
2018年1月～2018年12月

■
■

■
■

15-Jan-18

ゲンティンクルーズライン
〒105-0021 東京都港区東新橋2-4-6 パラッツォ シエナ8F

TEL : 03-6403-5188 / FAX : 03-6403-5189

クルーズ料金の総額は、キャビン代金＋ポートチャージを合算した金額になります。

本スケジュールおよび条件は、2018年1月現在のものです。

子供料金の設定はございません。

スケジュールは発行時点での予定スケジュールを掲載しています。事前の予告なく運休する場合や、天候、
海洋条件、港内混雑による接岸調整、またその他のやむを得ない理由により、発着時間や寄港地などの
スケジュールの変更、またそれに伴い寄港地での滞在時間が短縮される場合があります。



　※2018年1⽉8⽇〜1⽉25⽇は定期整備のため運航いたしません。

チェックイン開始時刻
日曜日 香港

香港発着　1泊2日クルーズ　（日曜日～木曜日出航）

出航日

曜日 都市 入港時刻 ゲートクローズ

2018年1⽉1⽇〜12⽉31⽇の毎週⽇曜⽇〜⽊曜⽇

出港時刻
- 19:30 17:00 19:00

月曜日 香港 8:00 19:30 17:00 19:00
火曜日 香港 8:00 19:30 17:00 19:00
水曜日 香港 8:00 19:30 17:00 19:00
木曜日 香港 8:00 19:30 17:00 19:00
⾦曜⽇ 香港 8:00 -

※下記出航日につきましては、翌日の香港入港時刻が11:00となります。

※ 上記料⾦は1キャビン2名利⽤の場合のお1⼈様あたりの料⾦となります。（CCは除く）
※ 「４５⽇早割」・「６０⽇早割」はFIT予約にのみご利⽤いただけます。

¥5,925 ¥7,735¥6,715¥6,825
N/A N/A

Peak料⾦適⽤対象⽇ 2018年2⽉18⽇（⽇）、12⽉24⽇（⽉）、25⽇（⽕）、31⽇（⽉）
ポートチャージ　（港湾税、保険料、燃油等） ¥5,600

シングルユース料⾦（CCは除く） ⼤⼈1名様料⾦の150%
幼児料⾦(2才未満）　⼤⼈2名様と同伴同室でご利⽤の場合 ⼤⼈1名様料⾦の25%

Peak

7月1日(日), 9月24日(月), 9月30日(日), 10月16日(火), 12月24日(月), 12月25日(火)     出航クルーズ

⾦曜⽇ 香港 8:00 -

2月15日(木), 2月18日(日), 3月29日(木), 4月1日(日), 4月4日(水), 4月30日(月), 5月21日(月), 6月17日(日)

¥67,140

グループ料⾦

Low Peak Low Peak Low Peak

60日早割

Low
¥78,500 ¥61,380

最大定員 ⼀般料⾦ 45日早割

¥70,650
AB

カテゴリー（DECK）

ゲンティンスイート（Deck9 & 10) ¥64,900 ¥74,600 ¥58,410
AA ゲンティンスイート（Deck10） 大人3名

¥68,200

¥58,600 ¥67,400 ¥52,740

AD スタースイート (Deck9) ¥45,300 ¥52,100 ¥40,770

¥60,660
AC マキシムズスイート (Deck10) ¥52,000 ¥59,700 ¥46,800 ¥53,730
ACA マキシムズプラススイート (Deck7)

大人2名 ¥46,890
AE スーペリアデラックス  (Deck10) ¥39,400 ¥45,300 ¥35,460 ¥40,770
AF デラックス  (Deck9) ¥32,900 ¥37,900 ¥29,610 ¥34,110
CA デラックスステート  (Deck5 & 6) 大人3名 ¥27,300 ¥31,400 ¥23,205 ¥26,690 ¥23,205 ¥26,690
CB デラックスステート  (Deck6) 大人2名 ¥22,900 ¥26,400 ¥19,465 ¥22,440 ¥19,465 ¥22,440
CC デラックスステート  (Deck5) 大人1名 ¥20,000 ¥23,000 ¥17,000 ¥19,550 ¥17,000
DA インサイドステート  (Deck9 & 10) 大人4名 ¥17,000 ¥19,500 ¥14,450

インサイドステート  (Deck5) ¥15,600 ¥17,900 ¥13,260

¥19,550
¥16,575 ¥14,450 ¥16,575

¥15,215¥13,425 ¥13,260
¥12,750 ¥14,625
¥11,700

DC インサイドステート  (Deck10) 大人2名 ¥15,000 ¥17,300 ¥12,750
¥15,215DB

DD インサイドステート  (Deck5 & 6) ¥13,200 ¥15,200 ¥11,220
¥14,705

¥11,220 ¥12,920
¥11,250¥14,705 ¥12,750

¥12,920

AA - AF

¥20,475 ¥23,550
¥17,175 ¥19,800

¥12,975
¥9,900 ¥11,400

¥7,110 ¥8,190
CA - DD

N/A

3⼈⽬・4⼈⽬料⾦ ¥7,900 ¥9,100 ¥6,715 ¥7,735

N/A

¥15,000 ¥17,250

※ クルーズ料⾦の総額は、キャビン代⾦＋ポートチャージを合算した⾦額になります。
Peak料⾦適⽤対象⽇ 2018年2⽉18⽇（⽇）、12⽉24⽇（⽉）、25⽇（⽕）、31⽇（⽉）
ポートチャージ　（港湾税、保険料、燃油等） ¥5,600



　※2018年1⽉8⽇〜1⽉25⽇は定期整備のため運航いたしません。

香港発着　1泊2日クルーズ　（金曜日・土曜日出航）

出航日
2018年1⽉1⽇〜12⽉31⽇の毎週⾦曜⽇・⼟曜⽇

曜日 都市 入港時刻 出港時刻 チェックイン開始時刻 ゲートクローズ
⾦曜⽇ 香港 - 19:30 17:00 19:00
土曜日 香港 11:00 19:30 17:00 19:00
日曜日 香港 11:00 -

カテゴリー（DECK） 最大定員 ⼀般料⾦ 45日早割 60日早割 グループ料⾦

※ 上記料⾦は1キャビン2名利⽤の場合のお1⼈様あたりの料⾦となります。（CCは除く）
※ 「４５⽇早割」・「６０⽇早割」はFIT予約にのみご利⽤いただけます。

※ クルーズ料⾦の総額は、キャビン代⾦＋ポートチャージを合算した⾦額になります。

¥10,350¥13,800
¥15,800

¥64,530

¥49,140
¥42,840
¥37,260
¥31,140

¥11,850¥13,430
¥11,730

カテゴリー（DECK） 最大定員

¥71,700

¥34,600

N/A

⼀般料⾦ 45日早割 60日早割 グループ料⾦

AB ゲンティンスイート（Deck9 & 10) ¥68,000 ¥61,200
AA ゲンティンスイート（Deck10） 大人3名

N/AAC マキシムズスイート (Deck10) ¥54,600
¥61,500 ¥55,350ACA マキシムズプラススイート (Deck7)

大人2名AD スタースイート (Deck9)

AF デラックス  (Deck9)
AE スーペリアデラックス  (Deck10) ¥41,400

¥47,600

CA デラックスステート  (Deck5 & 6) 大人3名 ¥28,600 ¥24,310
¥24,100

CC デラックスステート  (Deck5) 大人1名 ¥21,100 ¥17,935
¥20,485CB デラックスステート  (Deck6) 大人2名

¥13,940
¥15,215 ¥13,425DA インサイドステート  (Deck9 & 10) 大人4名 ¥17,900

¥15,825

¥12,300

DD インサイドステート  (Deck5 & 6)
DC インサイドステート  (Deck10) 大人2名

DB インサイドステート  (Deck5) ¥16,400

幼児料⾦(2才未満）　⼤⼈2名様と同伴同室でご利⽤の場合 ⼤⼈1名様料⾦の25%
ポートチャージ　（港湾税、保険料、燃油等） ¥5,600

シングルユース料⾦（CCは除く） ⼤⼈1名様料⾦の150%

¥24,310

¥7,470

¥11,730
¥13,430
¥13,940
¥15,215
¥17,935
¥20,485¥18,075

¥21,450

¥7,055
N/A¥8,300 ¥7,0553⼈⽬・4⼈⽬料⾦ AA - AF

CA - DD ¥6,225
N/A


