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3泊4日 4泊5日 7泊8日
(日曜日発) (水曜日発) (日･水発)

スタンダード シー 2 1 US$1,842 US$2,455 US$3,914
スタンダード　プラス シー／スカイ 9 4 US$2,281 US$3,040 US$4,847

ジュニア アース／スカイ 8 6 US$2,600 US$3,466 US$5,525

コーラルⅠ コーラルⅡ 3泊4日 4泊5 7泊8日
#REF! #REF! (日曜日発) (水曜日発) (日･水発)

スタンダード シー 2 1 US$1,935 US$2,578 US$4,110
スタンダード　プラス シー 9 4 US$2,396 US$3,192 US$5,090

ジュニア アース／スカイ 8 6 US$2,730 US$3,640 US$5,802

　　　　　　　　ダブルベッド１台＋ソファベッド１台でのご利用になります。
・１２歳未満のお子様：大人１名様と同室の場合お子様は２５％割引。
　　　　　　　　　　　大人２名様と同室の場合お子様は５０％割引。（ホリデイシーズンは25%)
　　　　　　　　　　　大人１名様とお子様２名同室の場合お子様は２５％割引。

　１．　航空運賃　　大人ＵＳ＄５００／子供３８０　がクルーズ代金に加算となります。　　

　＊　９０日前より６１日前まで　　・・・　　クルーズ代金の５０％

キャビン デッキ
キャビン数

LOW SEASON
1/06-12/17

コーラルⅠ コーラルⅡ

キャビン デッキ
キャビン数

HIGH SEASON SEASON
1/1-1/05, 　12/18-12/31

ガラパゴスクルーズ料金表Ⅳ

Ｍ／Y　CORAL Ⅰ＆Ⅱ
（コーラル１＆2号）

・相部屋希望はリクエストにてお受けします。
・１０泊、１１泊、１４泊クルーズもございます。　料金はお問い合わせください。

・１回（１～２ダイブ／４時間）　※詳細は日程表参照
・ダイビング機材が含まれます。

　１．　バルトラ島空港より船までの往復送迎。

【オプショナルツアー】　スキューバダイビング・デイツアー

US$260

　４．　クルーズ出発日のホテルから空港、クルーズ帰着日の空港からホテルまでのシャトルサービス
　　　　※クルーズと一緒に国内線の航空券を手配頂いた場合に限ります。事前に予約が必要です。
　　　　※下記指定ホテル発着のみ

・シングル利用：クルーズﾞ料金の５0％、ホリディシーズンは75％追加　※リクエストにて承ります｡
・トリプル利用：３名様（大人）ご利用の場合、１名様のみ２５％割引　※リクエストにて承ります｡

　　　　　　　　　　　大人１名様とお子様３名同室の場合お子様２名は５０％割引、お子様１名は割引なし。
　　　　　　　　　　　大人２名様とお子様２名同室の場合お子様は５０％割引。（ホリデイシーズンは25%)

【旅行代金に含まれるもの】

　　　　（日本語ガイドはおりません。　スペイン語、英語ガイドになります。）

　２．　クルーズ中の全食事、ウエルカム・フェアウェルカクテル、バーベキュー、コーヒー／紅茶

【取消料】

　＊　１２０日前より９１日前まで　・・・　　　　　ＵＳ＄７００

　　　お申込金はクルーズ代金、取消料の一部としてお取り扱い致します。
　＊　残金は、ご出発６０日前までにお支払い頂きます。

　＊　６０日前より出発日　　　　　・・・　　　　〃　　　１００％

【お申し込み】

　＊　ご希望のクルーズ予約が取れてから７日以内にお申込金としてＵＳ＄７００をお支払い下さい。
　　　９０日前を切ってからのご予約の場合はお申込金として５０％をお支払い頂きます。
　　　ハイシーズン、ピーク時には船会社より全額入金を要求される場合がありますので予めご了承下さい。

（グアヤキル）パレス、グランド・ホテル、オロベルデ、ヒルトンコロン

【旅行代金に含まれないもの】

　３．　ガラパゴス諸島での観光。　クルーズ期間によって巡る島が異なります。

（キト）パティオ・アンダルス、スイスオテル、キトホテル、メルキュール、ＪＷマリオット、ダン・カールトン

　３．　トランジット・カード代金　 (US$20)
　４．　個人的費用　（洗濯代、電話代、その他個人的な目的に使用されたもの）
　５．　チップ　（目安：ガイド／１日あたり　US$15、船員など／１日あたり US$10）
  ６．　ウエットスーツやカヤック　レンタル費用、インターネット、アルコール・ソフトドリンク

※クルーズのお申込みと同時に、キト又はグアヤキル⇔ガラパゴス間の手配をクルーズ会社が行います。
　２．　ガラパゴス国立公園入園料　（大人 US$100／子供 US$50）

２０２０年 お一人様料金(2名様1室利用)
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クルーズ日程

午前 バルトラ島

午後 サンタクルス島

午前 サンタクルス島

午後 バルトロメ島

午前 ラビダ島

午後 サンティアゴ島

午前 サンタクルス島

バルトラ島 出発

１月５日・１９日　／　２月２日・１６日　／　３月１日・１５日・２９日　／　４月１２日・２６日　／　５月１０日・２４日　／６月７日・２１日

午前 バルトラ島

午後 サンタクルス島

午前 モスケーラ島

午後 ノース・セイモ
ア島午前 サンタフェ島

午後 プラザ島

午前 サンクリストバル島

サンクリストバル島

　Cクルーズ　出発日：

１日目（水） 午前 バルトラ島

#REF!
#REF! 午後 サンタクルス島

２日目（木） 午前 イサベラ島

#REF! 午後 フェルナンディナ島

３日目（金） 午前 イサベラ島

#REF! 午後
４日目（土） 午前 サンティアゴ島

#REF! 午後
５日目（日） 午前 サンタクルス島

#REF!
#REF! バルトラ島 出発

午前 サンクリストバ
ル島

到着　コーラル
号乗船

#REF! #REF! #REF!

午後
午前 サンクリストバル島

午後

午前 エスパニョーラ
島午後

午前 フロレアナ島

午後
午前 サンタクルス島

バルトラ島 出発

到着　コーラル号乗船

※クルーズの観光ポイントは予告無しに変更されます。　又、当日の気象状況、公園管理局の指示、
その他船長の判断によりクルーズコース及び観光箇所が変更になる場合もありますのでご了承下さい。

１日目　（日） 到着　コーラル号乗船

※(OP)ダイビング　 　レベル　ADVANCED～MEDIUM    ゴードンロック又はダフネ＆モスケーラ
チャールズダーウィン・レサーチステーション観光

３泊４日／日曜日発　Ａクルーズ　（ノース　－　セントラル）

７月５日・１９日　／　８月２日・１６日・３０日　／　９月１３日・２７日　／１０月１１日・２５日　／　１１月８日・２２日　／　１２月６日・２０日

２日目　（月） ドラゴンヒル
バルトロメ観光

３日目　（火） ラビダ島観光
バッカニア・コーヴ・エスプミジャビーチ

４日目　（水） ブラック・タートル・コーヴ観光

※(OP)ダイビング　 　レベル　MEDIUM    セイモア＆ダフネ

３泊４日／日曜日発　Cクルーズ（イースト）

１日目　（日）
到着　コーラル号乗船

※(OP)ダイビング　 　レベル　ADVANCED～MEDIUM    ゴードンロック又はダフネ＆モスケーラ
チャールズダーウィン・レサーチステーション観光

　Aクルーズ　出発日：　

２日目　（月）
モスケーラ島観光

※(OP)ダイビング　 　レベル　MEDIUM    セイモア＆モスケーラ
ノース・セイモア島観光

３日目　（火）
サンタフェ島観光
サウス・プラザ観光

タグス・コーブ観光
エガス・ポート観光
サリバンベイ観光

４日目　（水）
キッカーロック、セロ・コロラド

※(OP)ダイビング　 　レベル　MEDIUM    サンクリストバル
出発

１月１２日・２６日　／　２月９日・２３日　／　３月８日・２２日　／　４月５日・１９日　／　５月３日・１７日・３１日　／　６月１４日・２８日
７月１２日・２６日　／　８月９日・２３日　／　９月６日・２０日　／　１０月４日・１８日　／　１１月１日・１５日・２９日　／　１２月１３日・２７日

４泊５日／水曜日発　Bクルーズ（ウエスト）

※(OP)ダイビング　 　レベル　MEDIUM    セイモア＆ダフネ
ハイランド観光
ビセンテ・ロカ・ポイント観光
エスピノーサポイント観光
ウルビナベイ観光

バーチャス・ビーチ

※(OP)ダイビング　 　レベル　ADVANCED～MEDIUM    ゴードンロック又はダフネ＆モスケーラ

１月１日・８日・２２日　／　２月５日・１９日　／　３月４日・１８日　／　４月１日・１５日・２９日　／　５月１３日・２７日　／　６月１０日・２４日
　Bクルーズ　出発日：

４泊５日／水曜日発　Dクルーズ（サウス）

１日目（水） ※(OP)ダイビング　 　レベル　MEDIUM    サンクリストバル
インタープリテーションセンター＆ティヘレタス

７月８日・２２日　／　８月５日・１９日　／　９月２日・１６日・３０日　／　１０月１４日・２８日　／１１月１１日・２５日　／　１２月９日・２３日

２日目（木）
セロ・ブルーホ観光
ピットポイント、ピット・アイレット観光

※(OP)ダイビング　 　レベル　MEDIUM    セロ・ブルーホ＆ピットポイント

３日目（金）
スアレスポイント観光
ガードナベイ観光

４日目（土）
チャンピオン・イスレット、コルモラントポイント観光
ポストオフィス観光

５日目（日）
ハイランド観光

※(OP)ダイビング　 　レベル　ADVANCED～MEDIUM    ゴードンロック又はダフネ＆モスケーラ

　Dクルーズ　出発日：
１月１５日・２９日　／　２月１２日・２６日　／　３月１１日・２５日　／　４月８日・２２日　／　５月６日・２０日　／　６月３日・１７日
７月１日・１５日・２９日　／　８月１２日・２６日　／　９月９日・２３日　／１０月７日・２１日　／　１１月４日・１８日　／１２月２日・１６日・３０日
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                 ＊ダイビングのオプショナルもあります。（別料金）

　　

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

The M/Y Coral 1 & 2

　　　　　     　コーラル１号は2004年改築、2016年改装。
                 乗客定員３６名、乗員１１名、ナチュラリスト３名のヨットクルーズです。
　　　　　　　　 コーラル２号は2006年改築、2017年改装。
　　　　　　　   乗客定員２０名、乗員１０名、ナチュラリスト２名のヨットクルーズです。
　　　　　　　　 全客室エアコン、プライベートシャワー、ＬＣＤ　ＴＶ（5ﾁｬﾝﾈﾙ）付。

　　         全長        　：　　(ｺｰﾗﾙ１)　131ﾌｨｰﾄ/ 39.7m　　　(ｺｰﾗﾙ2)　112.70ﾌｨｰﾄ/34.15m
 　　　　　　船幅   　　 　：　　　　 　　 28 ﾌｨｰﾄ/ 8.5m　　　 　　　　 20.8ﾌｨｰﾄ/6.3m
　    　　 　デッキ　    　：　　　　　　　   4　　　　　　　　　　　　　  4
             速度　　    　：　  　　　     最高12ｷﾛﾉｯﾄ　/　クルーズ速度10ｷﾛﾉｯﾄ　 　    　　　　 　
             船籍  　　　　：　　                     ｴｸｱﾄﾞﾙ
             電圧  　　　　：　                       110ﾎﾞﾙﾄ

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

お問い合わせ・お申し込み： グランツールジャパン（株）

ＴＥＬ： ０３－３５６１－７５１１

ＦＡＸ： ０３－３５６１－７５１４
e-mail : grantour@grantour.co.jp


