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ヨーロッパ・リバークルーズ

エメラルド・クルーズ

最新鋭ロングシップで訪ねる
ヨーロッパ・中世の街
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ポルトガル

最新鋭のロングシップで
ヨーロッパ・リバークルーズへ。

スペイン

ポルト
ドウロ河の河⼝に位置します。ポートワインの故郷であるリ
ベイラ地区は、リバー沿いのカフェと⽯畳の道が旅情を誘
います。

サマランカ
スペインでも最も標準的なスペイン語が話される街として
知られ、スペイン最古の⼤学がある学園都市です。

  ヨーロッパの楽しみ⽅は様々ありますが、リバークルーズな
ら、滞在型＋周遊型旅⾏の両⽅を楽しめます。まるで滞在して
いるホテルそのものが動くかのように、朝起きれば次の街に到
着です。ゆったりと座っているだけで景⾊が流れ、優雅にティー
タイムやディナーを楽しめる旅のスタイルは、リラックスした時
間を楽しむことを可能にするだけでなく、効率的にチャーミン
グな街を巡れるため、毎年多くの⽅がリバークルーズをお選び
になります。
  船内では世界中からのお客様と出会います。お客様のク
ルーズ旅⾏を最後までサポートする素晴らしいクルーズダイレ
クターが乗船しております。

  最新鋭のロングシップを誇るエメラルド・クルーズをお選び
いただき、ヨーロッパの洗練された船をお楽しみください。
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ハンガリー

クロアチア

セルビア

ブルガリア

メルク

ウイーン
オーストリアの⾸都で、芸術的にも⽂化的にも有名な多
くの⾳楽家が暮らした街です。

ブダペスト
ドナウ河の両岸にブダ地区とペスト地区があり、ハンガ
リーの⾸都ブダペストを形成しています。ドナウの真珠と
⾔われ、ドナウ河岸とブタ地区、アンドラーシ通りは世界
遺産に登録されています。

シュヴァルツヴァルト（黒い森）
グリム童話のゆかりの地でもあります。温泉地や� 1700�
年代から続いている鳩時計の⽣産でも有名です。

リヨン
ローヌ河とソーヌ河が合流する街で、⾷通の街ともして
も知られており、チャーミングなレストランや歴史的な建
物が並びます。

アムステルダム
40km以上にも亘る⾃転⾞専⽤道が整備されていま
す。国⽴博物館など⾒どころが多いので、延泊される
のもおすすめです。

ニュルンベルグ
南ドイツのバイエルン地⽅第⼆の都市であり、かつて
はローマ帝国皇帝が居住した重要な都市でした。

ニュルンベルク

リンツ



EmeraldPLUS EmeraldACTIVE

DiscoverMORE

エメラルド・クルーズ

ヨーロッパのリバークルーズにおいて、低予算でありながらクルーズに付いている様々な選択肢を無料で楽しみたい⽅へ、
エメラルド・クルーズはピッタリの船会社です。
コンテンポラリーな船内は、最⾼を重視したデザイン性の⾼い造りで、欧州での⽔上紀⾏を快適にリラックスしてお楽しみ
いただけます。数々の受賞歴があるエメラルド・クルーズのリバー船を是⾮ご体験ください。

客室には無料のミネラルウォーターを完備

EmeraldPLUSやEmeraldACTIVEも無料で参加でき、レンタル⾃転⾞も無料です ＊３

＊３ エメラルド・ラディアンスはレンタル⾃転⾞のご⽤意はありません。
＊４ エメラルド・クルーズが指定する時間帯に航空便で到着/出発された場合に送迎をお付けすることが可能です。

＊２ 観光ガイドは基本的に英語でご案内いたします。
＊１ ラウンジにある⾃動エスプレッソマシン、ホットウォーターなどをご利⽤いただけます。

オールインクルーシブタイプ

スタイリッシュな船で観光付きの欧州⽔上紀⾏をお楽しみください

観光時および船内チップは基本的に含まれています
ハイライト・ディナーを含め、乗船中１⽇３⾷のお⾷事が基本料⾦に含まれています
ランチ・ディナー時のワイン、ビール、ソフトドリンクは基本料⾦に含まれています
クルーズ中はいつでもコーヒー・紅茶をお楽しみいただけます ＊１ 

ほぼ毎⽇の観光に無料でご参加いただけます ＊２

空港〜船間の送迎付 ＊４

⽇々の無料観光以外に、エメラルド・プラスとして郷⼟⾊のある船内ア

クティビティや⼩旅⾏などを無料でご⽤意しています。観光と同様に、エ

メラルド・プラスへの参加は⾃由です。例えば、ドナウ川７泊コース中に

は、船上にて⽇中バイエルン⾳楽団の演奏や、スロバキアの地元⼀家

を訪ねる⼩旅⾏、船上でのハンガリー⺠族ショーなどをご⽤意していま

す。

体⼒に⾃信のあるお客様は、さらにエメラルド・アクティブへのご参加

はいかがでしょうか。現地ガイドと⼀緒に⾃転⾞で、ドナウ川沿いをス

ポーティに⾛ったり、スポーツ・ハイキングに出掛けたりと、ヨーロッパ

滞在中のアクティブな体験により、旅⾏での思い出の幅が広がることで

しょう。

ディスカバー・モア 有料のオプショナルツアーです。寄港地から更に⾜を延ばしての観光を、リーズナブルな
価格でご⽤意しています。 ※あらかじめ設定されている市内観光に参加できない場合があります。

エメラルド・プラス エメラルド・アクティブ



広めのシャワールーム

エメラルド・クルーズのサービスは、お客様のご要望を上⼿に叶えながらも、お⼿頃に楽しめる豪華リバークルーズです。

ドリンク、チップは込みがいい・・・ランチやディナー時にはワインやビールが無料で楽しめ、船内チップは全て込みです。

モダンなデザインと空間を重視した設計

地元料理も楽しめるバラエティ豊かな⾷事

ほとんどが料⾦に含まれ無駄のない優雅なリバークルーズ

例えば、こんな⽅に向いています。

シングル⽤客室もご⽤意（ラディアンスを除く）

（ご案内は英語です）。
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プールではドリンクのオーダーも可能
余裕の時間を楽しめる

  プールは⼤⼈のリラックスした雰囲気です。プール専⽤タオ
ルが常備され、専⽤シャワールームも完備しています。また、泳
ぎ終わった後にバーメニューを注⽂することも可能です。運動
後のリラックスした雰囲気で、グラスを傾け、おしゃべりするひと
時は、とても贅沢です。
  エメラルド・クルーズには⼦供料⾦がなく、12歳未満のお⼦
様はご乗船になれません。プールサイドは⼤⼈のコミュニケー
ションの場所となることでしょう。

数々の受賞歴を誇る＆最新鋭ロングシップ
ヨーロッパ・リバークルーズで随⼀

エメラルド・スカイ｜エメラルド・スター｜エメラルド・サン
エメラルド・ドーン｜エメラルド・デスティニー

リラックス・スペース

⽐類なきイノベーション＆
リラックスできるプール

  船尾のプールエリアは全天候型となっており、夏には
ルーフを移動することで太陽の光を取り⼊れ、まるで屋
外プールかのように使え、⾬が降ればルーフを閉じ、流
れる川を背景にまるでインフィニティプールのように楽
しめます。
  基本的には温⽔プールであり、室内は温⾵で温めら
れています。プールの壁からはジェット⽔流が出ており、
プールの中ではゆるく泳ぎ続けることが可能です。客室
に備え付けのバスローブをまとい廊下を歩けば、部屋か
らプールはすぐそこです。

サンデッキでのお楽しみ
 

  天候が良い⽇は、サンデッキでバーベキューランチを
⾏うことがあります。バーベキューは⾬の⽇や暑すぎる
⽇、寒すぎる⽇には⾏いません。流れる景⾊と共にエメ
ラルド・クルーズのリラックスタイムをお楽しみください。
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プールだった場所は
夜はシネマに

 クルーズ中数回、ディナーの後に映画の上映があります。昼間
プールとして使⽤していた場所がシネマに⼤変⾝。ポップコーン
も⽤意されます。⽇中の観光やラウンジで船上の仲良し達との
おしゃべりが弾むので、毎回シネマに来る⼈はごく僅かですが、
隠れた⼈気スポットであることは間違いありません。 

ドウロ川専⽤の船
エメラルド・ラディアンスのプールは屋外

 ドウロ川専⽤に設計されているエメラルド・ラディアンスの
み、プールはサンデッキに屋外仕様のセレニティ・プールを設
置しています。このプールからは流れるドウロ渓⾕の景⾊を
⾒上げながら、素晴らしいひと時を過ごせます。この屋外
プールも、夜間はシネマになり、クルーズ中何度か映画の上
演があります。星空の下で⾒る贅沢な映画を是⾮ご体験くだ
さい。
 ローヌ＆ソーヌ川専⽤のエメラルド・リベルテは、船尾に温
⽔プールがついています。

気軽に使えるジム
マシンがあります

� 毎⽇の観光で良く歩き、沢⼭のおしゃべりを楽しみ、リバークルー
ズの旅はとても溌溂とした毎⽇を過ごせます。エメラルド・クルーズ
はお⾷事のバリエーションも豊富なため、つい⾷べ過ぎてしまったと
感じられることもあります。
� プールでのスイミング以外の運動をして発散したい⽅はジムのマ
シンも無料でお使いいただけます。エアロバイク、筋⼒トレーニング
などができます。
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数々の受賞歴を誇る＆最新鋭ロングシップ
ライン・マイン・ドナウ

プール＆イブニングシネマ

 ライン・マイン・ドナウで運航してい
る全スターシップのホライズンデッキ
の船尾には、エメラルド・クルーズ⾃
慢のプールがあります。ガラスの壁⾯
によりパノラ
マを楽しめ、
プールはイン
フィニティス
タイル。開閉
式の天井が
ある全天候
型プールです。ジェットストリームが
出ているためゆったりと泳ぎ続ける
ことができます。
  このプールの底を⽔から引き上げ
フラットな空間に変えることが可能で、
クルーズ中数回、夜はイブニングシネ
マとして使⽤します。無料のポップ
コーンと⼀緒に映画をお楽しみくだ
さい。

エメラルド・ラディアン
スには、インドアプー
ル/シネマがありませ
んが、サンデッキに屋
外プールが設置され
ています。

ウェルネス・エリア

  楽しいヨーロッパ旅⾏の間にもお
客様にはリラックスタイムを楽しんで
いただけるように、ウェルネスエリア
が⽤意されていま
す。
  ここには、無料
で使⽤できるジム
マ シン、有 料 メ
ニュー のスパト
リートメントが受け
られる施術ルーム
があります。⾃分へのご褒美としての
スパトリートメントを受けることで旅
⾏中に⼼⾝ともにリフレッシュしてみ
てはいかがでしょうか。美容室でのヘ
アトリートメントも可能です。

エメラルド・スイート＆
ステートルーム
� エメラルド・クルーズの全てのス
イートおよびステートルームは船室と
呼ぶよりホテルの客室と呼べる⽔準
です。全ての
スイートに
独⾃の全天
候型  オー
プンバルコ
ニーシステ
ムが付いて
おり、⼤変快適に景⾊を楽しめます。
また、ステートルームには⾃然光を取
り⼊れられるピクチャーウインドウが
付いています。上質なバスアメニティ
を⽤意し、⽔圧が充分あるシャワー、
ダブルまたはツインベッド、フラットス
クリーンテレビ、インフォテーメントシ
ステム、無料Wi-Fiなど、充実した設備

が揃ってい
ます。

●

●

●
●

●

エメラルド・スカイ｜エメラルド・スター｜エメラルド・サン
エメラルド・ドーン｜エメラルド・デスティニー�|�エメラルド・ルナ

スターシップ



9

リフレクション�レストラン

� ビスタデッキには、リフレクション�
レストランがあります。ここは朝⾷・ラ
ンチ・ディ
ナーに対応
するメイン
ダイニング
です。� 床か
ら天井まで
の窓に囲ま
れた明るい設計で、航⾏中も⾷事を
楽しみながらゆっくり流れる美しい景
⾊を眺めることができます。メニュー
には季節にあわせた郷⼟料理が含ま
れます。バラエティ豊かな朝⾷で⼀⽇
をスタートし、おいしいランチで午後
のためにエネルギーをチャージ。アラ
カルトのコースディナーで素敵な夜

をお過ごしいただ
けます。ランチと
ディナーには無料
のワイン（⽩・⾚・
ロゼ）、ビール、ソ
フトドリンクが⽤

意されています。

ホライズン･バー＆ラウンジ
およびザ･テラス
� ⽇中いつでもスタイリッシュなラウ
ンジで、贅沢にくつろいだり、バーで
地元のワインや
ビールを注⽂し
たり、あるいは
無料のマシンで
紅茶やカプチー
ノなどを楽しめ
ます。乗客同⼠
の出会いやコミュニケーションを楽し
むだけでなく翌⽇の寄港地などを説
明をするポートトーク、クルーズ中の
イベントやエンターテイメントもこの
ラウンジで⾏われます。
� スターシップの⼤部分の船⾸にあ

る屋外スペース
「ザ・テラス」では、
⽬先の景⾊を楽し
めるだけでなく、フ
レッシュな空気、川
の⾵を楽しめます。

エメラルド・リベルテ、エメラルド・デスティニーでは、外
にでなくともリラックスして素晴らしい景⾊を楽しめるよ
う室内スペースが広めにとられ、パノラマウインドウがつ
いています。

サン・デッキ

� スターシップの屋上は広々とした
サンデッキです。リバークルーズ中に

最⾼の景⾊を楽しんだり、デッキチェ
アに座り⽇光浴をしたり、さわやかな
朝の空気の中でリラックスしたりでき
ます。

乗客仲間と〇×三つ
並べゲームに挑戦、
あるいはゴルフパッ
ティングで盛り上がり
ませんか。
ドウロ川のエメラル
ド・ラディアンスでは、
屋上には温⽔セレニ
ティプールがあります。



  ヨーロッパは、何度訪れてもその美しさに魅了されます。ローマ帝国時代から何千年もの間、⼈々が暮らし⽂化を築き上げ、中世の頃には各
都市の旧市街にあたるエリアが形成されていました。普段のヨーロッパのバスツアーではなかなか訪ねることができない古城や、世界遺産の
美しい河畔の街などに、豪華リバークルーズ船で訪ねてみませんか。

  体に負担なく毎⽇お客様のリズムで旅を進められ、朝寝坊も可能です。朝からゆったりとフル・ブレックファーストをとったり、お部屋のバル
コニーから景⾊を眺めると、川⾯の⽔⿃たちの鳴き声が聞こえてきたり、対岸の街の教会の鐘の⾳が聞こえてきたり、カヌーを楽しむ⼈たちと
⽬があったりと、静かなヨーロッパの休⽇を感じながらのんびりと過ごせます。

コッヘム



1日目　フランクフルト ー マインツ

� フランクフルトへようこそ。エメラルド・クルーズの専⽤
⾞にてライン川のマインツまで移動し、スタイリッシュなリ
バー船に乗船します。船⻑と乗組員が乗船をお待ちしてお
ります。今晩は船内のお客様と初顔合わせの⼣⾷となり
ます。⼣⾷前にクルーズディレクターが乗船後のアクティビ
ティや旅程を確認するポート・トークを⾏いますのでご参
加ください。（フランクフルト空港へ14:00までに到着の便
でお越しください。）

2目日　リューデスハイム

 ドイツで最も⼈気のある町のひとつ、リューデスハイム
に到着します。ジークフリート・メカニカル楽器博物館を訪
ねます。リューデスハイマー・コーヒーは、ドイツで最も有
名なブランデー「アスバッハ・ウーアアルト」を使⽤したカ
クテルで、試飲のチャンスがあります。リューデスハイムか
らコブレンツ間のライン川の65キロメートル続くライン渓
⾕中流上部（ラインゴージュ）はドイツのユネスコ世界遺
産の1つです。夜、キャプテンによるウエルカム・ガラ・ディ
ナーがあります。

3日目　コブレンツ　

  ライン川とモーゼル川の合流地点に位置するコブレン
ツの町は約2000年前から存在します。川の反対側にある
エーレンブライトシュタイン要塞を訪ねます。要塞は、19世
紀のフランスに対するプロイセン防衛の⼀部であり、後に
第⼆次世界⼤戦中にアメリカ軍の本部として使⽤されま
した。

出港後は、船上からラインゴージュの景⾊を楽しめます。

EmeraldACTIVE︓コブレンツの⾃転⾞ツアー

DiscoverMORE︓モーゼル＆コッヘム城（有料、朝から終

⽇のツアーになります。）※参加の⽅は、コブレンツの観光

ができません。

4日目　ルートウィヒスハーフェン ー ハイデルベルク

 ライン川とネッカー川の合流地点にある街マンハイムの
対岸、ルートウィヒスハーフェンまで航⾏します。ここから中
世の素敵な街ハイデルベルクへ出掛け、ガイドと⼀緒に街
歩きをしましょう。ハイデルベルク城は中世の頃の情緒があ
り印象的です。ワインテイスティングのお時間が設けられて
います。若⼲のフリータイムもあります。街歩きには参加せ
ず、ハイデルベルグの丘へのスポーツ・ハイキングを楽しむ
こともできます。船に戻り、昼⾷が始まる頃、出港します。

EmeraldPLUS︓ハイデルベルクでのワインテイスティング

EmeraldACTIVE︓ケーニッヒシュトゥール⼭へのハイキング

5日目　ラシュタット - バーデン・バーデン

 朝、ライン川沿いのラシュタットの町に到着後、バーデ
ン・バーデンに出掛けます。黒い森の国境沿いにあり、美し
い景観のバーデン・バーデンには、ローマ時代の浴場跡が
残っています。ガイドと⼀緒に徒歩でクアハウスまで続くコ
ロネード（並⽊道）を散策しましょう。旧市街のエレガントな
ブティックでお買い物もおすすめです。

� 体⼒に⾃信があれば、EmeraldACTIVEで旧城として知
られているホーエンバーデン城へのガイド付ハイキングに
も参加できます。美しい眺望です。

EmeraldPLUS︓バーデン・バーデンのカジノへ⼊場

EmeraldACTIVE︓ホーエンバーデン城へのハイキング

6日目　ケール - ストラスブール

 ケールに到着後、川を渡りフランス側のストラスブール
へ出掛けます。ストラスブールは、アルザス地⽅の⾸都でも
あり、欧州議会も設置されている街です。バトーラマの運河
ボートに乗り、様々な景⾊をお楽しみください。

EmeraldPLUS︓ストラスブールの運河ボート

DiscoverMORE︓アルザスのブドウ畑ハイキングとワイン

の試飲（有料）※参加の⽅は、ストラスブールの観光がで

きません。

7日目　ブライザッハ - コルマール

  ⽊組みの家や、運河や、花が咲き乱れる町並みなど、ア
ルザス地⽅の魅⼒がぎっしりとつまった町、コルマールへ
出掛けます。この街は、よく保存された旧市街、数多くの建
築の名所や博物館で有名です。ガイドと⼀緒にウンターリ
ンデン美術館〜メゾン・デ・テット〜聖マルティン⼤聖堂〜
プチ・ベニス地区などを散策します。EmeraldACTIVEガイ
ド付⾃転⾞ツアーも⽤意しています。

EmeraldACTIVE︓コマールへのガイド付⾃転⾞ツアー

8日目　バーゼル

 スイス製薬業の中⼼地バーゼルへようこそ。朝⾷後下
船したのち、バーゼル空港、または、チューリッヒ空港にお
送りします。（バーゼル発は10:30以降、チューリッヒ発は
11：30以降の便でご帰国ください。）

11

マジェスティック・ライン　7泊8日

The�Majestic�Rhine
フランクフルト～バーゼル

ストラスブール

乗船前・下船後のホテル

 バーゼル下船後バーゼル空港ご利⽤の場合
バーゼルにて、エメラルド・クルーズのホテル・プ
ログラムをご⽤意できます。空港〜ホテル〜桟橋
の送迎が含まれ便利です。料⾦など詳しくはお
問合せください。

EWFB�FRA-BSL�/�EWFZ�FRA-ZRH

表⽰料⾦はUS＄です。市内観光には徒歩観光が含まれます。予定の観光以外に無料でEmeraldPLUS、および体⼒がある⽅には無料でEmeraldACTIVEにもご参加いただけます。DiscoverMOREは有料のオプショナルツアーで、寄港都市により無料の観
光ができない場合がございますので、ご注意ください。逆コースは正反対の順路となりますが、航路により全てのアクティビティが正コースと同⼀にならないことがあります。詳しくはご予約の際にご確認ください。船内サービスおよび観光は英語です。コー
スおよび予定内容は安全上や気象上、やむを得ない理由で変更になることがあります。到着/乗船⽇および下船⽇の送迎予約の申し込みに際しましては、既定の時間までに航空便での到着/出発が必要です。詳しくはご予約時にご確認ください。
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*は逆コースを⽰しています。料⾦は２名様１室利⽤時のお⼀⼈様の料⾦です。カテゴリーESはシングルルームです。詳しくはデッキプランをご参照ください。

2023 Riviera�Deck Vista�Deck Horizon�Deck
8-Day�The�Majestic�Rhine
Journey�Code:�EWFB

E�
Emerald��
Stateroom��

D��
Emerald��
Stateroom

ES��
Emerald��
Single��

Stateroom

C��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

B��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

A��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

S��
Grand��
Balcony��
Suite�

SA
Owner�s��

One-Bedroom�
Suite�

出発⽇ From From From From From From From From
6⽉19⽇* $3,895 $4,195 $4,695 $4,845 $5,020 $5,145 $5,795 $6,695

� 7⽉10⽇ $3,995 $4,495 $4,645 $4,820 $4,945 $5,595 $6,495
8⽉14⽇* $3,695 $3,995 $4,495 $4,645 $4,820 $4,945 $5,595 $6,495
9⽉4⽇ �$3,895 $4,195 $4,695 $4,845 $5,020 $5,145 $5,795 $6,695

$3,695



ストラスブール

１日目　アムステルダム

 700年の歴史がある美しい運河があるアムステルダム
へようこそ。空港から港へ移動し、エメラルド・クルー
ズのスタイリッシュなリバー船に乗船します。船⻑と乗
組員が乗船をお待ちしております。今晩はビュッフェ・
ディナーをお楽しみください。

2日目　アムステルダム

 迷路のように⼊り組む運河の街アムステルダムでは、
ガラストップの運河ボートに乗って景観を楽しむか、ま
たはガイドと⼀緒に⾛る⾃転⾞ツアーに参加できます。
昼⾷が始まる頃に出港し、オランダの⽥園地帯を回り、
⾵⾞を通り、ライン川に向かって航⾏します。途中ロッ
クも通過します。
EmeraldACTIVE︓ ガイド付⾃転⾞ツアー

3日目　ケルン

 ローマ時代から発達してきたケルンの街には、世界遺
産に登録されたドイツで最も古いゴシック様式の⼤聖堂
があります。昼⾷後、地元のガイドと共に、広場や歴史
的モニュメントがある旧市街の街歩きをお楽しみくださ
い。ケルン⼤聖堂の建設は1248年に始まりましたが、
完成は1880年となります。ケルンは第⼆次世界⼤戦後
に、都市が再開発され、ドイツで最も現代的で最も⼤き
な都市の⼀つとなりました。フリータイムにはシッピン
グや、ケルンがローマ時代から発達してきたことがわか
るローマ・ゲルマン博物館などを訪ねてみてはいかがで

しょうか。
 有料でディスカバーモアのケルン⾹⽔博物館に参加
できます。オーデコロンとはケルンの⽔が語源である
ということわかるようにケルンが発祥の地です。
EmeraldPLUS︓ 地元農場訪問と料理教室

DiscoverMORE︓ ケルン⾹⽔博物館を訪問（有料）※

参加の⽅は、ケルンの観光ができません。

4日目　コブレンツ

 ライン川とモーゼル川の合流地点で「ドイツの⾓」
と謳われる美しく歴史あるコブレンツの町まで航⾏し、
川の反対側にあるエーレンブライトシュタイン要塞を
訪ねます。要塞は、19世紀のフランスに対するプロイ
セン防衛の⼀部であり、1919年以降ラインラント占拠
中の本部としてアメリカ陸軍のよって使⽤されました。
 コブレンツを出港後、壮⼤なライン渓⾕を航海しま
す。川沿いの数多くのブドウ園やローレライ伝説の残
る場所、中世初期の古城など、左岸・右岸と次々に
シャッターチャンスがあります。
DiscoverMORE︓ モーゼル＆コッヘム城（有料、朝から終

⽇のツアーとなります）※参加の⽅は、コブレンツの観光がで

きません。

5日目　ルートウィヒスハーフェン　－　ハイデルベルク

 ライン川とネッカー川の合流地点にあるマンハイム
の対岸・ルートウィヒスハーフェンまで航⾏します。
ここから中世の素敵な街ハイデルベルクへ出掛け、ガ
イドと⼀緒に街歩きをします。ハイデルベルク城は中
世の頃の情緒があり印象的です。若⼲のフリータイム
もあります。その後船に戻り、昼⾷が始まるころ出港
します。観光の代わりに、ハイデルベルクの丘へのハ
イキングを楽しむこともできます。

EmeraldACTIVE︓ ケーニヒシュトゥール⼭からハイデルベ

ルクへのハイキング

DiscoverMORE︓ ブルッフザール宮殿でのイブニングコン

サート（有料）※参加の⽅は、ハイデルベルクの観光ができ

ません。

6日目　ケール － ストラスブール

 ケールに到着後、川を渡りフランス側のストラス
ブールへ出かけます。ストラスブールは、アルザス地
⽅の⾸都でもあり、欧州議会も設置されている街です。
 ガイドと⼀緒に街歩きを楽しみます。中世の⽊⾻組
の建物や、バロック様式の建物、運河や歴史的な市内
中⼼部など、ストラスブール全体がユネスコ世界遺産
となっています。昼⾷の後、希望の⽅は再度ストラス
ブールのフリータイムを楽しめます。
DiscoverMORE︓リクヴィ―ル村へのツアー（有料）※参

加の⽅はストラスブールの観光ができません。

7日目　ブライザッハ － 黒い森

 ドイツの黒く美しい森は⻑い間、おとぎ話の場所で
した。本⽇半⽇は、黒い森へ。黒い森野外⺠家博物館
は野外展⽰で、16世紀の暮らしぶりが良く分かります。
 体⼒に⾃信のある⽅は、観光の代わりに、Emerald�
ACTIVEブライザッハの⾃転⾞ツアーに参加することも
できます。
EmeraldPLUS︓ ⿊い森ケーキのプレゼンテーションと試⾷

EmeraldACTIVE︓ ブライザッハ⾃転⾞ツアー

8日目　バーゼル

 バーゼル到着後下船し、空港へ向かいます。（バー
ゼル空港10:30以降発の便、チューリッヒ空港11:30以
降発の便にてご帰国ください。）
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Riviera�Deck Vista�Deck Horizon�Deck
8-Day�Jewels�of�the�Rhine
Journey�Code:�EWAB
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出発⽇ From From From From From From From From

2023

$4,195 $4,695 $4,845 $5,020 $5,145 $5,795�6⽉12⽇,�18⽇,�25⽇*������������� � ������������������������������ ,$ 893 5
7⽉2⽇,�9⽇*,�17⽇*,�24⽇,�31⽇* $3,995 $4,495 $4,645 $4,820 $4,945 $5,595 $6,495
8⽉7⽇,�12⽇,�19⽇*,�26⽇ ���������������������������������$3,695 $3,995 $4,495 $4,645 $4,820 $4,945 $5,595 $6,495
9⽉2⽇*,�9⽇,�11⽇*,�16⽇*,�18⽇,�25⽇* $4,195 $4,695 $4,845 $5,020 $5,145 $5,795 �
10⽉2⽇,�8⽇,�9⽇*,�15⽇* ����������

$6,695
$3,995 $4,495 $4,645 $4,820 $4,945 $5,595 $6,495

10⽉22⽇,�29⽇* $3,595 $4,095 $4,245 $4,420 $4,545 $5,195 $6,095

5⽉8⽇*,�13⽇*,�20⽇,�27⽇*�����������������������������$3,895 $4,195 $4,695 $4,845 $5,020 $5,145 $5,795

$3,695

$3,895
$3,695
$3,295

$6,695
$6,695

*は逆コースを⽰しています。料⾦は２名様１室利⽤時のお⼀⼈様の料⾦です。カテゴリーESはシングルルームです。詳しくはデッキプランをご参照ください。

表⽰料⾦はUS＄です。市内観光には徒歩観光が含まれます。予定の観光以外に無料でEmeraldPLUS、および体⼒がある⽅には無料でEmeraldACTIVEにもご参加いただけます。DiscoverMOREは有料のオプショナルツアーで、寄港都市により無料の観
光ができない場合がございますので、ご注意ください。逆コースは正反対の順路となりますが、航路により全てのアクティビティが正コースと同⼀にならないことがあります。詳しくはご予約の際にご確認ください。船内サービスおよび観光は英語です。コー
スおよび予定内容は安全上や気象上、やむを得ない理由で変更になることがあります。到着/乗船⽇および下船⽇の送迎予約の申し込みに際しましては、既定の時間までに航空便での到着/出発が必要です。詳しくはご予約時にご確認ください。
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ヴィースバーデン

1日目　フランクフルト－マインツ

 フランクフルトへようこそ。空港からマインツの桟
橋に向かい、豪華なエメラルド・クルーズのリバー船
に乗船です。
 今夜は、世界中から集まった仲間とともにディナー
を楽しみます。フランクフルトに14:00までに到着の
便をご利⽤下さい。

2日目　ヴィースバーデン

 ヴィースバーデンはローマ時代からの鉱泉が有名で、
まるで19世紀の温泉保養地のようです。今朝、ガイド
付き街歩きツアーで、ロシア正教会を通り、街とライ
ン渓⾕の壮⼤な景⾊を楽しみます。 
 温泉のお湯を試飲できるコッホブルンネン広場に向
かう途中では、 建築（ユネスコ世界遺ウィルヘルム
産）をいくつか⾒ます。�19世紀より美しいリゾートと
して栄えた旧市街や城、クアハウスを訪れた後は、バ
スに乗りヴィースバーデンに戻ります。

3日目　リューデスハイム

 今⽇はエーベルバッハ修道院への訪問で⼀⽇を始め
ます。ラインガウ地⽅にある最も保存状態の良い中世
の修道院の美しさに驚くことでしょう。�1136年にカ
トリック教会の聖⼈、クレルヴォーの聖ベルナールに
よって設⽴された修道院は、中世ドイツで最も活気の
ある修道院の1つとして、所有するブドウ畑は当時国
内最⼤級を誇っていました。
 ウンベルト・エ-コのスリリングな同名⼩説を原作に
した1986年の映画「薔薇の名前」の主要なロケ地とし
ても、エーベルバッハ修道院は⼀⾒の価値があります。
 現在もこの修道院では極上のワイン製造が続けられ、
また、ガイド付きツアーを提供し、誰もがその歴史と
建築の素晴らしさを楽しむことができます。映画やテ
レビドラマのセットとしても機能しており、「ゲー

ム・オブ・スローンズ」のシーズン5の予告編がここで
撮影されました。
 今⽇はまた、ヘッセン州リューデスハイムアムライ
ン近くのニーダーヴァルトにある記念碑、ニーダー

ヴァルトデンクマルへのハイキングもお楽しみいただ
くことができます。ライン渓⾕を⾒下ろす記念碑は、
ドイツ統⼀を記念して1870〜80年代に建てられました。

EmeraldACTIVE︓ニーダーヴァルトデンクマルへのガイド付

きハイキング

4日目　コブレンツ

 マルクスブルク城は内側も側も⾒事に保存されてお
り、台所や騎⼠の詰所、武器庫、魅⼒的なワインセ
ラーなど、中世の城の典型的なインテリアを誇ります。
⽩い姿が印象的な城は、外側の要塞によって保護され
ています。⼩塔と城壁の上から川を⼀望する塔のよう
なこの城は、グリム童話の記念碑のようにも⾒えます。
 ⼣⽅には、モーゼル川渓⾕に堂々と⽴つコッヘム城
への訪問をお楽しみください。歴史⽂化愛好家ならば
モーゼル川の最も⾼い丘の城で美しい午後を楽しめま
す。コッヘムにそびえ⽴つこの中世の城は、トリーア
の選帝侯が所持していた時に⼤きな被害を受けました
が、19世紀にはドイツロマン主義の影響を受けたネオ
ゴシック様式で復元されました。

EmeraldACTIVE︓ マルクスブルク城へのハイキング

EmeraldPLUS︓コッヘム城の夜の訪問

5日目　コッヘム

 今⽇は、数多くの史跡が残る魅⼒的な街コッヘムを
ガイド付きツアーで散策します。古い要塞と歴史的な
城壁跡、市庁舎、その他多くの史跡を訪ねます。

EmeraldACTIVE︓ コッヘム近郊のガイド付き⾃転⾞ツ

アー

6日目　トリーア

 ドイツ南⻄部、ルクセンブルグ国境近くにあるト
リーアの街は、「北のローマ」と呼ばれる隠れた名所
です。�
 ガイド付きツアーでは、古代の活気にあふれた場所
であった旧市街の浴場遺跡と、アルプスの北にある遺
跡のうち、最も保存状態の良いローマの城⾨、ポルタ
ニグラを訪ねます。

DiscoverMORE︓ ルクセンブルグ観光（有料）※参加の

⽅は、トーリアの観光ができません。

7日目　ベルンカステル

 紀元前3000年からの歴史を持つベルンカステルは、
モーゼル川のほとりに位置し、1416年まで遡る建築物
が良い保存状態で残っています。ガイド付きの街歩き
ツアーでは中世の市場や切り妻壁の⽊⾻組みの家、城
塞跡や城⾨などをお楽しみ下さい。あるいはガイド付
きの⾃転⾞ツアーに参加することもできます。

EmeraldPLUS︓ベルンカステルのワイン体験

EmeraldACTIVE︓ベルンカステル近郊の⾃転⾞ツアー

8日目  　ベルンカステル －　フランクフルト

 朝⾷後、仲良くなった仲間に別れを告げ下船しフラ
ンクフルト空港へ向かいます。午後12:00以降出発の航
空便ご予約をおすすめします。

EWGM�FRA�-FRA

表⽰料⾦はUS＄です。市内観光には徒歩観光が含まれます。予定の観光以外に無料でEmeraldPLUS、および体⼒がある⽅には無料でEmeraldACTIVEにもご参加いただけます。DiscoverMOREは有料のオプショナルツアーで、寄港都市により無料の観
光ができない場合がございますので、ご注意ください。逆コースは正反対の順路となりますが、航路により全てのアクティビティが正コースと同⼀にならないことがあります。詳しくはご予約の際にご確認ください。船内サービスおよび観光は英語です。コー
スおよび予定内容は安全上や気象上、やむを得ない理由で変更になることがあります。到着/乗船⽇および下船⽇の送迎予約の申し込みに際しましては、既定の時間までに航空便での到着/出発が必要です。詳しくはご予約時にご確認ください。
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*は逆コースを⽰しています。料⾦は２名様１室利⽤時のお⼀⼈様の料⾦です。カテゴリーESはシングルルームです。詳しくはデッキプランをご参照ください。

Riviera�Deck Vista�Deck Horizon�Deck
8-Day�Legendary�Rhine��
&�Moselle
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出発⽇ From From From From From From From From
6⽉26⽇ $3,895 $4,195 $4,695 $4,845 $5,020 $5,145 $5,795 $6,695
7⽉3⽇*;�8⽉21⽇,�28⽇* $3,895 $4,395 $4,545 $4,720 $4,845 $5,495$3,595 $6,395

2023



1日目　アムステルダム

  600年以上の歴史を持つ美しい運河、世界的に有名な美
術館、劇場、カフェがあるアムステルダムへようこそ。
アムステルダム空港からエメラルド・クルーズの専⽤⾞で桟
橋に向かいスタイリッシュなリバー船に乗船です。乗船後は
フリータイムですので、アムステルダムを散策してみましょう。
今晩は乗船のお客様が初めて顔合わせする⼣⾷となります。
空港から桟橋までの送迎はおおむねどの便でもお付けでき
ますが、16:30頃までの便でアムステルダム空港に到着され
ますと、⼣⾷に間に合う送迎がご利⽤いただけます。

2日目　アムステルダム － ザーンセ・スカンス

  今朝は、アムステルダムを出てオランダの⾒どころの⼀つ
であるザーンセ・スカンスを探索します。沢⼭の農場や⾵⾞
は18〜19世紀の活気に満ちた素晴らしいコミュニティです。
今⽇の午後、地元のクロッグペイント画家をお迎えします。
⼯芸品がどのように作られるかを⾒てみましょう。も� しくは、
ウォーターランドまでの⾃転⾞ツアーへ参加できます。夜、
キャプテンによるウエルカム・ガラ・ディナーがあります。 
EmeraldPLUS︓ 船上でのクロッグ・ペインティング鑑賞

EmeraldACTIVE: ウォーターランドガイド付⾃転⾞ツアー

DiscoverMORE︓アースメールのロイヤルフローラホーランド

でフラワーオークション（有料）※参加の⽅は、ザーンセ・スカ

ンスの観光ができません。

3日目　ロッテルダム

  朝⾷後、ロッテルダムのガイド付きツアーが始まります。
ロッテルダムは通称「ユーロポート」と呼ばる欧州を代表す
る⼤港湾都市です。街の随所で、貿易で栄えてきた街の歴史
を⾒ることができます。地元のお酒のテイスティングを含む
ガイドと⼀緒の街歩きの後、この街をもっと知ることができ
るようにフリータイムがあります。数々の美術館など⾒どこ

ろが多く、ショッピングも楽しめる街です。
DiscoverMORE︓デルフト焼の⼯房を訪ねて（有料）

※参加の⽅は、ロッテルダムの観光ができません。

4日目　ハーグ

  ハーグは北海沿岸にあり、アムステルダム・ロッテルダム
に続きオランダ第３の都市です。オランダ政治の中⼼であり、
スターテン・ヘネラールと呼ばれるオランダ議会の議事堂
があるだけでなく、国際司法裁判所もこの街にあります。市
内散策ではレンブラントやフェルメールに代表されるオラン
ダ美術の宝庫・マウリッツハイス美術館を訪れます。あるい
は、体⼒に⾃信がある⽅はガイド付⾃転⾞ツアーに参加し
てみましょう。その後、船へ戻り昼⾷です。午後のクルージン
グをお楽しみ下さい。
EmeraldACTIVE︓ ガイド付⾃転⾞ツアー

5日目　アントワープ

  朝、ベルギー最⼤の港町アントワープに到着します。アン
トワープは海につながる⼤きな川、スヘルデ川（フランス語
でエスコー川）沿いにある⼤都市です。ベルギー第⼆の都
市であるこの街は、商業の中⼼として⼤変重要な場所であ
ることが、この街の征服の歴史をみるとわかります。有名な
バロック様式のアーティストであるピーテル・ポール・ルー
ベンスの本拠地で、世界各地から芸術愛好家が集まります。
またダイヤモンド加⼯でも世界的に有名です。今⽇の都市
は近代的に⽣まれ変わりましたが、興味をそそる中世の景
⾊がまだ街の中⼼部に残っています。
 ガイドとの街歩きでは、ルネッサンス市庁舎、アントワープ
のシンボルである聖⺟教会を鑑賞しながら、カフェに囲ま
れた⽯畳の道を通り抜け、16世紀の中庭フラーイケンスガ
ングなど市内中⼼部を訪ねます。
DiscoverMORE︓ルーベンスの家と⼤聖堂（有料）

※参加の⽅はアントワープの観光が出来ません。

6日目　アーネム

 ⾒事な⽔⾞と古⾵で伝統的な村を通り抜ける．．．午前は
オランダ運河の景⾊と航⾏をゆったりと楽しみます。その後
アーネムへ到着します。アーネムは、第⼆次世界⼤戦中に

激戦があった場所です。
  1944年9⽉17⽇にこの町とライン川にかかるジョン・フ
ロスト橋の占領を「マーケットガーデン作戦」として命じら
れたイギリス軍は、パラシュートでこの町に降下しました。
占領させまいと橋を爆破しようとするドイツ軍、� 爆破を回
避させようとするイギリス軍の間で壮絶な戦いがありまし
たが、結局イギリス軍の後援が続かず、多数の死者・捕虜を
出すことになりました。この象徴的な橋は、映画「遠すぎた
橋」で英国軍が捕獲されたシーンで有名になっています。
アーネムの戦いに捧げられた空挺博物館（ハルテンシュタ
イン）を⾒学します。ここは戦闘中は英国軍の指揮本部でし
た。現在は軍服と武器の展⽰を⾏っています。
 観光の代わりに、EmeraldACTIVEのガイド付き⾃転⾞ツ
アーを楽しむこともできます。
EmeraldACTIVE︓ ガイド付⾃転⾞ツアー

7日目　アムステルダム

 無料の寄港地観光で、世界で最も美しい春の庭園である
ヨーロッパ最⼤の庭園「キューケンホフ公園」を訪れること
ができます。オランダのチューリップ農場の中⼼部に位置し、
32ヘクタール以上の広さ、最盛期には700万本以上の
チューリップ、⽔仙、ヒヤシンス、そのほかさまざまな花や植
物が咲き誇ります。昼⾷後は、アムステルダムのフリータイ
ムをお楽しみください。

8日目　アムステルダム

  朝⾷後、船内の仲良し達とお別れをして、空港へ向かい
ます。（空港への無料送迎を使う⽅は10:30以降の便でご帰
国ください。）
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From From From From From From From From
3⽉31⽇;�4⽉3⽇,�10⽇ $3,595 $3,895 $4,445 $4,545 $4,720 $4,845 $5,495 $6,395
*は逆コースを⽰しています。料⾦は２名様１室利⽤時のお⼀⼈様の料⾦です。カテゴリーESはシングルルームです。詳しくはデッキプランをご参照ください。

2023

決定版　オランダ・ベルギー　7泊8日　

アムステルダム～アムステルダム

������������������������Holland�&�Belgium�in�Bloom

キューケンホフ（イメージ）

EWTU AMS-AMS

乗船前・下船後のホテル

乗船前または下船後のアムステルダムにて、エメ
ラルド・クルーズのホテル・プログラムを⼿配でき
ます。空港〜ホテル〜桟橋の送迎が含まれ便利で
す。料⾦など詳しくはお問合せください。

表⽰料⾦はUS＄です。市内観光には徒歩観光が含まれます。予定の観光以外に無料でEmeraldPLUS、および体⼒がある⽅には無料でEmeraldACTIVEにもご参加いただけます。DiscoverMOREは有料のオプショナルツアーで、寄港都市により無料の観
光ができない場合がございますので、ご注意ください。逆コースは正反対の順路となりますが、航路により全てのアクティビティが正コースと同⼀にならないことがあります。詳しくはご予約の際にご確認ください。船内サービスおよび観光は英語です。コー
スおよび予定内容は安全上や気象上、やむを得ない理由で変更になることがあります。到着/乗船⽇および下船⽇の送迎予約の申し込みに際しましては、既定の時間までに航空便での到着/出発が必要です。詳しくはご予約時にご確認ください。
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*は逆コースを⽰しています。料⾦は２名様１室利⽤時のお⼀⼈様の料⾦です。カテゴリーESはシングルルームです。詳しくはデッキプランをご参照ください。

チューリップとライン川　7泊8日　

アムステルダム～バーゼル

1日目　アムステルダム

  700年の歴史がある美しい運河があるアムステルダムへ
ようこそ。空港から港へ移動し、エメラルド・クルーズのスタ
イリッシュなリバー船に乗船します。船⻑と乗組員が乗船を
お待ちしております。今晩はビュッフェ・ディナーをお楽しみ
ください。

2日目　アムステルダム

 世界で最も美しい春の庭園であるヨーロッパ最⼤の庭園
「キューケンホフ公園」を訪れることができます。オランダの
チューリップ農場の中⼼部に位置し、32ヘクタール以上の
広さ、最盛期には700万本以上のチューリップ、⽔仙、ヒヤシ
ンス、そのほかさまざまな花や植物が咲き誇ります。昼⾷が
始まる頃に出港し、オランダの⽥園地帯を回り、⾵⾞を通り、
ライン川に向かって航⾏します。途中ロックも通過します。

3日目　ケルン

  ローマ時代から発達してきたケルンの街には、世界遺産
に登録されたドイツで最も古いゴシック様式の⼤聖堂があ
ります。昼⾷後、地元のガイドと共に、広場や歴史的モニュメ
ントがある旧市街の街歩きをお楽しみください。ケルン⼤聖
堂の建設は1248年に始まりましたが、完成は1880年となり
ます。ケルンは第⼆次世界⼤戦後に、都市が再開発され、ド
イツで最も現代的で最も⼤きな都市の⼀つとなりました。フ
リータイムにはシッピングや、ケルンがローマ時代から発達
してきたことがわかるローマ・ゲルマン博物館などを訪ねて
みてはいかがでしょうか。
DiscoverMORE︓ ケルン⾹⽔博物館を訪問（有料）

※参加の⽅は、ケルンの観光ができません。

4日目　コブレンツ

  ライン川とモーゼル川の合流地点で「ドイツの⾓」と謳わ
れる美しく歴史あるコブレンツの町まで航⾏し、川の反対側
にあるエーレンブライトシュタイン要塞を訪ねます。要塞は、

19世紀のフランスに対するプロイセン防衛の⼀部であり、
1919年以降ラインラント占拠中の本部としてアメリカ陸軍
のよって使⽤されました。
  コブレンツを出港後、壮⼤なライン渓⾕を航海します。川
沿いの数多くのブドウ園やローレライ伝説の残る場所、中
世初期の古城など、左岸・右岸と次々にシャッターチャンス
があります。

DiscoverMORE︓ モーゼル＆コッヘム城（有料、朝から終

⽇のツアーとなります）※参加の⽅は、コブレンツの観光がで

きません。

5日目　 ルートウィヒスハーフェン　 －　 シュヴェツィンゲ
ン

  シュヴェツィンゲン城は美しい庭園で有名です。印象深く
個性的でありながら多様性を取り⼊れています。宮殿内部
の他に、100を超える彫像を始めとするヨーロッパ⽂化遺
産を有するパレスガーデンを訪れます。あるいは、観光には
参加せずブドウ畑を通過して⾏くバート・デュルクハイムの
ハイキングに参加することもできます。

EmeraldPLUS︓ シュヴェツィンゲン城と庭園

EmeraldACTIVE︓ バート・デュルクハイムのブドウ畑ハイ

キング

DiscoverMORE︓ ブルッフザール宮殿でのイブニングコン

サート（有料）※参加の⽅は、シュヴェツィンゲンの観光がで

きません。

6日目　ケール － ストラスブール

 ケールに到着後、川を渡りフランス側のストラスブールへ
出かけます。ストラスブールは、アルザス地⽅の⾸都でもあ
り、欧州議会も設置されている街です。
  ガイドと⼀緒に街歩きを楽しみます。中世の⽊⾻組の建
物や、バロック様式の建物、運河や歴史的な市内中⼼部な
ど、ストラスブール全体がユネスコ世界遺産となっています。
昼⾷の後、希望の⽅は再度ストラスブールのフリータイムを
楽しめます。

DiscoverMORE︓ リクヴィール村観光（有料）※参加の

⽅は、ストラスブールの観光ができません。

7日目　ブライザッハ － 黒い森

  ドイツの黒く美しい森は⻑い間、おとぎ話の場所でした。
本⽇半⽇は、黒い森へ。黒い森野外⺠家博物館は野外展
⽰で、16世紀の暮らしぶりが良く分かります。体⼒に⾃信の
ある⽅は、観光をスキップし、EmeraldACTIVE黒い森のア
クティブウォークに参加することもできます。

EmeraldPLUS︓ ⿊い森ケーキのプレゼンテーションと試⾷

EmeraldACTIVE︓ ⿊い森のアクティブウォーク

8日目　バーゼル

 バーゼル到着後下船し、空港に向かいます。（バーゼル空
港は10:30以降発、チューリッヒ空港は11:30以降発の便に
てご帰国ください。）

乗船前・下船後のホテル

  乗船前のアムステルダムまたは下船後バーゼル空港
利⽤の場合のバーゼルにて、エメラルド・クルーズのホテ
ルプログラムを⼿配できます。空港〜ホテル〜桟橋の送
迎が含まれ便利です。料⾦など詳しくはお問合せくださ
い。

キューケンホフ（イメージ）

    

EWAB AMS-ZRH / EWAC AMS-BSL

表⽰料⾦はUS＄です。市内観光には徒歩観光が含まれます。予定の観光以外に無料でEmeraldPLUS、および体⼒がある⽅には無料でEmeraldACTIVEにもご参加いただけます。DiscoverMOREは有料のオプショナルツアーで、寄港都市により無料の観
光ができない場合がございますので、ご注意ください。逆コースは正反対の順路となりますが、航路により全てのアクティビティが正コースと同⼀にならないことがあります。詳しくはご予約の際にご確認ください。船内サービスおよび観光は英語です。コー
スおよび予定内容は安全上や気象上、やむを得ない理由で変更になることがあります。到着/乗船⽇および下船⽇の送迎予約の申し込みに際しましては、既定の時間までに航空便での到着/出発が必要です。詳しくはご予約時にご確認ください。

   

   

   

  

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

  

 

  

 

5⽉1⽇,�6⽇������������������������������������������������������������$3,895 $4,195 $4,695 $4,845 $5,020 $5,145 $5,795

Riviera�Deck Vista�Deck Horizon�Deck
8-Day� �The�RhineTulips�&
Journey�Code:�EWAC

E�
Emerald��
Stateroom��

D��
Emerald��
Stateroom

ES��
Emerald��
Single��

Stateroom

C��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

B��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

A��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

S��
Grand��
Balcony��
Suite�

SA
Owner�s��

One-Bedroom�
Suite�

出発⽇ From From From From From From From From
4⽉7⽇,8⽇ $3,595 $4,095 $4,245 $4,420 $4,545 $5,195
4⽉14⽇*,�15⽇*,�17⽇,�22⽇,�24⽇*,�29⽇* $3,995 $4,495 $4,645 $4,820 $4,945 $5,595 $6,495

2023

$3,295
$3,695

$6,095

$6,695

������������������������Tulips�&�the�Rhine





1日目　ニュルンベルク

 ニュルンベルクへようこそ。スタイリッシュなエメラルド・
クルーズのリバー船に乗船です。ニュルンベルク到着の場
合は15:00までに、ミュンヘン到着の場合には14:00まで
に到着の便をご予約ください。

2日目　レーゲンスブルク

  早朝、魅⼒的なマイン・ドナウ運河の最後の部分を通り
ケールハイムを通航、さらにドナウ川に沿って航⾏し、ドイ
ツ最⾼の中世都市であるレーゲンスブルクへと向かいま
す。ガイド付き徒歩観光ではドナウ川でも最も古い橋のひ
とつや、旧市庁舎など街の建造物が印象的です。

EmeraldPLUS: 船上バイエルン・バンド・ショー

DiscoverMORE︓ニュルンベルク観光（有料）※参加の

⽅は、レーゲンスブルクの観光ができません。

DiscoverMORE︓B W⼯場⾒学（有料）※参加の⽅M

は、レーゲンスブルクの観光ができません。

3日目　パッサウ - エンゲルハートシュツェル

 パッサウは、オーストリアとの国境沿いにある、ドナウ川、
イン川、イルツ川の合流地点の町で、優雅な⽯畳の道と⼩
さな通りがとても魅⼒的です。ガイド付街歩きで17世紀の
⼤⽕からどのように復興したかを⾒てみましょう。聖ステ
ファン⼤聖堂などバロック建築も⾒どころです。午後はド
ナウ川沿いのクルージングをお楽しみください。
EmeraldACTIVE︓イン川沿いのガイド付⾃転⾞ツアー

Discover : MORE バイエルン森林公園への旅（有料）※

参加の⽅は、パッサウの観光ができません。

4日目　デュルンシュタイン　－　クレムス

  今⽇は中世の街並みを⼀望できるデュルンシュタイン
城跡へのハイキングか、ユネスコ世界遺産に登録されて

いるヴァッハウ渓⾕をクルーズしながらクレムスへ向かうか
を選択することができます。あるいはデュルンシュタインか
らブドウ畑や古城、遺跡を抜けていくガイド付きの⾃転⾞ツ
アーに参加することも可能です。
� 午後はゲットヴァイク修道院へのガイド付きツアーへ参
加してみましょう。修道院はブドウ畑やヴァッハウ渓⾕の眺
めが素晴らしく、2001年に世界遺産登録された景観の⼀部
で、オーストリアで最も重要なベネティクト修道院の１つと
⾔われており、1083年に建築され、現在も45名の僧によっ
て下オーストリア州の⼼の拠り所として運営されています。
EmeraldACTIVE︓ドナウ川沿いガイド付き⾃転⾞ツアー

EmeraldACTIVE︓デュルンシュタイン城へのガイド付きハ

イキング

5日目　ウィーン

 ⾳楽の都ウィーンへようこそ。まずは⼤型バスで環状道
路沿いの景⾊を⾞窓からお楽しみください。その後バスを
降りて街歩きをします。オペラハウス、スペイン乗⾺学校、市
庁舎、聖シュテファン⼤聖堂などが印象的です。体⼒に⾃信
がある⽅は、観光の代わりにEmeraldACTIVEガイド付⾃転
⾞ツアーに参加することができます。
EmeraldACTIVE︓ガイド付⾃転⾞ツアー

DiscoverMORE: ウイーン・テイスト・ツアー（有料）※参

加の⽅はウィーンの観光ができません。

DiscoverMORE: エメラルド専⽤モーツァルトとシュトラウス

のウイーン・コンサート（有料）※参加の⽅はウィーンの観光

ができません。

6日目　ブラチスラバ

 ヨーロッパの中⼼にあり古代貿易ルートの交差点にある
ブラチスラバは、スロバキアの⾸都であり、主にケルト、ロー
マ、スラブといった様々な⽂化が融合し織りなされます。市
庁舎、ミルバッハ宮殿、聖マルティンのゴシック様式の⼤聖

堂がある旧市街観光をお楽しみください。フリータイムに
は、桟橋近くの⼤きなショッピングセンターでお⼟産をさが
すのもおすすめです。今晩、キャプテン主催のガラディナー
があります。
EmeraldPLUS︓地元スロバキア⼀家とのふれあいとティー

タイム

EmeraldACTIVE︓ブラチスラバ城へのハイキング

7日目　ブダペスト

  ブダペストは、東ヨーロッパで最も活気がある国際都市
の1つです。市内観光ではハンガリー国会議事堂、ブダ城、
ブダとペストを結ぶ連鎖橋などの景観をお楽しみください。
または、EmeraldACTIVEブダ丘陵へのハイキングに参加す
ることもできます。
  今晩、フォークダンスや⾳楽を楽しんだり、伝統的なハン
ガリー料理でのフェアウェルディナーを楽しみます。船はド
ナウ川沿いにイブニング・クルーズを⾏います。

EmeraldACTIVE：ブダ丘陵へのガイド付ハイキング

EmeraldPLUS︓船上にて伝統的ハンガリー⺠俗ショー

DiscoverMORE: センテンドレを訪ねるツアー（有料）

※参加の⽅はブダペストの観光ができません。

DiscoverMORE: ユダヤ歴史ツアー（有料）

※参加の⽅はブダペストの観光ができません。

8日目　ブダペスト

  朝⾷後、仲良くなった仲間と別れ下船し、ブタペスト空港
に向かいます。（ブダペスト11:00以降発の便でご帰国くだ
さい。）

 
  

�EWNB�NUE-BUD�/�EWMB�MUC-BUD

表⽰料⾦はUS＄です。市内観光には徒歩観光が含まれます。予定の観光以外に無料でEmeraldPLUS、および体⼒がある⽅には無料でEmeraldACTIVEにもご参加いただけます。DiscoverMOREは有料のオプショナルツアーで、寄港都市により無料の観
光ができない場合がございますので、ご注意ください。逆コースは正反対の順路となりますが、航路により全てのアクティビティが正コースと同⼀にならないことがあります。詳しくはご予約の際にご確認ください。船内サービスおよび観光は英語です。コー
スおよび予定内容は安全上や気象上、やむを得ない理由で変更になることがあります。到着/乗船⽇および下船⽇の送迎予約の申し込みに際しましては、既定の時間までに航空便での到着/出発が必要です。詳しくはご予約時にご確認ください。

Slovakia

ニュルンベルク～ブダペスト

ドナウの贈り物　7泊8日

Danube�Delights

�
�
�
�
�

��

�

�

$6,195

Riviera�Deck Vista�Deck Horizon�Deck
8-Day�Danube�Delights
Journey�Code:�EWNB

E�
Emerald��
Stateroom��

D��
Emerald��
Stateroom

ES��
Emerald��
Single��

Stateroom

C��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

B��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

A��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

S��
Grand��
Balcony��
Suite�

SA
Owner�s��

One-Bedroom�
Suite�

出発⽇ From From From From From From From From
4⽉9⽇*,�16⽇;�5⽉15⽇*,21⽇*����������������������$3,595 $3,895 $4,395 $4,545 $4,720 $4,845 $5,495

$4,095 $4,595 $4,745 $4,920 $5,045 $5,695
$6,595

� 6⽉16⽇*,�17⽇*,�23⽇,�24⽇,�30⽇*���
$4,095 $4,595 $4,745 $4,920 $5,045 $5,695

$6,595 �
7 ⽉1⽇* $4,095 $4,595 $4,745 $4,920 $5,045 $5,695 $6,595
7⽉7⽇,�8⽇,�9⽇*,�16⽇,�24⽇*,�31⽇�� $3,695 $4,195 $4,345 $4,520 $4,645 $5,295 $6,195

��8⽉13⽇*,�20⽇,�20⽇*,�27⽇,�27⽇* $3,895 $4,395 $4,545 $4,720 $4,845 $5,495
9⽉3⽇,�8⽇*,�15⽇,�17⽇*,�18⽇*,�24⽇,�25⽇ $4,095 $4,595 $4,745 $4,920 $5,045 $5,695 $6,595
10⽉1⽇*,�8⽇,�20⽇* $3,895 $4,395 $4,545 $4,720 $4,845 $5,495 $6,395
10⽉�27⽇,�30⽇* $3,695 $4,195 $4,345 $4,520 $4,645 $5,295

$6,395

2023

5⽉22⽇,�28⽇

*は逆コースを⽰しています。料⾦は２名様１室利⽤時のお⼀⼈様の料⾦です。カテゴリーESはシングルルームです。詳しくはデッキプランをご参照ください。

$3,795
$3,795
$3,795
$3,395
$3,595
$3,795
$3,595
$3,395

$6,395



4日目　メルク　-　デュルンシュタイン

  オーストリアのブドウ畑に囲まれたメルクには世界的に
有名なベネディクト会派修道院があります。広⼤な敷地に
建つ⽩と⻩⾊のバロック建築は、世界遺産「ヴァッハウ渓⾕
の⽂化的景観」のひとつとなっています。多くの⽣徒が学ぶ
教育施設ですが、実際には約25名の修道⼠が共同⽣活を
しています。宝物の展⽰や⼤聖堂、古⽂書を所蔵する図書
館、壁画や天井画、豪華な調度品、⾮常によく⼿⼊れされた
素晴らしい庭園など、魅⼒いっぱいです。
� � その後、船は壮⼤なヴァッハウ渓⾕をクルージングし、
ヴァッハウワイン地域の最も魅惑的な村のひとつである
デュルンシュタインに向かいます。フリータイムをお楽しみく
ださい。この村のイングランド王リチャード1世が12世紀の
⼗字軍から帰還後に投獄された城がこの村の背後の⼭の
上に古城として残っています。
EmeraldACTIVE︓ドナウ川沿いガイド付き⾃転⾞ツアー

EmeraldACTIVE︓デュルンシュタイン城へのガイド付きハイ

キング

5日目　ウィーン

� � ⾳楽の都ウィーンへようこそ。まずは⼤型バスで環状道路
沿いの景⾊を⾞窓からお楽しみください。その後バスを降
りて街歩きをします。オペラハウス、スペイン乗⾺学校、市庁
舎、聖シュテファン⼤聖堂などが印象的です。
 体⼒に⾃信がある⽅は、観光の代わりにEmerald�
ACTIVEガイド付⾃転⾞ツアーに参加することができます。
EmeraldACTIVE︓ガイド付⾃転⾞ツアー

Discover More: ウイーン・テイスト・ツアー（有料）※参

加の⽅は、ウィーンの観光ができません。

Discover More: エメラルド専⽤モーツァルトとシュトラウス

のウイーン・コンサート（有料）※参加の⽅は、ウィーンの観

光ができません。

6日目　ブラチスラバ

 ヨーロッパの中⼼にあり古代貿易ルートの交差点にある

ブラチスラバは、スロバキアの⾸都であり、主にケルト、ロー
マ、スラブといった様々な⽂化が融合し織りなされます。市
庁舎、ミルバッハ宮殿、聖マルティンのゴシック様式の⼤聖
堂がある旧市街観光をお楽しみください。フリータイムに
は、桟橋近くの⼤きなショッピングセンターでお⼟産をさが
すのもおすすめです。今晩、キャプテン主催のガラディナー
があります。
EmeraldPLUS︓船上スロバキア・ローカル・ミュージック

EmeraldACTIVE︓ブラチスラバ城へのガイド付ハイキング

7日目　ブダペスト

� �ブダペストは、東ヨーロッパで最も活気がある国際都市で
す。市内観光ではハンガリー国会議事堂、ブダ城、ブダとペ
ストを結ぶ連鎖橋などの景観をお楽しみください。または、
EmeraldACTIVEブダ丘陵へのハイキングに参加することも
できます。
��今晩、⺠族舞踊ショーや伝統的なハンガリー料理でのフェ
アウェルディナーを楽しみます。船はドナウ川沿いにイブニ
ング・クルーズを⾏います。市内の数多くの橋の下を通りま
す。
EmeraldACTIVE︓ブダ丘陵へのガイド付ハイキング

EmeraldPLUS︓船上にて伝統的ハンガリー⺠俗ショー

DiscoverMORE: センテンドレを訪ねるツアー（有料）

※参加の⽅はブダペストの観光ができません。

DiscoverMORE: ユダヤ歴史ツアー（有料）

※参加の⽅はブダペストの観光ができません。

8日目　ブダペスト

  朝⾷後、仲良くなった仲間と別れ下船し、ブタペスト空港
に向かいます。（ブダペスト11:00以降発の便でご帰国くだ
さい。）

1日目　ミュンヘン 　-　パッサウ

  ミュンヘン空港からパッサウへ移動し、エメラルド・クルー
ズの豪華なリバー船に乗船です。今晩はウェルカム・ビュッ
フェ・ディナーをお楽しみください。（ミュンヘン到着14時ま
での便で到着ください。）

2日目　パッサウ

� �パッサウは、オーストリアとの国境沿いにあり、ドナウ川、イ
ン川、イルツ川の合流地点の町です。イン川の⾊はアルプス
上流からのミネラル分を豊富に含むためウグイス⾊である
と⾔われます。この街は優雅な⽯畳の道と⼩さな通りがとて
も魅⼒的です。
  午前の街歩きでは、丘の上のオーバーハウス要塞を背景
に旧市街の狭い路地を散策します。1200年代に竣⼯された
シュテファン⼤聖堂まで歩きます。現在はバロック様式の⼤
聖堂ですが、最初はゴシック様式の建造物でした。17世紀後
半の⼤⽕災の後にバロック様式へと変貌を遂げています。
  今夜はキャプテン主催のカクテルレセプションとウェルカ
ム・ディナーがあります。
EmeraldACTIVE︓オーバーハウス要塞へのハイキング

Discover : MORE バイエルン森林公園への旅（有料）

※参加の⽅は、パッサウの観光ができません。

3日目  　リンツ 　-　チェスキークルムロフ

  オーストリアの第三の都市リンツは、ドナウ川を挟んだ両
側にあります。ここリンツから世界遺産のボヘミアンな街で
あるチェスキークルムロフまで移動し、徒歩観光します。
13世紀に建てられた城がそびえ⽴ち、まるで中世にタイムス
リップしたかのうような美しい街です。
EmeraldPLUS︓チェスキークロムロフのガイド付き散策

18

2023

デュルンシュタイン

�EWPA�MUC-BUD

乗船前・下船後のホテル

 

  ブダペストのみ⼿配可能です。
詳細はお問い合わせください。

表⽰料⾦はUS＄です。市内観光には徒歩観光が含まれます。予定の観光以外に無料でEmeraldPLUS、および体⼒がある⽅には無料でEmeraldACTIVEにもご参加いただけます。DiscoverMOREは有料のオプショナルツアーで、寄港都市により無料の観
光ができない場合がございますので、ご注意ください。逆コースは正反対の順路となりますが、航路により全てのアクティビティが正コースと同⼀にならないことがあります。詳しくはご予約の際にご確認ください。船内サービスおよび観光は英語です。コー
スおよび予定内容は安全上や気象上、やむを得ない理由で変更になることがあります。到着/乗船⽇および下船⽇の送迎予約の申し込みに際しましては、既定の時間までに航空便での到着/出発が必要です。詳しくはご予約時にご確認ください。

Riviera�Deck Vista�Deck Horizon�Deck
8-Day�Danube�Explorer�
Journey�Code:�EWPA

E�
Emerald��
Stateroom��

D��
Emerald��
Stateroom

ES��
Emerald��
Single��

Stateroom

C��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

B��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

A��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

S��
Grand��
Balcony��
Suite�

SA
Owner�s��

One-Bedroom�
Suite�

出発⽇ From From From From From From From From
4⽉2⽇,�3⽇*,�10⽇ $3,595 $4,095 $4,245 $4,420 $4,545 $5,195 $6,095
5⽉7⽇,�7⽇*,�14⽇,�14⽇*,�21⽇,�29⽇* $3,995 $4,495 $4,645 $4,820 $4,945 $5,595 $6,495
6⽉5⽇ $3,695 $3,995 $4,495 $4,645 $4,820 $4,945 $5,595 $6,495
7⽉15⽇*,�22⽇,�30⽇*;�8⽉6⽇,�7⽇*,�14⽇ $3,495 $3,795 $4,295 $4,445 $4,620 $4,745 $5,395 $6,295
9⽉3⽇*,�10⽇,�22⽇*,�29⽇� $3,695 $3,995 $4,495 $4,645 $4,820 $4,945 $5,595 $6,495
10⽉2⽇*,�9⽇,�15⽇* $3,595 $4,095 $4,245 $4,420 $4,545 $5,195 $6,095
*は逆コースを⽰しています。料⾦は２名様１室利⽤時のお⼀⼈様の料⾦です。カテゴリーESはシングルルームです。詳しくはデッキプランをご参照ください。

$3,695
$3,295

$3,295



１日目　ブダペスト

 ブダペストにようこそ、空港から桟橋まで移動し、エメラ
ルド・クルーズの豪華リバー船に乗船します。今晩はウエ
ルカム・ビュッフェ・ディナーをお楽しみください。（ブダペ
ストには、おおむね16:30までの便で到着すると⼣⾷に間
に合います。）

2日目　カロチャ

  早朝、ブダペストからハンガリーでも歴史のある街、パ
プリカで有名なカロチャに向かって出港します。午後は地
元のプスタ⾺牧場を訪れ、マジャール⼈達の類まれなる
乗⾺技術とそのパフォーマンスを楽しみます。
 今夜、キャプテン主催のガラディナーがあります。
EmeraldPLUS︓ プスタ⾺牧場への訪問

3日目　オシェク

 クロアチア国境地帯をクルーズします。共産主義時代
の終盤、クロアチア独⽴戦争の際に⼤きな被害を受けた
地域です。ドナウ川をさらに下りセルビアに向かいながら
⼣暮れのクルーズをお楽しみください。流れる景⾊の中に
以前の紛争の痕跡などがところどころ⾒られます。
EmeraldPLUS︓ 地元クロアチア⼀家との昼⾷

EmeraldPLUS︓ 地元学⽣との交流

4日目　ベオグラード

  活気あふれるセルビアの⾸都へようこそ。市内観光で
は、ベオグラード要塞（カレメグダン城址公園）、世界最⼤
の正教会聖堂である聖サワ⼤聖堂を訪れます。
EmeraldPLUS︓⼣刻のセルビア⺠俗ショー

EmeraldACTIVE︓ ガイド付き⾃転⾞ツアー

DiscoverMORE︓ 国⽴劇場ツアー（有料）※参加の

⽅は、ベオグラードの観光ができません。

5日目　ゴルバツ　－　ドニ ミラノヴァツ

 セルビア東部、ドナウ川河畔の町ドニ・ミラノヴァツ。レペ
ンスキ・ビールの旧⽯器時代の集落遺跡を訪ねます。この
遺跡により先史時代ここが⽂化の⼀⼤中⼼地であったこと
が判ってきました。その後、船に戻り、ヨーロッパアルプスと
カルパチア⼭脈の間の峡⾕を航⾏します。ここは鉄⾨と呼
ばれます。ゆったりとお寛ぎください。ルーマニアとセルビア
との国境の壮⼤な景⾊が楽しめるところです。

6日目　ヴィディン

 ブルガリアで最も東部の町ヴィディンに到着します。ワイ
ン試飲のある地⽅のブドウ園へのツアーがあります。その後、
中 世 の バ バ・ヴィダ 要 塞 を 訪 ね ます。また は 、
EmeraldACTIVEでベログラトチク要塞へのハイキングを楽
しむこともできます。
EmeraldACTIVE︓ ベログラトチク要塞へのハイキング

DiscoverMORE︓ 伝統的なブルガリアペストリー作り（有

料）※参加の⽅はババ・ヴィダ要塞の観光ができません。

7日目　ルセ  -  ヴェリコ・タルノヴォ＆アルバナシ

 ルセに到着します。ここからブルガリア帝国のかつての
⾸都ヴェリコ・タルノヴォを訪ねます。「ツァーリ（ロシア皇
帝）の街」として知られ、崖の急斜⾯に中世の街が残ってい
ます。
  ヤントラ川を⾒渡す⾼原にあり、伝統的家屋が⽴ち並ぶ
アルバナシの村を訪ねてみましょう。アルバナシは、17〜
18世紀の教会と、ブルガリア⺠族復興建築が多くあること
で知られています。または世界遺産に登録されているイヴァ
ノヴォの岩窟教会群へのガイド付きハイキングを選ぶこと
もできます。
� 今夜はキャプテン主催のフェアウェル・パーティとディ
ナーがあります。

EmeraldPLUS︓ アルバナシでの合唱コンサート

EmeraldACTIVE︓ イヴァノヴォの岩窟教会群へのハイキ

ング

DiscoverMORE︓ 絵画とワイン（有料）※参加の⽅は、

ヴェリコ・タルノヴォとアルバナシの観光ができません。

DiscoverMORE︓ ラヴェンタ・コンプレックスでのワイン試

飲（有料）※参加の⽅は、ヴェリコ・タルノヴォとアルバナシの

観光ができません

8日目　ジュルジュ

 朝⾷後、下船し、陸路でルーマニアの⾸都ブカレストへ向
かいます。昼⾷はお客様⾃⾝でお取りください。
  ニコラエ・チャウセスクの私邸である春の宮殿を訪ねま
す。⾞窓によるブカレストパノラマツアーを⾏います。フリー
タイムの時間があります。
� ブカレストはフランスのような雰囲気を感じる幅の広い
道や緑豊かな⼤通りがありますので、散策してみてはいか
がでしょうか。この街はしばしば「東欧のパリ」と呼ばれてい
ます。今晩は、落ち着きあるホテルに宿泊です。

9日目　ブカレスト

 朝⾷後、ブカレスト空港に移動します。（ブカレスト発
11:00以降の便でご帰国ください。）
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�EWBB�BUD-OTP

表⽰料⾦はUS＄です。市内観光には徒歩観光が含まれます。予定の観光以外に無料でEmeraldPLUS、および体⼒がある⽅には無料でEmeraldACTIVEにもご参加いただけます。DiscoverMOREは有料のオプショナルツアーで、寄港都市により無料の観
光ができない場合がございますので、ご注意ください。逆コースは正反対の順路となりますが、航路により全てのアクティビティが正コースと同⼀にならないことがあります。詳しくはご予約の際にご確認ください。船内サービスおよび観光は英語です。コー
スおよび予定内容は安全上や気象上、やむを得ない理由で変更になることがあります。到着/乗船⽇および下船⽇の送迎予約の申し込みに際しましては、既定の時間までに航空便での到着/出発が必要です。詳しくはご予約時にご確認ください。
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Riviera�Deck Vista�Deck Horizon�Deck
9-Day�Enchantment�
of�Eastern�Europe
Journey�Code:�EWBB

E�
Emerald��
Stateroom��

D��
Emerald��
Stateroom

ES��
Emerald��
Single��

Stateroom

C��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

B��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

A��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

S��
Grand��
Balcony��
Suite�

SA
Owner�s��

One-Bedroom�
Suite�

出発⽇ From From From From From From From From
4⽉23⽇,�29⽇* $3,875 $4,175 $4,675 $4,825 $5,000 $5,125 $5,775 $6,675

$4,2755⽉5⽇ $4,575 $5,075 $5,225 $5,400 $5,525 $6,175 $7,075
5⽉11⽇*;�6⽉12⽇,�18⽇*,�25⽇ $4,775 $5,275 $5,425 $5,600 $5,725 $6,375 $7,275
7⽉1⽇* $4,275 $4,575 $5,075 $5,225 $5,400 $5,525 $6,175 $7,075
9⽉10⽇ $4,375 $4,675 $5,175 $5,325 $5,500 $5,625 $6,275 $7,175
9⽉16⽇* $4,775 $5,275 $5,425 $5,600 $5,725 $6,375 $7,275
10⽉6⽇,�12⽇* $4,275 $4,575 $5,075 $5,225 $5,400 $5,525 $6,175 $7,075

�

�

�� � � � �

*は逆コースを⽰しています。料⾦は２名様１室利⽤時のお⼀⼈様の料⾦です。カテゴリーESはシングルルームです。詳しくはデッキプランをご参照ください。

$4,475

$4,475



シャロン・シュル・ソーヌ



1日目　リヨン

 リヨンへようこそ。リヨン空港から桟橋に向かいエメラ
ルド・クルーズの豪華リバー船に乗船です。今夜は、ウェル
カム・ビュッフェ・ディナーを楽しむことができます。（リヨン
空港にはおおよそ16:30までの便でご到着ください）

2日目　シャロン・シュル・ソーヌ　－　ボーヌ

 シャロン・シュル・ソーヌは、ブルゴーニュにある美しく南
仏らしい⽥舎町です。今⽇はここからブルゴーニュワイン
の中⼼地として知られる静かな村ボーヌを訪ねます。ブル
ゴーニュ特有のモザイク・デザインの屋根が象徴的な
15世紀の建築であるホスピス・ド・ボーヌを訪問します。ブ
ルゴーニュ公国の宰相が創設した施療院で、貧しい⼈々
に無料で医療を施していました。
EmeraldPLUS︓ 船上でチーズとオリーブの試⾷

3日目　リヨン

 リヨンはフランス第３の都市で、美⾷の街、絹の街とし
て有名です。ローヌ川とソーヌ川の⼆本の川が街を横切り、
旧市街には⽯畳の⼩道と中世ルネッサンス時代の建物が
残っています。この旧市街に美味しいお料理を出すお店が
集まり、ユネスコ世界遺産にも登録されている情緒ある
⼀⾓があります。ガイドと⼀緒の街歩きではこの旧市街も
散策します。南仏の穏やかなペースでの観光をお楽しみく
ださい。
EmeraldPLUS︓ 船上にてシルクワークショップ

EmeraldACTIVE︓ ガイド付⾃転⾞ツアー

DiscoverMORE︓ ペルージュ村を訪ねて（有料）※参

加の⽅は、リヨンの観光ができません。

4日目　トゥールノン

 トゥールノンは、フランスの中でも3本の指に⼊る⾼い⼭

脈、フランス中央⾼地の急斜⾯にある渓⾕に囲まれていま
す。� 16世紀の城とローマ時代から発達していたことが判る
遺跡があるほか、川を挟み、有名なタン・レルミタージュの
ワイン⽣産地があるなど、ワイン製造の⻑い伝統があります。
EmeraldPLUS︓ 船上で地元ワインの試飲

EmeraldACTIVE︓ グランへのガイド付⾃転⾞ツアー

EmeraldACTIVE︓ ブドウ園ハイキングツアー

5日目　ヴィヴィエ

 ローヌ川のほとりヴィヴィエに到着します。到着して驚く
のは、この静かな河畔の町に、存在感のある中世の教会や
フランスで最も古い時代の⼤聖堂が多く⾒られることです。
町の歴史は古く、3世紀に異⺠族たちが⼤挙してヨーロッパ
に移動してきた頃、彼らに脅威を抱いたキリスト教の司教
たちが、ヴィヴィエの地へと逃れてきたのが起源です。そして
この地で⼤聖堂の建設が進められ、やがて司教座の町とし
て繁栄しました。 
DiscoverMORE︓ ローヌ川釣り教室（有料）※参加の

⽅は、ヴィヴィエの観光ができません。

6日目　アヴィニョン

  アヴィニョンは、活気ある街です。ケルト⼈の先住に始ま
り、教皇の居住、そして後にフランス⾰命の中⼼地になるま
で豊富な歴史があります。要塞都市でもありながら、町の中
⼼部の丘の上にはさらに強固な教皇宮殿があります。なん
と壁の厚さが約5ｍもあります。ガイドと⼀緒に「アヴニヨ
ン橋」を⾒下ろす歴史的な中⼼部を歩きながら、⽯畳の散
歩道を散策したり、お店を訪れたりします。その後フリータ
イムもあります。
EmeraldPLUS︓ 地元の⼈気シェフが主催する船上プロ

ヴァンス・ディナー

EmeraldACTIVE︓アヴィニョンでのカヌー体験

DiscoverMORE︓ポン・デュ・ガールを訪ねて（有料）⽯畳

を歩きます。※参加の⽅は、アヴィニョンの観光ができません。

DiscoverMORE︓ クラシックコンサート（有料）※参加の

⽅は、アヴィニョンの観光ができません。

7日目　アルル

 プロヴァンスの中⼼、ゴッホが晩年過ごした街アルルまで
航⾏します。アルルでは２千年前から現存するローマ円形
劇場の外観を含む市内徒歩観光を楽しみます。ローマのコ
ロッセオと同じ様式で、約2万⼈の観客を収容できます。観
光後はフリータイムがありますので、アルルをさらに散策す
ることができます。
DiscoverMORE︓ カマルグ探訪（有料）※参加の⽅は、

アルルの観光ができません。

8日目　アルル

 朝⾷後、下船します。マルセイユ空港またはニース空港へ
移動します。（マルセイユ出発は11:00以降、ニース出発は
13:00以降に出発する便でご帰国ください。）

21

南仏プロヴァンスとリヨン　7泊8日
Sensations�of�Lyon�&�Provence

リヨン～アルル

リヨン

��EFRC�LYS-NCE�/�EFRM�LYS-MAR

乗船前・下船後のホテル

乗船前にリヨン空港利⽤の場合のみリヨンにてエメ
ラルド・クルーズのホテル・プログラムを⼿配できます。
空港〜ホテル〜桟橋の送迎が含まれ便利です。料⾦
など詳しくはお問い合わせください。
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Riviera�Deck Vista�Deck Horizon�Deck
8-Day�Sensations�of�Lyon�&�Provence�
Journey�Code:�EFRC

E�
Emerald��
Stateroom��

D��
Emerald��
Stateroom

ES��
Emerald��
Single��

Stateroom

C��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

B��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

A��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

S��
Grand��
Balcony��
Suite�

SA
Owner�s��

One-Bedroom�
Suite�

出発⽇ From From From From From From From From
4⽉1⽇,�8⽇*,�15⽇,�22⽇* $3,810 $4,230 $4,280 $4,595 $4,650 $5,910 $6,435
4⽉29⽇;�5⽉6⽇*,13⽇ $4,110 $4,530 $4,580 $4,895 $4,950 $6,210 $6,735
5⽉20⽇*,�27⽇;�6⽉3⽇*,�10⽇,�17⽇*,�24⽇ $4,410 $4,830 $4,880 $5,195 $5,250 $6,510 $7,035
7⽉1⽇*,�8⽇,�15⽇*,�22⽇,�29⽇* $3,810 $4,230 $4,280 $4,595 $4,650 $5,910 $6,435
8⽉5⽇,�12⽇*,�19⽇,�26⽇* $4,110 $4,530 $4,580 $4,895 $4,950 $6,210 $6,735
9⽉2⽇,�9⽇*,�16⽇,�23⽇*,�30⽇ $4,410 $4,830 $4,880 $5,195 $5,250 $6,510 $7,035
10⽉7⽇*,�14⽇ $4,110 $4,530 $4,580 $4,895 $4,950 $6,210 $6,735
10⽉21⽇*,�28⽇ $3,810 $4,230 $4,280 $4,595 $4,650 $5,910 $6,435
*は逆コースを⽰しています。料⾦は２名様１室利⽤時のお⼀⼈様の料⾦です。カテゴリーESはシングルルームです。詳しくはデッキプランをご参照ください。

表⽰料⾦はUS＄です。市内観光には徒歩観光が含まれます。予定の観光以外に無料でEmeraldPLUS、および体⼒がある⽅には無料でEmeraldACTIVEにもご参加いただけます。DiscoverMOREは有料のオプショナルツアーで、寄港都市により無料の観
光ができない場合がございますので、ご注意ください。逆コースは正反対の順路となりますが、航路により全てのアクティビティが正コースと同⼀にならないことがあります。詳しくはご予約の際にご確認ください。船内サービスおよび観光は英語とです。
コースおよび予定内容は安全上や気象上、やむを得ない理由で変更になることがあります。到着/乗船⽇および下船⽇の送迎予約の申し込みに際しましては、既定の時間までに航空便での到着/出発が必要です。詳しくはご予約時にご確認ください。

$3,595
$3,895
$4,195
$3,595
$3,895
$4,195
$3,895
$3,595



ドウロ渓⾕



１日目　ポルト

  ポルトへようこそ。ポルト空港からポルトの桟橋に向か
い、豪華リバー船エメラルド・ラディアンスに乗船します。今
晩は乗船のお客様が初めて顔合わせする⼣⾷となります。
ウェルカム・ビュッフェ・ディナーをお楽しみください。（ポ
ルトには16:00までの航空便で到着すると、おおむね⼣⾷
に間に合う送迎をご利⽤いただけます。）

2日目　ポルト － ピニャン

  今⽇はドウロ渓⾕の⾵を感じ、息をのむような⾵景に
⾒とれながら航⾏を楽しむことができます。アルト・ドウ
ロ・ワイン⽣産地域としてユネスコ世界遺産にも登録され
ているこのエリアには、趣のある⼩さな村やポートワイン
のブドウ畑、⼩さな農場などが散在しています。
  クルーズディレクターによる地域の歴史とワイン⽂化の
レクチャーがあります。午後、川の⼤曲りにあり世界最⾼
のポートワインの⼀部を⽣産する段丘に囲まれたピニャ
ンの村に到着します。今晩はキャプテン主催のウェルカム・
カクテル・レセプションとディナーがあります。
EmeraldPLUS︓ 船上でポルトガル料理の紹介

3日目　ピニャン － ベガ・デ・テロン

  本⽇は、ピニャンからドウロ渓⾕の中⼼にあるキンタ・
ワイナリーを訪ねます。ワインの試飲もご⽤意しています。
船に戻り、昼⾷のあとスペインへの⼊り⼝であるベガ・ド・
テロンへ向け出港します。
EmeraldACTIVE︓ピニャン川カヤック体験

EmeraldACTIVE︓ガイド付ブドウ畑アクティブ徒歩観光

4日目　ベガデ・テロン － サラマンカ

 ローマ時代からあるサラマンカの街は、ヨーロッパで最
も古い⼤学の⼀つと活気ある学⽣街があり、最も美しいス

ペイン語が話されると⾔われています。また、その旧市街地
全体が⼀つの世界遺産として登録されています。タパス・
バーが通りのそこかしこにあり、伝統的なスペイン⾳楽が
賑やかなバーやレストランから聞こえてきます。今⽇は船の
昼⾷はお休みとなりますので、お客様ご⾃⾝で街中の沢⼭
ある選択肢の中から⾃由にお⾷事をお取りください（実費）。
事前によく調べたレストランで、スペイン産の⽣ハムを使っ
たタパスとスペインのビールなど、⻩⾦のコンビネーション
はいかがですか。
EmeraldPLUS︓ 地元のエンターテイメント・バンド

DiscoverMORE: カステロ・ロドリゴツアー（有料）※参加

の⽅はサラマンカの観光ができません。

5日目　ポシーニョ　－　レグア

  午前、ポシーニョに到着します。世界遺産「コア渓⾕とシ
エガ・ベルデの先史時代の岩絵遺跡群」のコア渓⾕博物館
を訪れます。コア渓⾕博物館は、ダムの建設中に発⾒され、
ドウロの先住⺠が描いた歴史的で希少な⽯の彫刻で、岩絵
は主にウマ、ウシ、ヤギなどの動物を表したものが描かれて
います。船に戻り昼⾷の頃、レグアに向け出港します。牧歌
的な⾵景をお楽しみください。
EmeraldPLUS︓船上カクテルレッスン

EmeraldPLUS︓レグアの伝統的なワイン農場でのハイライ

ト・ディナー

DiscoverMORE:四輪駆動⾞で⾏くコア渓⾕博物館の考

古学ツアー（有料）

6日目　レグア　

  本⽇は、選択肢が２つあります。レグアからラメゴ村を訪
ねるか、ノッサ・セニョーラ・ドス・レメディオス教会を訪ね、
EmeraldACTIVEで教会の階段を上ります。または有料の
DiscoverMOREでマテウス・マナーハウスへの訪問も可能
です。

EmeraldPLUS︓船上モザイクタイル ペインティングレッスン

EmeraldACTIVE︓レメディオス教会の聖なる686段に挑戦

DiscoverMORE︓マテウス・マナーハウスを訪ねて（有料）

※参加の⽅はラメゴ村の観光ができません。

7日目　ポルト

  ドウロ川の⼊り⼝に位置するポルトの街は、近代的建築
と古代建築を融合させた魅⼒的な街です。主要な輸出品は
もちろん圧倒的に有名なポートワインです。
EmeraldACTIVE︓ガイド付アクティブ徒歩観光

EmeraldPLUS︓ポルトイブニングクルーズ

DiscoverMORE:アヴェレーダ農場を訪ねて（有料）※参加の

⽅は、ポルトの観光ができません。

DiscoverMORE:⼤⻄洋へのガイド付⾃転⾞ツアー（有料）

※参加の⽅は、ポルトの観光ができません。

8日目　ポルト

  朝⾷後、船内の仲間とお別れをして、ポルト空港へ向か
います。（10:00以降に出発する航空便の予約をおすすめし
ます）
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ドウロ渓谷の秘宝　7泊8日
Secrets�of�the�Douro

ポルト～ポルト

サマランカ

�EPDC�OPO-OPO

��
Hotel�Program:��ポルト(乗船前・下船後）

リスボン3泊延泊プランもあります。
（リスボン空港〜ホテル〜ポルト送迎付き）

出港⽇と料⾦はお問合せください。
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8-Day�Secrets��
of�the�Douro�
Journey�Code:�EPDC

出発⽇
4⽉1⽇,�8⽇,�15⽇,�22⽇,�29⽇ $6,475
5⽉6⽇,�13⽇,�20⽇,�27⽇
6⽉3⽇,10⽇,17⽇,24⽇;7⽉1⽇ $6,875

9⽉2⽇,�9⽇,�16⽇,�23⽇�
9⽉30⽇;�10⽉7⽇,�14⽇,�21⽇
10⽉28⽇;�11⽉4⽇,�11⽇

Vista�DeckRiviera�Deck Horizon�Deck
F�

Emerald��
Stateroom��

E��
Emerald��
Stateroom

D��
Emerald��
Stateroom

C��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

B��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

R��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

A��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

P��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

SA
Owner�s��

One-Bedroom�
Suite�

RA��
Emerald��
Riverview��

Suite

From From From From From From From From From From
$4,300 $4,405 $4,715 $4,920 $5,440 $5,490 $5,645 $6,270
$4,700 $4,805 $5,115 $5,320 $5,840 $5,890 $6,045 $6,670
$4,700 $4,805 $5,115 $5,320 $5,840 $5,890 $6,045 $6,670
$4,300 $4,405 $4,715 $4,920 $5,440 $5,490 $5,645 $6,270

$4,700 $4,805 $5,115 $5,320 $5,840 $5,890 $6,045 $6,670
$4,700 $4,805 $5,115 $5,320 $5,840 $5,890 $6,045 $6,670

$4,300 $4,405 $4,715 $4,920 $5,440 $5,490 $5,645 $6,270
$3,800 $3,905 $4,215 $4,420 $4,940 $4,990 $5,145 $5,770 $5,975

$6,875

7⽉8⽇,�15⽇,�22⽇,�29⽇� $4,195
8⽉5⽇,�12⽇,�19⽇,�26⽇�� $4,595 $6,875

$6,875

$3,695

表⽰料⾦はUS＄です。市内観光には徒歩観光が含まれます。予定の観光以外に無料でEmeraldPLUS、および体⼒がある⽅には無料でEmeraldACTIVEにもご参加いただけます。DiscoverMOREは有料のオプショナルツアーで、寄港都市により無料の観
光ができない場合がございますので、ご注意ください。逆コースは正反対の順路となりますが、航路により全てのアクティビティが正コースと同⼀にならないことがあります。詳しくはご予約の際にご確認ください。船内サービスおよび観光は英語です。コー
スおよび予定内容は安全上や気象上、やむを得ない理由で変更になることがあります。到着/乗船⽇および下船⽇の送迎予約の申し込みに際しましては、既定の時間までに航空便での到着/出発が必要です。詳しくはご予約時にご確認ください。

2023

$4,195
$4,595
$4,595

$4,195
$4,595

$6,475

$6,475



ブダペスト

Day1��ブカレスト 
Day2��ブカレスト―ジュルジュ
Day3�ルセ―ヴェリコタルノヴォ
���������������������������������＆アルバナシ
Day4��ヴィディン
Day5��ドンジミラノバック
������������������������������������―ゴルバツ
Day6��ベオグラード
Day7��オシェク
Day8��カロチャ

Day9����ブダペスト
Day10�ブダペスト 
Day11�ブラチスラバ
Day12�ウィーン
Day13�デュルンシュタイン
���������������������������������―メルク
Day14��パッサウ
Day15�レーゲンスブルク
���������������������―ケールハイム
Day16�ニュルンベルグ

Day17��バンベルグ
Day18��ヴュルツブルグ
Day19��ヴェルトハイム
�������������������―ミルテンベルグ
Day20��リューデスハイム
���������������������������―コブレンツ
Day21��ケルン
Day22��アムステルダム
Day23��アムステルダム

22泊連続クルーズ設定⽇
【ブカレスト発】2023年5⽉11⽇・6⽉18⽇ 
【アムステルダム発】2023年4⽉21⽇・6⽉11⽇
★魅惑の東欧と華麗なるヨーロッパの組み合わせも可能です。

EBBI�AMS-OTP Combination�River�Cruise
ブカレスト−アムステルダム間�22泊クルーズ

2名様１室おひとり$9,870〜



1日目　アムステルダム

 アムステルダムへようこそ。空港から桟橋に向かい豪華リ
バー船に乗船です。（アムステルダム着概ね17:00までの便
でお越しになると⼣⾷に間に合う送迎をご利⽤いただけ
ます。）

2日目　アムステルダム

  グラストップの運河ボートにて、アムステルダムの迷路の
ような運河を楽しむか、またはガイドと⼀緒に⾛る⾃転⾞
ツアーに参加できます。今晩は、キャプテンのガラディナー
です。
EmeraldACTIVE︓ガイド付⾃転⾞ツアー

DiscoverM ：ORE ハールレム観光（有料）

3日目　ケルン

 ケルンの街には、世界遺産のドイツ最古のゴシック様式
の⼤聖堂があります。昼⾷後、地元のガイドと共に、旧市
街の街歩きをお楽しみください。

4日目　リューデスハイム

 今⽇のクルージングは、ライン渓⾕の景観を楽しめます。
午後はリューデスハイムへ。楽器博物館の訪問、または現
地ワイナリーのアクティブウォークいずれかに参加できま
す。
EmeraldACTIVE︓ガイド付ブドウ畑アクティブウォーク

5日目　ミルテンベルグ   － ヴェルトハイム

 ミルテンベルクの市内観光のあとフリータイムがありま
す。その後ヴェルトハイムの街に⼤型バスで移動し、若⼲の
フリータイムの後、乗船します。
EmeraldACTIVE︓ミルテンベルグ周辺のガイド付きアク

ティブウォーク

DiscoverMORE:ブドウ畑とフランコニアワイン

6日目　ヴュルツブルグ

  ヴュルツブルクはロマンチック街道の起点でもあり、ブド
ウ園で覆われた美しい斜⾯に囲まれています。
DiscoverMORE︓ローテンブルク観光（有料）※参加の

⽅は、ヴュルツブルクの観光ができません。

7日目　バンベルグ

 午前はバンベルグまでのクルージングをお楽しみ下さい。
到着後世界遺産の街をガイドと⼀緒に街歩きします。

8日目　ニュルンベルク

 ニュルンベルクの徒歩観光をします。� フリータイムには
ショッピングがおすすめです。
DiscoverM ：�ORE 第⼆次世界⼤戦について知るツアー（有

料）

9日目　レーゲンスブルグ

  早朝、マイン・ドナウ運河の最後の部分を通りレーゲンス
ブルクへ。徒歩観光では街の建造物などが印象的です。
EmeraldPLUS︓ 船上でのバイエルンバンド・ショー

DiscoverMORE︓ 地元ブルワリーを訪ねて（有料）

10日目　パッサウ

  パッサウの午前の街歩きでは、オーバーハウス要塞を背
景に旧市街を散策し、シュテファン⼤聖堂を⾒ます。
DiscoverMORE︓ザルツブルクへのツアー（有料）

DiscoverMORE︓チェスキークルムロフへのツアー（有料）

11日目　メルク ー デュルンシュタイン

  メルクにはベネディクト修道院があります。壮⼤なヴァッ
ハウ渓⾕を航⾏し、デュルンシュタインではフリータイムを。
EmeraldACTIVE︓ドナウ川沿いガイド付き⾃転⾞ツアー

EmeraldACTIVE︓デュルンシュタイン城へのガイド付きス

ポーツ・ハイキング

12日目　ウィーン

 まずは⼤型バスで環状道路沿いを⾞窓からお楽しみくだ
さい。その後街歩きをします。観光の代わりにガイド付⾃転
⾞ツアーに参加することもできます。
EmeraldACTIVE︓ガイド付⾃転⾞ツアー

DiscoverMORE︓エメラルド専⽤ウイーン・コンサート（有料）

DiscoverMORE︓シェーンブルン宮殿へのツアー（有料）

13日目　ブラチスラバ

 ゴシック様式の⼤聖堂がある旧市街観光をお楽しみくだ
さい。桟橋近くのショッピングセンターもおすすめです。今晩、
キャプテン主催のガラディナーがあります。 
EmeraldACTIVE︓ブラチスラバ城へのガイド付きハイキング

EmeraldPLUS︓ 地元スロバキア⼀家とのふれあいとティー

タイム

DiscoverMORE︓共産主義後のブラチスラバを巡るシュコ

ダツアー（有料）

14日目　ブダペスト

  市内観光またはブダ丘陵へのハイキングもできます。今晩
舞踊ショーを楽しんだり、ハンガリーディナーを楽しみます。
イブニング・クルーズでは市内数多くの橋をくぐります。
EmeraldPLUS︓ 船上にてハンガリー⺠俗ショー

EmeraldACTIVE:ブダ丘陵ガイド付ハイキング）

DiscoverMORE: センテンドレを訪ねて（有料）

DiscoverMORE: ユダヤ歴史ツアー（有料）

15日目　ブダペスト

  朝⾷後、仲良くなった仲間と別れ下船し、ブタペスト空港
に向かいます。（ブダペスト10:00以降発の便でご帰国くだ
さい）
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*は逆コースを⽰しています。料⾦は２名様１室利⽤時のお⼀⼈様の料⾦です。カテゴリーESはシングルルームです。詳しくはデッキプランをご参照ください。

  

華麗なるヨーロッパ　14泊15日

Splendours�of�Europe
アムステルダム〜ブダペスト

ブダペスト

EWCR�AMS-BUD

表⽰料⾦はUS＄です。市内観光には徒歩観光が含まれます。予定の観光以外に無料でEmeraldPLUS、および体⼒がある⽅には無料でEmeraldACTIVEにもご参加いただけます。DiscoverMOREは有料のオプショナルツアーで、寄港都市により無料の観
光ができない場合がございますので、ご注意ください。逆コースは正反対の順路となりますが、航路により全てのアクティビティが正コースと同⼀にならないことがあります。詳しくはご予約の際にご確認ください。船内サービスおよび観光は英語です。コー
スおよび予定内容は安全上や気象上、やむを得ない理由で変更になることがあります。到着/乗船⽇および下船⽇の送迎予約の申し込みに際しましては、既定の時間までに航空便での到着/出発が必要です。詳しくはご予約時にご確認ください。

OFFER
 

Riviera�Deck Vista�Deck Horizon�Deck
15-Day�Splendours�of�Europe�
Journey�Code:�EWCR

E�
Emerald��
Stateroom��

D��
Emerald��
Stateroom

ES��
Emerald��
Single��

Stateroom

C��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

B��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

A��
Emerald��
Panorama��
Balcony��
Suite

S��
Grand��
Balcony��
Suite�

SA
Owner�s��

One-Bedroom�
Suite�

出発⽇ From From From From From From From From
4⽉17⽇*,�21⽇ $6,195 $7,195 $7,495 $7,845 $8,095 $9,395 $10,995
5⽉1⽇,�15⽇,�19⽇*,�28⽇*,�29⽇* $6,795 $7,795 $8,095 $8,445 $8,695 $9,995 $11,595
6⽉2⽇,�3⽇,�4⽇*,�11⽇,�26⽇* $6,795 $7,795 $8,095 $8,445 $8,695 $9,995
7⽉10⽇,�14⽇*,�16⽇,�23⽇*,�28⽇,�29⽇* $5,895 $6,495 $7,495 $7,795 $8,145 $8,395 $9,695 $11,295
8⽉6⽇,�11⽇*,�21⽇*,�25⽇ $5,895 $6,495 $7,495 $7,795 $8,145 $8,395 $9,695 $11,295
9⽉4⽇,�23⽇,�24⽇* $6,795 $7,795 $8,095 $8,445 $8,695 $9,995 $11,595
10⽉7⽇*,�16⽇,�16⽇*,�21⽇ $6,195 $7,195 $7,495 $7,845 $8,095 $9,395 $10,995

$6,195
$5,595

$6,195 $11,595

$6,195
$5,595



ケルン



*は逆コースを⽰しています。料⾦は２名様１室利⽤時のお⼀⼈様の料⾦です。カテゴリーESはシングルルームです。詳しくはデッキプランをご参照ください。

2023�Departure�Date
Journey�Code:�EXVB

Riviera�Deck Vista�Deck Horizon�Deck
CAT�E CAT�D� CAT�ES� CAT�C� CAT�B� �CAT�A� �CAT�S� �CAT�SA�
From From From From From From From From

11⽉24⽇*,�28⽇ $1,745 $1,860 $2,195 $2,145 $2,395 $2,445 $2,745 $3,195

クリスマス・マーケット　ショートクルーズ
Christmas�Time�Short�Cruises

ラインのクリスマス�4泊クルーズ�
2023年11⽉
Day�1   フランクフルト
Day�2 ラシュタット
Day�3 �ケール

Day�4 ブライザッハ
Day�5 �バーゼル

ドナウのクリスマス�4泊クルーズ�

2023�Departure�Date
Journey�Code:�EXKR

Riviera�Deck Vista�Deck Horizon�Deck
CAT�E CAT�D� CAT�ES� CAT�C� CAT�B� �CAT�A� �CAT�S� �CAT�SA�
From From From From From From From From

11⽉28⽇ $1,745 $1,860 $2,195 $2,145 $2,395 $2,445 $2,745 $3,195
料⾦は２名様１室利⽤時のお⼀⼈様の料⾦です。カテゴリーESはシングルルームです。詳しくはデッキプランをご参照ください。

2023年11⽉

NEW

Day�1 ウイーン 

Day�2���ウイーン
Day�3 ブラチスラバ

Day�4 ブダペスト
Day�5 �ブダペスト

NEW

表⽰料⾦はUS＄です。市内観光には徒歩観光が含まれます。予定の観光以外に無料でEmeraldPLUS、および体⼒がある⽅には無料でEmeraldACTIVEにもご参加いただけます。DiscoverMOREは有料のオプショナルツアーで、寄港都市により無料の観
光ができない場合がございますので、ご注意ください。逆コースは正反対の順路となりますが、航路により全てのアクティビティが正コースと同⼀にならないことがあります。詳しくはご予約の際にご確認ください。船内サービスおよび観光は英語です。コー
スおよび予定内容は安全上や気象上、やむを得ない理由で変更になることがあります。到着/乗船⽇および下船⽇の送迎予約の申し込みに際しましては、既定の時間までに航空便での到着/出発が必要です。詳しくはご予約時にご確認ください。
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Riviera�Deck

*は逆コースを⽰しています。料⾦は２名様１室利⽤時のお⼀⼈様の料⾦です。カテゴリーESはシングルルームです。詳しくはデッキプランをご参照ください。

2023�Departure�Date
Journey�Code:�EWXD

Riviera�Deck Vista�Deck Horizon�Deck
CAT�E CAT�D� CAT�ES� CAT�C� CAT�B� �CAT�A� �CAT�S� �CAT�SA�
From From From From From From From From

12⽉1⽇*,�8⽇ $3,395 $3,695 $4,195 $4,345 $4,520 $4,645 $5,295 $6,195

乗船前・下船後のホテル

ブダペストにてエメラルド・クルーズのホテルプ
ログラムを⼿配できます。空港〜ホテル〜桟橋の
送迎が含まれ便利です。料⾦など詳しくはお問
い合わせください。

    

�EWXD�NUE-BUD�/�EWXM�MUC-BUD

1日目　ニュルンベルク

 ニュルンベルクへようこそ。スタイリッシュなエメラルド・
クルーズのリバー船に乗船です。ニュルンベルク到着の場
合は15:00までに、ミュンヘン到着の場合には14:00までに
到着の便をご予約ください。

2日目　レーゲンスブルク

  .今朝は、マイン・ドナウ運河に沿ってユネスコ世界遺産
に登録されているレーゲンスブルクの街へのクルーズをリ
ラックスしてお楽しみください。レーゲンスブルクは第⼆次
世界⼤戦中も奇跡的にほぼ無傷で切り抜けた街です。�
  その後、EmeraldPLUSのツアーで、古⾵な趣のある⽊
造の屋台が並び、きらめくライトが連なって装飾されたトゥ
ルン・ウント・タクシス城のクリスマスマーケット中⼼部に
向かいます。
EmeraldPLUS:　船上バイエルン・バンド・ショー

EmeraldPLUS:　パレトゥルンウントタクシーのクリスマス

マーケット

DiscoverMORE: ニュルンベルクへの旅（有料）※参加

の⽅は、レーゲンスブルクの観光ができません。

DiscoverMORE: BMW⼯場⾒学（有料）※参加の⽅

は、レーゲンスブルクの観光ができません。

3日目　パッサウ

  パッサウを通り抜ける⽯畳の通りは、降ったばかりの雪
がうっすら街を覆っている時は特に、まるでクリスマスカー
ドから抜け出たように⾒えます。� パッサウでのガイド付き
ウォーキングツアーは、聖シュテファン⼤聖堂の印象的な
緑のドームの下で解散となります。ここでは、クリスマス
マーケットのお⼟産や焼きたての⾷べ物など魅⼒的な
グッズがいっぱいです。

DiscoverMORE: バイエルンの森散策（有料）※参加の

⽅は、パッサウの観光ができません。

4日目　デュルンシュタイン　－　クレムス

 今⽇は、ユネスコの世界遺産に登録されているメルク修
道院を訪れます。ここは、約千年前に修道⼠に与えられた
バロック様式の宮殿です。�今⽇の午後、ルネッサンスの遺構
と古代の城塞が景観を彩る、ユネスコ世界遺産にも登録さ
れたヴァッハウ渓⾕を航⾏します。

5日目　ウィーン

 ⾳楽の都、ウィーンへようこそ。ここでは、まずは⼤型バス
で環状道路沿いの景⾊を⾞窓からお楽しみください。その
後バスを降りて街歩きをします。オペラハウス、スペイン乗
⾺学校、市庁舎、聖シュテファン⼤聖堂などが印象的です。
 ツアーの後はフリータイムとなります。ウィーンの街中の
広場にある多くのクリスマスマーケットを散策できます。
DiscoverMORE: ウイーン・テイスト・ツアー（有料）※参

加の⽅は、ウィーンの観光ができません。

DiscoverMORE:エメラルド専⽤モーツァルトとシュトラウス

のウイーン・コンサート（有料）※参加の⽅は、ウィーンの観

光ができません。

6日目　ブラチスラバ

 今⽇は様々な⽂化が融合するスロバキアの⾸都ブラチス
ラバの中⼼に向かいながら、スロバキアの⽂化について学
びましょう。�
  市内の観光ツアーでゴシック様式の聖マルティン⼤聖堂
やネオ・ルネサンス様式のスロバキア国⽴劇場など素晴ら
しい建築物を鑑賞しつつ、⼿作りのお⼟産や伝統的なクリ
スマスのお菓⼦が並ぶ、市内のクリスマスマーケットを存分
にお楽しみください。
EmeraldPLUS︓地元スロバキア⼀家とのふれあいとティー

タイム

7日目　ブダペスト

  ブダペストは、東ヨーロッパで最も活気がある国際都市
です。その建築コレクションとドナウ川の両側を彩る歴史的
モニュメントで知られています。� UNECOの世界遺産に登録
されているこの都市では、地元の⼈々が寒さをしのぎに温
泉に⾏くクリスマスの頃、楽しい雰囲気に満ちています。� 今
⽇は、ガイド付きバスツアーで、アンドラーシ通りとそこにあ
るタウンハウスのネオルネサンス様式のファサード、そして
クリスマスデコレーションをたっぷりとご紹介します。�今夜、
伝統的ハンガリー⺠俗ショーをお楽しみください。
EmeraldPLUS:　船上でのハンガリー⺠族ショー

DiscoverMORE: センテンドレを訪ねるツアー（有料）

※参加の⽅は、ブダペストの観光ができません。

DiscoverMORE: ユダヤ歴史ツアー（有料）※参加の⽅

は、ブダペストの観光ができません。

8日目 ブダペスト

� 朝⾷後、仲良くなった仲間と別れ下船し、ブタペスト空港
に向かいます。（ブダペスト11:00以降に出発する便でご帰
国ください。）

ドナウのクリスマスマーケット　7泊8日
Christmas�Markets�on�the�Danube

ニュルンベルク～ブダペスト

表⽰料⾦はUS＄です。市内観光には徒歩観光が含まれます。予定の観光以外に無料でEmeraldPLUS、および体⼒がある⽅には無料でEmeraldACTIVEにもご参加いただけます。DiscoverMOREは有料のオプショナルツアーで、寄港都市により無料の観
光ができない場合がございますので、ご注意ください。逆コースは正反対の順路となりますが、航路により全てのアクティビティが正コースと同⼀にならないことがあります。詳しくはご予約の際にご確認ください。船内サービスおよび観光は英語です。コー
スおよび予定内容は安全上や気象上、やむを得ない理由で変更になることがあります。到着/乗船⽇および下船⽇の送迎予約の申し込みに際しましては、既定の時間までに航空便での到着/出発が必要です。詳しくはご予約時にご確認ください。
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ヨーロッパのクリスマスマーケット　14泊15日
Christmas�Markets�of�Europe

ブダペスト～アムステルダム

Horizon Deck
2023�Departure�Date
Journey�Code:�EWXS

Riviera�Deck Vista�Deck Horizon�Deck
CAT�E CAT�D� CAT�ES� CAT�C� CAT�B� �CAT�A� �CAT�S� �CAT�SA�
From From From From From From From From

12⽉2⽇ $5,195 $5,795 $6,795 $7,095 $7,445 $7,695 $8,995 $10,595
料⾦は２名様１室利⽤時のお⼀⼈様の料⾦です。カテゴリーESはシングルルームです。詳しくはデッキプランをご参照ください。

1日目　ブダペスト

  ブダペストへようこそ。空港から桟橋に向かい豪華リ
バー船に乗船です。（ブダペスト着概ね16:30までの便でお
越しになると⼣⾷に間に合う送迎をご利⽤いただけま
す。）
EmeraldPLUS︓船上にてハンガリー⺠俗ショー

2日目　ブダペスト

� � ガイド付ドライブ観光で、ブダ城を含む歴史的な街をご
覧ください。観光後のフリータイムでクリスマスマーケット
を訪れることも可能です。
DiscoverMORE︓センテンドレを訪ねて（有料）

DiscoverMORE︓ユダヤ歴史ツアー（有料）

3日目　ブラチスラバ

��� ゴシック様式の⼤聖堂がある旧市街観光をお楽しみく
ださい。桟橋近くのショッピングセンターもおすすめです。
EmeraldPLUS︓地元スロバキア⼀家とのふれあいと

ティータイム

DiscoverMORE︓共産主義後のブラチスラバを巡るシュ

コダツアー（有料）

4日目　ウィーン

  まずは⼤型バスで環状道路沿いを⾞窓からお楽しみく
ださい。街歩きも出来ます。その後は、クリスマスマーケッ
トでホットチョコレートや焼き菓⼦をお楽しみください。
DiscoverMORE︓エメラルド専⽤ウイーン・コンサート（有

料）

DiscoverMORE︓シェーンブルン宮殿ツアー（有料）

5日目　デュルンシュタイン ー メルク   

  メルクには900年の歴史がある壮⼤なベネディクト修
道院があります。歴史と美しさを感じることでしょう。

6日目　パッサウ

 パッサウの午後の街歩きでは、オーバーハウス要塞を背
景に旧市街を散策し、シュテファン⼤聖堂を⾒ます。
DiscoverMORE︓ザルツブルクへのツアー（有料）

DiscoverMORE︓チェスキークルムロフへのツアー（有

料）

7日目　  レーゲンスブルグ　ー　ケールハイム  

  早朝、マイン・ドナウ運河の最後の部分を通りレーゲン

スブルクへ。徒歩観光では街の建造物などが印象的です。
EmeraldPLUS︓船上でのバイエルンバンド・ショー

EmeraldPLUS︓ターンアンドタクシー宮殿敷地内のクリス

マスマーケット訪問

DiscoverMORE︓地元ブルワリーを訪ねて（有料）

8日目　ニュルンベルク

  ニュルンベルクの徒歩観光をします。フリータイムにはク
リスマスマーケットでのショッピングがおすすめです。
DiscoverM ：ORE ジンジャーブレッドのクッキング・デモンストレー

ション（有料）

9日目　バンベルグ

  ユネスコ世界遺産に登録されたバンベルクの町には楽
しいクリスマスマーケットがあり、それぞれが⽊造造りの
家々に囲まれた趣のある⼩さな町の中で、まるできらめく
宝⽯のようです。ここでは、ドイツで最も美しいとされるバ
ロック様式のキリスト降誕シーンが⾒られます。バンベルク
の主な⾒どころを巡るガイドツアーでは、バンベルクの有名
なビールをぜひご賞味ください。この町には9つの醸造所が
あり、世界的に有名な製品のいくつかは、今でもフランケン
地⽅の伝統的な醸造法で作られています。

10日目　 ヴュルツブルグ

  旧市街の中⼼部では、魅惑的なクリスマスマーケットが
開催されています。季節の飾り付けやおいしい⾷べ物が並
び、イルミネーションが柔らかな光で包んでくれます。寒い
⽇には、スパイスの効いた⾚ワインを飲むのがおすすめです。
  ヴュルツブルク司教館は数世紀前に司教たちによって建
てられた街の象徴的な建物です。その豪華さはまさに息を
呑むほどです。新雪に覆われた庭園を眺めながら、ヨーロッ
パで最も美しいバロック様式の宮殿のひとつである司教館
のガイド付きツアーをお楽しみください。
DiscoverMORE︓ローテンブルク観光（有料）

11日目　ヴェルトハイム －　ミルテンベルグ

  ミルテンベルクは絵葉書のような美しい町が広がってい
ます。ドイツで最も古いパブのひとつがあり、楽しいブティッ
ク・マーケットには地元のアートや⼯芸品、おいしいお菓⼦
の屋台が並んでいます。この地⽅で有名なアップルクラム
ケーキ、アップルケーキはいかがでしょうか。

EmeraldPLUS︓エメラルド専⽤ヴェルトハイムのガラス美

術館⾒学

DiscoverMORE︓ブドウ畑とフランコニアワイン（有料）

　
12日目　リューデスハイム　－　コブレンツ

 リューデスハイムでは「各国のクリスマスマーケット」が開
催され、12カ国を代表する100以上の屋台が、それぞれの
クリスマスの名物料理や習慣、祝祭を紹介しています。
 ジークフリート・メカニカル・ミュージック・キャビネットを
⾒学したり、地元で蒸留されたアスバッハ・ウラルト・ブラン
デーを使い、ホイップクリームとバニラシュガーとチョコ
レートフレークをかけたリューデスハイムコーヒーを味わう
ことができます。

13日目　ケルン

  焼きたての栗とモルドワインの⾹りが漂うケルンでは、ラ
インラント最⼤のクリスマスツリーを⾒ることができます。
ユネスコ世界遺産に登録されたケルン⼤聖堂の隣で⾊と
りどりのクリスマスマーケットが開催され、クリスマスムード
を盛り上げています。100以上の⽊造の屋台が光に包まれ
ます。

14日目　アムステルダム

 アムステルダムは年間を通じて素晴らしい観光地ですが、
クリスマスの時期は街全体がフェアライトで輝き、クリスマス
の歓声に包まれます。狭い⽯畳の道は雪で覆われ、住⺠達
はオリボーレンやアッペルバイネといった揚げ菓⼦に⾆⿎を
打ちます。
� 今⽇は、ユネスコ世界遺産に登録されたアムステルダム
の運河をグラストップボートでクルーズします。
DiscoverMORE︓ハールレム観光（有料）

15日目　アムステルダム

  朝⾷後、仲良くなった仲間と別れ下船し、ブタペスト空港
に向かいます。（アムステルダム10:00以降発の便でご帰国
ください）

ブダペスト

EWXS�BUD-AMS

表⽰料⾦はUS＄です。市内観光には徒歩観光が含まれます。予定の観光以外に無料でEmeraldPLUS、および体⼒がある⽅には無料でEmeraldACTIVEにもご参加いただけます。DiscoverMOREは有料のオプショナルツアーで、寄港都市により無料の観
光ができない場合がございますので、ご注意ください。逆コースは正反対の順路となりますが、航路により全てのアクティビティが正コースと同⼀にならないことがあります。詳しくはご予約の際にご確認ください。船内サービスおよび観光は英語です。コー
スおよび予定内容は安全上や気象上、やむを得ない理由で変更になることがあります。到着/乗船⽇および下船⽇の送迎予約の申し込みに際しましては、既定の時間までに航空便での到着/出発が必要です。詳しくはご予約時にご確認ください。

 

  

  

  

 

 

 



Suite & Stateroom

オーナーズ・ワンベッドルーム・スイートは、ベッドエリアとラウンジエリアから構成されています。オープンエアシステムのアウト型バルコニーが供えられ、
どのような天候でもバルコニーから景⾊を楽しめる設計です。客室には広いシャワールーム、⾼級感のあるウォークインクローゼット、ネスプレッソマシンが
備えられ、ミニバー（有料）も完備しています。最新のニュースを得られるようにiPadをご利⽤いただけます。オーナーズ・ワンベッドルーム・スイートでは、
ご希望によりコンチネンタルブレックファーストやディナー前のカナッペ、ディナー後のスイート・リトリーツを、リラックスしたまま客室やバルコニーで楽
しめます。特典としてお部屋あたり毎⽇4点のランドリーサービスをご利⽤いただけます。浴室はシャワーです。

オーナーズ・ワンベッド・スイート

エメラルド・リバービュー・スイート  *エメラルド・ラディアンスのみ

グランドバルコニー・スイートでは、ゲストが⾃宅同様のリラックスを感じられるようにお部屋のネスプレッソマシンでコーヒーをいつでも楽しめます。また、
ご希望により、コンチネンタルブレックファーストや⼣⾷前のカナッペ、⼣⾷後のスイート・トリーツをお部屋で楽しむことも可能です。これらはすべて料⾦
に含まれています。グランドバルコニー・スイートには、アウトドア型の⾃動開閉バルコニーがあり、美しい景観を楽しんだり、新鮮な空気を取り⼊れること
が可能です。天候が悪くなっても、ボタンを押すだけで、ウインドウを開閉できます。スライド式ガラスドアを引き出すことにより、バルコニーエリアとお部
屋を仕切ることが可能です。特典としてお部屋あたり毎⽇2点のランドリーサービスをご利⽤いただけます。ミニバーは有料です。浴室はシャワーです。

ドウロ川を航⾏するエメラルド・ラディアンスにのみリバービュースイートがあります。船尾に位置する⾓部屋であり、床から天井までパノラマ・ウインドウ
およびオープンエアシステム付きのパノラマウインドウにより、⾮常に明るい作りの客室となっております。ボタンを押すだけでバルコニーがオープンし、屋
外の新鮮な空気を⼊れることが可能です。客室には広いシャワールーム、⾼級感のあるウォークインクローゼット、ネスプレッソマシン、無料のミニバーが備
えられています。最新のニュースを得られるようにiPadをご利⽤いただけます。リバービュー・スイートでは、ご希望によりコンチネンタルブレックファース
トやディナー前のカナッペ、ディナー後のスイート・リトリーツを、リラックスしたまま客室やバルコニーで楽しめます。特典としてお部屋あたり毎⽇4点のラ
ンドリーサービスをご利⽤いただけます。浴室にバスタブが付いています。

エメラルド・グランドバルコニー・スイート
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Suite & Stateroom

フォトジェニックな景観の中の航⾏で、リラックスして過ごせるように明るい⾊の内装と家具を使いデザインされています。その中でもエメラルド・パノラマ
バルコニー・スイートのデザインは、ヨーロッパのリバークルーズにおいて最も洗練された賢い設計と⾔えるでしょう。⾰新的なインドア型バルコニー（客室
と⼀体となったバルコニー）のすぐ⼿前に⽊調の床スペースがあり、テーブル、チェアが置かれ、全天候においてゲストが流れる景⾊を楽しめるよう無駄なく
設計されています。床から天井までのパノラマウインドウの上半分はボタンをワンタッチするだけで開閉が可能です。外の空気を取り⼊れて、遮る物のない景
観を楽しめます。エメラルド・パノラマバルコニー・スイートには、ミニバー（有料）があり、空いている箇所でチョコレートや冷蔵品、備え付けのボトル⼊
りウォーターを冷やすためにお使いいただけます。バルコニーエリアとベッドルームにはパーティションがなく、常にお部屋を広く使える設計です。浴室は
シャワーです。

エメラルド・パノラマバルコニー・スイート

エメラルド・ステートルーム

エメラルド・ラディアンス以外の船においてシングル・ステート・ルームが２部屋⽤意されています。お部屋の窓は⼩窓です。部屋の広さと窓辺部分を除き、
アメニティなどは他の客室同様です。10.9㎡（エメラルド・リベルテ、エメラルド・ラディアンスは 9.8㎡）、⼩窓、シャワー、バスアメニティ、ドライヤー、
バスローブ、スリッパ、ボトルウォーター、Wi-Fi、ホテルスタイルベッド、電話、セイフティボックス、エアコン、フラットスクリーンTV、ミニバー（有料）
があります。浴室はシャワーです。

エメラルド・ステートルームの窓は⼩窓です。客室の広さ、ベッドの質やアメニティなど窓辺以外の設備はバルコニー・スイートとほぼ同様です。客室広さは
15.1㎡、⼩窓付き、シャワー、バスアメニティ付、ドライヤー完備、バスローブ、スリッパ、ボトルウォーター、Wi-Fi、クイーンまたはツインのホテルスタイ
ルベッド、電話、セイフティボックス、エアコン、フラットスクリーンTV、ミニバー（有料）があります。浴室はシャワーです。

エメラルド・シングル・ステートルーム
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 天候、⾃然災害、機材の故障またはストライキなどを因する遅延または運航キャンセルの場合、通常はお客様への補償は免責となります。
エメラルド・クルーズではそのような場合に備え保険に加⼊しており、エメラルド・クルーズが運航するすべてのヨーロッパのクルーズにおいて、上記理由での遅延の場
合にはこの保険が適⽤され、同社負担で代替措置をとり旅程を完了させた後、保険会社において算出された⼀定額がお客様に返⾦されます。近年⽔位の変化がみら
れるヨーロッパのリバークルーズをお選びいただく際には、補償が⽤意されているエメラルド・クルーズを是⾮お選びください。
*補償の例や完全な利⽤規約については、emeraldcruises.comをご覧ください。返⾦の際にはお客様⾃⾝から保険会社への補償⾦請求⼿続きが必要となります。

⽔位について
� クルーズ⽇程は、⽔位の変化、洪⽔、ロックの閉鎖、予期せぬ船舶のメンテナンス、また
は当社の管理が及ばないその他の状況により変動する可能性があります。⽔位に起因
して特定の河川を航⾏し続けることができない場合は、エメラルド・クルーズ負担で旅
程への影響を最⼩限に抑えるためのできる限りの措置をとり、クルーズ完了までの代替
⼿段の⼿配をします。この場合の代替⼿段には、コーチでの移動⼿配、船舶⼊れ替えの
⼿配、ホテル宿泊施設の提供、別の訪問地をご案内することなどが含まれます。

パスポート・ビザ
� すべてのお客様には、帰国⽇から数えて6ヶ⽉間以上有効であるパスポートを所有する
必要があります。クルーズ中の訪問予定国の⼊国に必要なビザを取得することは、いず
れの国籍の⽅もご⾃⾝の責任において確認し完了してください。⽇本国パスポートをお
持ちのお客様は、エメラルド・クルーズのヨーロッパリバークルーズで訪ねる国々の⼊国
に際し、観光ビザは必要ありません。

健康について
� 海外の医療施設、衛⽣状態および疾病リスクは各国で異なります。安全な旅のために
も、健康不安がある⽅は、ご⾃⾝の責任において医療機関で事前にご確認ください。特
別な治療、介護を必要とされるお客様はご予約時にお申し出ください。お⾝体の不⾃由
なお客様は介添者のご同伴をお願いいたします。乗船後、船⻑により⾁体的または精神
的な状態がご旅⾏に不適であると判断された場合、お客様の乗船をお断りさせていた
だく場合があります。妊娠後期の⽅は、乗船いただけません。

旅⾏保険
� 海外旅⾏傷害保険に加⼊することを強くお勧めします。また加⼊されている海外旅⾏
傷害保険が充分な補償範囲であるかどうか確認いただき、保険加⼊証明書を必ず携帯
してください。

⾞椅⼦利⽤について
�� 次の事項に同意いただける⽅であれば、⾞椅⼦を利⽤のお客様もエメラルド・クルー
ズにご乗船いただけます。1）折り畳み式の⾞いすをお客様にてご⽤意ください。2）船内
エレベーターがありますが、サンデッキのみ⾞椅⼦ではアクセスできません。階段を昇
降していただくことが必要です。3)観光に出る際、コーチを使⽤することがあります。他
のお客様と同様、ご⾃⾝にてコーチに歩いて乗⾞していただきます。また、街歩きには、
⽯畳の上や階段をご⾃⾝で上り下りしていただく必要があります。4)介助が必要な⽅は、
介添者のご同伴をお願いします。デッキプランで船のレイアウトをご確認ください。

サンデッキ
� サンデッキの利⽤は、低い橋の通過または沿岸の地⽅⾃治体のからの要請により制
限される場合があります。特定の河川では完全に利⽤できない場合もあります。

ダブルドッキング（係留）
� 限られた数の桟橋を複数の船社で利⽤するにあたり、他社船の隣に本船を係留する
ことがあります。その場合には、相互の船が繋がれているサンデッキを経由し陸側にアク
セスするため、階段を昇降していただくことがあります。

コーチ（⼤型バス）での移動
� 街の散策に出る際、コーチでの移動が含まれることがあります。コーチとは⼤型観光
バスを意味します。

船内通貨
� 船内通貨はユーロです。クレジットカード（VISA/MASTER)で精算することが可能です。

ドレスコード
� フォーマルナイトはございません。⽇中はカジュアルで快適な服装で、観光やウォーキ
ングツアーには快適な靴でご参加ください。⼣⾷の際には襟付きシャツとスラックスな
どをお召し下さい。ウェルカムディナーやフェアウェルディナーでは多少のドレスアップ
をお勧めします。

空港送迎について
� エメラルド・クルーズが指定する時間帯に航空便でご到着のお客様には空港からの
送迎が利⽤できます。送迎は到着時間が近いお客様の共有となるため、空港で他のお
客様の到着をお待ちいただく場合もございます。エメラルド・クルーズの送迎をご利⽤に
なられないお客様は、前⽇までにご⾃⾝で船に電話を⼊れ、桟橋の場所を最終確認し
ていただき、ご⾃⾝でタクシーでお越しください。いくつかの都市では、エメラルド・ク
ルーズが指定する鉄道駅に到着の場合に限り、桟橋まで送迎ができる場合がございま
すので、ご予約の際にご確認ください。

ホテル送迎について
� エメラルド・クルーズのホテルプログラムをご利⽤のお客様は、空港からホテルまでの
送迎およびホテルから桟橋までの送迎が含まれます。空港からホテルの送迎はおおむ
ね何時の便で到着された場合でも対応が可能です。ホテルから桟橋の送迎は、同ホテル
に宿泊のエメラルド・クルーズ乗船の他のお客様と混載となり、ホテルの出発時間はエ
メラルド・クルーズにて決定し、お客様による時間の指定ができませんので、ご了承くだ
さい。
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ワンポイントアドバイス
ご予約から出発まで

クルーズ代⾦は変動制です。料⾦を確認後に変動することがありますので、すぐの
仮予約をお勧めいたします。仮予約期間は通常7⽇間です。仮予約の際にはお名前、
パスポート名（ローマ字）、ご住所、お電話番号などをお知らせください。仮予約期
間内に現地ホテルや航空券の⼿配をされると安⼼です。

仮予約期間内に、正式予約される旨をご連絡いただき、デポジットをご⼊⾦くださ
い。デポジットのご⼊⾦をもって予約が成⽴します。仮予約期間内にご⼊⾦がな
かった場合には仮予約は⾃動的に解消されます。この場合の取消料はかかりませ
ん。なお、出航まで120⽇を切っているご予約は、全額のご⼊⾦が必要となります。
送迎の⼿配には航空便名が必要となりますので、出航の60⽇前まで（出航が迫っ
た予約は予約確定と同時）にお知らせください。また寄港地観光の追加購⼊がござ
いましたら合わせて出航の60⽇前までにお知らせください。寄港地観光は空きが
あれば船内でもご購⼊が可能です。

ご希望のコース、出航⽇、乗船地をお知らせください。空き状況、料⾦を確認いたし
ます。

出航の110⽇前頃に残⾦の請求書をお送りいたしますので、期⽇までにご⼊⾦くだ
さい。レートは残⾦請求書発⾏時のレートを適⽤いたします。残額のご⼊⾦が期⽇
までに確認できない場合は予約が取り消される場合がございます。ご注意ください。

出航の約2週間前に、最終の乗船書類（クルーズドキュメント）⼀式をお送りいたし
ます。内容は予約証明、⽇本語の乗船案内書、エメラルド・ドキュメントケース等で
す。気を付けてご出発ください。

下記オプションを船内でご⽤意しております。お申し込みは船内でお申し付けくだ
さい。

・ドリンクパッケージ
・ランドリーパッケージ
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お申込み条件（要約）
本⽂はお申込み条件の要約です。条件書原⽂は英⽂となります。翻訳全⽂はhttps://www.emerald-ww.jp/にて必ずご確認ください。セブンシーズリレーションズ株式会社（以
下、当社）は、エメラルド・クルーズ商品を統括するシーニック社（以下、シーニック）の傘下にあるエメラルド・クルーズUSA社の⽇本地区販売総代理店（General�Sales�Agent)で、
当該リバークルーズの⽇本における販売の代理店であり、クルーズの運営や運航そのものに関する責任は負いません。

パンフレットに記載のクルーズ料⾦は、２名１室利⽤時の
お⼀⼈様あたりの料⾦です。クルーズおよびクルーズ前後
のホテル宿泊、オプショナルツアー等（4つを統合して以下、
ツアー）の料⾦は、USドルで表⽰しています。シングルでご
利⽤される場合のご予約で、おひとり様⽤の客室（カテゴ
リーES）の場合にはシングル追加料は必要ありません。そ
れ以外のカテゴリーでご予約の場合は、シングル利⽤で
あっても2名様分の料⾦が必要です。

クルーズをご予約した後7⽇以内に、旅程（「⼊⾦」）に記載
されているデポジットをお⽀払いください。期⽇以内に
シーニックにおいて⼊⾦受領確認がされない場合、予約
は⾃動的に取消されます。この契約書において別に記載
の場合を除き、デポジットは返⾦・譲渡不可とされていま
す。

最終⽀払：料⾦の残⾦は、クルーズおよびクルーズ前後の
ホテル宿泊開始の90⽇前までにお⽀払いをお願いいたし
ます。90⽇前までに⽀払いが⾏われなかった場合は、旅⾏
の取消およびデポジットの損失となります。
旅⾏開始90⽇前予約：ご希望の出発⽇の90⽇前およびそ
れ以降に予約をした場合、予約のリクエストを確保するた
めには料⾦全額をお⽀払いいただきます。ツアーの確保
が出来なかった場合はお⽀払いいただいた料⾦全額を
返却し、シーニックはお客様の予約に関し、それ以降は義
務と責任を負いません。
直近予約料⾦(Late�Booking�Fee)：旅⾏開始の22⽇前以
降に⾏われた予約全てに対し、予約後とにUS$50の直近
予約料⾦が発⽣いたします。

変更料⾦：お客様の予約に対し変更毎にUS$50の⼿数料
が発⽣いたします。（ただし、ツアー開始⽇の変更は、後に
記載の通り取消料が課されます。シーニックはお客様から
の変更依頼に対し、⾃由裁量にて受領および拒否を決定
します。

旅⾏代理店への⽀払い：旅⾏代理店を通して予約をした場
合、お客様に代わり、旅⾏代理店がお客様のデポジットまた
は旅⾏代⾦全額をシーニックに納付することがあります。
シーニックは、お客様が旅⾏代理店に対して⾏う⽀払いに関
して責任を負わないため、そのような⽀払いはシーニックに
おいて受領確認が取れるまで、シーニックに対しての⽀払い
とはみなされません。

キャンセルは、メールまたはFAXにて通常の営業時間内に
お願いいたします。出航⽇の変更やクルーズ前後泊の変更、
名前の変更は、取消とみなされ、以下の取消料がかかりま
す。シーニック（エメラルド・クルーズ）を通じクルーズ前の
ホテル予約をされている場合は、ホテルチェックイン⽇が
キャンセル規定の基準⽇となります。

キャンセル料：取消の場合、下記の表に従い計算された取
消料をシーニックにお⽀払いください。

本契約書に記載された条件と制限事に従うことを条件に、
旅程に明⽰されている場合は以下の項⽬がクルーズ、ク
ルーズ前後の宿泊および送迎に含まれます。

都市間旅⾏：バスまたは船による旅⾏。
ツアーディレクター：全てのツアーは専⾨のクルーズまたは
ツアーディレクターにより英語で⾏われます。スペイン⼈や
ポルトガル⼈などの外国語を話すグループの場合は、それ
ぞれクルーズやツアーディレクターを⼿配する可能性があ

ります。
宿泊設備：料⾦は⼀⼈の価格で、2名が専⽤浴室または
シャワー付きの1室を共有するという基本に基づいていま
す。⼀⼈部屋は、予約時に追加料⾦を⽀払い、可能な場合
がありますが全ての場合ではありません。万が⼀お客様が
旅⾏中いつ何時、同室のお客様としては不向きだとみなし
た場合、空室がある場合に限り、残りの期間は⼀⼈部屋を
アレンジするようにいたします。⼀⼈部屋の空室状況およ
び価格の詳細は、予約時にご確認いただけます。間取図お
よび甲板平⾯図は参考のみで、原⼨ではありません。ホテ
ル部屋またはキャビンの写真は実際使⽤されるものと異
なる場合があります。特別部屋のリクエスト（例：同⾏者と
の近隣部屋やコネクティングルーム、階数等）は予約時に
する必要があります。特別部屋リクエストは保証されてお
らず、先着順制でチェックイン時の空室状況によります。
シーニックは、広告のホテルとは異なる同等のホテルに変
更する権利を持ちます。シーニックは、提供される部屋のサ
イズおよび質に関しては責任を負いません。クルーズ料⾦
は旅程に記載のキャビン区分に基づいています。アップグ
レードは、空き部屋状況により可能で、追加費⽤がかかり
ます。キャビン配置は提供者が管理しているため、シーニッ
クはクルーズ前後の宿泊施設の保証はできません。

空港への送迎：シーニックの指定した時間内のみに提供さ
れます。この時間以外の送迎は、お客様ご⾃⾝で⼿配する
必要があります。ツアー前後の宿泊設備をシーニックより
購⼊したお客様には、お客様のホテル〜空港間の送迎が
提供されます。ご利⽤には、お客様のフライト詳細をシー
ニックへ連絡する必要があります。旅⾏開始60⽇前までに
全ての送迎を予約し、フライト情報をシーニックへ連絡し
てください。送迎は、指定の場所以外には⾏われません。お
客様が指定の送迎をご利⽤できなかった場合、お客様ご⾃
⾝で代替の送迎を実費で⼿配いただく必要があります。使
⽤されなかった送迎についての返⾦は⾏われません。空港
および船の移動は、複数のフライト到着時間に合わせた混
載送迎を基本としています。
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パンフレットの画像はイメージであり、実際に同じ場所・
⾵景を観光できることを保証するものではありません。
パンフレットに掲載されているイラスト・写真・⽂章の無
断転載、転⽤を禁じます。

各お客様は、⼤きさ76ｘ53x28cm、重さ20kgを超えない
スーツケースを１つお持ちいただけます。⼿荷物は、重さ
4kgを超えない旅⾏バックにて携帯してください。シーニッ
クは規定を超える荷物は受け付けない場合があります。

⾷事：旅程に記載のある⾷事のみ含まれています。特別な
⾷事上の必要事項は、予約時に書⾯にてお知らせください。
シーニックはご要望にお応えするよう努めますが、保証はで
きません。

飲料：エメラルドクルーズに乗船中は、標準飲料として、朝
⾷時のコーヒーおよび紅茶、昼⾷および⼣⾷レストランで
の指定の⾚・⽩ワイン、ビール、ソフトドリンクはクルーズ代
⾦に含まれています。また、客室のボトルウォーター、バーラ
ウンジの機械式コーヒーメーカーによる飲み物、船⻑によ
る挨拶のレセプション時に提供されるグラススパークリング
ワイン、時折⽤意される帰船時のウェルカムドリンク、持ち
出し⽤に準備されたミネラルウォーターもクルーズ代⾦に
含まれています。その他の飲料は追加代⾦の対象となりま
す。上記以外で旅程に記載されている飲料が含まれている
場合があります。

観光：記載されている観光、⼩旅⾏およびその他の名所な
どの⼊場料は含まれています。
⼼付け/チップ：チップは、シーニックにより運営されている
旅程に含まれるツアーおよびリバークルーズには含まれて
います。その他の⼼付けおよびチップはお客様に委ねられ
ています。
政府関連諸税：政府関連諸税はクルーズ代⾦に含まれてい
ます。
未使⽤のサービス：お客様のご都合により使⽤されなかっ
たサービスまたは提供されたアメニティに関しては返⾦さ
れません。

クルーズ、クルーズ前後の宿泊および送迎に含まれる項⽬
は上記のみで、旅程に明記されたものに限られます。その
ため、料⾦に含まれないものは下記の項⽬を含みますがこ
れに限定されません：(a)旅程に明確に含まれていない航
空運賃、(b)港湾税、航空会社、その他の税⾦、または上記
の州税以外の政府により課される料⾦、(c)旅程に特別に
記載のない限りは、⼼付けとクルーズにおける寄港地⼩旅
⾏、(d)オプション料⾦、(e)宿泊のアップグレード、(f)具体的
に旅程に含まれていない⾷事、（g)飲料（標準飲料以外）、
(h)洗濯⼿数料、(i)パスポートやビザ⼿数料、(j)予防接種、
その他の医療サービスや要求、(k)個⼈的な事項、(l)港およ
びシーニックのツアーのいずれの製品価格に含まれていな
い雑貨料。フライト予定の変更は、お客様実費による追加
の宿泊設備⼿配が必要になることがあります。病気や個⼈
の事情による旅⾏⼿配の変更の必要はお客様⾃⾝の負担
になります。

旅程変更：シーニックはお客様の旅程通り運航するよう相
応の努⼒をしますが、シーニックの関与しえない理由
（12章に定義されるように）により、変更または代替えが必
要になる場合があります。ハイシーズンには、重複出発およ
び、また時には逆の順序での運航の可能性があり、ホテル
は旅程ページに記載のものと異なる場合があります。ク
ルーズを含むツアーでは運航の都合により、船が変更にな
ることがあります。シーズン始めおよび末の出発は、寒い気
象条件のもと⾏われる可能性があります。その結果、多少
の旅程変更がある場合があり、シーズンおよび天候により、
⼀部のアクティビティが⾏えないことがあります。旅程変更
により⼀部のアクティビティは限られることがあります。そ
のような制限により、お客様のツアーの楽しみが減少する
可能性がある場合は、予約前に旅⾏代理店にご確認くだ
さい。シーニックは、旅程の全部、または⼀部において、（最
も近しい基準の）他の船や⼤型バスを⼿配する権利を持ち、
必要な場合は代わりの宿泊施設を提供します。原因が不
可抗⼒の場合の旅程変更では、シーニックは賠償責任を
負いません。

クルーズのキャンセル：楽しいグループ感を確証するため、
お客様の予約は、シーニックが最低数の参加者を確保でき
ることを条件とします。シーニックによって独⾃に定められ
た最低数が確保できない場合、シーニックは⾃由裁量にて、
クルーズ、クルーズ前後の宿泊および送迎の取消または予
定出発⽇を延期することがあります。シーニックは予定の

出発⽇の最低60⽇前までに、取消または延期の連絡をす
るよう商取引上の合理的な努⼒をします。
シーニックは次の⽅法で旅程変更を連絡するよう努めま
す：(a)出発以前の場合は、電話、Emailまたは郵便、(b)ク
ルーズ中はクルーズディレクターまたはツアーディレク
ターよりお客様へ。
いかなる理由であっても出発間際にシーニックより取り消
された場合、シーニックは最も近い⽇付の実⾏可能なク
ルーズを提供するよう商取引上の合理的な努⼒をします。
代替料⾦が予約した料⾦よりも低い場合、お客様は差額
を⽀払われ、代替料⾦が予約料⾦よりも⾼い場合は、お客
様が差額を⽀払うことになります。
代替旅⾏またはクルーズ出発に承諾した場合は、代替旅
⾏またはクルーズに関する諸条件の制約を受けます。代替
旅⾏またはクルーズ出発に7⽇間以内に承諾をしない場
合は、この契約書は解約され、シーニックはお客様がシー
ニックに直接⽀払った全額を返⾦し、その後はお客様に対
する責任はありません。シーニックは、航空料⾦や旅⾏代
理店またはその他の第三者を通して独⾃に⾏われた⼿配
を含むがこれに限らず、取消によりお客様が負担する第三
者への料⾦への責任は負いません。

クルーズの遅延：何らかの理由でシーニックがクルーズの
出発を7⽇以上遅らせた場合、唯⼀かつ排他的な救済とし
て、この契約書を解約し、シーニックは：(a)シーニックに⽀
払われた全額払い戻しを提供、または(b)契約解除の連絡
をした⽇から24カ⽉間有効な、将来のシーニックツアーに
おいて使⽤できる同⾦額分のクレジットを提供します。

騒⾳、振動および臭気：シーニックは、クルーズ船において
騒⾳、振動および臭気を最低限にとどめるよう努めますが、
お客様が船上で経験する騒⾳、振動および臭気に関して
シーニックは責任を負わないことをご理解、ご了承くださ
い。
お⼦様の乗船について：シーニックが⾃由裁量にて認めた
場合のクリスマスクルーズを除き、12歳未満のお⼦様は参
加することができません。シーニックのクルーズは飲酒が
可能なため、21歳未満の未成年は、21歳以上（「成⼈」）の
付き添いが必要で、その成⼈と同じ宿泊施設に滞在しなけ
ればなりません。
バスの安全：クルーズの⼀部でバスまたは⼤型バスで旅⾏
する場合は、バスや⼤型バスが⾛⾏中はシートベルトは常
に着⽤し、着席していることを含むがこれに限らず安全要
求事項を認め、これに同意することとし、適切な安全勧告
を守らなかったがために発⽣した負傷、病気あるいは死亡
の場合、シーニックまたはその関連会社、または供給者は、
お客様および第三者に対し責任を負いません。
参加者の体調、および⾝体障害者について：シーニックは
全てのお客様が安全で楽しく思い出に残る旅⾏の経験を
提供することに努めます。歴史地区や都市の観光は最⾼
5km（3.2マイル）の徒歩のみの場合があり、しばしば整備
されていない道を通ります。いくつかのツアーは、標⾼のあ
る⼭道を歩きます。そのため、シーニックのツアーの多くに
は、適度な（時によって⾼度な）健康レベルをお持ちである
ことが必要です。⼩旅⾏を含むツアーに参加される前に、そ
のようなツアーに参加できるだけの体⼒および健康状態
であるかは主治医にご相談ください。
ツアーのいかなる部分において、お客様参加できない場合
でも返⾦は⾏いません。ほとんどの交通⼿段には、エレ
ベーターや⾞いす⽤のスロープを備えておらず、キャビンド
アおよびトイレには、標準的な⾞いすが通るだけの幅があ
りません。シーニックは傷害を持つお客様の特別な要求に
応えるよう努めますが、もし対応することができない場合
でも責任を負いません。船舶操船者、航空運送事業者、ホ
テル、レストランまたはその他の供給者によるサービスの
提供の拒否に関しても責任を負いません。顧客の歩⾏、⾷
事、船舶、⼤型バスおよびその他の乗り物への乗降、またそ
の他の個⼈的な必要に対し個別補助を提供できないこと
を⼼苦しく思います。資格を持ち、補助の必要なお客様を
助けることのできる同⾏者が同⾏し、お客様の安全責任を
負わねばなりません。電動⾞いすは国際ツアーには不向き
であり特定の国では許可されていないかもしれません。

安全：お客様は、安全確保のためツアー/クルーズディレク
ターに続き、上院からの指⽰に常に従ってください。これに
従わない場合は、ツアーの⼀部への参加拒否、また必要で
あればお客様⾃⾝およびその他の乗客の安全のため、ツ
アーから離脱していただく場合があります。シーニックは、

お客様のツアーへの参加を直ちに中断し、そのような場合、
シーニックはお客様のツアー離脱による損失、費⽤、損害
に対し責任を負いません。ツアーから離脱させられた場合、
お客様は⾃費でその後の旅⾏の⼿配をしなければなりま
せん。シーニック、その関連会社または提供者が、シーニッ
クツアーのいかなる部分または全体、およびシーニックツ
アーにおけるいかなる活動や宿泊設備から、⼀個⼈を排除
する決定により発⽣しうるいかなる損害、費⽤、経費に対し
て責任を負わないことを認め、合意ください。
パスポート/ビザ：帰国予定⽇より6カ⽉間有効なパスポー
トが必要です。出発前に、⼊国ビザが必要な全ての国の有
効な⼊国ビザを⼊⼿しておいてください。正しい書類の⼊
⼿を怠った場合、クルーズに参加できない場合があります。
シーニックは、これによりお客様がツアーの⼀部または全
部を参加できなかった場合でも返⾦は⼀切⾏っていませ
ん。ツアーに再参加または帰宅に関連する費⽤を含む、必
要な書類を準備しなかったために発⽣した費⽤の全ては
お客様の責任となります。
ワクチン：予防接種の要件は国によって異なります。かかり
つけの医師、保健所に相談してください。必要な接種があ
る場合は、接種証明が必要な場合に備えて旅⾏者の健康
管理医により有効な予防接種証明書に記録し、お客様は
それを携帯しなくてはなりません。
喫煙：船舶、⼤型バス、またはその他の⾞両、レストラン、ホ
テルおよびその他の宿泊施設では禁煙であることをご理
解ください。シーニックはツアー中に喫煙の機会を設けよ
うと努⼒しますが、保証はいたしません。
不可抗⼒について：この契約条件において「不可抗⼒事
由」とは、天災、戦争、テロ、⽕災、洪⽔または他の極端な気
象条件、電⼒の喪失、流⾏病や疫病、労働争議、怠業また
は他のストライキ活動、暴動や市⺠の妨害、政府や準政府
または他の機関の⾏為、任意の必要なライセンスまたは同
意を得ることの出来ない場合などを意味し、下請け業者、
供給業者または通信事業者を含むその他第三者による遅
延、材料不⾜、または他の任意の中断、遅延、その他シー
ニックの関与しない不作為またはイベントに起因する損傷
または損失などを意味します。
お客様は不可抗⼒を起因とする、シーニックによる遅延ま
たはシーニックが契約上の義務を果たせなかった場合で
も、シーニックは責任を負わないことを認め、合意いただく
こととします。不可抗⼒事由による遅延または不履⾏が発
⽣、または予想された場合、不可抗⼒が継続する間はシー
ニックの義務は⼀時的に停⽌します。不可抗⼒について、
シーニックがお客様へ通達した⽇から計算して7⽇以上続
く場合は、シーニックはこの契約を直ちに無効とします。

本契約書に記載されたその他の制限および免責条項の⼀
般性を限定するものではありません。ここにおいてお客様
は、直接または間接的に以下の事項に関連するいかなる損
失、費⽤または損害（楽しみの損失を含む）について、シー
ニックはお客様およびいかなる第三者に対し、責任を負わ
ないことを認め同意したものとします。(1)お客様がこの利
⽤規約で通知された何らかのツアーリスクまたはツアーの
他の状況。(2)ツアー実施中の旅程の変更、航空機または他
の出発または到着時間の遅延。(3)⼿荷物の損失または損
害。(4)ツアー中、航空会社、ホテル、寄港地観光事業者、レ
ストラン経営、交通⼿段提供者と医療関係者を含む、お客
様に商品やサービスを提供する第三者の過失を含む⾏為
または不作為に起因する負傷や死亡。または(5)この利⽤
規約の記載状況による、またはその他、シーニックの関与し
ない楽しみの損失。
さらに何らかの⽅法でのお客様の交通⼿段のチケットまた
はクーポン発⾏およびホテルやその他の宿泊施設⼿配の
際、シーニックは主導者ではなく、単に交通⼿段および宿泊
施設を提供する会社、団体、担当者の仲介者としての役割
のみであるため、それらの作為、または不作為に関して責
任を負わないことをお客様は認め、合意したこととします。



エメラルド・クルーズ日本総代理店

セブンシーズリレーションズ株式会社

TEL:03-6869-7117 FAX: 050-3737-3083 

東京都港区元⾚坂1-7-18�

www.emerald-ww.jp


