
■　地中海　＆　北欧

コース 出航日 泊数 船名 乗船地 下船地

- 5621 2016/7/29 7 シルバー・スピリット イスタンブール ピレウス $3,950 ～

- 5625 2016/8/31 9 シルバー・スピリット ピレウス モンテカルロ $4,650 ～

- 5628 2016/9/19 12 シルバー・スピリット ベニス イスタンブール $6,650 ～

- 5629 2016/10/1 9 シルバー・スピリット イスタンブール ピレウス $4,950 ～

- 1631 2016/10/4 10 シルバー・クラウド チヴィタベッキア イスタンブール $5,650 ～

5630 2016/10/10 9 シルバー・スピリット ピレウス ベニス $4,950 ～

- 1632 2016/10/14 10 シルバー・クラウド イスタンブール ピレウス $5,250 ～

- 1633 2016/10/24 10 シルバー・クラウド ピレウス ピレウス $5,250 ～

- 2632 2016/11/8 7 シルバー・ウインド チヴィタベッキア バルセロナ $3,450 ～

■　アジア

コース 出航日 泊数 船名 乗船地 下船地

- 3633 2016/10/31 12 シルバー・シャドー シンガポール シンガポール $6,450 ～

- 3634 2016/11/12 14 シルバー・シャドー シンガポール 香港 $8,150 ～

- 3635 2016/11/26 12 シルバー・シャドー 香港 シンガポール $6,550 ～

- 3636 2016/12/8 12 シルバー・シャドー シンガポール シンガポール $7,050 ～

- 9624 2016/11/10 11 シルバー・ディスカバラー シンガポール プーケット $10,550 ～

- 9625 2016/11/21 11 シルバー・ディスカバラー プーケット プーケット $9,350 ～

9706 2017/3/13 13 シルバー・ディスカバラー コルカタ プーケット $8,950 ～

■　南米

コース 出航日 泊数 船名 乗船地 下船地

- 7625 2016/10/31 14 シルバー・エクスプローラー グアヤキル バルパライソ $7,550 ～

- 5635 2016/11/21 17 シルバー・スピリット ブリッジタウン ブリッジタウン $7,850 ～

■　カリブ

コース 出航日 泊数 船名 乗船地 下船地

- 2633 2016/11/15 17 シルバー・ウインド バルセロナ フォートローダデール $5,350 ～

- 2634 2016/12/2 10 シルバー・ウインド フォートローダデール フォートローダデール $4,050 ～

- 5636 2016/12/8 7 シルバー・スピリット ブリッジダウン ブリッジダウン $3,050 ～

- 5637 2016/12/15 7 シルバー・スピリット ブリッジダウン ブリッジダウン $2,850 ～

- 5638 2016/12/22 7 シルバー・スピリット ブリッジダウン ブリッジダウン $4,050 ～

■　アフリカ＆インド洋

コース 出航日 泊数 船名 乗船地 下船地

- 1634 2016/11/3 15 シルバー・クラウド ピレウス ドバイ $6,450 ～

- 9626 2016/12/2 15 シルバー・ディスカバラー プーケット マレ $13,150 ～

- 9627 2016/12/17 17 シルバー・ディスカバラー マレ ダルエスサラーム $16,950 ～

1701 2017/1/4 14 シルバー・クラウド ケープタウン ケープタウン $5,750 ～

1702 2017/1/18 10 シルバー・クラウド ケープタウン ケープタウン $4,450 ～

1703 2017/1/28 10 シルバー・クラウド ケープタウン ケープタウン $4,450 ～

9703 2017/1/30 12 シルバー・ディスカバラー マヘ コロンボ $8,350 ～

1704 2017/2/7 10 シルバー・クラウド ケープタウン ケープタウン $4,450 ～

1705 2017/2/17 10 シルバー・クラウド ケープタウン ケープタウン $4,450 ～

1706 2017/2/27 18 シルバー・クラウド ケープタウン マヘ $7,350 ～

9705 2017/2/27 14 シルバー・ディスカバラー コルカタ プーケット $10,450 ～
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1707 2017/3/17 15 シルバー・クラウド マヘ アブダビ $6,150 ～

1708 2017/4/1 18 シルバー・クラウド アブダビ ピレウス $6,750 ～

■　オーストラリア

コース 出航日 泊数 船名 乗船地 下船地

9622 2016/10/4 14 シルバー・ディスカバラー ケアンズ バリクパパン $13,350 ～

9706 2017/3/26 11 シルバー・ディスカバラー ベノア（バリ） ブルーム $8,950 ～

■　南極

コース 出航日 泊数 船名 乗船地 下船地

- 7626 2016/11/14 18 シルバー・エクスプローラー バルパライソ ウシュアイア $19,250 ～

■　ガラパゴス

コース 出航日 泊数 船名 乗船地 下船地

- 8635 2016/8/27 7 シルバー・ガラパゴス バルトラ バルトラ $7,150 ～

- 8636 2016/9/3 7 シルバー・ガラパゴス バルトラ バルトラ $7,150 ～

- 8636A 2016/9/17 7 シルバー・ガラパゴス バルトラ バルトラ $7,150 ～

- 8638 2016/10/8 7 シルバー・ガラパゴス バルトラ バルトラ $8,450 ～

- 8645 2016/11/26 7 シルバー・ガラパゴス バルトラ バルトラ $8,450 ～

- 8646 2016/12/3 7 シルバー・ガラパゴス バルトラ バルトラ $8,450 ～

- 8647 2016/12/10 7 シルバー・ガラパゴス バルトラ バルトラ $8,450 ～
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※料金は7月12日時点の一番下のカテゴリーの、1室2名様ご利用時の1名様あたりのご料金です。※料金には室料、船内での基本的なお食事、アルコールを含むほぼすべてのお飲物、お1人様1日1時間のWiFi(一部カテゴリーは無制限）、サービススタッフへのチップが含まれます。探検船（シルバー・エクスプローラー、シルバー・ガラパゴス、シルバー・ディスカバラー）には全寄港地での寄港地観光が含まれます。※このプロモーションは2016年7月12日から7月29日の間に上記対象コースを新規でご予約いただいた場合のみ適用されます。キャンセル・リブックは不可です。※他のプロモーションとの併用は不可ですが、VS割引、連続乗船割引との併用は可能です。上記対象コースを連続乗船された場合でも、オンボードクレジットは1室につき$1,500のみとなります。※2部屋目50%OFFの特典をご利用の場合は、2室目は正規料金にてご予約いただいた1室目と同じコースに限ります。また1室目と同じお客様に2室目もお支払いいただきます。この場合、1室目に対してはいかなるプロモーションも適用いたしかねます。2室目は1室目と同等、もしくはそれ以下のカテゴリーとなります。※探検船は、オンボードクレジット特典は対象外です。※アップグレード特典の対象カテゴリーは下記のとおりです。アップグレード後、シルバー・クラウド/シルバー・ウインド： ミッドシップ・ベランダまでシルバー・シャドー/シルバー・ウィスパー： ベランダ・スイート4までシルバー・スピリット： ベランダ・スイート6までシルバー・エクスプローラー/シルバー・ディスカバラー： ベランダ・スイートまでシルバー・ガラパゴス： デラックス・ベランダまで※5泊以下の区間乗船は対象外です。※当プロモーションは予告なく変更になる場合がございます。


