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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

パノラマ市内観光バス
ストックホルム発 ［運行会社］STROMMA STOCKHOLM

※日本語オーディオガイドでのご案内となります。※Wifiサービスは、電波状況や現地事情により
利用できない場合もあります。※1/1以降、条件・詳細が変わる場合があります。

※1/1以降、条件・詳細が変わる場合があります。

SE300

2名催行

料　金 大人 384スウェーデン・クローネ　
 子供（6～15歳）192スウェーデン・クローネ　
催行日 毎日
出　発 10:30、13:30、4/28～9/24の15:00　グスタフ・アドルフ広場
所要時間 約1時間15分
解　散 グスタフ・アドルフ広場

ストックホルムの見逃せない観光スポットのすべて
ストックホルム市庁舎、王宮、旧市街などストッ
クホルム全体を75分で見るツアー。無料Wifi搭
載バスです。

パノラマ・バス＋運河ボート　半日市内観光
ストックホルム発 ［運行会社］STROMMA STOCKHOLM

※日本語オーディオガイドとなります。※Wifiサービスは、電波状況や現地事情により利用できな
い場合もあります。

SE301

2名催行

料　金 大人 540スウェーデン・クローネ　
 子供（6～15歳）270スウェーデン・クローネ　
催行日 毎日　(12/17～3/31を除く)
出　発 10:30、13:30、4/28～9/23の15:00　グスタフ・アドルフ広場
所要時間 約2時間30分
解　散 ストロームカイエン埠頭

ボートからの美しい景色
無料Wifi搭載バスでの観光（ストックホルム市庁
舎、王宮、旧市街など）とボートに乗ってユール
ゴーデン運河観光の組み合わせです。

橋の下をくぐってめぐるボートツアー
ストックホルム発 ［運行会社］STROMMA STOCKHOLM

※日本語オーディオガイドとなります。

SE302

2名催行

料　金 大人 336スウェーデン・クローネ　
 子供（6～15歳）168スウェーデン・クローネ　
催行日 4/30～10/14の毎日
出　発 10:00、11:00、13:00、14:00、16:00　ストロームカイエン埠頭
所要時間 約2時間15分
解　散 ストロームカイエン埠頭

バルト海とメーラレン湖を結ぶ橋の下をめぐる
セーデルマルム島▶ユールゴーデン島周辺
「北欧のベネチア」と呼ばれる水の都ストックホ
ルム。代表的な観光地を水上からお楽しみくだ
さい。

※予約時に往路、復路の出航時間をお選びください。※予約時に往路・復路の出航時間をお選びください。※昼食の座席予約は復路クルーズとなりま
す。※昼食代は含まれておりません。

絵のような群島バックスホルム
バックスホルム島（城塞、ショップめぐり）
大小の島々が浮かぶ中で、「群島の真珠」と呼
ばれる海に面した小さな街バックスホルムへ。
16世紀から19世紀にかけて外敵から守るため要
塞が築かれていた歴史とはうらはらに現在はおし
ゃれな店舗やレストランが立ち並ぶカラフルな街
並み。

DATA DATA

ストックホルム発 ストックホルム発
世界遺産ドロットニングホルム宮殿への往復フェリー乗船券
昼食の席予約付 バックスホルム島への往復フェリー乗船券

クルーズ往復乗船券（片道約1時間）と
昼食（席予約のみ）がセットになったプラン
スウェーデン国王一家が住むドロットニングホル
ム宮殿。18世紀に建造された建物がほぼそのま
まの形で残され、「北欧のヴェルサイユ」と称さ
れています。ドロットニングホルム宮殿を各自お
楽しみいただいた後、各自お戻りのクルーズにご
乗車ください。

料　金：大人500スウェーデン・クローネ　
　　　　子供（6～15歳）480スウェーデン・クローネ
催行日：毎日（10/22～3/31を除く）
出　発：（往路）10：00、12：00、14：00　クララ・マーラーストランドフェリー乗り場
　　　　（復路）11：00、13：00、15：00

料　金：大人354スウェーデン・クローネ　
　　　　子供（6～15歳）296スウェーデン・クローネ
催行日：5/26～8/19の毎日
出　発：（往路）12：00、15：00　ストランドヴェーエン通り　フェリー乗り場
　　　　（復路）13：30、16：30

SE304 SE303［運行会社］STROMMA STOCKHOLM ［運行会社］STROMMA STOCKHOLM

DATA
料金： 2,440スウェーデン・クローネ
利用可能時間：水～土　17：00～23：00
                            （4/2、5/1・10、6/6・22～24、7/2～8/12、11/3、12/24～26・31を除く）
                                    ※お店の都合により営業時間、休業日が変わる場合があります。

予約：要
※ご希望される手配日の14営業日前（土日祝、年末年始を除く）までにお申し込みください。
変更・取消条件：手配日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100%を申し受けます。

メニュー

❖2017年度のノーベル賞晩餐会メニュー

ノーベル賞晩餐会メニュー・クーポン
世界で最も権威ある賞の一つ
であるノーベル賞。ストックホ
ルム市長舎で開かれる華やか
な晩餐会と全く同じ料理、同
じシャンパン・ワインをいた
だけます。食器も全て同じ。

ストックホルム

ノーベルディナー　スタッズフュースシェッラレン Stadshuskallaren
SK305

ⒸCARL BENGTSSON

ホテルと一緒にお申し込みください
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　北欧旅行の短時間や1泊のみでも利用できるクルーズは
移動手段としてもとても便利。

シーズン、曜日、カテゴリーごとに異なります。
デジタルカタログhttp://www.myu-info.jp/d-catalogにて
ご確認ください。
掲載以外の航路、キャビン・カテゴリーも取り扱っております。

■料金

お申し込み時にご希望のキャビン・カテゴリーと必要項目［パスポート名（フルネーム）、性別、生年月日、国籍、ハンディキャップの有無］をお知らせくだ
さい。

■お申し込みについて

※スケジュール及び就航船は予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。特に、クリスマス期間や年末年始はスケジュールの変更や運休の可
能性があります。
※予約状況によりご希望のキャビンが予約できない場合があります。お早目のお申し込みをお勧めします。
※ホテル～港間の送迎をご希望の場合は、［みゅう］トランスファーを別料金にて承ります。料金、詳細はP4～5をご覧ください。
※原油価格の変動により、燃油サーチャージを別途お支払いいただく場合があります。
※2019年1月以降は、条件が変更となる場合があります。

■共通注意事項

タリンク・シリヤライン、DFDS・シーウェイズ共通事項

DFDSシーウェイズ  オスロ～コペンハーゲンの船上ホテル
D F D S  S E A W A Y S

　140年の歴史を持つ豪華客船、DFDSシーウェイズ。トップクラスの船内設備と上質のサービスで、快適な船旅をお楽しみいただけ
ます。デンマークとノルウェーを結ぶルートでは、DFDS社が保有する船舶の中で最大かつ最新の船舶にご乗船いただけます。

クラウン・オブ・スカンジナビア号

船内レストラン

■変更・取消料
乗船日の13～3日前：手配料金の50％
乗船日の2日前以降：手配料金の100％
※期限日が休業日（ノルウェー・日本）にあたる場合、その前営業日が期限となります。

タリンクシリヤライン   ヘルシンキ～ストックホルムの宿泊クルーズ
T A L L I N K  S I L J A

　バルト海沿岸の主要都市間を年間通して運行している、タリンクシリヤライン。海に浮かぶリゾートとして名高く、船内ではコンサート
やショーをお楽しみいただけます。ヘルシンキ～ストックホルム間を就航するセレナーデ号とシンフォニー号には船内プロムナードがあ
り、船内でのショッピングも楽しみのひとつです。

Cruises北欧のクルーズ ノルウェー

スウェーデン

フィンランド
トウルク

ヘルシンキヘルシンキ

タリン
エストニア

ストックホルムオスロ

デンマーク
コペンハーゲンコペンハーゲン DFDS

タリンク・シリヤライン

リガ

ヘルシンキ→ストックホルム
17:00発→翌09:30着　　（11/8 ～）17:00発→翌09:45着

オスロ→コペンハーゲン
16:30発→翌09:45着

コペンハーゲン→オスロ
16:30発→翌09:45着

■キャビン
カテゴリー 1部屋定員
スタンダード内側 bunk bed 2 名
スタンダード内側 single bed 2 名
スタンダード海側 bunk bed 4 名
スタンダード海側 single bed 2 名
Commodore Class　※朝食含む 2名
Commodore Balcony　※朝食含む 2名

船内食事
朝食
夕食ブッフェ＆ドリンク1杯（ビールorワインorソフトドリンク）
※11/3 ～ 12/23 はクリスマス・ブッフェ

■キャビン
カテゴリー 1部屋定員

B-Class = 内側・窓なし 4名
Promenade = 内側・窓あり 4名
Moomin Cabin / A-Class = 海側 Moomin：3名、A：4名
Moomin Family / Family cabin =内側・窓あり ※1 大人 2名子ども 1名以上から予約可
DeLuxe* = 海側 ※ 2 2 名
Commodore** = 海側 ※ 3 2 名
Exective Suite = 海側 2名

■変更・取消料　乗船日の15～ 4日前：手配料金の20％、乗船日の3日前以降：手配料金の
100％　※期限日が休業日（ノルウェー・日本）にあたる場合、その前営業日が期限となります。

ストックホルム→ヘルシンキ
16:45発→翌09:55着　　（11/8 ～）16:45発→翌10:30着

船内プロムナード

ムーミンキャビン

シンフォニー号

ⒸMarko Stampehl
※1： FAMILY CABIN は、大人2名＋17 歳以下の子供1名以上での予約が必要。また期間によって、大人

3名＋子供2名以上での予約が必要な場合あり
※2：レストラン TAVOLATA での朝食とお部屋にリフレッシュメント含む
※3：レストラン BON VIVANT での朝食、お部屋にリフレッシュメント、コモドーレラウンジの利用（サ
ウナ有）含む

ⒸMarko Stampehl

ホテルと一緒にお申し込みください

ホテルと一緒にお申し込みください
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