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SPL220614 スプレンダー 6/14 7 ストックホルム〜コペンハーゲン
ストックホルム、コトカ（フィンランド）、サンクトペテルブルク（停泊）、タリン（エストニア）、クライぺダ（リトアニ

ア）、グダニスク（ポーランド）、コペンハーゲン $6,899 20% OFF $5,519

SPL220630 スプレンダー 6/30 8 ストックホルム〜コペンハーゲン
ストックホルム（停泊）、ヘルシンキ、サンクトペテルブルク（停泊）、タリン（エストニア）、クライぺダ（リトアニア）、グ

ダニスク（ポーランド）、コペンハーゲン $7,599 20% OFF $6,079

SPL220807 スプレンダー 8/7 12 サウサンプトン～コペンハーゲン
サウサンプトン、、スカーゲン（デンマーク）、オスロ、リエパーヤ（ラトビア）、タリン（エストニア）、サンクトペテルブル

ク（停泊）、ヘルシンキ、ストックホルム、ヴィスビュー（スウェーデン）、コペンハーゲン $11,199 15% OFF $9,519

SPL220819 スプレンダー 8/19 7 コペンハーゲン～ストックホルム
コペンハーゲン、ベルリン（ロストック、ドイツ）、タリン（エストニア）、サンクトペテルブルク（停泊）、ヘルシンキ、ス

トックホルム $6,699 20% OFF $5,359

EXP220703 エクスプローラー 7/3 10 ベニス～チビタベッキア
ベニス、スプリット（クロアチア）、ドゥブロヴニク（クロアチア）、ボドルム（トルコ）、アテネ（ピレウス）、ギシオ（ギリ

シャ）、ケルキラ島（ギリシャ）、タオルミナ（シチリア島、イタリア）、サレルノ（イタリア）、チビタベッキア $8,499 20% OFF $6,799

EXP220806 エクスプローラー 8/6 7 チビタベッキア～ベニス
チビタベッキア、サレルノ（イタリア）、メッシーナ（シチリア島）、ケルキラ島（ギリシャ）、コトル（モンテネグロ）、ドゥ

ブロヴニク（クロアチア）、ベニス（停泊） $6,099 20% OFF $4,879

EXP220806A エクスプローラー 8/6 14 チビタベッキア～アテネ（ピレウス）
チビタベッキア、サレルノ（イタリア）、メッシーナ（シチリア島）、ケルキラ島（ギリシャ）、コトル（モンテネグロ）、ドゥ

ブロヴニク（クロアチア）、ベニス（停泊）、スプリット（クロアチア）、コトル（モンテネグロ）、ケルキラ島（ギリシャ）、

ギシオ（ギリシャ）、サントリーニ島（ギリシャ）、エフェソス（クシャダス）、アテネ（ピレウス）
$11,399 20% OFF $9,119

EXP220813 エクスプローラー 8/13 7 ベニス～アテネ（ピレウス）
ベニス、スプリット（クロアチア）、コトル（モンテネグロ）、ケルキラ島（ギリシャ）、ギシオ（ギリシャ）、サントリーニ島

（ギリシャ）、エフェソス（クシャダス）、アテネ（ピレウス） $6,099 20% OFF $4,879

EXP220820 エクスプローラー 8/20 10 アテネ（ピレウス）～イスタンブール
アテネ（ピレウス）、ミコノス（ギリシャ）、サントリーニ島（ギリシャ）、イラクリオン（クレタ）、ボドルム（トルコ）、ア

ンタルヤ（トルコ）、ロードス（ギリシャ）、エフェソス（クシャダス）、ペルガモン（ディキリ、トルコ）、イスタンブール

（停泊）
$7,999 20% OFF $6,399

EXP220820A エクスプローラー 8/20 22 アテネ（ピレウス）～ベニス

アテネ（ピレウス）、ミコノス（ギリシャ）、サントリーニ島（ギリシャ）、イラクリオン（クレタ）、ボドルム（トルコ）、ア

ンタルヤ（トルコ）、ロードス（ギリシャ）、エフェソス（クシャダス）、ペルガモン（ディキリ、トルコ）、イスタンブール

（停泊）、カヴァラ／ピリッポイ（ギリシャ）、エフェソス（クシャダス）、アテネ（ピレウス）、カタコロン（ギリシャ）、

バーリ（イタリア）、コトル（モンテネグロ）、ドゥブロヴニク（クロアチア）、ザダル（クロアチア）、ラヴェンナ（イタリ

ア）、ベニス（停泊）

$16,899 20% OFF $13,519

EXP220830 エクスプローラー 8/30 12 イスタンブール～ベニス
イスタンブール、カヴァラ／ピリッポイ（ギリシャ）、エフェソス（クシャダス）、アテネ（ピレウス）、カタコロン（ギリ

シャ）、バーリ（イタリア）、コトル（モンテネグロ）、ドゥブロヴニク（クロアチア）、ザダル（クロアチア）、ラヴェンナ

（イタリア）、ベニス（停泊）
$9,999 20% OFF $7,999

VOY220425 ボイジャー 4/25 10 バルセロナ～チビタベッキア
バルセロナ、マオン（ミノルカ島、スペイン）、プロヴァンス（マルセイユ）、モンテカルロ（モナコ）、トスカーナ（リヴォル

ノ、イタリア）、トスカーナ（リヴォルノ、イタリア）、ヴァレッタ（マルタ）、メッシーナ（シチリア島）、ソレント／カプリ

島（イタリア）、チビタベッキア
$8,099 25% OFF $6,074

VOY220505 ボイジャー 5/5 10 チビタベッキア〜アテネ（ピレウス）
チビタベッキア、サレルノ（イタリア）、メッシーナ（シチリア島）、ヴァレッタ（マルタ）、ロードス（ギリシャ）、エフェソ

ス（クシャダス）、イスタンブール（停泊）、ミティリーニ（レスボス、ギリシャ）、アテネ（ピレウス） $8,099 25% OFF $6,074

VOY220525 ボイジャー 5/25 12 ベニス～バルセロナ
ベニス、スプリット（クロアチア）、コトル（モンテネグロ）、ケルキラ島（ギリシャ）、ヴァレッタ（マルタ）、トラーパニ

（シチリア島、イタリア）、アマルフィ／ポジターノ（イタリア）、チビタベッキア、チンクエ テッレ（ラ スペツィア、イタリ

ア）、トゥーロン（フランス）、マオン（ミノルカ島、スペイン）、バルセロナ
$9,199 20% OFF $7,359

VOY220715 ボイジャー 7/15 15 サウサンプトン～レイキャビク
サウサンプトン、、ダブリン（アイルランド）、ベルファスト（北アイルランド）、キリーベグス（アイルランド）、パーミュー

ト（グリーンランド）、ヌーク（グリーンランド）、カコトック（グリーンランド）、イーサフィヨルズゥル（アイスランド）、

レイキャビク（停泊）
$13,299 15% OFF $11,304

VOY220811 ボイジャー 8/11 12 コペンハーゲン～サウサンプトン
コペンハーゲン、リガ（ラトビア）、タリン（エストニア）、サンクトペテルブルク（停泊）、クライぺダ（リトアニア）、グダ

ニスク（ポーランド）、ヘルシングボリ（スウェーデン）、ブリュージュ（ゼーブリュッヘ、ベルギー）、サウサンプトン、 $10,999 25% OFF $8,249

キャンペーン料金
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VOY220823 ボイジャー 8/23 10 サウサンプトン～アムステルダム
サウサンプトン、、サンマロ(フランス）、ホリーヘッド（ウェールズ）、ダブリン（アイルランド）、ベルファスト（北アイル

ランド）、ウォーターフォード（アイルランド）、セントピーターポート（ガーンジー、チャンネル諸島）、パリ（ル アーヴル、

フランス）、ブリュージュ（ゼーブリュッヘ、ベルギー）、アムステルダム（オランダ）
$9,099 20% OFF $7,279

VOY220902 ボイジャー 9/2 12 アムステルダム～リスボン
アムステルダム（オランダ）、ロンドン（ティルブリー、イギリス）、ブリュージュ（ゼーブリュッヘ、ベルギー）、パリ（オン

フルール、フランス）、ラ ロシェル（フランス）、ボルドー（停泊）、ビルバオ（スペイン）、ヒホン（スペイン）、サンティア

ゴ デ コンポステーラ（スペイン、ヴィラガルシア）、オポルト（ポルトガル）、リスボン（ポルトガル）
$9,699 20% OFF $7,759

VOY220914 ボイジャー 9/14 7 リスボン～バルセロナ
リスボン（ポルトガル）、ポルティマン（ポルトガル）、セビリア（カディス、スペイン）、カサブランカ（モロッコ）、ジブラ

ルタル、グラナダ（モトリル、スペイン）、アリカンテ（スペイン）、バルセロナ $6,199 20% OFF $4,959

VOY220914A ボイジャー 9/14 18 リスボン〜チビタベッキア

リスボン（ポルトガル）、ポルティマン（ポルトガル）、セビリア（カディス、スペイン）、カサブランカ（モロッコ）、ジブラ

ルタル、グラナダ（モトリル、スペイン）、アリカンテ（スペイン）、バルセロナ、イビサ（スペイン）、パルマデマヨルカ（ス

ペイン）、プロヴァンス（マルセイユ）、モンテカルロ（モナコ）、トスカーナ（リヴォルノ、停泊）、アジャクシオ（コルシカ

島、フランス）、メッシーナ（シチリア島）、ソレント／カプリ島（イタリア）、チビタベッキア

$14,199 20% OFF $11,359

VOY220921 ボイジャー 9/21 11 バルセロナ～チビタベッキア
バルセロナ、イビサ（スペイン）、パルマ デ マヨルカ（スペイン）、プロヴァンス（マルセイユ）、モンテカルロ（モナコ）、

トスカーナ（リヴォルノ、停泊）、アジャクシオ（コルシカ島、フランス）、メッシーナ（シチリア島）、ソレント／カプリ島

（イタリア）、チビタベッキア
$8,899 20% OFF $7,119

VOY221002 ボイジャー 10/2 9 チビタベッキア～ベニス
チビタベッキア、アマルフィ／ポジターノ（イタリア）、カターニア（シチリア島、イタリア）、ケルキラ島（ギリシャ）、ティ

ラナ（ドゥラス、アルバニア）、コトル（モンテネグロ）、コルチュラ（クロアチア）、ザダル（クロアチア）、ベニス（停泊） $6,499 25% OFF $4,874

VOY221002A ボイジャー 10/2 19 チビタベッキア〜モンテカルロ

チビタベッキア、アマルフィ／ポジターノ（イタリア）、カターニア（シチリア島、イタリア）、ケルキラ島（ギリシャ）、ティ

ラナ（ドゥラス、アルバニア）、コトル（モンテネグロ）、コルチュラ（クロアチア）、ザダル（クロアチア）、ベニス（停

泊）、ザダル（クロアチア）、バーリ（イタリア）、ケルキラ島（ギリシャ）、シラクサ（シチリア島、イタリア）、ヴァレッタ

（マルタ）、パルマ デ マヨルカ（スペイン）、バルセロナ、プロヴァンス（マルセイユ）、モンテカルロ（モナコ）

$13,299 25% OFF $9,974

VOY221011 ボイジャー 10/11 10 ベニス～モンテカルロ
ベニス、ザダル（クロアチア）、バーリ（イタリア）、ケルキラ島（ギリシャ）、シラクサ（シチリア島、イタリア）、ヴァレッ

タ（マルタ）、パルマ デ マヨルカ（スペイン）、バルセロナ、プロヴァンス（マルセイユ）、モンテカルロ（モナコ） $7,699 25% OFF $5,774

VOY221021 ボイジャー 10/21 10 モンテカルロ～アテネ（ピレウス）
モンテカルロ（モナコ）、チビタベッキア、サレルノ（イタリア）、メッシーナ（シチリア島）、アルゴストリ（ギリシャ）、サ

ントリーニ島（ギリシャ）、エフェソス（クシャダス）、イスタンブール（停泊）、アテネ（ピレウス） $7,699 25% OFF $5,774

VOY221031 ボイジャー 10/31 12 アテネ（ピレウス）～リスボン
アテネ（ピレウス）、エフェソス（クシャダス）、メッシーナ（シチリア島）、サレルノ（イタリア）、チビタベッキア、トス

カーナ（リヴォルノ、イタリア）、ニース（ヴィルフランシュ、フランス） 、バルセロナ、セビリア（カディス、スペイン）、リ

スボン（停泊）
$8,699 25% OFF $6,524


