
シーニック・ジャスパー
SCENIC JASPER

ジュエル・オブ・ヨーロッパ 14泊
ブダペスト～アムステルダム STC

4月10日㈬～4月24日㈬ …… $6,795～
6月19日㈬～7月3日㈬ ……… $7,495～
7月17日㈬～7月31日㈬ …… $7,195～
9月11日㈬～9月25日㈬ …… $7,495～

アムステルダム～ブダペスト STC
6月5日㈬～6月19日㈬ ……… $7,495～
7月3日㈬～7月17日㈬ ……… $7,195～
8月28日㈬～9月11日㈬ …… $7,495～
10月16日㈬～10月30日㈬ … $7,195～

ライン・ハイライト 7泊
アムステルダム～バーゼル AMBC

5月22日㈬～5月29日㈬ …… $4,095～
9月25日㈬～10月2日㈬ …… $4,295～

バーゼル～アムステルダム AMBC
5月29日㈬～6月5日㈬ ……… $4,095～

ロマンチックライン＆モーゼル 14泊
アムステルダム～バーゼル AMBA

4月24日㈬～5月8日㈬ ……… $6,995～
7月31日㈬～8月14日㈬ …… $7,195～

バーゼル～アムステルダム AMBA
5月8日㈬～5月22日㈬ ……… $7,295～
8月14日㈬～8月28日㈬ …… $7,195～
10月2日㈬～10月16日㈬ …… $7,395～

シーニック・クリスタル
SCENIC CRYSTAL

ジュエル・オブ・ヨーロッパ 14泊
アムステルダム～ブダペスト STC

3月13日㈬～3月27日㈬ …… $6,595～
5月8日㈬～5月22日㈬ ……… $7,395～
7月17日㈬～7月31日㈬ …… $7,195～
8月14日㈬～8月28日㈬ …… $7,195～
9月11日㈬～9月25日㈬ …… $7,495～
11月6日㈬～11月20日㈬ …… $6,795～

ブダペスト～アムステルダム STC
4月24日㈬～5月8日㈬ ……… $6,995～
7月3日㈬～7月17日㈬ ……… $7,195～
7月31日㈬～8月14日㈬ …… $7,195～
8月28日㈬～9月11日㈬ …… $7,495～
9月25日㈬～10月9日㈬ …… $7,495～

アイコニック・ドナウ 7泊
ブダペスト～パッサウ PABD

3月27日㈬～4月3日㈬ ……… $3,495～
パッサウ～ブタペスト PABD

4月3日㈬～4月10日㈬ ……… $3,495～

ドナウ川の宝石 7泊
ブダペスト～ニュルンベルク NBU

6月5日㈬～6月12日㈬ ……… $4,395～
6月19日㈬～6月26日㈬ …… $4,395～

ニュルンベルク～ブタペスト NBU
6月12日㈬～6月19日㈬ …… $4,395～
6月26日㈬～7月3日㈬ ……… $4,395～

黒海エクスプローラー 7泊
ブダペスト～ブカレスト BUBU

4月10日㈬～4月17日㈬ …… $4,595～
5月22日㈬～5月29日㈬ …… $4,815～

ブカレスト～ブダペスト BUBU
4月17日㈬～4月24日㈬ …… $4,595～
5月29日㈬～6月5日㈬ ……… $4,815～

北海から黒海へ 22泊
ブカレスト～アムステルダム ABBU

4月17日㈬～5月9日㈭ ………$11,590～
アムステルダム～ブカレスト ABBU

5月8日㈬～5月30日㈭ ………$12,210～

ロマンチックライン＆モーゼル 14泊
アムステルダム～バーゼル AMBA

10月9日㈬～10月23日㈬ …… $7,395～
バーゼル～アムステルダム AMBA

10月23日㈬～11月6日㈬ …… $6,995～

ライン・ハイライト 7泊
アムステルダム～バーゼル AMBC

12月4日㈬～12月11日㈬ …… $3,495～

ライン・ハイライト 
クリスマスマーケット 7泊
バーゼル～アムステルダム AMBC

12月11日㈬～12月18日㈬ … $3,395～

クリスマスマーケット 14泊
ブダペスト～アムステルダム CHMA

11月20日㈬～12月4日㈬ …… $6,495～

クリスマスワンダーランド 15泊
アムステルダム～ブダペスト CHAA

12月18日㈬～1月2日㈭ …… $7,295～

シーニック・ジェイド
SCENIC JADE

ジュエル・オブ・ヨーロッパ 14泊
アムステルダム～ブダペスト STC

4月29日㈪～5月13日㈪ …… $6,995～
5月27日㈪～6月10日㈪ …… $7,495～
6月24日㈪～7月8日㈪ ……… $7,495～
7月22日㈪～8月5日㈪ ……… $7,195～
8月19日㈪～9月2日㈪ ……… $7,195～
9月16日㈪～9月30日㈪ …… $7,495～
10月14日㈪～10月28日日㈪ $7,195～

ブダペスト～アムステルダム STC
5月13日㈪～5月27日㈪ …… $7,495～
6月10日㈪～6月24日㈪ …… $7,495～
7月8日㈪～7月22日㈪ ……… $7,195～
8月5日㈪～8月19日㈪ ……… $7,195～
9月2日㈪～9月16日㈪ ……… $7,495～
9月30日㈪～10月14日㈪ …… $7,495～
10月28日㈪～11月11日㈪ … $6,795～

シーニック・アンバー
SCENIC AMBER

ドナウの宝石 7泊
ブタペスト～ニュルンベルク NBU

4月25日㈭～5月2日㈭ ……… $3,995～
5月9日㈭～5月16日㈭ ……… $4,195～
5月23日㈭～5月30日㈭ …… $4,395～
6月6日㈭～6月13日㈭ ……… $4,395～
6月20日㈭～6月27日㈭ …… $4,395～
7月4日㈭～7月11日㈭ ……… $4,095～
7月18日㈭～7月25日㈭ …… $4,095～
8月1日㈭～8月8日㈭ ……… $4,095～
8月15日㈭～8月22日㈭ …… $4,095～
8月29日㈭～9月5日㈭ ……… $4,095～
9月12日㈭～9月19日㈭ …… $4,395～
10月10日㈭～10月17日㈭ … $3,995～
10月24日㈭～10月31日㈭ … $3,995～
12月9日㈪～12月16日㈪ …… $3,395～

ニュルンベルク～ブタペスト NBU
5月2日㈭～5月9日㈭ ……… $4,195～
5月16日㈭～5月23日㈭ …… $4,195～
5月30日㈭～6月6日㈭ ……… $4,395～
6月13日㈭～6月20日㈭ …… $4,395～
6月27日㈭～7月4日㈭ ……… $4,395～
7月11日㈭～7月18日㈭ …… $4,095～
7月25日㈭～8月1日㈭ ……… $4,095～
8月8日㈭～8月15日㈭ ……… $4,095～
8月22日㈭～8月29日㈭ …… $4,095～
9月5日㈭～9月12日㈭ ……… $4,395～
9月19日㈭～9月26日㈭ …… $4,395～
10月17日㈭～10月24日㈭ … $3,995～

ドナウ川の宝石～ 
クリスマスマーケット 7泊
ニュルンベルク～ブタペスト NBU

12月2日㈪～12月9日㈪ …… $3,395～
12月16日㈪～12月23日㈪ … $2,995～

黒海エクスプローラー 7泊
ブダペスト～ブカレスト BUBU

9月26日㈭～10月3日㈭ …… $4,795～
ブカレスト～ブダペスト BUBU

10月3日㈭～10月10日㈭ …… $4,595～

シーニック・オパール
SCENIC OPAL

オランダ&ベルギークルーズ 7泊
アムステルダム～アムステルダム TUAA

4月17日㈬～4月24日㈬ …… $3,695～
4月24日㈬～5月1日㈬ ……… $3,695～

ジュエル・オブ・ヨーロッパ 14泊
アムステルダム～ブダペスト STC

5月15日㈬～5月29日㈬ …… $7,395～
7月24日(㈬～8月7日㈬ …… $7,195～
8月21日㈬～9月4日㈬ ……… $7,195～
10月9日㈬～10月23日㈬ …… $7,195～

ブダペスト～アムステルダム STC
5月29日㈬～6月12日㈬ …… $7,495～
8月7日㈬～8月21日㈬ ……… $7,195～
9月4日㈬～9月18日㈬ ……… $7,495～
10月23日㈬～11月6日㈬ …… $6,995～

ライン・ハイライト 7泊
アムステルダム～バーゼル AMBC

5月1日㈬～5月8日㈬ ……… $4,095～
6月12日㈬～6月19日㈬ …… $4,195～
6月26日㈬～7月3日㈬ ……… $4,195～
7月10日㈬～7月17日㈬ …… $3,995～
9月18日㈬～9月25日㈬ …… $4,295～

バーゼル～アムステルダム AMBC
5月8日㈬～5月15日㈬ ……… $4,095～
6月19日㈬～6月26日㈬ …… $4,195～
7月3日㈬～7月10日㈬ ……… $3,995～
7月17日㈬～7月24日㈬ …… $3,995～

ロマンチックライン＆モーゼル 14泊
アムステルダム～バーゼル AMBA

9月25日㈬～10月9日㈬ …… $7,395～

2019年クルーズスケジュール



ドナウ川 ライン川&モーゼル川

シーニック・ジュエル
SCENIC JEWEL

ドナウデルタ・ディスカバリー 15泊
ウィーン～ブカレスト VIBU

3月31日㈰～4月15日㈪ …… $7,295～
ブカレスト～ウィーン VIBU

4月14日㈰～4月29日㈪ …… $7,295～

ドナウ川の宝石 7泊
ブダペスト～ニュルンベルク NBU

4月29日㈪～5月6日㈪ ……… $3,995～
5月13日㈪～5月20日㈪ …… $4,195～

ニュルンベルク～ブタペスト NBU
5月6日㈪～5月13日㈪ ……… $4,195～
5月20日㈪～5月27日㈪ …… $4,395～

ジュエル・オブ・ヨーロッパ 14泊
アムステルダム～ブダペスト STC

6月10日㈪～6月24日㈪ …… $7,495～
7月8日㈪～7月22日㈪ ……… $7,195～
8月5日㈪～8月19日㈪ ……… $7,195～
9月2日㈪～9月16日㈪ ……… $7,495～
9月30日㈪～10月14日㈪ …… $7,495～

ブダペスト～アムステルダム STC
5月27日㈪～6月10日㈪ …… $7,495～
6月24日㈪～7月8日㈪ ……… $7,495～
7月22日㈪～8月5日㈪ ……… $7,195～
8月19日㈪～9月2日㈪ ……… $7,195～
9月16日㈪～9月30日㈪ …… $7,495～
10月14日㈪～10月28日㈪ … $7,195～

シーニック・ルビー
SCENIC RUBY

ライン・ハイライト 7泊
アムステルダム～バーゼル AMBC

4月15日㈪～4月22日㈪ …… $3,595～
4月29日㈪～5月6日㈪ ……… $3,795～
6月17日㈪～6月24日㈪ …… $4,195～

バーゼル～アムステルダム AMBC
4月22日㈪～4月29日㈪ …… $3,795～
6月24日㈪～7月1日㈪ ……… $4,195～
7月15日㈪～7月22日㈪ …… $3,995～
8月5日㈪～8月12日㈪ ……… $3,995～

ロマンチックライン＆モーゼル 14泊
アムステルダム～バーゼル AMBA

7月1日㈪～7月15日㈪ ……… $7,195～
7月22日㈪～8月5日㈪ ……… $7,195～

バーゼル～アムステルダム AMBA
5月6日㈪～5月20日㈪ ……… $7,295～

ジュエル・オブ・ヨーロッパ 14泊
アムステルダム～ブダペスト STC

5月20日㈪～6月3日㈪ ……… $7,495～
8月12日㈪～8月26日㈪ …… $7,195～
9月9日㈪～9月23日㈪ ……… $7,495～
10月21日㈪～11月4日㈪ …… $6,995～

ブダペスト～アムステルダム STC
6月3日㈪～6月17日㈪ ……… $7,495～
8月26日㈪～9月9日㈪ ……… $7,495～
10月7日㈪～10月21日㈪ …… $7,195～

ドナウの宝石 7泊
ブダペスト～ニュルンベルク NBU

9月23日㈪～9月30日㈪ …… $4,395～
ニュルンベルク～ブダペスト NBU

9月30日㈪～10月7日㈪ …… $4,395～



セーヌ川ローヌ川&ソーヌ川 ボルドー ドウロ川ドナウ川&黒海 ボルガ川黒海&ドナウデルタ

シーニック・ツァー
SCENIC TSAR

ジュエル・オブ・ロシア 14泊
サンクトペテルブルク～モスクワ IRRC

5月26日㈰～6月9日㈰ ……… $7,195～
6月23日㈰～7月7日㈰ ……… $7,595～
7月21日㈰～8月4日㈰ ……… $7,595～
8月18日㈰～9月1日㈰ ……… $7,595～
9月15日㈰～9月29日㈰ …… $6,995～

モスクワ～サンクトペテルブルク IRRC
5月12日㈰～5月26日㈰ …… $6,995～
6月9日㈰～6月23日㈰ ……… $7,595～
7月7日㈰～7月21日㈰ ……… $7,595～
8月4日㈰～8月18日㈰ ……… $7,595～
9月1日日㈰～9月15日㈰ …… $7,195～

シーニック・アジュール
SCENIC AZURE

思い出のドウロ川 10泊
ポルト～ポルト DOUR

4月4日㈭～4月14日㈰ ……… $5,995～
4月28日㈰～5月8日㈬ ……… $5,995～
5月8日㈬～5月18日㈯ ……… $6,695～
5月25日㈯～6月4日㈫ ……… $6,695～
6月11日㈫～6月21日㈮ …… $6,695～
6月21日㈮～7月1日㈪ ……… $6,695～
7月1日㈪～7月11日㈭ ……… $6,495～
7月11日㈭～7月21日㈰ …… $6,495～
7月21日㈰～7月31日㈬ …… $6,495～
8月7日㈬～8月17日㈯ ……… $6,495～
8月17日㈯～8月27日㈫ …… $6,495～
9月3日㈫～9月13日㈮ ……… $7,095～
9月13日㈮～9月23日㈪ …… $7,095～
9月23日㈪～10月3日㈭ …… $7,095～
10月10日㈭～10月20日㈰ … $6,595～
10月20日㈰～10月30日㈬ … $6,595～

楽しいドウロ川 7泊
ポルト～ポルト DOUS

4月14日㈰～4月21日㈰ …… $3,995～
4月21日㈰～4月28日㈰ …… $4,195～
5月18日㈯～5月25日㈯ …… $4,295～
6月4日㈫～6月11日㈫ ……… $4,295～
7月31日㈬～8月7日㈬ ……… $4,195～
8月27日㈫～9月3日㈫ ……… $4,195～
10月3日㈭～10月10日㈭ …… $4,295～
10月30日㈬～11月6日㈬ …… $4,195～
11月6日㈬～11月13日㈬ …… $3,995～
11月13日㈬～11月20日㈬ … $3,995～

シーニック・ジェム
SCENIC GEM

ノルマンディーとセーヌのハイライト 7泊
パリ～パリ SENE

4月14日㈰～4月21日㈰ …… $4,595～
4月21日㈰～4月28日㈰ …… $4,595～
5月18日㈯～5月25日㈯ …… $4,795～
6月4日㈫～6月11日㈫ ……… $5,645～
7月31日㈬～8月7日㈬ ……… $4,495～
8月27日㈫～9月3日㈫ ……… $4,495～
10月3日㈭～10月10日㈭ …… $4,395～

ノルマンディとセーヌの宝石 10泊
パリ～パリ SEI

4月28日㈰～5月8日㈬ ……… $6,195～
5月8日㈬～5月18日㈯ ……… $6,595～
5月25日㈯～6月4日㈫ ……… $6,595～
6月11日㈫～6月21日㈮ …… $6,595～
6月21日㈮～7月1日㈪ ……… $6,595～
7月1日㈪～7月11日㈭ ……… $6,295～
7月11日㈭～7月21日㈰ …… $6,295～
7月21日㈰～7月31日㈬ …… $6,295～
8月7日㈬～8月17日㈯ ……… $6,295～
8月17日㈯～8月27日㈫ …… $6,295～
9月3日㈫～9月13日㈮ ……… $6,595～
9月13日㈮～9月23日㈪ …… $6,595～
9月23日㈪～10月3日㈭ …… $6,595～
10月10日㈭～10月20日㈰ … $5,995～

シーニック・ダイヤモンド
SCENIC DIAMOND

ボルドー・アフェア 7泊
ボルドー～ボルドー BORD

4月21日㈰～4月28日㈰ …… $4,195～
5月18日㈯～5月25日㈯ …… $4,695～
6月4日㈫～6月11日㈫ ……… $4,695～
7月31日㈬～8月7日㈬ ……… $4,495～
8月27日㈫～9月3日㈫ ……… $4,495～
10月3日㈭～10月10日㈭ …… $4,395～

ビューティフル・ボルドー 10泊
ボルドー～ボルドー BOD

4月28日㈰～5月8日㈬ ……… $6,295～
5月8日㈬～5月18日㈯ ……… $6,395～
5月25日㈯～6月4日㈫ ……… $6,395～
6月11日㈫～6月21日㈮ …… $6,395～
6月21日㈮～7月1日㈪ ……… $6,395～
7月1日㈪～7月11日㈭ ……… $5,995～
7月11日㈭～7月21日㈰ …… $5,995～
7月21日㈰～7月31日㈬ …… $5,995～
8月7日㈬～8月17日㈯ ……… $5,995～
8月17日㈯～8月27日㈫ …… $5,995～
9月3日㈫～9月13日㈮ ……… $6,495～
9月13日㈮～9月23日㈪ …… $6,495～
9月23日㈪～10月3日㈭ …… $6,495～
10月10日㈭～10月20日㈰ … $6,395～

シーニック・サファイア
SCENIC SAPPHIRE

サウス・オブ・フランス 12泊
リヨン（シャロン=シュル=ソーヌ）～
ニース（タラスコン） FRAC

4月8日㈪～4月20日㈯ ……… $6,995～
4月22日㈪～5月4日㈯ ……… $7,395～
5月6日㈪～5月18日㈯ ……… $7,995～
6月3日㈪～6月15日㈯ ……… $7,995～
6月17日㈪～6月29日㈯ …… $7,995～
7月1日㈪～7月13日㈯ ……… $7,695～
7月15日㈪～7月27日㈯ …… $7,695～
7月29日㈪～8月10日㈯ …… $7,695～
8月12日㈪～8月24日㈯ …… $7,695～
9月9日㈪～9月21日㈯ ……… $7,795～
9月23日㈪～10月5日㈯ …… $7,795～
10月7日㈪～10月19日㈯ …… $7,395～
10月21日㈪～11月2日㈯ …… $6,995～

のどかなローヌ川 7泊
ニース（タラスコン）～
リヨン（シャロン=シュル=ソーヌ） FCCC

5月20日㈪～5月27日㈪ …… $4,895～
5月27日㈪～6月3日㈪ ……… $4,895～
8月26日㈪～9月2日㈪ ……… $5,095～
9月2日㈪～9月9日㈪ ……… $5,095～

シーニック・パール
SCENIC PEARL

ライン・ハイライト 7泊
アムステルダム～アムステルダム TUAA

4月22日㈪～4月29日㈪ …… $3,695～
4月29日㈪～5月6日㈪ ……… $3,695～

ジュエル・オブ・ヨーロッパ 14泊
アムステルダム～ブダペスト STC

5月6日㈪～5月20日㈪ ……… $7,395～
7月1日㈪～7月15日㈪ ……… $7,195～
8月26日㈪～9月9日㈪ ……… $7,495～

ブダペスト～アムステルダム STC
5月20日㈪～6月3日㈪ ……… $7,495～
8月12日㈪～8月26日㈪ …… $7,195～
9月9日㈪～9月23日㈪ ……… $7,495～

ドナウ川の宝石 7泊
ブタペスト～ニュルンベルク NBU

7月15日㈪～7月22日㈪ …… $4,095～
7月29日㈪～8月5日㈪ ……… $4,095～

ニュルンベルク～ブタペスト NBU
7月22日㈪～7月29日㈪ …… $4,095～
8月5日㈪～8月12日㈪ ……… $4,095～

ロマンチックライン＆モーゼル 14泊
アムステルダム～バーゼル AMBA

6月3日㈪～6月17日㈪ ……… $7,395～
9月23日㈪～10月7日㈪ …… $7,395～

バーゼル～アムステルダム AMBA
6月17日㈪～7月1日㈪ ……… $7,395～

ライン・ハイライト 7泊
アムステルダム～バーゼル AMBC

10月14日㈪～10月21日㈪ … $3,995～
バーゼル～アムステルダム AMBC

10月7日㈪～10月14日㈪ …… $3,995～
10月21日㈪～10月28日㈪ … $3,795～


