
2019/10/9

3泊4日 4泊5日 7泊8日
(月曜日発) (木曜日発) 　(月･木発)

アース 3 US$1,842 US$2,455 US$3,606
シー 7 US$2,281 US$3,040 US$4,847

アース 28 US$2,600 US$3,466 US$5,525
スカイ／ムーン 17 US$3,101 US$4,097 US$6,572
ムーン 1 US$3,602 US$4,732 US$7,620

3泊4日 4泊5日 7泊8日
(月曜日発) (木曜日発) 　(月･木発)

アース 3 US$1,935 US$2,578 US$3,787
ｼｰ／ｱｰｽ 7 US$2,396 US$3,192 US$5,090
アース 28 US$2,730 US$3,640 US$5,802

スカイ／ムーン 17 US$3,257 US$4,302 US$6,901
ムーン 1 US$3,783 US$4,969 US$8,001

　　　　　　　　大人３名様でご利用の場合、１名様のみ２５％割引。

大人２名＋お子様２名または大人１名＋お子様３名での利用。
バルコニースイート・プラス、ジュニアスイート・プラスはお一人様１泊に付US$50追加。

・１２歳未満のお子様：（ツイン）大人１名様とお子様1名の場合、お子様は２５％割引。
　　　　　　　　　　　（トリプル）大人２名様とお子様1名同室はお子様は５０％割引。（ホリデイシーズンは25%)
　　　　　　　　　　　（トリプル）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。　　

・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。

　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

ガラパゴスクルーズ料金表Ⅱ
Ｍ／Ｖ　ＧＡＬＡＰＡＧＯＳ　ＬＥＧＥＮＤ

（ガラパゴス・レジェンド号）

キャビン デッキ
キャビン

数

LOW SEASON
1/06-12/17

1/1-1/05, 　12/18-12/31

スタンダードインテリア
スタンダードプラス
ジュニア・スイート
バルコニー・スイート　
レジェンド・バルコニー・スイート　

　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
　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。
　　　　（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。）

（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
（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

　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

　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）

　＊　残金は、ご出発６０日前までにお支払い頂きます。

スタンダードインテリア
スタンードプラス
ジュニア・スイート
バルコニー・スイート　

キャビン デッキ
キャビン

数

HIGH SEASON SEASON

　１．　バルトラ島空港より船までの往復送迎。

　　　　　　　　　　　（クアドルプル）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。

【旅行代金に含まれるもの】

【旅行代金に含まれないもの】

※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）
　３．　トランジット・カード代金　 (US$20)

　　　　　　　　　　　（クアドルプル）大人２名様とお子様２名同室はお子様は５０％割引。（ホリデイシーズンは25%)

レジェンド・バルコニー・スイート　
・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：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。

・クアドルプル利用：ダブルベッド１台＋ツインベッド１台＋ソファベッド１台でのご利用になります。

【取消料】

　＊　１２０日前より９１日前まで　・・・　　　　　ＵＳ＄７００
　＊　９０日前より６１日前まで　　・・・　　クルーズ代金の５０％
　＊　６０日前より出発日　　　　　・・・　　　　〃　　　１００％

【お申し込み】

２０２０年 お一人様料金(2名様1室利用)

　＊　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。
　　　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。
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クルーズ日程

午前

午後
午前
午後
午前

午後

Aクルーズ　出発日：　

午前

午後
午前
午後
午前
午後

午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前

午後
Ｂクルーズ　　出発日：

午前

午後
午前
午後
午前 フロレアナ島

午後
チャンピオン観光

午前
　 ハイランド

午後
午前

Ｄクルーズ　　出発日：

サンタクルス島 ドラゴンヒル観光

※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。

３泊４日／月曜日発　Ａクルーズ　（ノース　－　セントラル）

１日目　　　　（月曜日）
バルトラ島 到着　レジェンド号乗船

※(OP)ダイビング　 　レベル　ADVANCED-MEDIUM    ゴードン・ロック又はセイモア＆モスケーラ
サンタクルス島 ハイランド、ゾウガメ保護区またはブラックタートル・コーブ

２日目　　　　（火曜日）
ヘノベッサ島 エル・バランコ、プリンスフィリップ・ステップ観光

ダーウィンベイ

３日目　　　　（水曜日） ※(OP)ダイビング　 　レベル　MEDIUM    セイモア＆モスケーラ
サンタフェ島 サンタフェ

※(OP)ダイビング　 　レベル　ADVANCED-MEDIUM    ゴードン・ロック又はセイモア＆モスケーラ
バルトロメ島 バルトロメ観光

４日目　　　　（木曜日） 午前
サンタクルス島 バーチャス・ビーチ

※(OP)ダイビング　 　レベル　MEDIUM    ダフネ＆モスケーラ
バルトラ島 出発

サンクリストバル島 ピット・ポイント、アイレット観光
セロ・ブルーホ観光

1月6日・20日　／　2月3日・17日　／　3月2日・16日・30日　／　4月13日・27日　／　5月11日・25日　／　6月8日・22日
7月6日・20日　／　8月3日・17日・31日　／　9月14日・28日　／　10月12日・26日　／　11月9日・23日　／　12月7日・21日

３泊４日／月曜日発　Ｃクルーズ　（イースト）

１日目　　　　（月曜日）
バルトラ島 到着　レジェンド号乗船

セロ・コロラド、ゾウガメ保護区

※(OP)ダイビング　 　レベル　MEDIUM    クリストバル
出発

２日目　　　　（火曜日）
サウス・プラザ島 サウス・プラザ観光
ノースセイモア島 ノースセイモア観光

３日目　　　　（水曜日）
サンクリストバル島

４泊５日／木曜日発　Ｂクルーズ　（ウエスト）

１日目　　　　（木曜日）
バルトラ島 到着　レジェンド号乗船

モスケーラ島 モスケーラ・アイレット

２日目　　　　（金曜日）
サンティアゴ島 エガス・ポイント観光

ラビダ島 ラビダ島観光

３日目　　　　（土曜日）
イサベラ島 ウルビナ・ベイ観光

タグス・コーブ観光

４日目　　　　（日曜日）
フェルナンディナ島 エスピノサ・ポイント観光

イサベラ島 ビセンテ・ロカ観光

※(OP)ダイビング　 　レベル　MEDIUM    クリストバル

５日目　　　　（月曜日）
サンタクルス島 ハイランド、ゾウガメ保護区

※(OP)ダイビング　 　レベル　ADVANCED-MEDIUM   ゴードン又はセイモア＆モスケーラ
バルトラ島 出発

1月2日・16日・30日　／　2月6日・20日　／　3月5日・19日　／　4月2日・16日・30　／　5月14日・28日　／　6月11日・25日
7月9日・23日　／　8月6日・20日　／　9月3日・17日　／　10月1日・15日・29日　／　11月12日・26日　／　12月9日・23日

４泊５日／木曜日発　Ｄクルーズ　（サウス）

１日目　　　　（木曜日）
サンクリストバル島 到着　レジェンド号乗船

サンクリストバル島 インタープリテーションセンター、ティヘレタス観光

サンタクルス島 エデン・アイレットまたはバジェナ・ベイ

２日目　　　　（金曜日）
エスパニョーラ島 ガードナ・ベイ、オスボーン又はガードナ・アイレット観光

スアレス・ポイント観光

５日目　　　　（月曜日）

サンタクルス島 カリオンポイント

※(OP)ダイビング　 　レベル　ADVANCED-MEDIUM    ゴードン・ロック

バルトラ島 出発

コルモラント・ポイント、デビルズ・クラウン又は

1月30日　／　2月13日・27日　／　3月5日・19日　／　4月9日・23日　／　5月7日・21日　／　6月4日・18日
7月2日・16日・30日　／　8月13日・27日　／　9月10日・24日　／　10月8日・22日　／　11月5日・19日　／　12月3日・17日・31日

３日目　　　　（土曜日）
ポスト・オフィス観光

４日目　　　　（日曜日）
サンタクルス島 チャールズ・ダーウィン・リーサーチ・ステーション、

Ｃクルーズ　　出発日：

４日目　　　　（木曜日） 午前
サンクリストバル島

サンクリストバル島

1月13日・27日　／　2月10日・24日　／　3月9日・23日　／　4月6日・20日　／　5月4日・18日　／　6月1日・15日・29日
7月13日・27日　／　8月10日・24日　／　9月7日・21日　／　10月5日・19日　／　11月2日・16日・30日　／　12月14日・28日
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喫水　　　　 ：　　      １３ﾌｨｰﾄ／４m
総重量　　　 ：      　　２，８９０ﾄﾝ

２００２年改築、２０１７年改装。　ガラパゴス・レジェンド号は乗客定員１００名、乗員

速度　　　　 ：　     　 最高　１７ｷﾛﾉｯﾄ　　　クルーズ速度　１５ｷﾛﾉｯﾄ
船籍　　 　　：     　　 エクアドル
電圧 　　　　：     　　 １１０ﾎﾞﾙﾄ

　　　　　　レストラン、エクステリア・レストラン、　キッズコーナー、マリン博物館、バー、ラウンジ、
　 スパ、ブティック、図書室、グラスボトムボート、メディカルサービス等施設も充実しています。
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　　　　：　　　　　３０１ﾌｨｰﾄ／９２ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　
幅 　　　　　：　      　４７ﾌｨｰﾄ／１５ｍ
デッキ　　 　：　      　４

　　　　    ６０名及び乗員６０名及びナチュラリスト６名の大型クルーズ船です。　サンデッキ、プール、

The M/V Galapagos Legend

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


