
到着・出発空港のバリエーションがあります。下記の要領で無料送迎手配が可能です。

ニュルンベルク～ブダペスト EWNB.1

ブダペスト～ニュルンベルク EWNB.2

ミュンヘン～ブダペスト EWMB.1

ブダペスト～ミュンヘン EWMB.2

ニュルンベルク

ブダペスト

ミュンヘン

◆クルーズ料金表（２名１室利用時ひとりあたり） 航空券代は含まれておりません。

ニュルンベルク～ブダペスト TAX込料金です $300

EWNB/EWMB

0 200 0 700 1100 1250 1750 2500

出港日 E D ES C B A S SA

2021/5/9 $3,395 $3,595 $3,395 $4,095 $4,495 $4,645 $5,145 $5,895

2020/5/22 $3,395 $3,595 $3,395 $4,095 $4,495 $4,645 $5,145 $5,895

2021/5/29 $3,495 $3,695 $3,495 $4,195 $4,595 $4,745 $5,245 $5,995

2021/6/5 $3,495 $3,695 $3,495 $4,195 $4,595 $4,745 $5,245 $5,995

2021/6/16 $3,495 $3,695 $3,495 $4,195 $4,595 $4,745 $5,245 $5,995

2021/6/24 $3,495 $3,695 $3,495 $4,195 $4,595 $4,745 $5,245 $5,995

2021/7/4 $2,995 $3,195 $2,995 $3,695 $4,095 $4,245 $4,745 $5,495

2021/8/7 $3,195 $3,395 $3,195 $3,895 $4,295 $4,445 $4,945 $5,695

2021/8/30 $3,395 $3,595 $3,395 $4,095 $4,495 $4,645 $5,145 $5,895

2021/9/13 $3,695 $3,895 $3,695 $4,395 $4,795 $4,945 $5,445 $6,195

2021/10/2 $3,195 $3,395 $3,195 $3,895 $4,295 $4,445 $4,945 $5,695

2021/10/25 $2,995 $3,195 $2,995 $3,695 $4,095 $4,245 $4,745 $5,495

ブダペスト～ニュルンベルク TAX込料金です $300

EWNB/EWMB

0 200 0 700 1100 1250 1750 2500

出港日 E D ES C B A S SA

2021/5/15 $3,395 $3,595 $3,395 $4,095 $4,495 $4,645 $5,145 $5,895

2021/5/22 $3,395 $3,595 $3,395 $4,095 $4,495 $4,645 $5,145 $5,895

2021/5/29 $3,495 $3,695 $3,495 $4,195 $4,595 $4,745 $5,245 $5,995

2021/6/9 $3,195 $3,395 $3,195 $3,895 $4,295 $4,445 $4,945 $5,695

2021/6/17 $3,495 $3,695 $3,495 $4,195 $4,595 $4,745 $5,245 $5,995

2021/6/27 $3,495 $3,695 $3,495 $4,195 $4,595 $4,745 $5,245 $5,995

2021/7/11 $2,995 $3,195 $2,995 $3,695 $4,095 $4,245 $4,745 $5,495

2021/7/31 $3,195 $3,395 $3,195 $3,895 $4,295 $4,445 $4,945 $5,695

2021/9/6 $3,695 $3,895 $3,695 $4,395 $4,795 $4,945 $5,445 $6,195

2021/9/25 $3,295 $3,495 $3,295 $3,995 $4,395 $4,545 $5,045 $5,795

2021/10/18 $3,195 $3,395 $3,195 $3,895 $4,295 $4,445 $4,945 $5,695

※シーズンや空室状況により、上記価格にキャンペーン割引などが適応できます。
詳しくはwww.emerald-ww.jpのSpecialのページでオファーをご確認ください。

Barceló Budapest - Superior Room (incl breakfast)  $185（2名1室利用一人当たり）

◆前後泊追加プラン（空港～ホテル～桟橋の送迎が含まれます）料金はお問合せください

Le Méridien Nuremberg - Standard Room (incl breakfast)   $195（2名1室利用一人当たり）

ミュンヘンでのホテルプログラムの設定はございません。

船名：スターシップ・クラスのいずれか

船名：スターシップ・クラスのいずれか

ブダペスト空港着は17:00までに到着する便を手配いただくとブダペストの桟橋まで送

迎が可能です。下船後ミュンヘン空港まで送迎を希望の場合はミュンヘン空港14:00以

降発の便を手配ください。

ドナウの贈り物　７泊

Danube Delights

ニュルンベルク空港着は15:00までに到着する便を手配いただくとニュルンベルクの桟

橋まで送迎が可能です。下船後ブダペスト空港発は、おおむね何時発でも送迎可能で

すが、正午以降の便であれば朝食後の送迎となります。

おおむね何時でも送迎が可能ですが、夕食に間に合うためには16:00頃までにブダペス

ト空港に到着する便を手配ください。下船後ニュルンベルク空港まで送迎を希望の場

合はニュルンベルク空港12:00以降発の便を手配ください。

ミュンヘン空港着は14:00までに到着する便を手配いただくとニュルンベルの桟橋まで

送迎が可能です。下船後ブダペスト空港発は、おおむね何時発でも送迎可能ですが、

正午以降の便であれば朝食後の送迎となります。

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

Seven Seas Relations, Inc
 1-7-18 Motoakasaka, Minato-ku Tokyo



◆予約の流れ

（１）　空き状況、料金をお問合せください。　TEL:03-6869-7117　Eメール: emerald＠sevenseas-relations.com

（２）　クルーズ予約の際には、乗船者の①住所、②参加者名（日本語・アルファベット）、③生年月日、④パスポートデータが必要です。

　　　　クルーズ前後のホテルプログラムをご利用のお客様は仮予約の際にプログラム追加の旨をお知らせください。

　　　　仮予約回答書および日本円建てのデポジット請求書をお送りしますので仮予約期間中にデポジットのお振込を完了してください。

　　　　仮予約は５日間となります。デポジットのご入金をもってクルーズの予約が確定されます。航空券は別途購入ください。

　　　　デポジットのご入金が確認できない場合、プロモーション適用価格での仮予約は取消となりますのでご注意ください。

　　　　食べ物のアレルギーや健康不安について特記事項がある場合には予約確定の前にお知らせください。

（３）　仮予約後、航空券を別途手配購入いただき、出港日の９１日前までに便名詳細（日本からの往復すべての便名と時間）、

　　　　および緊急時の連絡先（お名前、関係、電話番号）を弊社までお知らせください。

　　　　無料の空港送迎をご利用の場合は、出港日・下船日の指定の時間までに到着もしくは指定の時間以降に出発する航空便を手配ください。

（４）　出港日の１００日前までに残金の請求書を発行し送信します。出港日の９5日前までに、残金のお支払いを完了ください。

（５）　出港日の９１日前までにパスポートのコピーをお送りください。

（６）　乗船用書類は出発の３週間前を目途にお送りいたします。桟橋の場所は前日まで確定しないため前泊プログラムをご利用でない方は前日に

　　　　直接船への連絡が必要となります。ご不安な方は空港からの送迎を利用できる便で到着されるか、ホテルプログラムを事前に購入ください。

◆ご予約条件（抜粋）

シングル予約:

シングルでご利用される場合のご予約は、ツインユースの場合のクルーズお一人料金の200％増しとなります。

デポジット及び残額のお支払いについて:

予約時に1人当たり500ドルのデポジットが必要です。仮予約から5日間以内にデポジットをお支払いいただきます。デポジットのお支払いをもって仮

予約から本予約へ移行します。請求のレートは、請求書発行日のCash Selling Rateを適応します。デポジットは一旦受領後は払戻が出来かねますこと

をご了承ください。出航日の95日前までに残額をお支払いいただきます。一旦予約を確定してからのキャンセルは、既定のキャンセル料がかかりま

す。（キャンセル額は、下記キャンセルについてをご参照ください。）全額をお支払いいただいた後の出航の約3週間前に、クルーズ契約を含むド

キュメントをお送りします。

出港日の迫るご予約について:

出航日まで90日を切る予約は、ご予約時に全額のお支払いが必要となります。出航日から15日を切る予約では、ホテルなどの追加アメニティ予約はで

きません。

キャンセルについて:

ご予約キャンセルは、規定日までにキャンセルのご連絡があった場合、下記のキャンセル料金を差し引いた金額を返還します。返金額は返金時のTTB

レートで換算します。レートの変動によりご返金時に為替差損益が生じる場合があります。

取消日　　　　　　　　　　　　　キャンセル料（一人当たり）

予約確定後、91日前まで　　　　　デポジット額

出航日の90～61日前まで　　　　　クルーズ料金の35％

出航日の60～31日前まで　　　　　クルーズ料金の半額

出航日の30日前以降　　　　　　　クルーズ料金全額

ご予約の変更について:

現在のクルーズ料金で予約した後、他のプロモーションを適応したクルーズ料金に変更する場合、プレビュー料金適応や各種割引などのメリットは、

放棄となり、且つ規定のキャンセル料が発生します。(上記キャンセルについてを参照してください。)サービスの追加には変更料はかかりません。

パスポート及びVISA:

ご予約は、有効なパスポートをお持ちの方に限ります。お持ちのパスポートにより、入国ビザが必要となる国があります。パスポート及びビザは少な

くとも6か月の有効残存期間が必要です。クルーズで訪ねる国々への入国に際し必要になるビザは、お客様ご自身で各国大使館などへご確認願いま

す。

適切なビザ、パスポートをお持ちでないお客様の乗船は拒否される可能性があります。また、罰金が徴収される場合があります。罰金の支払いはお客

様ご自身の責任でお支払いください。予防接種が必要な場合には、任意の機関でご確認後、お受けください。

リバークルーズのスケジュール変更について:

リバークルーズは、大雨による増水、少雨による水位の低下、霧や強風などの自然･天候事象などの不可抗力によりやむを得ず、旅程の変更や運航の

キャンセルを行う場合があります。

オーシャンクルーズのスケジュール変更について:

オーシャンクルーズは、自然･天候事象、寄港先のやむを得ない事情などの不可抗力により、旅程の変更や運航のキャンセルを行う場合があります。

ご注意:

規定の運送約款に基づき運行されます。セブンシーズリレーションズ株式会社は、エメラルドクルーズの日本代理店として情報の提供、予約販売代理

業務を行いますが、サービスの直接の提供者ではありません。エメラルドクルーズはお客様の安全を最優先し、コースを変更することがあります。本

クルーズのご旅行契約は、クルーズを運航しているエメラルドクルーズが規定する運送約款に従うため日本の旅行業法に基づく約款の適用はありませ

ん。

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

Seven Seas Relations, Inc
 1-7-18 Motoakasaka, Minato-ku Tokyo



◆その他のご案内

●ヨーロッパリバー クルーズ料金に含まれるも

の

●前泊・後泊 ホテルプログラムのご案内

●ドリンクパッケージのご案内

料金（おひとりあたり）

$27

$96

$112

$144

$160

$202

$207

$224

$242

$339 エメラルド・ヨーロッパ・ゴールド・ワイン・パッケージ 7本

 エメラルド・ヨーロッパ・シルバー・ワイン・パッケージ - 5本

 エメラルド・ヨーロッパ・ゴールド・ワイン・パッケージ - 3本

 エメラルド・ヨーロッパ・シルバー・ワイン・パッケージ - 7本

 エメラルド・ヨーロッパ・シャンパン・パッケージ

 エメラルド・ヨーロッパ・ プレミアム・ドリンクパッケージ

 エメラルド・ヨーロッパ・ゴールド・ワイン・パッケージ - 5本

船内WiFi、船内チップおよび観光時のチップ、昼食時およびディナー時に無料でお出ししているビール・ワイン・ソフトドリンク、ラウンジのマシン

での飲めるコーヒー＆紅茶類、ラウンジで無料で出しているお菓子類、WEBサイト上に記載のある朝食、昼食、ディナー（記載のない食事は含まれま

せん、例）ドウロ川ではサマランカのランチは含まれません。魅惑の東欧の航路では、ブカレストのディナーが含まれません）、ほぼ毎日の街歩き観

光、Emerarld Plus、Emerald Active、空港～港の無料送迎（ご利用になるには既定の航空便等をご利用いただく必要があります）、プール利用、夜間

シネマ、客室に備えられたミネラルウォーター、スリッパ。

都市により前泊・後泊に使えるホテルプログラムをリーズナブルな料金でご用意しています。設定がない都市もあります。また、ご利用の空港により

プログラムがご利用いただけないことがありますので、ご予約時にお問合せください。ホテルプログラムをお申込みの場合、空港～ホテル～港の送迎

が含まれ、特に乗船前にご利用になる場合には、港へのアクセスをお客様ご自身で確認する必要がないため大変に便利です。乗船日のホテル出発時間

の目安は11:00amとなります。

ヨーロッパリバークルーズには、昼食時・夕食時には、無料のワイン・ビール・ソフトドリンクをご用意していますが、これ以外の時間帯でもラウン

ジや屋上などでアルコールをお楽しみになられたいお客様のために、ドリンクパッケージをリーズナブルな価格でご用意しています。事前購入はドル

建てからの円換算となります。料金は予告なく変更になる場合がありますので、ご予約時にお問合せください。

 エメラルド・ヨーロッパ・ビール・パッケージ

 エメラルド・ヨーロッパ・シルバー・ワイン・パッケージ - 3本

 エメラルド・ヨーロッパ・エクステンド・ドリンク・パッケージ

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

Seven Seas Relations, Inc
 1-7-18 Motoakasaka, Minato-ku Tokyo


