
                                 

2019/9/27

　

４泊５日 　４泊５日 　６泊７日

北側コース 　西側コース 東側コース

（月曜日発） （木曜日発） （金曜日発）

ホライズン US$3,822 US$3,822 US$5,264
US$4,066 US$4,066 US$5,600
US$4,690 US$4,690 US$6,458

エクスペディション US$4,230 US$4,230 US$5,822
パノラマ US$4,350 US$4,350 US$5,996

US$4,930 US$4,930 US$6,794

＊ お一人様料金です。　（２名様１室／ボイジャー・シングルのみ１名様１室）

＊ 燃油サーチャージの値上がり等によって料金は変更される場合があります。

＊ ツイン／ダブルの部屋のシングル利用は空室がある場合は１００％加算にて可能です。

＊ １２才未満のお子様は２０％割引です。　 但し、同伴大人２名と同室になります。

 　大人１名に子供１名の場合は、お子様も大人料金となります。　６歳以下のお子様は乗船できません。

   ピークシーズンは子ども割引適用対象外。

＊ ピークシーズン： 12/21-1/04 大人US$234、子供US$140追加

＊ 燃油サーチャージの値上がり等によって料金は変更される場合があります。

　　　　　　　

　　　ナチュラリストガイド８名・乗務員５０名・常駐の船医によりガラパゴスの旅を一層思い出深いものになるよう

　　　心を込めてお世話致します。

　  　船内設備はレストラン、バーラウンジ、屋外BBQダイニング、ギフトショップ、フィットネスルーム、

　　　２４時間コーヒーステーション、サテライト電話、wifiスポット、多目的ルーム、ジャグジーがあります。

　　　各客室には、エアコン、ヘアードライアー、セーフティボックス付。

　　　グラスボトムボートやシュノーケル（貸出無料）もお楽しみ頂けます。

全　長   ：    　71.8ﾒｰﾄﾙ 幅 ：　　  13.4 ﾒｰﾄﾙ　　

総重量   ：　　  2664　ﾄﾝ 最高速度 ：　　　10.5　ｷﾛﾉｯﾄ　

 全面改装   ：　　  ｸﾞｱﾔｷﾙ2015　 電圧 ：　　  110ﾎﾞﾙﾄ、 220ﾎﾞﾙﾄ、440ﾎﾞﾙﾄ

乗務員   ：　　  50 名

　　　　　　　 　

　４泊５日／月曜日発　　　ガラパゴス北側コース

曜日 島の名前 島の名前

月曜日 バルトラ島 サンタクルス島

火曜日 サンチアゴ島 サンチアゴ島

水曜日 ラヴィダ島 バルトロメ島

木曜日 ヘノベサ島 ヘノベサ島

金曜日 サンタクルス島
バルトラ島

出発設定日

プリンス・フィリップ・ステップ ダーウィンベイ

サンタクルス島北岸、ソウガメ保護区
バルトラ空港1/06, 1/20, 2/03, 2/17, 3/02, 3/16, 3/30, 4/13, 5/11, 5/25, 6/08, 6/22

 7/06, 7/20, 8/03, 8/17, 8/31, 9/14, 9/28, 10/12, 10/26, 11/09

*但、出発日は限定されています。

午前中の訪問先 午後の訪問先

バルトラ空港 ラス・バーチャス

バッカニアコーブ プエルト・エガス

エクスプローラー　ツイン／ダブル
ダーウィン・スイート　ツイン／ダブル

クルーズ日程　　　　　　　　　　 

キャビンタイプデッキ名

エクスプローラー・ファミリー
エクスプローラー　ツイン／ダブル
ボイジャー　シングル

レッドビーチ

エクスプローラー　ツイン／ダブル

　　　モダンなインテリアで、５層のデッキを有します。　５０キャビン　９０名のゲストでゆったりとお過ごし頂けます。

　　　　　２０２０年１月４日～１２月３１日　（但、ピークシーズンを除く）

The M/V Santa Cruz Ⅱ

バルトロメ島

Ｍ／Ｖ　ＳＡＮＴＡ　ＣＲＵＺ　Ⅱ

ガラパゴスクルーズ料金表Ⅳ
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SANTA CRUZ
2019/9/27

　４泊５日／木曜日発　　　ガラパゴス西側コース
曜日 島の名前 島の名前

木曜日 バルトラ島 サンタクルス島

金曜日 イサベラ島 フェルナンディナ島

土曜日 サンタクルス島 サンタクルス島

日曜日 フロレアーナ島 フロレアーナ島

月曜日 バルトラ島

　６泊７日／金曜日発　　　ガラパゴス東側コース
曜日 島の名前 島の名前

金曜日 バルトラ島 モスケーラ島

土曜日 サンクリストバル島 サンクリストバル島

日曜日 サンタフェ島 サウス・プラザ島

月曜日 サンタクルス島 サンタクルス島
火曜日 エスパニョーラ島 エスパニョーラ島

水曜日 サンタクルス島

木曜日 バルトラ島

【旅行代金に含まれるもの】
　１．　キト又はグアヤキルでの指定ホテルから空港までの往復送迎。（混載／クルーズ乗船日及び下船日のみ）
　　　　（指定ホテル）　キト：　　カサ・ガンゴテーナ、ヒルトン・コロン、シェラトン、マリオット、ダンカールトン

　　　　　　　　　　　　グアヤキル：　　ヒルトン・コロン、オロベルデ、ウィンダム、シェラトン

　２．　バルトラ島又はサンクリストバル島空港より船までの往復送迎。
　３．　クルーズ中の全食事。　（船内にて）
　４．　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。）　，シューノーケルギア貸し出し
　　　（日本語ガイドはおりません。　スペイン語、英語、ドイツ語、フランス語ガイドになります。）

【旅行代金に含まれないもの】
　１．　航空運賃

　２．　個人的費用　（洗濯代、電話代、インターネット費用その他個人的な目的に使用されたもの）
　３．　ウエットスーツ　（貸出有料）　　
　４．　チップ　（ガイド、船員など）　　
　５．　ガラパゴス国立公園入園料 (US$100)
　６．　トランジット・カード代金 (US$20)

【取消料】

【追記】　＊　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ください。

【お申し込み】
　＊　ご希望のクルーズ予約が取れてから１０日以内にお申込金としてＵＳ＄６００をお支払いください。
　　 　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。
　＊　残金は、ご出発６０日前までにお支払い頂きます。
　　　（８月及び１２月１５日～１月１５日出発は７５日前までに残金をお支払い下さい。）

出発設定日
1/20, 2/07, 2/21, 3/06, 3/20, 4/03, 4/17, 5/01, 5/15, 5/29, 6/12

7/10, 7/24, 8/07, 8/21, 9/04, 9/18, 10/02, 10/16, 10/30, 12/11, 12/25

ダーウィン研究所 オプショナル・アクティビティ
プンタスアレス ガードナ-ベイ

バルトラ空港

プエルト・バケリソ プンタピット

エデン・アイレット ノースセイモア島

バルトラ空港

出発設定日
1/02, 1/16, 1/30, 2/13, 2/27, 3/12, 3/26, 4/09, 4/23, 5/07, 5/21, 6/04, 6/18
7/02, 7/16, 7/30, 8/13, 8/27, 9/10, 9/24, 10/08, 10/22, 11/05, 12/17, 12/31

バルトラ空港

　＊　７４日前より６１日前まで
　＊　６０日前より２７日前まで　
　＊　２６日前より出発日　　　　

※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。別途加算となります。

モスケーラ島

チャンピオン島＆プンタ・コルモラント

ダーウィン研究所
プンタエスピノーサプンタビセンテロカ

午後の訪問先
セロ・ドラゴン

午前中の訪問先

午後の訪問先

オプショナル・アクティビティ

（キトまたはグアヤキル発着　往復　大人　US$552 / 子供　US$437)

ポストオフィスベイ

　＊　９０日前より７５日前まで

午前中の訪問先

８月、１２月１５日～１月１５日

バルトラ空港

サンタフェ島 サウス・プラザ島

クルーズ代金の５０％
クルーズ代金の１００％

クルーズ代金の５０％

クルーズ代金の１００％

US$600
US$300

１～７月、９～１２月１４日

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


