
　日本からのご旅行日数が１週間で楽しめるエーゲ海クルーズ

港 入港 出港 ３月

アテネ (ピレウス*), ギリシャ - 11:30 ４月 03、10、17、24

ミコノス, ギリシャ 18:00 23:00 ５月 01、08、15、22、29

クシャダシ (エフェソス), トルコ 7:30 13:00 ６月 05、12、19、26

パトモス, ギリシャ 16:00 21:00 ７月 03、10、17、24、31

クレタ (イラクリオン), ギリシャ 7:00 12:00 ８月 07、14、21、28

サントリーニ, ギリシャ 16:30 21:30 9月 04、11、18、25

月 アテネ (ピレウス*), ギリシャ 7:00 - １０月 02、09、16、23、30

１１月 06、13、20、27

海側　ＸＡ　キャビン

エーゲ海クルーズ　　　セレスティアル 社運航

ギリシャ４島（サントリーニ、ミコノス等）＆トルコ
アテネ発着3泊4日　（日本語スタッフ乗船予定）

2020年3月～11月

金

アテネ (ピレウス)乗船日コース日程

20、27

土

日

寄港地・寄港時間は予告なく変更になる事がございます。



　3月20日～４月24日　＆　11月06日～11月27日　　毎週金曜日乗船

キャビン タイプ 定員 キャビン代金

IA 内側 4 $500

IB 内側 2 $590

IC 内側 2 $640

XA 海側 3 $680

XB 海側 3 $710

XC 海側 2 $760

SJ ジュニアスイート（海側） 3 $840 一部視界を遮ります

SB バルコニー スィート（海側/バルコニー付き） 3 $1,060

SG グランド スィート（海側/バルコニー付き） 3 $1,220

　一室利用の ３人目 / ４人目　（大人　１２歳以上） $480

　一室利用の ３人目 / ４人目　（子供　２歳～１２歳未満） $90 大人２名同室のときに有効

　一室利用の ３人目 / ４人目　（子供　３か月～２歳未満） 　--- 大人２名同室のときに有効

　5月01日～8月28日　＆　10月02日～10月30日　　毎週金曜日乗船

キャビン タイプ 定員 キャビン代金

IA 内側 4 $600

IB 内側 2 $680

IC 内側 2 $730

XA 海側 3 $780

XB 海側 3 $810

XC 海側 2 $860

SJ ジュニアスイート（海側） 3 $940 一部視界を遮ります

SB バルコニー スィート（海側/バルコニー付き） 3 $1,170

SG グランド スィート（海側/バルコニー付き） 3 $1,340

　一室利用の ３人目 / ４人目　（大人　１２歳以上） $480

　一室利用の ３人目 / ４人目　（子供　２歳～１２歳未満） $90 大人２名同室のときに有効

　一室利用の ３人目 / ４人目　（子供　３か月～２歳未満） 　--- 大人２名同室のときに有効

　9月04日～9月25日　　毎週金曜日乗船

キャビン タイプ 定員 キャビン代金

IA 内側 4 $700

クルーズ料金

　（乗船日により異なり、下記の３シーズンに区分）



IB 内側 2 $760

IC 内側 2 $810

XA 海側 3 $860

XB 海側 3 $910

XC 海側 2 $960

SJ ジュニアスイート（海側） 3 $1,070 一部視界を遮ります

SB バルコニー スィート（海側/バルコニー付き） 3 $1,270

SG グランド スィート（海側/バルコニー付き） 3 $1,480

　一室利用の ３人目 / ４人目　（大人　１２歳以上） $480

　一室利用の ３人目 / ４人目　（子供　２歳～１２歳未満） $90 大人２名同室のときに有効

　一室利用の ３人目 / ４人目　（子供　３か月～２歳未満） 　--- 大人２名同室のときに有効

SJ, SB, SG はバスタブ付き

シングル利用の追加代金

　　IA ～　XC ; 上記キャビン代金の３０％

　　SJ ～SG ;  上記キャビン代金の７０％

上記のキャビン代金以外に事前支払いが必要なもの　　（お一人様）

　　寄港地税と船内チップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＄１５９

　　１室利用の３．４人目の　子供（２歳以上～１２歳未満）　　　　＄１５９

　　１室利用の３．４人目の　乳幼児（３か月～２歳未満）　 　　 　＄１５９

上記のキャビン代金に含まれるもの

　　＊　お食事　-　乗船日の昼食から下船日の朝食まで

  　＊　ドリンクパッケージ　（飲み放題プラン）

  　　　　　バーの営業時間内でご利用いただけます。　パッケージに含まれない物と客室ミニバーのお飲み物は有料となります

　　　　　　　　子供；　ソーダパッケージ

　　　　　　　　１２歳～１９歳　；　ノンアルコール飲み放題

　　　　　　　　大人　；　アルコールとノンアルコール飲み放題

　　＊　２つの寄港地観光

　　　　　　　クシャダス　KUS-02 エフェソス遺跡観光　

　　　　　　　クレタ　HER-02 　クノッソス宮殿

デポジット

　　　ご予約確定後１０日以内に１キャビンにつき　US$300　お支払いください

取消料規定

デポジットお支払い後～乗船日の90日前まで ,,,,,,,,,,,, 無料

乗船日の８９日前 ～ ３０日前まで ,,,,,,,,,,,, １キャビンあたり　US$300

乗船日の２９ 日前以降 ～ 当日まで と 無連絡 ,,,,,,,,,,,, キャビン代金の100％



上記の日は、その日の00：00までではなく、17：00までととなります。

ただし、上記の日が土曜・日曜・祝日にあたる場合はその前日の17：00までとなります。
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