初めての豪華クルーズ体験デラックス

１7万トンの新造船メラビリア号の地中海クルーズ
豪華客船クルーズとイタリア･スペイン・フランス10 日間

フランス

諸税・燃油料・寄港料
ポートチャージ込み

安心の添乗員同行
全食 地元
事付 出発

旅行代金（お１人様／ホテルとクルーズ船2人部屋利用）

シルク・ドゥ・ソレイユ
特別ショー付！

スペイン

マルセイユ
●

ジェノバ
●

バルセロナ
●

イタリア
●チビタベッキア

初めての豪華クルーズ体験デラックス

１7万トンの新造船メラビリア号の地中海クルーズ
豪華客船クルーズとイタリア･スペイン・フランス10 日間

クルーズ船：MSCメラビリア号
17万トン,乗客定員5,714名
乗組員数1,536名,全長315ｍ

ローマ

1/21㈰出発 2/25㈰出発 4/1㈰出発
申し込み期限10/23㈪

申し込み期限11/17㈮

海側バルコニー付きキャビン

申し込み期限12/22㈮

1人部屋追加料金140,000円(4/1は160,000円)

●パレルモ

445,000円 445,000円 465,000円

内側キャビン

シチリア島

1人部屋追加料金100,000円(4/1は120,000円)

チュニジア

386,000円 386,000円 406,000円

●マルタ
■ビジネスクラス追加料金：125,000円
■食事（朝食８回・昼食８回・夕食７回） ■利用予定ホテル：ローマ・スーペリアクラス ■取消料が通常より早く78日前から必要ですのでご注意下さい。
■クルーズ船：MSCメラビリア号（17万トン・乗客定員5,714名・乗組員数1,536名・全長315ｍ） ■船内サービス：ファンタスティカクラス
■利用予定航空機：中国国際航空･日本航空･中華航空･キャセイ航空･カタール航空などの内のいずれか

【1日目】
東北信1：00頃〜飯田6：00頃＝中部国際空港a乗り継ぎ空港aローマ
（夕刻）
＝ローマ
（泊）
【2日目】
ホテル＝乗船まで
【ローマ観光】
コロッセオ、
フォロロマーノ、真実の口、
トレビの泉、
スペイン広場、パンテオンの見学＝チビタベッキア港
d MSC地中海クルーズに出発 d
（船中泊）
【3日目】
朝食 d＝船会社主催のイタリア・シチリア島・パレルモ上陸観光へ＝d（夕食・船中泊）
【4日目】
朝食 d＝船会社主催のマルタ島・ヴァレッタとイムディーナ散策の上陸観光へ＝d（夕食・船中泊）
【5日目】
d 地中海を眺めながら豪華な船旅をお楽しみください。
船内アトラクションも充実しています。
d（船中泊）
【6日目】
朝食 d＝船会社主催のスペイン・バルセロナ観光でエウラリア大聖堂・スペイン村散策＝d（夕食・船中泊）
【7日目】
朝食 d＝船会社主催のフランス・港町マルセイユを巡る市内観光でバジリカ聖堂・ロンシャン宮等見学＝d（夕食・船中泊）
【8日目】
朝食 d＝船会社主催のイタリア・ジェノバ旧市街散策の歴史探訪＝d（夕食・船中泊）
【9日目】
朝食 d＝
【バチカン観光】
サンピエトロ大聖堂、
バチカン美術館
（ラファエロの間･システィーナ礼拝堂･ピナコテカ）
＝ローマa
（機中泊）
【10日目】
a乗り継ぎ空港a中部国際空港
（夜）
＝各地20：00頃〜翌3：00頃

箕輪ツアーセンター

旅行企画・実施

☎ 0265-71-3800

本社／長野県上伊那郡箕輪町中箕輪8295-5 FAX 0265-70-9588 営業時間／9時〜20時 年中無休
全国旅行業協会正会員 観光庁長官登録旅行業 第1種 第1841号 総合旅行業務取扱管理者 吉沢博文 赤羽宏明
最少催行人員は10名 詳しい旅行条件を説明した資料の用意がございます。 掲載の写真はすべてイメージです。

●船舶約款に基づきますので、取消料は出発日前日から数えて７８日前から必要ですのでご注意下さい。
（下記）
●旅行代金又はお申し込み金をお支払いいただき正式申込となります。
【◆旅行代金に含まれるもの】
ホテルとクルーズ船料金２人部屋料金（船内サービスはファンタスティカ）
・旅程表記載の船会社主催上陸観光ツアー代金（日本語ガイドが付かない場
合もございます）
・エコノミークラス航空機料金・ローマ日本語観光ガイド料金（このガイドはクルーズ船には同乗致しません）
・２０キログラム以内の手荷物料金・食事（朝食８回・昼食８
回・夕食７回）
・日程表記載の観光代金・中部空港送迎費用・添乗員料金・諸税・ポートチャージ・燃油料・バス乗車場所での駐車代金
【◆旅行代金に含まれないもの】
パスポート申請料・飲物などの個人的性質の費用・任意旅行傷害保険料・左記記載１人部屋追加料金・クルーズ船内の有料のレストランや有料のアク
ティビティー施設代金・船内サービス料１泊に付き１０ユーロは船内で各自払い
【◆最少催行人員】
１０名（９名以下の場合は添乗員・代金変更等の条件変更にて催行する場合があります。）
※麻績以北・諏訪南IC以東の山梨県・東信地区・北信地区は単独２名様以上での催行決定となります。
【◆取り消し料】
６日前以降：１００％ ７〜１６日前：８５％ １７〜３１日前：６０％ ３２〜４６日前：３０％
４７〜７８日前：１５％ 弊社・船舶会社・飛行機会社の営業時間外や土・日・祝祭日の取消は翌営業日が取消日となります。
【◆パスポート残存期間】帰国時に６ヶ月以上残存が必要
【ビザ】必要有りません。
【◆参加上の注意点】
＊１５才未満は保護者同伴が必要・生後６ヶ月未満の乳幼児、妊娠中の方、健康状態が不安又は異常な方は乗船できません。宗教施設に入場の際は肌の露出を
控えた服装をお願い致します。。
【◆健康上の注意点】健康上で不安のある場合はお調べ致しますのでご相談ください。車椅子利用の方と物不耐症や食物アレルギーをお持ちの方は「特別支援申請書」にご記入頂
き対応してもらいますが、
１００％の対応は難しい事をご了承ください。また車椅子利用の場合はクルーズにはご参加いただけますが、上陸観光が階段・坂道・石畳を歩いたり昇降機
の無く専用スペースの無いバスとなる為、お手伝いができる方が同行しないと観光に参加することができません。また足の悪い方も度合いによってご参加が難しい場合があります。
【◆その他】
ここに記載されていない事項に付きましては弊社の主催旅行約款と船会社の船舶約款に依ります。
＊申し込み方法：お電話にてお申し込みの上、旅行代金又は申込金をお支払いください。
７８日前以前の申込の申込金は旅行代金の３０％以上で残金は３２日前までにお支払いくだ
さい。
７７日以降のお申込は旅行代金全額をお支払いください。申込金か旅行代金のお支払いが有って正式な申込となります。申込書類はお伺い書兼申込書にご記入しパスポート
コピーとと共にご提出ください。
（お伺い書兼申込書とパスポートはファックスでも可）
＊パスポートをお持ちでないお客様：必要書類は戸籍謄本又は抄本１通・住民票１通・パスポート専用写真１枚・官製はがきの表に住民票通りの住所氏名を記入した官製はがき１通・身
元確認書類（運転免許証など）
・申請書（地方事務所に有ります）
です。
＊パスポートの申請期間は約２週間必要です。ご旅行を決めたらすぐに申請しましょう。

ローマ

MSCメラビリア

2日目と9日目

観光

ラファエロの間

スペイン広場

システィーナ礼拝堂

サンピエトロ大聖堂

カイト鉄板焼きレストラン＆寿司バー

マーケットプレイス ビュッフェ

ナイトクラブ

カラオケバー、
コメディークラブ＆TVスタジオ

メインプール

アフトプール

コロッセオ

トレビの泉

寄港地観光案内

モンレアーレ大聖堂・外観

バラッカガーデン

モンレアーレ大聖堂

聖ヨハネ大聖堂

クルーズ2日目 PMO 02 シチリア島 パレルモとモンレアーレ（約4時間）
モンレアーレの見どころをバスで巡るツアーです。ノルマン建築様式とアラブ建築様式の折衷
スタイルが特徴的なモンレアーレ大聖堂、
ノルマン王家やフェデリーコ2世の墓があることで有
名ですが、華麗なモザイク装飾でも知られています。カーザ・プロフェッサでは、パレルモのバロ
ック様式の教会として有名です。さらにサンロレンツォ・メルカートのマーケットではシチリアら
しい物産を見つけられます。船に戻る前の自由時間を設け、ショッピングをお楽しみいただけま
す。
＊聖堂付近は階段や坂が多いため、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできませ
ん。聖堂と教会の外では外観のみになります。
（入場は希望者のみになります）宗教施設に入場
の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。

クルーズ3日目 MLT01 マルタ島ヴァレッタとイムディーナ（約4時間）
この半日ツアーでは、現在の首都ヴァレッタと古都イムディーナ（徒歩観光）、二つの魅力的な都市
を訪れます。まずヴァレッタでは、景観が素晴らしいバラッカガーデンを見学します。息をのむほど
美しいグランドハーバーの景色をご堪能ください。その後、16世紀後半にマルタ騎士団により建設
された聖ヨハネ大聖堂を見学。画家カラバッジョの傑作をはじめ、意匠を凝らした豪華な内装をご
覧いただきます。続いて島の中心部、中世の城壁に囲まれたイムディーナへ。ここは車両の通行が
制限されているため「静寂の街」と呼ばれ、静かで落ち着いた街です。街の中でも印象的なバロッ
ク様式の聖パウロ大聖堂を訪れます。歴史が息づく狭い通りや路地をゆっくり散策した後、港に戻
ります。土曜日の午後寄港の場合は、聖ヨハネ大聖堂の見学は外観のみとなり、国立博物館を見学
します。
＊日曜日の寄港では催行されません。歩行が困難なお客様にはお勧めできません。
クルーズ5日目 BCN01 バルセロナ市内観光（約4時間半）
美しいバルセロナを発見するツアーでは、
まずサンタ・クレウ・イ・サンタ・エウラリア大聖堂を訪
れます。13世紀の終わりに建築が始まり、15世紀に完成した壮麗な大聖堂は、昔通りの姿をほ
ぼ完全に残した旧市街のゴシック地区にあります。また、
ガウディの有名なサグラダ・ファミリア
教会とカサ・バトリョの前をバスで通ります。続いてスペインの多様な建築様式を再現した、のど
かなスペイン村を散策。モンジュイックの丘で素晴らしい街の眺めを楽しんだ後、港に戻ります
。
＊祝日または特別行事が行われる日は、大聖堂訪問は中止になります。歩行が困難なお客様に
はお勧めできません。

サグラダ・ファミリア教会

日中と夜は様子がガラッと
変わります！

アクアパーク

ジム
スライダーは４本
ヒマラヤンブリッジ
（アスレチック）
で
空中散歩

バルコニー付きキャビン

内側キャビン

シルク・
ドゥ・ソレイユ専用ステージ

シップデータ

モンジュイックの丘

クルーズ6日目 MRS06 マルセイユ市内観光（約4時間半）
港町マルセイユを巡るツアーです。丘の上にそびえるノートルダム・
ド・ラ・ギャルド・バジリカ聖堂
を訪ねます。古い教会跡に建てられたこの聖堂は、上堂と下堂に分かれています。
続いてコルニッシュ
（海岸通り）沿いをボレリ城へと向かい、城と庭園の外観を見学。マルセイ
ユ中心部の観光、
ロンシャン宮での写真撮影タイム、旧港でのフリータイムもあります。
＊歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。

ノートルダム・
ド・ラ・ギャルド・バジリカ聖堂

ボレリー城

クルーズ7日目 GOA03T ジェノバ歴史探訪 (約4時間)
フェリーでカリカメント広場に到着後、
ジェノバの旧市街を散策します。カルッジと呼ばれる趣の
ある路 地を歩いてジェノバの商業中心地であるフェラーリ広場へ。
ドゥカーレ宮殿の外観を見
学後、
「チステルネ・デル・
ドゥカーレ」へ。ジェノバ風のブルスケッタやフォカッチャのビュッフェを
お楽しみください。次にサン・ロレンツォ大聖堂の外観を見学。旧港でフリータイムを過ごした後
はフェリーに乗って港に戻ります。＊約2時間半の長時間の徒歩観光を含み、バスには車椅子の
専用スペースや昇降機がないため、車椅子の方にはお勧めできません。
ドゥカーレ宮殿

フェラーリ広場

ショー代金は旅行代金に
含まれています。

Gross Tonnage 17,1598トン
速さ

22.7kn

デッキ数

19

乗船客数

4,488

キャビン数

2,244

クルー数

1,536

