
※寄港地観光の回数、船内クレジットの金額はコースにより異なります。ハウスドリンクパッケージはハウスワインやビール類となります。

※残室状況により、予告なく料金の変更や終了となる場合があります。

■対象コース
船 出発日（泊数） カテゴリー 1/1 より

マリーナ 2020/5/25発 （10泊） B-PH
10% OFF
$3,599〜

マリーナ 2020/6/4発 （12泊） B-PH
15% OFF
$4,589〜

マリーナ 2020/8/7発 （10泊） B-PH
10％OFF
$4,139〜

マリーナ 2020/8/17発  （12泊） B-PH
シークレット

25% OFF
$3,899〜

リビエラ 2020/4/29発  （10泊） B-PH
シークレット

20% OFF
$3,119〜

リビエラ 2020/6/7発 （12泊） B-PH
25% OFF
$3,974〜

リビエラ 2020/6/29発  （10泊） B-PH
シークレット

20% OFF
$3,679〜

リビエラ 2020/7/9発 （7泊） B-PH
25% OFF
$2,474〜

リビエラ 2020/7/16発  （10泊） B-PH
25% OFF
$3,149〜

リビエラ 2020/7/26発  （7泊） B-PH
25% OFF
$2,174〜

リビエラ 2020/8/2発 （10泊） B-PH
25% OFF
$3,524〜

リビエラ 2020/8/12発  （10泊） B-PH
25% OFF
$3,149〜

リビエラ 2020/8/22発  （10泊） B-PH
25% OFF
$3,149〜

リビエラ 2020/9/1発（７泊） B-PH
30% OFF
$2,309〜

ノーティカ 2020/6/23発（10泊） C-PH
−

$3,899〜

ノーティカ 2020/7/22発（14泊） C-PH
25% OFF
$3,974〜

ノーティカ 2020/8/5発（18泊） C-PH
35% OFF
$4,289〜

ノーティカ 2020/8/23発（22泊） C-PH
25% OFF
$6,524〜

ノーティカ 2020/9/14発（14泊） C-PH
35% OFF
$3,379〜

ノーティカ 2020/10/8発（10泊） C-PH
25% OFF
$2,812〜

バルセロナ, パラモス, プロヴァンス, モンテカルロ, サントロペ, フローレンス, ヴァレッタ, メッシーナ, ソレント,
ローマ

オーシャニアクルーズ 全特典付 2020年夏 北米＆ヨーロッパ キャンペーンコースのご案内
予約受付 2020/1/1〜3/31

OLIFE ULTIMATE特典
下記サービスがすべてご利用いただけます

・無制限のWifi利用
・寄港地観光 ４〜８回（１室につき）

・船内クレジット ＄４００〜８００ （１室につき）
・ハウスドリンクパッケージ（昼食・夕食時の飲み放題）

ロンドン, スカーゲン, オスロ, コペンハーゲン, ベルリン, タリン, サンクトペテルブルク, ヘルシンキ, ストックホル
ム

 ロンドン, クリスチャンサン, カールスクルーナ, ヴィスビュー, ストックホルム, ヘルシンキ, サンクトペテルブルク,
タリン, リガ, コペンハーゲン

ロンドン, パリ, サンマロ, ブレスト, ラ ロシェル, ボルドー(泊), ビアリッツ, ビルバオ

寄港地

 ロンドン, パリ, サンマロ, ブレスト, ラ ロシェル, ボルドー, ビルバオ, ラ コルーニャ

モンテカルロ, サントロペ, プロヴァンス, バルセロナ, イビサ, パルマ デ マヨルカ, ヴァレッタ, シラクサ, アマル
フィ, ローマ

バルセロナ, モンテカルロ, ローマ, ソレント, サントリーニ島, ロードス, エフェソス, ヒオス, イスタンブール, ミ
ティリーニ, アテネ

 ベネツィア, コトル, ドゥブロヴニク, ケルキラ島, タオルミナ, アマルフィ, ローマ, モンテカルロ, サントロペ,
トゥーロン, バルセロナ

バルセロナ, パルマ デ マヨルカ, プロヴァンス, モンテカルロ, アンティーブ, チンクエ テッレ, フローレンス, ローマ

ローマ, アマルフィ, タオルミナ, ヴァレッタ, イビサ, パルマ デ マヨルカ, バルセロナ, プロヴァンス, サントロペ, モ
ンテカルロ

モンテカルロ, フローレンス, ローマ, ポルトフィーノ, プロヴァンス, パルマ デ マヨルカ, イビサ, バルセロナ

 バルセロナ, トゥーロン, サントロペ, モンテカルロ, ローマ, アマルフィ, タオルミナ, ケルキラ島, コトル, ザダル, ベ
ネツィア

ベネツィア, ラヴェンナ, ドゥブロヴニク, ヴァレッタ, カターニア, アマルフィ, ローマ, フローレンス, ポルトフィー
ノ, モンテカルロ

ダブリン, ボルドー, ボルドー, ビルバオ, ラ コルーニャ, オポルト, リスボン, セビリア, バルセロナ

 ローマ, フローレンス, チンクエ テッレ, モンテカルロ, アンティーブ, プロヴァンス, パルマ デ マヨルカ, バルセロ
ナ

ストックホルム, ヘルシンキ, サンクトペテルブルク, タリン, リガ, ヴィスビュー, コペンハーゲン, アムステルダム,
ブリュージュ, ロンドン, ダブリン

ロンドン, プリマス, ダブリン, ベルファスト, パーミュート, ヌーク, カコトック, レイキャビク, イーサフィヨルズゥ
ル, アークレイリ, トースハウン, ラーウィック, ハウゲスン, クリスチャンサン, コペンハーゲン, ストックホルム

コペンハーゲン, オーレスン, トロンハイム, ハンメルフェスト, ムルマンスク, ソロヴェツキー諸島, アルハンゲリス
ク, ノールカップ, クリスチャンスン, フロム, ベルゲン, スタヴァンゲル, ロンドン

ダブリン, ロンドン, アントワープ, ロッテルダム, ヴィスマール, ストックホルム, ヘルシンキ, サンクトペテルブル
ク, タリン, コペンハーゲン

 バルセロナ, セビリア, リスボン, オポルト, ラ コルーニャ, ヒホン, ボルドー（ルベルドン）,
ボルドー（２泊）, ロンドン



船 出発日（泊数） カテゴリー 1/1 より

シレーナ 2020/6/6発 （12泊） C-PH
25% OFF
$3,149〜

シレーナ 2020/6/18発  （10泊） C-PH
15% OFF
$2,719〜

シレーナ 2020/6/28発  （12泊） C-PH
25% OFF
$2,924〜

シレーナ 2020/7/20発 （10泊） C-PH
25% OFF
$2,849〜

シレーナ 2020/7/30発 （10泊） C-PH
25% OFF
$2,474〜

シレーナ 2020/8/9発 （10泊） C-PH
25% OFF
$2,474〜

シレーナ 2020/8/19発 （12泊） C-PH
25% OFF
$3,374〜

シレーナ 2020/12/11発 （10泊） C-PH
−

$2,249〜

シレーナ 2020/12/21発 （15泊） C-PH
−

$3,599〜

レガッタ 2020/5/2発 （12泊） C-PH
20% OFF
$2,639〜

レガッタ 2020/5/14発 （11泊） C-PH
20% OFF
$2,559〜

レガッタ 2020/5/25発（10泊） C-PH
20% OFF
$2,319〜

レガッタ 2020/6/4発 （14泊） C-PH
15% OFF
$3,187〜

レガッタ 2020/6/18発 （7泊） C-PH
25% OFF
$1,687〜

レガッタ 2020/6/25発 （11泊） C-PH
25% OFF
$2,699〜

レガッタ 2020/7/6発 （7泊） C-PH
シークレット

25% OFF
$1,912〜

レガッタ 2020/7/13発 （10泊） C-PH
シークレット

25% OFF
$2,812〜

レガッタ 2020/7/23発 （7泊） C-PH
シークレット

25% OFF
$1,912〜

レガッタ 2020/7/30発 （11泊） C-PH
25% OFF
$2,849〜

レガッタ 2020/8/10発 （14泊） C-PH
25% OFF
$3,224〜

レガッタ 2020/8/24発 （7泊） C-PH
25% OFF
$1,837〜

レガッタ 2020/8/31発 （10泊） C-PH
25% OFF
$2,512〜

レガッタ 2020/9/10発 （12泊） C-PH
25% OFF
$2,849〜

寄港地

ローマ, オルビア, カルヴィ, フローレンス, マリーナ ディ カラーラ, ポルトフィーノ, モンテカルロ, アンティーブ,
サントロペ, マオン, イビサ, カステリョン, バルセロナ

バルセロナ, バレンシア, アルクーディア, ヴァレッタ, タオルミナ, アマルフィ, ローマ, ポルトフェッラーイオ, ポル
トフィーノ, モンテカルロ

モンテカルロ, フローレンス, ガエータ, アマルフィ, タオルミナ, ヴァレッタ, ザキントス, コトル, スプリット, コペ
ル, ベネツィア

ローマ, フローレンス, アジャクシオ, チンクエ テッレ, ポルトフィーノ, モンテカルロ, サントロペ, シウタデラ デ メ
ノルカ, イビサ, バレンシア, バルセロナ

バルセロナ, バレンシア, アルクーディア, ヴァレッタ, タオルミナ, アマルフィ, ローマ, ポルトフェッラーイオ, ポル
トフィーノ, モンテカルロ

モンテカルロ, フローレンス, ローマ, アマルフィ, シラクサ, クロトーネ, ケルキラ島, コトル, ドゥブロヴニク, ベネ
ツィア

ベネツィア, ドゥブロヴニク, バーリ, アルゴストリ, タオルミナ, アマルフィ, ローマ, ポルトフィーノ, モンテカルロ,
プロヴァンス, バルセロナ

ドバイ, ハサブ, フジャイラ, マスカット, バーレーン, ドーハ, シルバニヤス島, アブダビ

ドバイ, アブダビ, フジャイラ, マスカット, マレ, コーチン, マンガロール, ゴア, ムンバイ

サンフランシスコ, アストリア, ケチカン, シトカ, スキャグウェイ, ジュノー, ランゲル, ビクトリア, バンクーバー

バンクーバー, ケチカン, ジュノー, スキャグウェイ, シトカ, アイシーストレイトポイント, ランゲル, ビクトリア

バンクーバー, ケチカン, ジュノー, スキャグウェイ, アイシーストレイトポイント, シトカ, ナナイモ, シアトル

シアトル, ケチカン, アイシーストレイトポイント, スワード, コディアック, ジュノー, シトカ, ランゲル, ビクトリア,
シアトル

シアトル, ケチカン, ジュノー, シトカ, ビクトリア, シアトル

シアトル, ケチカン, ジュノー, スキャグウェイ, シトカ, アイシーストレイトポイント, ランゲル, ビクトリア, バン
クーバー

バンクーバー, ケチカン, アイシーストレイトポイント, スキャグウェイ, ジュノー, スワード

 スワード, アイシーストレイトポイント, ジュノー, スキャグウェイ, シトカ, ケチカン, ナナイモ, バンクーバー

バンクーバー, ケチカン, ランゲル, ジュノー, スキャグウェイ, ヘインズ, アイシーストレイトポイント, シトカ, コ
ディアック, ホーマー, スワード

スワード, アイシーストレイトポイント, ヘインズ, ジュノー, ケチカン, バンクーバー

バンクーバー, ケチカン, アイシーストレイトポイント, ジュノー, スキャグウェイ, シトカ, ナナイモ,バンクーバー

バンクーバー, ケチカン, ジュノー, シトカ, プリンスルパート, ビクトリア, アストリア, ロサンゼルス

 バンクーバー, ケチカン, アイシーストレイトポイント, ヘインズ, ジュノー, スワード

スワード, アイシーストレイトポイント, ジュノー, ヘインズ, シトカ, ケチカン, プリンスルパート, ナナイモ, バン
クーバー


