世界紀行25周年特別企画

シェトランド諸島とオークニー諸島

千歳発着18日間 ㈱世界紀行

日次

2019年

ご旅行期間とご旅行代金

プルマントゥール【ゼニス Zenith】
◆乗員数：1440名／総トン数：47255トン／
全長：207m 全幅：29m ／1992年改装
◆設備：レストラン､カフェ､バー､フィットネスセ
ンター､スパ､カジノ､プール､シアター､ディ
スコ､ショップ
［スペイン船／船籍：マルタ］
◆アルコール飲料、及びソーダ類が船内無料で
す
（ミネラルウォーター及びフレッシュジュー
スは有料）。
◆アールデコの香りと現代的なデザインが融合
した、優美な造りのカジュアル船です。
◆ドレスコード：フォーマルという名のインフォー
マルが1回。あとは全てカジュアルです。

ご旅行条件
■募集定員／18名様限定
■最少催行人数／10名様
■お食事／朝食16回・昼食12回・夕食15回
■成田空港使用料／￥2,610
（別途必要）
■国際観光旅客税［出国税］／￥1,000（別途必要）
■旅券残存有効期間／入国時6ヶ月必要
■ポートチャージ［港湾税約￥30,000］は旅行

ヴォーアル島（フェロー諸島：イメージ）

日次

ツアーマップ

ノルウェー

エジンバラ

北海

ベルファスト
ダブリン
リヴァプール

■朝、千歳空港より全日空国内線にて成田へ。
■成田空港より、
スカンジナビア航空にて、
コペンハーゲンとオスロで乗継
ぎ、
ノルウェー大司教の町・
トロンハイムへ。
■着後、専用バスにてホテルへ。
［トロンハイム泊］×Ｋ×
─
■午前、
自由行動。
■昼、
ホテルをチェックアウト後、市内レストランにて昼食ののち、
ノルウェ
ー王国最初の都・
トロンハイム市内観光（ニーダロス大聖堂や古い橋な
ど）。
トロンハイム ■夕刻、
『プルマン・ゼニス号 』に乗船します。夜、
トロンハイムを出航
［20:00発］。14泊15日のクルーズの出発です。
［クルーズ船キャビン泊］ＢＬＤ
─
［終日クルーズ］ ■終日、北海をクルージングし、
イギリス領土最北端に位置するシェトラン
ド諸島へ。
［クルーズ船キャビン泊］ＢＬＤ
─
シェトランド諸島 ■朝、
シェトランド諸島の中心地ラーウィックに入港［08:00着］。
（ラーウィック） ■手付かずの自然が残る最果ての地シェトランド諸島のメインランド島の
観光へご案内いたします
［混載観光］。
■夕刻、
ラーウィックを出航します
［17:00発］。
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■ナショナル・ジオグラフィック・
トラベラー誌
が、｢世界で一番訪れたい島｣に選出したフェ
ロー諸島のヴォーアル島を訪れます。
■ガーディアン誌が「世界一のドライブ・ロー
ド」に選んだアトランティック・オーシャンロー
ドを走ります。

千歳
成田
トロンハイム
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［クルーズ船キャビン泊］Ｂ×Ｄ
─
インヴァゴードン ■朝、
スコットランド・ハイランド地方のクロマーティ湾の町・インヴァゴード
ンに入港［07:30着］。
■神秘的なネス湖の観光へご案内いたします
［混載観光］。
（ネス湖）
■夕刻、
インヴァゴードンを出航します
［17:00発］。
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［クルーズ船キャビン泊］ＢＬＤ
─
サウス・クイーンズフェリー ■朝、
スコットランドの 世界遺産 フォース橋 の町・サウス・クイーンズフェ
リーに入港［09:00着］。
ロイヤルマイルなど）。
（エジンバラ） ■エジンバラ半日市内観光（エジンバラ城、
■夕刻、
サウス・クイーンズフェリーを出航します
［18:30発］。
［クルーズ船キャビン泊］ＢＬＤ

リング・オブ・ブロッガー（オークニー諸島）

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

入れない場合でも返金はございません）。
■船内チップ：77ユーロ（別途必要／現地支払い）
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
保安税が含まれております。
■弊社では燃油サーチャージ、DSチャージを
別途徴収いたしません。
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅〜空港〜ご自宅］
※ビジネスクラス利用追加料金はお問合せください。
※大阪・中部・福岡発着：千歳発着と同一料金
※成田発着：￥15,000引き

ご利用予定ホテル
■トロンハイム／スカンディック、
コンフォート、
ラディソン・ブルー
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イギリス

スーツケース無料託送サービス ご自宅〜空港
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インヴァゴードン
グリーンノック

スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地
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オーレスン
シェトランド諸島

）

都市名

トロンハイム

フェロー諸島

オークニー諸島

代金に含まれております（悪天候などで港に
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■オーレスン／スロンディック、ファーストホ
テル、
トーンホテル、
クオリティホテル
※上記ホテル又は同等クラスとなります。

旅行キャンセル料
解除時期
（キャンセル日）
出発46日前から32日前まで

旅費の20％

出発31日前から16日前まで

旅費の50％

出発15日前以降

旅費の全額

※ここでいう旅費にはシングル利用料、
ビジネスクラス追加代金
など、全ての追加料金を含みます。

★クルーズ保険への加入をおすすめいたします。

相部屋希望の場合
本ツアーでは、Ⓐプランでのみ、お一人参加の
相部屋希望を承ります。必ず出発日の４６日前
までにお申し込みください。ただし最終的に相
部屋希望の方がいらっしゃらない場合は、シン
グル追加料金の半額を承ります。
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Ⓐ外側 バルコニーなし 16㎡ シャワーのみ
Ⓑ外側 バルコニーあり 16㎡ シャワーのみ
Ⓒ外側 バルコニー付き 23㎡ バスタブあり

オークニー諸島 ■午前、スコットランド・オークニー諸島のカークウォールに入港［11:00
着］。
（カークウォール）
■謎のストーン・サークルの 世界遺産 『リング・オブ・ブロッガー』 などを
見学いたします
［混載観光］。
（リング・オブ・ブロッカー）
■夜、
カークウォールを出航します
［20:00発］。
［クルーズ船キャビン泊］ＢＬＤ
─
［終日クルーズ］ ■終日、
ノース海峡をクルージングし、
アイルランドへ。
［クルーズ船キャビン泊］ＢＬＤ
─
ダブリン
■朝、
アイルランドの首都ダブリンに入港［08:00着］。
■着後、8世紀の福音書の写本『ブック・オブ・ケルズ（ケルズの書）』が収め
られているトリニティーカレッジ、｢タラのブローチ｣などを展示するアイ
ルランド国立考古学博物館、ギネスビール工場をご案内します。試飲も
お楽しみください。
■夕刻、
ダブリンを出航します
［18:00発］。
［クルーズ船キャビン泊］ＢＬＤ
─
リヴァプール ■朝、
イギリスに戻り、世界遺産 リヴァプール に入港［08:00着］。
■リヴァプール市内観光。ビートルズゆかりの地などを巡ります［混載観
光］。
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■夕刻、
リヴァプールを出航します
［18:00発］。
［クルーズ船キャビン泊］ＢＬＤ
─
ベルファスト ■午前、北アイルランドのベルファストに入港［09:00着］。
■着後、37000個の六角柱の石柱群の 世界遺産 ジャイアンツ・コーズウ
11 （ジャイアンツ・ ェー の見学へご案内いたします［混載観光］。
［18:00発］。
コーズウェー） ■夕刻、ベルファストを出航します
［クルーズ船キャビン泊］Ｂ×Ｄ
─
グリーノック
■朝、スコットランド・ローランド地方のクワイド湾の町グリーノックに入港
［08:00着］。
スコットランド・ローランド地方の湖水地方を観光
（ロッホローモンド） ■ロッホローモンドなど、
12
いたします
［混載利用］。
■夕刻、
リグリーノックを出航します
［18:00発］。
［クルーズ船キャビン泊］Ｂ×Ｄ
─
［終日クルーズ］ ■終日、北太平洋をクルージングし、デンマーク王国の自治領・フェロー諸
13
島へ。
［クルーズ船キャビン泊］ＢＬＤ
─
フェロー諸島 ■午前、
フェロー諸島の首都トシュハウンに入港［09:00着］。
■｢ナショナル・ジオグラフィック・
トラベラー誌｣が世界で一番訪れたい島第
14 （ヴォーアル島） 1位として表紙に使用したヴォーアル島へご案内します。
■夕刻、
トシュハウンを出航します
［19:00発］。
［クルーズ船キャビン泊］ＢＬＤ
─
［終日クルーズ］ ■終日、北太平洋をクルージングし、
ノルウェーのトロンハイムへ戻ります。
15
［クルーズ船キャビン泊］ＢＬＤ
─
トロンハイム ■朝、
トロンハイム入港［08:00着］。
アトランティック・ ■ゼニス号を下船後、専用バスにて、英紙ガーディアンが『世界一のドライ
ブ・ロード』
に選んだアトランティック・オーシャンロードを走り、
アールヌ
オーシャンロード
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ーボー様式の美しい街・オーレスンへ。
■着後、
アクスラ山展望台や、水辺の美しい町並みなどオーレスンの市内
オーレスン
観光にご案内いたします
［混載観光］。
［オーレスン泊］ＢＬＤ
─
オーレスン
■午前、
オーレスンより、
スカンジナビア航空にて、
オスロ、
コペンハーゲン
を経由して、帰国の途へ［09:25発］。
17 オスロ
コペンハーゲン
［機中泊］Ｂ×Ｋ
─
成田
■午前、成田空港到着［09:45着］。
羽田
■入国手続き後、
リムジンバス
（実費：￥3,000）
にて、羽田空港へ。
18 千歳
■午後、羽田より全日空国内線にて千歳へ。夕刻、千歳空港到着後、解散。
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7月5日（金）発〜7月22日（月）着
Ⓐ￥598,000 一人部屋利用追加料金 ￥128,000
Ⓑ￥618,000 一人部屋利用追加料金 ￥145,000
Ⓒ￥688,000 一人部屋利用追加料金 ￥220,000

スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地
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スコットランドの島々とフェロー諸島クルーズの旅

都市名

スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅

Ｋ××

※上記の時間は、
すべて現地時間で表示されております。
※現地の都合によりスケジュールが変更される場合がございます。その場合でも極力日程に従って旅行サービスがお受けに
なられるよう万全の手配努力を致します。
※表記の「ＢＬＤＫ」はそれぞれ「朝食・昼食・夕食・機内食」を示します。×印の食事は含まれておりません。
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株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

（5）★★★★★

