
株式会社ジェイバ
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町13-3
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プルマントゥールクルーズ 総代理店

◎ご予約、詳しい情報は最寄の旅行代理店にてお問い合わせください。

■予約
予約の際は下記の点を明らかにして、最寄りの旅行代理店を通してお申込みください。
1.乗船者名／性別
2.生年月日
3.パスポート情報（番号、発行年月日、有効期限、国籍）
4.船名／クルーズ名
5.乗下船日及び乗下船地
6.客室カテゴリー
7.ダイニングリクエスト（ファーストシーティング19:30又は、セカンドシーティング21:45）
8.現地での緊急連絡先

■クルーズ料金
①表 示 料 金： 表示されている料金は2人用キャビンを2人で利用した場合のお1人様料金が基本となり 
 ます。
　1人利用料金： 2人用キャビンを1人で利用する場合は1人部屋追加料金が必要です。
　　　　　　　 船により料金が異なりますので、各料金表でご確認ください。
　3名・4名利用： 大人2人と同室キャビンをご利用の場合に共用できるキャビンには限りがあります。
 料金は各料金表でご確認ください。
　子 供 料 金： 船により条件が異なりますので、各料金表でご確認ください。

②表 示 通 貨： クルーズ料金、ポートタックス、チップはユーロで表示しております。
 ユーロの換算率は請求書作成時のユーロTTS レート+2円でご請求申し上げます。
③クルーズ料金に含まれるもの：
 ・旅行日程に明示されている航路の運賃
 ・客室料金（2人１室利用の1人分）
 ・食事代（デイリープログラムに記載されているもの）
 ・船内プログラム
 ・手荷物の運搬料金
④クルーズ料金に含まれないもの：
 ・チップ（クルーズ日数により異なります。乗船後お支払い）
 ・ポートチャージなどの諸税（クルーズ日数により異なります。事前支払い）
 ・乗船港迄及び下船後の交通費
 ・渡航手続き費用（ＶＩＳA代その他）
 ・洗濯代、電話代などの個人的費用
 ・陸上観光費用（ショアエクスカーション参加費用）
 ・1人部屋追加料金
 ・疾病、傷害などの医療費用
 ・スパや特別レストランの食事代など船内施設での費用
 ・お飲み物代

■お支払い
お申込金はお1人様につきクルーズ料金の10％をご予約後7日以内にお支払いください。
残金のお支払いは、出航日の60日前迄にお済ませください。期限内にお支払いが確認できない場合には、
ご予約がキャンセルされる場合がございますのでご注意ください。
出航日まで2ヶ月以内の新規お申込みの場合は、ご予約をお取りいただいた時点で、全額お支払いいただ
きます。

■クルーズ料金の変更
料金は予告なく変更になる場合がございます。料金に変更が生じた場合には、速やかにお客様へご通知
申し上げますので、ご通知後3日以内に、書面にてご旅行継続か否かをお知らせください。

■スケージュール変更・中止
現地のやむを得ない事情などにより、日程、出発、到着時刻、寄港地、船内プログラム等が予告なしに変更
される場合があります。それらの変更に対する払戻しは一切いたしかねますのでご了承ください。
このパンフレットに記載された内容は、諸事情により予告なく変更される場合があります。それらの変更に対
する払戻し等は一切ございませんのでご了承ください。

■予約変更及び取消し
予約をお取消しされる際は、書面（FAX、郵送等）にてお知らせください。書面を受領した日がお取消し日と
みなされます。

■乗船の拒否
専属医より、乗客の健康上や精神上の理由で、クルーズ継続が不可能と判断された場合、乗船中の他の
乗客に危害がおよぶと船長が判断した場合は、乗船を拒否されたり、途中下船していただく場合がありま
す。その際いかなるクルーズ料金も返金いたしません。
ペットと一緒のご乗船は禁じられております。
　クルーズ終了時に妊娠第28週目未満であれば、医師の英文診断書をご提出いただき、乗船できます。

■お体の不自由なお客様
お体の不自由なお客様にご利用いただけるキャビンには数に限りがあります。ご予約時に、書面にてお知ら
せください。
車椅子が必要なお客様は、ご自身で、標準サイズの折りたたみ式車椅子をご用意いただき、必ず付き添い
の方が必要です。テンダーボート利用の寄港地では、車椅子での上陸が出来ない場合があります。

■パスポート・査証（ビザ）・必要書類
①パスポートや訪問国の査証（ビザ）その他必要書類についてはお客様の責任で取得していただくことに
なります。
②パスポートの有効期限、予約の名前とパスポートの名前の一致をご確認ください。書類不備によりご乗
船できない場合は当社の責にはなく払戻しできませんのでご了承ください。

③ご乗船の際にパスポートはお預かりいたします。航海中はお渡しする「クルーズカード」が身分証になりま
す。船内でのお買い物、支払いもすべてこのカードでしていただけます。

■医療サービス
プルマントゥール社の全船には、資格を有した専属医師や、看護師が乗船いたします。薬の処方などの医
療サービスには別途料金が発生します。

■旅行傷害保険
プルマントゥール社には、船上で起こり得る主な事故を補償する保険が含まれていますが、免責事項等の
設定がございますので、お客様ご自身で、疾病、傷害、携行品等の保険にご加入されることをお勧めいたし
ます。

■寄港地での訪問客
乗客および本船の安全の為、寄港地における船内への訪問客は原則としてお受けいたしかねますので、ご
了承ください。

■貴重品
プルマントゥール社では個人的な所持品や客室に置いてあるものの紛失に関しましては一切責任を負いか
ねます。貴重品の保管は客室内のセーフティボックスをご利用ください。

■乗船
お申込みのお客様以外のご乗船は一切できませんのでご了承ください。
出航日および寄港地において船に乗り遅れた場合は、いかなる場合もプルマントゥール社は責任を負いま
せん。乗り遅れた為の交通機関・ホテル等の費用はお客様のご負担となります。ご利用いただけなかった区
間のクルーズ料金の払戻しもございません。

■下船
下船港では通常入国手続きが必要となり、下船開始は入港時刻より2時間後となります。船会社は安全
運航が最優先されますので入港時刻が遅れる場合もございます。同日の航空機での移動の場合は充分な
時間をお取りくださいますようお願い申し上げます。

■責任事項
プルマントゥール社の責任はクルーズ運航および同社のスタッフによるサービスのみであり、乗船までの交
通機関、寄港地での観光、観光業者、レストラン、医療機関等で生じた損害、事故については責任を負い
かねますのでご了承ください。

■ご注意
すべての条件はプルマントゥール社のクルーズ約款によります。

Pullmantur Cruises
ご予約条件

予約日より出航32日以上前  50ユーロ
出航31日前より16日前まで クルーズ料金の33％
出航15日前より8日前まで クルーズ料金の67％
出航7日前より出航日まで クルーズ料金の100％

お 取 消 し 料

※取消し日が土・日・祝日の場合はその前営業日までとします。

プルマントゥールクルーズ 2018

Sovereign
Horizon
Zenith

CRUCEROS 2018
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太陽の国スペインを本拠地とした、初めてのクルーズラインです。

スペインの情熱的でにぎやかな雰囲気をそのままに、地中海やエーゲ海、カナリア諸島、北欧、アフリカ、カリブ海など

世界各地の美しい港町や、開放感溢れるリゾートを巡ります。

ラテンの明るくフレンドリーな雰囲気に包まれて、いつのまにか誰とでも友達になっているような・・・

プルマントゥールクルーズで忘れられないひとときをお過ごしください。

プルマントゥールクルーズへようこそ

特別なお客様だけに
THE WAVES YACHT CLUB ～ウェーブヨットクラブ～

どんなご要望にもお応えするのがこのThe Waves Yacht Clubです。

ご乗船から下船まで、お客様にとってお寛ぎのひと時となりますよう、

特別なサービスをご用意いたしました。

～くつろぎのひととき～ ～魔法の時間～ ～食の楽しみ～

パコ・ロンセロはスペイン料理界を牽引するシェフの一人です。調理法にとどまらず、料理の
提供方法や、料理を個性あふれる感覚的経験と称する彼の考え方をも含めた前衛的な姿勢
は国内外で認められています。彼のレストラン”La Terraza del Casino”は、数々の栄誉あ
る賞に輝くとともに、ミシュランでは2つ星を獲得し、スペイン版ミシュラン”レプソルガイド”
で3ソル（”太陽”…ミシュランの星に代わり、太陽の数で表します）を獲得しています。パコ・
ロンセロは、スペイン料理界のスターであるだけでなく、有名テレビ番組”マスターシェフ・
コロンビア”および”トップシェフ・イン・スペイン”で審査員も務めます。彼をプルマントゥー
ル・プロジェクトの一員として迎え、彼が生み出すメニューをお客様にお届けできることは素
晴らしい名誉です。彼の代名詞である前衛的な趣向が凝らされた、最高級の地中海料理を
どうぞご堪能ください。 

Mr. Paco Roncero（パコ・ロンセロ氏）

シェフのご紹介
□サービス内容

船　名

カテゴリー

ソブリン号

ホライズン号／ゼニス号

the Wavesラウンジ内
無料Wi-Fiインターネット接続

オールインクルーシブ・ドリンクパッケージ
（お子様はソフトドリンクパッケージ）

The Waves Host（バトラーサービス）
VIPエクスカーション説明会
the Wavesラウンジのご利用
the Wavesラウンジ・サンデッキのご利用
優先チェックイン、優先乗船、優先下船

ご夕食テーブル指定の優先

シアターへの優先入場
寄港地観光の優先予約

プレミアムコーヒーと紅茶（客室）
バスローブとスリッパ（客室）
プレミアム・アメニティ（客室）

無料スパークリングワインとミネラルウォーター（客室）

無料ラウンドリーサービス（1キャビン）

ロイヤルスイート（RS）
デラックススイート（ST）
グランドスイート（GT）

ジュニアスイート（JT）

ジュニアスイート（JT）
ジュニアスイート（JS）

ペントハウススイート（PT）
グランドスイート（GS）または
デラックススイート（LS）

メインレストランでの
テーブル番号指定のご優先

ブラック ホワイト

メインレストランでの
テーブルエリア指定のご優先



3 4「王者」という意味を
持つ地中海の星
7階まで吹き抜けの光り輝くガラスのエレベーターと、
ゆったりした大理石の階段が、ゴージャスな雰囲気と重厚な美しさを
生み出しています。
海上45メートルの高さにある、360度の眺望を誇るサロン、
屋内プロムナードなど、素晴らしい設備の数々と、
プルマントゥールの洗練された、温かなサービスがあなたをお迎えします。

■ 建造年数：1988年（改装 2008年）
■ 乗客数：2,852名
■ 総トン数：73,192トン
■ 全長：268m　全幅：32m　喫水：8m
■ 船籍：マルタ
■ スピード：21ノット

■ 設備：レストラン3ヶ所、カフェ、バー、ロッククライミングウォール、
 フィットネスセンター、スパ、プール2ヶ所、カジノ、スポーツデッキ、
 ソラリウム、ミーティングルーム、ショップ、シアター、ディスコ

ジュニアスイート（バルコニー付）　
30㎡／部屋数：50室

ロイヤルスイート（バルコニー付）
75㎡／部屋数：1室

アウトサイド／アウトサイド・スーペリア
11㎡

ソブリン
活気に満ちたスペインの大都市バルセロナ、人気の観光地フィレンツェ、
ローマに加え、コートダジュールの美しい港町ヴィルフランシュなど、地中海の
見どころをあますことなく巡ります。

地中海の光溢れる風を感じて

Sovereign

Sovereign

スケジュール 入港 出港

月 バルセロナ ｽﾍﾟｲﾝ 18:00

火 洋上 － －  －  

水 ナポリ ｲﾀﾘｱ 9:00 19:00

木 チビタベキア（ローマ） ｲﾀﾘｱ 8:00 19:00

金 リボルノ（フィレンツェ・ピサ） ｲﾀﾘｱ 8:00 20:00

土 ヴィルフランシュ（ニース） ﾌﾗﾝｽ 8:00 17:00

日 セット（カルカソンヌ･モンペリエ） ﾌﾗﾝｽ 7:30 17:30

月 バルセロナ ｽﾍﾟｲﾝ 9:00

■メディタレニアン・ブリーズ 
　西地中海クルーズ（7泊8日）
□バルセロナ乗船（月曜日） 出発日
2018年 3月26日、4月2・9・16・23日、
5月7・14・21・28日、6月4・11・18・25日、
7月2・16・23・30日、8月6・13・20・27日、
9月3・10・17・24日、10月1・8・15・22・29日、
11月5・12日

バルセロナ

ナポリ
ローマ

フィレンツェピサ

チビタベキア
リボルノ

セット

ヴィルフランシュ



5 6エレガンス、美、快適さを
兼ね備えた洋上のリゾート
素晴らしい施設、快適なキャビン、上質できめ細かいサービス、そして
めくるめくエンターテイメント。クルーズライフのすべてがここにあります。
太陽の下、プールでリラックスした時間を過ごしたり、
美しい夕焼けを眺めながらカクテルを楽しんだり。
夜にはショーやダンス、生演奏など、煌くナイトライフが待っています。
ホライズンには想像を超えた楽しさが詰まっています。

■ 建造年数：1990年（改装 2005年）
■ 乗客数：1,828名
■ 総トン数：47,427トン
■ 全長：208m　全幅：29m　喫水：7.7m
■ 船籍：マルタ
■ スピード：17ノット

■ 設備：レストラン、カフェ、バー、フィットネスセンター、スパ、プール、カジノ、
 ソラリウム、ショップ、シアター、ディスコ、インターネットルーム

ペントハウス・スイート（バルコニー付）　
61㎡／部屋数：2室

アウトサイド／スーペリア（バルコニー付）
15㎡

アウトサイド・デラックス（バルコニー付き）
16㎡

ホライズン
エーゲ海に浮かぶ白い宝石ミコノス、アトランティス伝説のサントリーニ、
アドリア海クルーズでは憧れのドブロヴニクを訪れます。
冬には個性溢れる常春のカナリア諸島を5島巡るクルーズが人気です。

きらめく宝石のような町を巡るクルーズ

Horizon

Horizon

おすすめ

■ギリシャの島々
　エーゲ海クルーズ

■ギリシャとアドリア海縦断クルーズ

■カナリア諸島クルーズ　 ■カナリア諸島クルーズ カーニバル　 ■カナリア諸島とマデイラ島年末年始クルーズ

□アテネ乗船（月曜日）
出発日 2018年 4月23・30日、5月7・14・21・28日、
6月4・25日、7月2・9・30日、8月20・27日、
9月17・24日、10月1・8日

□アテネ乗船（月曜日）
出発日 2018年 6月11日、7月16日、8月6日、
9月3日、10月15日

□グラン・カナリア島乗船（土曜日）7泊8日
出発日 2017年 11月25日、12月2・9・20※日、
2018年 1月13・20・27日、2月3・17・24日、3月
3・10・17・24・31日

□テネリフェ乗船（日曜日）7泊8日
出発日 2017年 11月26日、12月3・10・21※日、
2018年 1月14・21・28日、2月4・18・25日、3月
4・11・18・25日、4月1日

□トリエステ乗船（月曜日）
出発日 2018年 6月18日、7月23日、8月13日、
9月10日、10月22日

□グラン・カナリア島乗船（土曜日）7泊8日
出発日 2018年 2月10日

□グラン・カナリア島乗船（水曜日）7泊8日
出発日 2017年 12月27日

□テネリフェ乗船（日曜日）7泊8日
出発日 2018年 2月11日

□テネリフェ乗船（木曜日）7泊8日
出発日 2017年 12月28日

スケジュール 入港 出港

月 アテネ（ピレウス） ｷﾞﾘｼｬ 20:00

火 ミコノス島 ｷﾞﾘｼｬ 9:00 18:00

水 ヴォロス＊ ｷﾞﾘｼｬ 9:00 21:00

木 洋上 ｷﾞﾘｼｬ － －

金 ハニア（ｸﾚﾀ島） ｷﾞﾘｼｬ 9:00 19:00

土 サントリーニ島 ｷﾞﾘｼｬ 9:00 18:00

日 ナフプリオ ｷﾞﾘｼｬ 8:00 17:00

月 アテネ（ピレウス） ｷﾞﾘｼｬ 8:00

スケジュール 入港 出港

月 アテネ（ピレウス） ｷﾞﾘｼｬ 20:00

火 洋上 － － －

水 コルフ ｷﾞﾘｼｬ 9:00 17:00

木 バール ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ 8:00 17:00

金 ドブロヴニク ｸﾛｱﾁｱ 7:00 16:00

土 ザダル ｸﾛｱﾁｱ 10:00 18:00

日 ベニス ｲﾀﾘｱ 8:00 20:00

月 トリエステ ｲﾀﾘｱ 8:00

スケジュール 入港 出港

土 グラン・カナリア島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 21:00

日 テネリフェ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 8:00 20:00

月 ラ・パルマ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 9:00 17:00

火 洋上 － － －

水 アガディール（マラケシュ） ﾓﾛｯｺ 7:00 19:00

木 ランサローテ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 13:00 20:00

金 フエルテベントゥラ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 9:00 18:00

土 グラン・カナリア（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 8:00

スケジュール 入港 出港

日 テネリフェ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 20:00

月 ラ・パルマ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 9:00 17:00

火 洋上 － － －

水 アガディール（マラケシュ） ﾓﾛｯｺ 7:00 19:00

木 ランサローテ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 13:00 20:00

金 フエルテベントゥラ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 9:00 18:00

土 グラン・カナリア（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 8:00 21：00

日 テネリフェ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 8:00

スケジュール 入港 出港

月 トリエステ ｷﾞﾘｼｬ 8:00

火 ベニス ｷﾞﾘｼｬ 7:30 19:00

水 ザダル ｷﾞﾘｼｬ 9:00 17:00

木 ドブロヴニク ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ 11:30 19:00

金 バール ｸﾛｱﾁｱ 8:00 17:00

土 コルフ ｸﾛｱﾁｱ 10:00 18:00

日 洋上 － － －

月 アテネ ｲﾀﾘｱ 8:00

スケジュール 入港 出港

土 グラン・カナリア島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 21:00

日 テネリフェ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 8:00 20:00

月 ラ・パルマ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 9:00 －

火 ラ・パルマ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ － 18:00

水 洋上 － － －

木 アガディール（マラケシュ） ﾓﾛｯｺ 7:00 19:00

金 ランサローテ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 11:00 19:00

土 グラン・カナリア（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 8:00

スケジュール 入港 出港

水 グラン・カナリア島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 21:00

木 テネリフェ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 8:00 20:00

金 フエルテベントゥラ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 10:30 19:30

土 ランサローテ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 8:00 19:00

日 フンシャル＊（マデイラ島）ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 22:00 －

月フンシャル（マデイラ島） ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ － 19:00

火 洋上 － － －

水 グラン・カナリア島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 8:00

スケジュール 入港 出港

日 テネリフェ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 20:00

月 ラ・パルマ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 9:00 －

火 ラ・パルマ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ － 18:00

水 洋上 － － －

木 アガディール（マラケシュ） ﾓﾛｯｺ 7:00 19:00

金 ランサローテ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 11:00 19:00

土 グラン・カナリア（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 8:00 21:00

日 テネリフェ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 8:00

スケジュール 入港 出港

木 テネリフェ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 20:00

金 フエルテベントゥラ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 10:30 19:30

土 ランサローテ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 8:00 19:00

日 フンシャル＊（マデイラ島） ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 22:00 －

月 フンシャル（マデイラ島） ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ － 19:00

火 洋上 － － －

水 グラン・カナリア島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 8:00 21:00

木 テネリフェ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 8:00

アテネ

ナフピリオ

ハニア（クレタ島）

ミコノス島

ヴォロス

サントリーニ島

コルフ

アテネ

バール

ザダルベニス
トリエステ

ドブロヴニク

ローマ

■カナリア諸島ショートクルーズ
□グラン・カナリア島乗船（日曜日） 6泊7日
出発日 2018年 1月7日

□グラン・カナリア島乗船 4泊5日
出発日 2017年 12月16日、2018年 1月3日
□テネリフェ島乗船 4泊5日
出発日 2017年 12月17日、2018年 1月4日

□テネリフェ島乗船（月曜日） 4泊5日
出発日 2018年 1月8日

スケジュール 入港 出港

1 グラン・カナリア島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 8:00 21:00

2 テネリフェ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 8:00 20:00
3 ランサローテ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 13:00 20:00
4 フエルテベントゥラ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 8:00 18:00
5 グラン・カナリア島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 8:00 21:00

スケジュール 入港 出港

日 グラン・カナリア島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 8:00 21:00

月 テネリフェ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 8:00 20:00
火 洋上 ｽﾍﾟｲﾝ － －
水 アガディール ﾓﾛｯｺ 7:00 19:00
木 ランサローテ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 13:00 20:00
金 フエルテベントゥラ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 9:00 18:00
土 グラン・カナリア島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 8:00 21:00

グラン・カナリア島

フンシャル（マデイラ諸島）

テネリフェ島

フエルテベントゥラ島

ランサローテ島

マラケシュ

グラン・カナリア島

テネリフェ島

フエルテベントゥラ島

アガディールランサローテ島

マラケシュ

＊花火鑑賞のため停泊します。下船は翌日です。※2017年12月20日は、水曜日乗船となります。 ※2017年12月21日は、木曜日乗船となります。

＊主な観光スポット：メテオラ修道院群等

人気
コース



7 8優美さ、快適さと温かい
サービスの融合
ゼニスであなたを待っているものは優美さと快適さ、
そしてパーソナル･タッチのサービスです。
アール・デコの香りと現代的なデザインが融合した船内には、
最新の設備を揃えたフィットネスセンター、
くつろいだ雰囲気のジャクジーやサウナ、きらびやかなカジノなど、
訪れる人を楽しませるすべてがあります。
夜には素晴らしいショーや熱気溢れるナイトクラブで楽しんだり、
落ち着いたバーでカクテルを試したり。楽しみは尽きません。

初夏に北極圏クルーズから始まり、夏本番にはフィヨルド、バルト海の歴史を
堪能できる爽やかなクルーズを、秋には憧れのメノルカ島、自然豊かなコルシカ
島からイタリアン・リビエラを巡る旅情満喫のクルーズをご用意しております。

季節にあわせた彩り豊かなクルーズ

ペントハウス・スイート（バルコニー付）
51㎡／部屋数：2室

アウトサイド・スーペリア
16㎡

インサイド／インサイド・スーペリア
15㎡

ゼニス

Zenith

■ 建造年数：1992年 （2006年改装）
■ 乗客数：1,440名
■ 総トン数：47,255トン
■ 全長：207m　全幅：29m
■ 船籍：マルタ
■ スピード：21.4ノット

■ 設備：レストラン、カフェ、バー、フィットネスセンター、スパ、プール、カジノ、
 ショップ、シアター、ディスコ

Zenith

■フィヨルドクルーズ（7泊8日）

■バルチック・キャピタルズ（7泊8日） ■地中海2島とイタリアン・
　リヴィエラ巡りクルーズ（7泊8日）

■北極圏クルーズ（14泊15日）
□ロストック乗船（土曜日） 
出発日 2018年 5月19日、6月2日、7月28日、
8月25日

□ロストック乗船（土曜日）
出発日 2018年 5月5日、8月11日 □バルセロナ乗船（土曜日）

出発日 2018年 9月22・29日、
10月6・13・20・27日

□ヘルシンキ乗船（土曜日）
出発日 2018年 5月12日、8月18日

□ロストック乗船（土曜日）
出発日 2018年 6月30日

□トロンハイム乗船（土曜日）
出発日 2018年 6月23日、8月4日

□トロンハイム乗船（土曜日）
出発日 2018年 5月26日、6月9日、9月1日

□トロンハイム乗船（土曜日）
出発日 2018年 7月21日

□トロンハイム乗船（土曜日）
出発日 2018年 7月7日

□ロストック乗船（土曜日） 
出発日 2018年 6月16日

※出発日により日程が変更になる場合があります。　＊ロストックの最寄の国際空港はベルリンとハンブルグです。

スケジュール 入港 出港

土 ロストック＊ ﾄﾞｲﾂ 20:00

日 洋上 － － －

月 スタヴァンゲル ﾉﾙｳｪｰ 8:00 19:00

火 ベルゲン ﾉﾙｳｪｰ 10:00 18:00

水 フロム ﾉﾙｳｪｰ 7:30 17:30

木
ガイランゲル ﾉﾙｳｪｰ 11:00 18:00

ヘルシルト ﾉﾙｳｪｰ 20:00 21:30

金 オーレスン ﾉﾙｳｪｰ 8:00 17:00

土 トロンハイム ﾉﾙｳｪｰ 8:00

スケジュール 入港 出港

土 ロストック＊1 ﾄﾞｲﾂ 20:00

日 マルメ（コペンハーゲン）ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 8:00 18:00
月 洋上 － － －
火 ニーネスハムン（ストックホルム）ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 7:00 18:00
水 タリン ｴｽﾄﾆｱ 12:00 18:00
木 サンクトペテルブルク＊2 ﾛｼｱ 9:00 －
金 サンクトペテルブルク＊2 ﾛｼｱ － 18:00
土 ヘルシンキ ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 9:00

スケジュール 入港 出港

土 バルセロナ ｽﾍﾟｲﾝ 18:00

日 マオン（メノルカ島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 8:00 16:00
月 アジャクシオ（コルシカ島） ﾌﾗﾝｽ 10:00 18:00
火 ポルトヴェーネレ ｲﾀﾘｱ 9:00 19:00
水 ピオンビーノ（エルバ、シエナ） ｲﾀﾘｱ 8:00 20:00
木 ポルトフィーノ ｲﾀﾘｱ 9:00 19:00
金 洋上 － － －
土 バルセロナ ｽﾍﾟｲﾝ 9:00

スケジュール 入港 出港

土 ヘルシンキ ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 20:00

日 サンクトペテルブルク＊2 ﾛｼｱ 10:00 －
月 サンクトペテルブルク＊2 ﾛｼｱ － 18:00
火 タリン ｴｽﾄﾆｱ 9:00 16:00
水 ニーネスハムン（ストックホルム）ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 9:00 20:00
木 洋上 － － －
金 マルメ（コペンハーゲン）ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 8:00 18:00
土 ロストック＊1 ﾄﾞｲﾂ 8:00

スケジュール 入港 出港

土 ロストック＊ ﾄﾞｲﾂ 20:00

日 洋上 － － －

月 スタヴァンゲル ﾉﾙｳｪｰ 8:00 19:00

火 ベルゲン ﾉﾙｳｪｰ 10:00 18:00

水 フロム ﾉﾙｳｪｰ 7:30 17:30

木 ヘルシルト ﾉﾙｳｪｰ 11:00 21:30

金 オーレスン ﾉﾙｳｪｰ 8:00 17:00

土 トロンハイム ﾉﾙｳｪｰ 8:00

スケジュール 入港 出港

土 トロンハイム ﾉﾙｳｪｰ 20:00

日 オーレスン ﾉﾙｳｪｰ 10:00 19:00

月
ガイランゲル ﾉﾙｳｪｰ 7:30 14:30

ヘルシルト ﾉﾙｳｪｰ 16:30 18:00

火 フロム ﾉﾙｳｪｰ 11:30 21:30

水 ベルゲン ﾉﾙｳｪｰ 10:00 18:00

木 スタヴァンゲル ﾉﾙｳｪｰ 8:00 19:00

金 洋上 － － －

土 ロストック＊ ﾄﾞｲﾂ 8:00

スケジュール 入港 出港

土 トロンハイム ﾉﾙｳｪｰ 20:00

日 オーレスン ﾉﾙｳｪｰ 10:00 19:00

月 オルデン ﾉﾙｳｪｰ 8:00 17:00

火 フロム ﾉﾙｳｪｰ 10:00 20:00

水 ベルゲン ﾉﾙｳｪｰ 10:00 18:00

木 スタヴァンゲル ﾉﾙｳｪｰ 8:00 19:00

金 洋上 － － －

土 ロストック＊ ﾄﾞｲﾂ 8:00

スケジュール 入港 出港

土 トロンハイム ﾉﾙｳｪｰ 20:00

日 オーレスン ﾉﾙｳｪｰ 10:00 19:00

月
ガイランゲル ﾉﾙｳｪｰ 7:30 14:30

ヘルシルト ﾉﾙｳｪｰ 16:30 18:00

火 フロム ﾉﾙｳｪｰ 11:30 21:30

水 ベルゲン ﾉﾙｳｪｰ 10:00 18:00

木 ハウゲスン ﾉﾙｳｪｰ 8:00 18:00

金 洋上 － － －

土 ロストック＊ ﾄﾞｲﾂ 8:00

スケジュール 入港 出港

土 トロンハイム ﾉﾙｳｪｰ 20:00

日 洋上 － － －

月 レクネス（ロフォーテン諸島）ﾉﾙｳｪｰ 7:00 16:00

火 洋上 － － －

水 ムルマンスク＊ ﾛｼｱ 9:00 18:00

木 ホニングスヴォーグ（ノールカップ） ﾉﾙｳｪｰ 11:00 23:59

金 ラクスエルブ ﾉﾙｳｪｰ 8:00 18:00

土 洋上 － － －

日 ロングイェールビーン ﾉﾙｳｪｰ 11:00 21:00

月 洋上 － － －

火 アルタ ﾉﾙｳｪｰ 9:00 18:00

水 トロムソ ﾉﾙｳｪｰ 7:30 16:00

木 ナルビク ﾉﾙｳｪｰ 11:30 20:30

金 洋上 － － －

土 トロンハイム ﾉﾙｳｪｰ 8:00

スケジュール 入港 出港

土 ロストック＊ ﾄﾞｲﾂ 20:00

日 洋上 － － －

月 スタヴァンゲル ﾉﾙｳｪｰ 8:00 19:00

火 ベルゲン ﾉﾙｳｪｰ 10:00 18:00

水 フロム ﾉﾙｳｪｰ 7:30 17:30

木 オルデン ﾉﾙｳｪｰ 11:00 20:00

金 オーレスン ﾉﾙｳｪｰ 8:00 17:00

土 トロンハイム ﾉﾙｳｪｰ 8:00

ストックホルム

コペンハーゲン

ロストック

スタヴァンゲル

ヨーテボリ

ベルゲン
フロム
ヘルシルト
ガイランゲル

オーレスン トロンハイム

ストックホルム

コペンハーゲン

ロストック

スタヴァンゲル

ヨーテボリ

ベルゲン
フロム
ヘルシルト
ガイランゲル

オーレスン トロンハイム

ストックホルム

コペンハーゲン

ロストック

スタヴァンゲル

ヨーテボリ

ベルゲン
フロム
ヘルシルト

オーレスン トロンハイム

ストックホルム

コペンハーゲン

ロストック

ハウゲスン

ヨーテボリ

ベルゲン
フロム
ヘルシルト
ガイランゲル

オーレスン トロンハイム

北極圏

トロンハイム

レクネス

ムルマンクス

ラクスエルブ

アルタ

トロムソ

ナルビク

ホニングスヴォーグ

ロングイェールビーン

ストックホルム

コペンハーゲン

ロストック

スタヴァンゲル

ヨーテボリ

ベルゲン
フロム
オルデン

オーレスン トロンハイム

ストックホルム

コペンハーゲン

ロストック

スタヴァンゲル

ヨーテボリ

ベルゲン
フロム
オルデン

オーレスン トロンハイム

コペンハーゲン

ストックホルム

ベルリン

ヘルシンキ

タリンニーネスハムン

サンクト
ペテルブルク

ロストック

マルメ

バルセロナ
ローマ

フィレンツェ
ピサ

ピオンビーノ

ポルトヴェーネ

ポルトフィーノ

マオン
アジャクシオ

おすすめ

＊1 ロストックの最寄の国際空港はベルリンとハンブルグです。
＊2 船会社主催の寄港地観光にご参加のお客様はロシアのビザは必要ありません。

＊船会社主催の寄港地観光にご参加のお客様は
　ロシアのビザは必要ありません。



Pullmantur Cruises
ポジショニングコース

ポジショニングコースでは、
定期コースでは訪れない魅力溢れる
ヨーロッパの港を巡ります。
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ゼニス

■地中海とモロッコ、そしてカナリア諸島クルーズ(7泊8日)

■カナリア諸島とマデイラ島クルーズ(7泊8日)

■ドバイ・アラビアンレジェンドクルーズ(7泊8日)

■カナリア諸島とモロッコ、地中海クルーズ（7泊8日）

■地中海とエーゲ海クルーズ（9泊10日）

□アリカンテ乗船（土曜日）7泊8日
出発日 2017年 11月18日

□グラン・カナリア乗船（土曜日）7泊8日
出発日 2018年 11月17・24日、12月1・8・15・22日
 2019年 1月5・12・19・26日、2月5・12・19・
 26日、3月9・16・23・30日

□ドバイ乗船（土曜日）7泊8日
出発日 2018年 12月8・15・22・29日
 2019年 1月5・12・19・26日、2月2・9・16・
 23日、3月2日 

□テネリフェ乗船（日曜日）7泊8日
出発日 2018年 11月18・25、12月2・9・16・23日
 2019年 1月6・13・20・27日、2月6・13・20・
 27日、3月10・17・24・31日

□グラン・カナリア乗船（土曜日）7泊8日
出発日 2018年 4月7日

□マラガ乗船（土曜日）9泊10日
出発日 2018年 4月14日

スケジュール 入港 出港

土 アリカンテ ｽﾍﾟｲﾝ 14:00

日 マラガ ｽﾍ ｲ゚ﾝ 10:00 16:30

月 カサブランカ ﾓﾛｯｺ 10:00 20:00

火 洋上 － － －

水 アガディール ﾓﾛｯｺ 7:00 19:00

木 ランサローテ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 13:00 20:00

金 フエルテベントゥラ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 9:00 18:00

土 グラン・カナリア島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 8:00

スケジュール 入港 出港

土 グラン・カナリア島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 19:00

日 テネリフェ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 8:00 19:00

月 ラ・パルマ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 9:00 17:00

火 フンシャル（ﾏﾃﾞｲﾗ島） ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 13:00 22:00

水 洋上 － － －

木 アガディール ﾓﾛｯｺ 7:00 19:00

金 ランサローテ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 13:00 20:00

土 グラン・カナリア島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 8:00

スケジュール 入港 出港

土 ドバイ アラブ首長国連邦 停泊

日 ドバイ アラブ首長国連邦 － 23:00

月 ハサブ オマーン 7:00 15:00

火 マスカット オマーン 9:00 20:00

水 フジャイラ アラブ首長国連邦 9:00 19:00

木 洋上 － － －

金 アブダビ アラブ首長国連邦 7:30 22:00

土 ドバイ アラブ首長国連邦 9:00

スケジュール 入港 出港

日 テネリフェ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 19:00

月 ラ・パルマ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 9:00 17:00

火 フンシャル（マデイラ島） ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 13:00 22:00

水 洋上 － － －

木 アガディール ﾓﾛｯｺ 7:00 19:00

金 ランサローテ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 13:00 20:00

土 グラン・カナリア島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 8:00 19:00

日 テネリフェ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 8:00

スケジュール 入港 出港

土 グラン・カナリア島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍﾟｲﾝ 21:00＊

日 テネリフェ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 8:00 20:00＊

月 ラ・パルマ島（ｶﾅﾘｱ諸島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 8:00 15:00

火 フンシャル（マデイラ島）ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 9:00 18:00

水 洋上 － － －

木 タンジェ ﾓﾛｯｺ 10:00 18:00

金 カディス ｽﾍ ｲ゚ﾝ 8:00 19:00

土 マラガ ｽﾍﾟｲﾝ 8:00

スケジュール 入港 出港

土 マラガ ｽﾍﾟｲﾝ 17:00

日 洋上 － － －

月 マオン（メノルカ島） ｽﾍ ｲ゚ﾝ 8:00 17:00

火 洋上 － － －

水 バレッタ ﾏﾙﾀ 8:00 16:00

木 洋上 － － －

金 カタコロン ｷﾞﾘｼｬ 8:00 16:00

土 ハニア（クレタ島） ｷﾞﾘｼｬ 9:00 19:00

日 ナフプリオ ｷﾞﾘｼｬ 8:00 17:00

月 アテネ（ピレウス） ｷﾞﾘｼｬ 8:00

■イベリア半島満喫クルーズ
　(7泊8日)

■大西洋岸 縦断クルーズ
　≪魅惑のヨーロッパ≫(8泊9日/7泊8日)

■大西洋岸 縦断クルーズ
　≪クラシック・トレジャーズ≫(7泊8日)

□ビルバオ乗船（土曜日）7泊8日
出発日 2018年 9月15日

□リスボン乗船（金曜日）8泊9日 出発日 2018年4月27日
□ビーゴ乗船（土曜日）7泊8日 出発日 2018年4月28日

□ロストック乗船（土曜日）
出発日 2018年 9月8日

スケジュール 入港 出港

土 ビルバオ ｽﾍﾟｲﾝ 18:00

日 洋上 － － －

月 ポルト（レイショエス） ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 8:00 17:00

火 リスボン ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 8:00 17:00

水 カディス ｽﾍﾟｲﾝ 14:00 21:00

木 セウタ ｽﾍﾟｲﾝ 9:00 19:00

金 洋上 － － －

土 バルセロナ ｽﾍ ｲ゚ﾝ 9:00 －

スケジュール 入港 出港

金 リスボン ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 14:00

土 ビーゴ ｽﾍ ｲ゚ﾝ 9:00 15:00

日 洋上 － － －

月 シェルブール ﾌﾗﾝｽ 9:30 21:00

火 ドーバー（ロンドン） ｲｷﾞﾘｽ 8:30 20:00

水 アイマウデン（アムステルダム） ｵﾗﾝﾀﾞ 9:30 17:00

木 洋上 － － －

金 キール＊1 ﾄﾞｲﾂ 12:30 20:30

土 ロストック＊2 ﾄﾞｲﾂ 8:00

スケジュール 入港 出港

土 ロストック＊2 ﾄﾞｲﾂ 20:00

日 マルメ（コペンハーゲン） ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 8:00 18:00

月 洋上 － － －

火 アイマウデン（アムステルダム）ｵﾗﾝﾀﾞ 9:00 19:00

水 ドーバー（ロンドン） ｲｷﾞﾘｽ 8:00 20:00

木 シェルブール ﾌﾗﾝｽ 9:00 21:00

金 洋上 － － －

土 ビルバオ ｽﾍﾟｲﾝ 7:30

カディス

セウタ

ポルト

リスボン
バルセロナ

ビルバオ

リスボン

ビーゴ

シェルブール
キール
ロストック

アイマウデン

ドーバー

パリ

ロンドン

ビルバオ

シェルブール

マルメ

ロストック

アイマウデン

ドーバー

パリ

ロンドン

グラン・カナリア島

フェルテベントゥラ島

ランサローテ島

アガディール

マラガ
アリカンテ

カサブランカ

マラケシュ

グラン・カナリア島

ラ・パルマ島

フンシャル

テネリフェ島

マラガカディス

タンジェ

マラケシュ

マラガ

マオン

バレッタ

アテネカタコロン

ナフプリオ

ハニア

＊出港時刻が変更となる場合があります。ご予約時お問い合わせください。

人気
コース

＊1 キール運河は通過しません。　＊2 ロストックの最寄の国際空港はベルリンとハンブルグです。

ホライズン

ホライズン

2019 年 スケジュール　ピックアップ
Next coming year...

※2017年8月現在の情報です。最新情報はご予約時ご確認ください。

グラン・カナリア島

フンシャル（マデイラ諸島）

テネリフェ島

ラ・パルマ島

ランサローテ島

アガディール

マラケシュ

ドバイ

アブダビ

フジャイラ

ハサブ

マスカット

写真提供：ドバイ政府観光・商務局


