハネ騎士団が築いてたエーゲ
海の城塞都市ロードス島の○旧市街の散策へご案内します。
その後、自由行動。ご希望の方はリンドスの街へご案内します。
夕刻、ロードス島を出港。  （ノルウェージャンジェイド泊）ahy

4

ボドルム08：00着

ボドルム18：00発F

朝、トルコ南西端に位置するボドルムに寄港。午前、古代地地中
海交易の拠点として繁栄した旧市街の散策へご案内します。
午後は自由時間。ご希望の方は港湾部に位置する○聖ペテロ城へ
ご案内します。
夕刻、ボドルムを出港。  （ノルウェージャンジェイド泊）ahy

5

ミコノス島07：00着

ミコノス島21：30発F

朝、エーゲ海に浮かぶ白い宝石とも称されるミコノス島に寄港。
午前、白壁の家々立ち並ぶ街並みの散策へご案内します。
昼食はミコノス島のレストランへ。
午後は自由行動です。ゆったりとお過ごしください。
夜、ミコノス島を出港。  （ノルウェージャンジェイド泊）ahy

6

パロス07：00着

パロス18：00発F

朝、パロス島に寄港。午前、パロス島の街並みの散策へご案内
します。他の島々と比べ観光客も少なく、白い壁の街並みや、
綺麗なビーチなどエーゲ海の街本来の魅力を感じる所です。
午後は自由行動。海沿いにはカフェやレストランも充実しています。
夜、パロス島を出港。  （ノルウェージャンジェイド泊）ahy

7
クレタ島07：00着

クレタ島18：00発F

朝、クレタ島のイラクリオンに寄港。ギリシャ神話でも登場する●
クノッソス宮殿へご案内します。
夕刻、イラクリオンを出港。  （ノルウェージャンジェイド泊）ahy

8
サントリーニ島08：00着
フィラ
サントリーニ島21：30発F

朝、サントリーニ島寄港。午前、フィラの街の散策へご案内します。
午後は、自由行動。ご希望の方はイアの街へご案内します。
夜、サントリーニ島を出港。  （ノルウェージャンジェイド泊）ahy

9

ピレウス07:00着B
スニオン岬B

アテネ22：00発H
イスタンブール23：30着

午前、ピレウスにて下船。下船後、専用バスにて、世界遺産●
パルテノン神殿へご案内します。
午後、●考古学博物館へご案内します。
夕刻、早目の夕食へご案内した後、空港へ。
深夜、航空機にてイスタンブールへ。  （機中泊）ahy

10 イスタンブール02：20発H
羽田空港19：20着

イスタンブール着後、航空機を乗り換え帰国の途へ。
夜、羽田空港着。解散。  kss

※日程表の時刻は羽田空港発着のターキッシュエアラインズ利用を想定したものです。他の
便を利用の場合には、発着空港および時刻、日程は異なります。

利用予定航空会社： ターキッシュエアラインズ ツアーコード：RC192T
集合・日数・出発日 　　　　　　　　旅行代金

【羽田空港集合・10日間】 6月10日（土）, 7月1日（土）
海側キャビン
（丸窓・シャワー・約14㎡）

エコノミークラス利用
￥498,000

ビジネスクラス利用
￥938,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥180,000にて承ります）

バルコニーキャビン
（バルコニー・シャワー・約22㎡）

エコノミークラス利用
￥648,000

ビジネスクラス利用
￥1,088,000

（バルコニーキャビンは２名様利用のみのご案内となります。）
※部屋の広さはバルコニーがある場合、バルコニーを含みます。
ビジネスクラス利用区間：日本～アテネ間区間（国際線区間）
燃油サーチャージ別途目安：￥104,000：12月1日付

ミコノス島、サントリーニ島、ロードス島　
エーゲ海の代表的な3島を巡る

クレタ島で伝説のラビリンスを訪問

昔のエーゲ海の面影を残す　パロス島

それぞれに違った魅力のあるエーゲ
海の島々。なかでも最も人気のある
ミコノス、サントリーニ、ロードスの
3島を網羅する航路です。アトラン
ティス伝説で知られ、断崖絶壁の上
に張り付くように白い街並みが続く
サントリーニ島はエーゲ海を代表す
る島。白亜の町並みと青い空、紺
碧のエーゲ海の風景は絵葉書の世
界そのままです。エーゲ海の真珠と
称されるミコノス島は、高台には風
車が残り、白壁の家々が連なりあう、
こちらも美しい島です。迷路のよう
に続く小路歩きをお楽しみください。
こうした2島とは違った雰囲気をもつ
のがロードス島です。中世時代、ヨ
ハネ騎士団の本拠地として繁栄した
世界遺産の旧市街を散策し、十字軍
の歴史に触れていただきます。エー

ヨーロッパ最古の文明といわれるミ
ノア文明。紀元前2000年頃クレ
タ島のクノッソスを中心に繁栄、そ
の代表的な遺跡がクノッソス宮殿で
す。一辺が160メートルで4階建て
の広大な建築物で部屋数は1,000
を超えていて、そこからラビリンス
(迷宮)の伝説になったといわれてい
ます。イラクリオンの街の散策と共
にご案内します。

古代世界ではエーゲ海でも屈指の美
しい白大理石の産地として知られた
パロス島。ここには平らな屋根、水
漆喰の壁、青塗りのドア・窓枠・シャッ
ターという、伝統的なキクラデス様
式で建てられた街並みが残り、エー
ゲ海本来の魅力が感じられます。街
並みの散策をお楽しみください。

ゲ海の代表的な島でありながら、実
はこの3島を網羅する航路は多くあ
りませんので、この機会に訪れてみ
てください。

地方発着追加代金
（7/1発）

大阪・名古屋～東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌～東京　片道･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。

中世の歴史が色濃く残され、石畳が美しい
ロードス島

ミコノス島のシンボル、カトミリの風車

パロス島の漁村ナウーサ

クノッソス宮殿

初夏の特別キャンペーン 全国各地から片道￥5,000で成田・羽田へ
日本各地より、東京（羽田・成田）までの国内線を片道5,000円の追加代金でご利用いただけます。
実施期間：2023年4月～ 6月までの3カ月間（ゴールデンウィークなど当社が定める繁忙期を除きます）なお、航空
会社の指定および便の指定はできません。その他、付帯条件がございますので、詳しくはお問い合わせください。

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

当社では「クルーズ旅行取消費用担保特約」をご用意しておりますので、ツアー申し込みと必ず同時に海外旅行傷害
保険に、取消料の特約を加えて加入されますことをお勧め申し上げます。

■ 取消料について　※「旅行代金」とは「お支払対象旅行代金」のことをいいます。（1名室利用追加代金含む）
旅行契約の解除期日 取 消 料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって89日目に当たる日以降75日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって74日目に当たる日以降50日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって49日目に当たる日以降29日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって28日目に当たる日以降15日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降当日に解除するとき
旅行開始後以降又は無連絡不参加のとき

旅行代金の10％
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％

NCL

寄港地のご紹介

カジュアルに楽しめる船内設備

ダンスフロアもあるラウンジ 毎晩、迫力のショーが上演されます


