
ウインドスタークルーズにお得に乗船できるチャンスです。キャンペーン対象のクルーズにキャンペーン料金で予
約すると、クルーズの前または後のホテル2連泊またはヨットVIPパックのいずれかをプレゼントします。

無料ホテルは、一部対象外の都市がありますので、詳細はお問合せください。
WINDSTAR ’ S  FEATURED  VOYAGES

いずれかの特典が選べます
Pick Your Perk

•クルーズの前または後
に2連泊ホテル無料

•無料宿泊ホテル～港の
片道送迎が含まれます 

•ビバレージパッケージ無料
• WIFIパッケージ無料
•チップ無料

または

光陽のダルマチア海岸　イタリアの
島々とクロアチア・クルーズ ８泊 または

$2,499 

碧く輝くエーゲ海　ギリシャ諸島と
イスタンブール　 泊 または

$2,299 

煌きの南欧　南仏コートダジュール
とリビエラ海岸 　 泊 または

$2,099 

歴史遺産と芸術の宝庫 ポルトガル
と南スペイン クルーズ8 泊 または

$2,299 

世界遺産の宝庫　ベニスとアドリア
海クロアチア･コリントス運河 泊 または

$2,499 



All fares mentioned are per person, in US dollars, cruise only, based on double occupancy in lowest category, and include non-discountable 
amounts. Government fees and taxes are additional ($80-$395 per person). Choose between two-night complimentary hotel oHer OR Yacht VIP 
Package. Two-night complimentary hotel oHer is available per booked stateroom or suite, is for published hotel or similar property, is applicable 
on select cruises, and includes one complimentary transfer to or from the yacht, all tips, gratuities, taxes, and luggage-handling fees associated 
with the hotel. Yacht VIP Package includes unlimited internet package, Windstar’s standard beverage package, and gratuities. Private Event will 
be added at time of booking. Please double check your invoice for its presence. OHer is valid on new bookings only for select departures and 
subject to availability. OHer is not combinable with any other promotional oHer or discount. Bookings are non-transferable; no name changes can 
be made nor can this oHer be applied retroactively. Cancellation penalties may apply, please see website for details. Certain restrictions apply. 
Fuel surcharges may be imposed or increased over time. OHer is capacity controlled and may be withdrawn or modified at Windstar’s discretion 
at any time. Information contained herein is accurate at time of publication and subject to change without notice. OHer expires May 13, 2016. 
Ships’ registry: Bahamas.   16-0031/3.15.16

ADD I T IONAL  VOYAGES  ON  SALE

隠された村と美しい海へ　
ギリシャ・イタリア ハイライト 泊  

または
$2,199 

紺碧のリゾートを満喫 
西地中海の島々　３カ国４島巡り
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  または
$1,799 

ザ・バケーション　地中海クルーズ
でリゾートを訪ねる 泊 または

$3,599 

温暖な大西洋の島へ　
モロッコとカナリア諸島 泊 または

$1,899 

フランスとイタリアを満喫　
南仏とリビエラ海岸クルーズ  泊 または

$2,099 

シチリア最西端と神殿の谷　
南イタリアとマルタ島・ゴゾ島 泊 または

$3,199 

地中海の文化彩る　
南スペインとモロッコ クルーズ 泊 または

$2,299 

ハイライト　エーゲ海　
ギリシャ諸島クルーズ　7泊 または

$2,599 

南仏とイタリアの休日　
コートダジュールとリビエラ海岸7泊 または

$2,299 

06-6389-4333

564-0044 1-14-7

info@vigour-travel.com


