
 

2020 年 11月 1日 

シドニー発 / オークランド着 7 泊 8 日ニュージーランドクルーズ① 

曜日 都市 入港 出港 

日 シドニー - 17:00 (19:00) 

月 終日航海 - - 

火 終日航海 - - 

水 
ピクトン 

マールボロ・サウンド 

10:00 

18:00 

 18:00 

 20:00 

木 ギズボーン* 11:00  19:00 

金 タウランガ 07:00  18:00 

土 ベイオブアイランズ 08:00  20:00 

日 オークランド 10:00 - 

 

 

2020年 12月 27日 

オークランド発 / シドニー着 7泊 8日ニュージーランドクルーズ② 

曜日 都市 入港 出港 

日 オークランド - 20:00 

月 ベイオブアイランズ* 10:00 20:00 

火 タウランガ 08:00 19:00 

水 ギズボーン* 07:00 17:00 

木 ウエリントン 08:00 17:00 

金 終日航海 - - 

土 終日航海 - - 

日 シドニー 05:00 (07:00) - 

 

エクスプローラー ドリーム  7 泊 8 日 日曜日発 

2020 年 11 月   1 日 シドニー発・オークランド着 

2020 年 12 月 27 日 オークランド発・シドニー着 

※「*」はテンダーボートを利用します。 

※（ ）内の時間は寄港地現地時間です。 



DISCLAIMER 

Information is correct at time of printing. Dream Cruises reserves the right to cancel and/ or substitute any information or any scheduled port of call/itinerary/price/programme at any 

time and for any reason whatsoever without notice. Cruises specified herein are governed by Dream Cruises’ Terms and Conditions, which form part of the passage contract and can be 

found at dreamcruisesline.com. It is the responsibility of the passenger to ensure that he or she has a valid visa to enter those countries that require one. Dream Cruises reserves the right 

to refuse permission to allow passengers who do not possess the required valid travel documents to board.  ©Copyright 2020 by Dream Cruises. All rights reserved. No part of this 

brochure may be reproduced or used in any means – graphics, electronics or event ideas, including but not limited to photocopying, recording, taping or information from storage and 

retrieval systems without prior written permission from Dream Cruises. Photos are for reference only.                                                                                                                                            
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ステートルームカテゴリー 7 泊 8 日ニュージーランドクルーズ 

カテゴリー デッキ  

パレス ヴィラ 11 645,700 

パレス ペントハウス 9/10 501,400 

パレス デラックススイート 9/10/11 458,000 

パレス スイート 10 443,500 

バルコニー 9/10/11 167,000 

オーシャンビュー 5/6/8/9/10 152,600 

ポートホール 4/5/6/11 138,100 

インテリア 4/5/6/8/9/10/11 135,700 

3人目・4人目料金 大人 1名料金の 50% 

シングル利用料金 大人 1名料金の 150% 

幼児 (24か月未満) 大人 2名と同室の場合、大人 1名料金の 25% 

チップ (お一人様一泊あたり) パレス スイート以上 AUD25  / バルコニー 以下 AUD20     2歳未満はなし 

 

Cruise Fares 
※下記料金は 1室を 2名でご利用される場合のお一人あたりの料金です。 (JPY) 

 

航路 

7 泊 8 日ニュージーランドクルーズ 

シドニー – 終日航海 – 終日航海 

– ピクトン – マールボロ・サウンド – ギズボーン 

– タウランガ – ベイオブアイランズ – オークランド 

オークランド – ベイオブアイランズ – タウランガ 

– ギズボーン – ウエリントン  

– 終日航海 – 終日航海 – シドニー 

出発日 

2020 

11月 1日 

 

2020 

12月 27日 

ポートチャージ 17,600 円 17,400 円 

 

<お取り扱い条件> 

1. 本クルーズ料金は、予約状況によって事前予告なく変更となる場合があります。また追加条件や除外日が発生することがあります。 

2. Special Holiday Season のクルーズは、予約確定後の変更及び取消は、入金の有無に関わらずキャビン代金の 100%を申し受けます。 

3. 運行スケジュールは、やむをえない事情で運休や変更が生じる場合があります。 

4. 掲載内容は 2020年 2月 14日現在の情報です。 

 

  


