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SAGA
45歳以上限定

大 人 の ク ル ー ズ

ブリティッシュスタイル　サガクルーズ



2 3

British Style
お目覚めの紅茶がキャビンに運ばれるモーニングサービス、
気の合う仲間とのブラックジャック、
スコーンとサンドウィッチのアフタヌーンティー、
バーには秀逸なスコッチが並び、ディナーの後はダンスタイム。
サガこそ本物の英国客船。
45歳以上限定、大人の船旅。
その年代にしかわからない良さがある。
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Great Ship
サガサファイア。
船客全員が一度に食事が出来るメインダイニング、
スタンダードキャビンが21㎡の広さ。
アットホームかつ品格を備えた数々のパブリックスペース。
サガサファイアには、グレートシップの貫禄がある。
これが本物の客船である。
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Dining
サガのフォーマルディナー。
それは晩餐会そのもの。
イギリスには美味しいものはない？
いやいや、サガの食はとことんまで贅を尽くす。
それはオーシャンライナー時代そのものである。
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Entertainment
ダンス、クラシック、ジャズ、ビッグバンド、60's、モータウン。
大人には大人の嗜みというものがある。
サガの洋上には、上質なナイトライフが待っています。
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Destination
サガクルーズは、すべて英国サウザンプトンまたはドーバー発着。
アイルランド、アイスランド、ノルウェーフィヨルド、
バルト海、カナリア諸島、地中海、世界一周。
その先に何があるのか？　大人の好奇心は尽きない。
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1 お洒落を楽しむ
サガクルーズのコードは、数あるクルーズ
会社の中でももっともフォーマル色が強い
とされています。
クルーズとは非日常の夢のような世界、だ
からフォーマルナイトはタキシード＆イブ
ニングドレス。

6

チップは不要
サガのクルーズ代金には、チップも含まれ
ております。
わずらわしい計算などは不要です。

2

豊富なシングルキャビン
サガクルーズの船にはシングルキャビンが
たくさん用意されています。
一人参加でもわずかな追加料金でクルーズ
にご参加いただけます。

7

中型船ならではの 
親しみやすさ
数千人が乗船する大型船のような混雑はな
く、また小型船に比べるとそれなりの規模
ですので、パブリックスペースも充実、シア
ターでのショーやダンスなど、大型船並み
のエンターティメントもお楽しみいただけ
る、最も理想的なサイズの船です。

3

45歳以上限定、 
大人のクルーズ
サガクルーズでは、45歳以上という年齢制
限を設けています。
したがって船内は落ち着いた雰囲気が保た
れています。
クルーズとは大人の嗜みである。これがサ
ガクルーズの考えです。

8

ワンシーティングの 
ディナーテーブル
サガのメインダイニングは、一度に全船客
が食事をすることが出来るワンシーティン
グ制。
それはかつて名船の証だったのです。
だから時間を気にすることなく、ゆったりと
会話を楽しみながらお食事をしていただけ
ます。
またテーブルも完全フリーシーティングで
すので、その日の気分で好きなテーブルで
ご夫婦やご友人など、気の合う仲間で楽し
むことが出来ます。
また、シングルのお客様は、ご希望でしたら
シングルの船客だけのテーブルへご案内い
たします。

4

とにかく贅を尽くす、 
サガのお食事
サガクルーズは、保険・出版などの巨大複合
企業であるサガグループのクルーズ部門。
いわばグループの広告塔的な意味合いがあ
ります。
ですからグループの好イメージを維持する
ため、サガクルーズの食はとにかく贅沢。
高級食材をふんだんに使い、ゴージャスな
晩餐会を創り上げます。

9

低価格に設定された 
アルコール類
「お酒はコミュニケーションツールである。」
との考えから、アルコール類の料金はクルー
ズとしては比較的安く設定されています。

5

極限まで磨き上げられた 
クルーのサービス
サガクルーズで働くクルーは、とても厳し
いトレーニングを積んでいます。
そこから生まれるのは、マニュアルにはない
自分で考える暖かみのあるおもてなしの心。
クルーズの満足度は、実はこの暖かみのあ
るおもてなしから生まれるのです。

10

サガクルーズ 10 の魅力 洋上の一日
10 charm of SAGA CRUISE Day Life

無料送迎サービス
サガのクルーズ代金には、下記の送迎サー
ビスが含まれております。

● 乗船日

● 下船日

ロンドン・ヒースロー空港
　or　
ロンドン市内ホテル

港への
送迎⇒

港
ロンドン・ヒースロー空港
　or　
ロンドン市内ホテルへの送迎

⇒

バルト海クルーズの途中、サンクトペテルブルグにて

07:00 モーニングティーサービス（お好みの時間に客室へお届け）
07:30 ～09:30 ビュッフェ・ブレックファースト ザ ･ベランダ

07:30 ～09:30 アラカルト・ブレックファースト
（おすすめはモーニングステーキ） メインダイニング

08:00 ロシア・サンクトペテルブルグ入港

08:30 寄港地観光（サンクトペテルブルグ半日観光）へ出発
＊参加は任意です。

09:30 ゴルフ・パッティング ベランダデッキ

10:30 スキンケア教室 スパ

10:30 ストレッチ体操 ドローイングルーム

11:30 ～15:00
プールサイドでフィッシュ
＆チップス、ステーキサン
ドウィッチのランチ

ビーチクラブ

12:30 ～14:00 ビュッフェ・ランチ（おすすめはにしんのグリル焼き） ザ ･ベランダ
12:30 ～13:30 アラカルト・ランチ メインダイニング

13:30 寄港地観光（エルミタージュ美術館）へ出発
＊参加は任意です。

13:45 ダンスレッスン ブリタニアラウンジ

14:00 ブリッジ（カードゲーム）トーナメント カードルーム

14:30 クラシック・コメディー クーパーズ（バー）

15:00 ウェル・ビーイング（リラクゼーション）セミナー スパ

16:15 アフタヌーンティー ブリタニアラウンジ

17:00 寄港地観光（バレエ鑑賞）へ出発
＊参加は任意です。

リドデッキ

18:00 カクテルアワー（ピアノ演奏） クーパーズ（バー）

18:30 ライトミュージック＆カクテルタイム ドローイングルーム

18:45 ～21:00 アラカルト・ディナー ザ ･ベランダ

19:00 ～21:00
アラカルト・ディナー

（おすすめはシャトー
 ブリアン・フィレ）

メインダイニング

21:00 映画鑑賞（007 Sky fall) ザ ･アカデミー

21:00 ミュージカルメロディー（ピアノ演奏 ) クーパーズ（バー）

21:00 ダンスミュージック（ダンスホストがお待ちしています） ブリタニアラウンジ

21:45 ビッグバンドスタイル“グレンミラー・オーケストラ” ブリタニアラウンジ

22:45 ～23:30 レイトナイトスナック ザ ･ベランダ

MORNING

AFTERNOON

EVENING
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Restaurant Cabin Plan

メインダイニング
全船客が一度に食事が出来るダイニング、
それは名船の証し。
お席はフリーシーティング、
お好きなテーブルでお召し上がりください。
朝・昼・夜、アラカルトメニューからお選びください。

ビュッフェレストラン
朝と昼はビュッフェスタイル。
しかしメインの一皿はオープンキッチンで作られた
アツアツの一皿が目の前に運ばれてきます。
天気の良い日はテラス席もご利用いただけます。
夜は少しカジュアルなアラカルトメニューとなります。

アジア・レストラン
夜のみオープンする予約制のレストラン。
インド料理とシンガポール料理のフュージョン。
春巻、ラムカレーなど、モダンなアジア料理を
お召し上がりください。

グリル・レストラン
プールサイドに昼オープンするレストラン。
ステーキバーガーやフィッシュ＆チップスなど、
出来立てアツアツをお召し上がりください。

Main Dining Twin rooms

Single rooms

Buffet Restaurant

Asia Restaurant Grill Restaurant

48㎡
ベランダ、バスタブ付

13.5 ～21.5㎡
バスタブ付（一部シャワーのみ）

21.5㎡
バスタブ付（一部シャワーのみ）

21.5 ～25㎡
ベランダ、バスタブ付（一部シャワーのみ）

16.5㎡
バスタブ付（一部シャワーのみ）

21.5㎡
シャワー付

ロイヤルスイート

海側窓付シングル

海側窓付

海側ベランダ付

内側シングル

内側
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デッキ 2

デッキ 6デッキ 9デッキ 11 デッキ 5デッキ 8

デッキ 4

デッキ 7デッキ 10デッキ 12

■ 総トン数 37,301トン
■ 全　　長 199.6メートルサガサファイア

■ 全　　幅 28.6メートル
■ 乗客定員 706名

■ 乗組員数 415人
■ 就　　航 1982年（2011改装）

Saga Sapphire

カテゴリー キャビン仕様 デッキ

A ロイヤルスイート（バスタブ・ベランダ付） 9

B オーナーズスイート（バスタブ・ベランダ付） 10

C グランドスイート（バスタブ付）＊ 10

D スイート（一部バスタブ付） 10

E ジュニアスイート（バスタブ・ベランダ付） 10

F 海側ベランダ付（一部バスタブ付） 10

G 海側窓付（シャワーのみ） 10

H 海側窓付（一部バスタブ付） 9

カテゴリー キャビン仕様 デッキ

S 内側（シャワーのみ） 6

T 内側（シャワーのみ） 5

HS 海側シングル（バスタブ付） 9

IS 海側シングル（一部バスタブ付） 8

LS 海側シングル（バスタブ付） 5/6/7/9

NS 海側シングル（シャワーのみ）＊ 10

PS 海側シングル（シャワーのみ） 4

US 内側シングル（一部バスタブ付） 5/6/7/8

カテゴリー キャビン仕様 デッキ

I 海側ベランダ付（一部バスタブ付） 8

J 海側窓付（一部バスタブ付） 7

K 海側窓付（一部バスタブ付） 6

L 海側窓付（一部バスタブ付） 6

M 海側窓付（一部バスタブ付） 5

N 海側窓付（シャワーのみ）＊ 10

Q 内側（シャワーのみ） 8

R 内側（シャワーのみ） 7

Deck Plan

＊ 一部視界が遮られます



■ キャンセル料について
予約確定後～出航日の56日前まで 予約金相当（代金の10％）
出航日の55日前～29日前まで 代金の40％
出航日の28日前～15日前まで 代金の60％
出航日の14日前以降 代金の100％

■ パスポート・ビザ
お客様が乗船されるクルーズに必要かつ有効なパスポート（下
船日時点で残存6 ヶ月）、およびビザをご用意いただきます。
詳しくはお取り扱いの旅行会社までお問い合わせください。

■ 旅行障害保険
サガクルーズでは、クルーズ中の障害をカバーする旅行保険
への加入が必要となります。加入されましたら、ご予約の旅
行会社へ保険会社名、証書番号をお知らせください。

■ 乗船について
各港とも出港の約3時間前から開始となります。
乗船後、船内ではウェルカムアフタヌーンティーのご用意がご
ざいます。
乗船時にパスポートは船のレセプションデスクにてお預かり
いたします。
寄港地等で必要な場合は、レセプションデスクにてお渡しい
たしますが、船に戻られましたら、パスポートはレセプション
デスクに再度お預けください。

■ 通貨・船内でのお支払
船内通貨は、UKポンドです。
乗船されますと、お客様のアカウントが開設されます。船内
でショッピング、ダイニングやバーでのアルコール類やソフ
トドリンク、クリーニング、寄港地観光等の料金がお客様のア
カウントにチャージされます。クルーズの最終日にご利用明
細書がキャビンに届けられます。お支払いは、クレジットカー
ド（ビザ、マスター、アメックス）、現金（UKポンド）がご利用
いただけます。（日本円の利用、UKポンドへの両替は不可）

■ パスカード
乗船時にお一人様に1枚ずつパスカードをお渡しします。船
内でアルコール類のご注文やショッピングの際ご提示いただ
くと、ご利用代金はお客様のアカウントにチャージされます。

■ 電気器具
110Vとなります（バスルームの髭剃り用は115/230ボルト）。
プラグ形状はイギリス（BFタイプ）もしくはヨーロッパ（Cタ
イプ）となります。
国際規格以外の日本の電化製品は100Vのため、そのままの
使用されますと支障をきたす恐れがあります。
したがいまして変圧器の使用をお勧めいたします。

■ 寄港地の変更
天候不良等の諸事情により、サガクルーズ社は寄港地の変更
を行う権利を有します。お客様のご理解とご協力をお願い申
し上げます。

■ お子様の乗船
45歳以上の年齢制限を設けているため、お子様はご乗船いた
だくことができません。あしからずご了承ください。

■ 海洋汚染防止
船から海へのゴミその他汚染物の投棄はおやめください。

■ ボートドリル（避難訓練）
乗船日にボートドリルを厳格に行っております。全船客の
参加が義務付けられております。皆様のご協力をお願い致
します。

■ 下船について
下船日のは通常、接岸1時間後から
開始します。下船時間等につきまし
ては、下船前夜の船内新聞、ならびに
下船に関する案内をご覧ください。
船内ご利用分につきましてクルーズ
の最終日にご利用明細書がキャビン
に届けられます。乗船時にクレジッ
トカードを登録された方は、自動的に引き落としとなります。
現金でお支払いの場合は、下船前夜にフロントデスクにてお
支払ください。
下船日当日、パスポートを忘れないよう、必ずお受け取りくだ
さい。

■ Eメール
パブリックスペースにてお客様ご自身のコンピューターで
Wi-Fiがご利用いただけます。(有料）
またコンピュータールームの PC（英語キーボード　有料）も
ご利用いただけます。

■ ランドリー
有料のランドリーサービスのみとなります。（セルフランド
リーはございません。）

■ ライブラリ
幅広いジャンルの書籍、DVDをご用意しております。

■ 貴重品
貴重品は、お部屋のセーフティボックスをご利用ください。

■ 郵便物
船から手紙やハガキを出すときは、レセプションデスクにお
渡しください。その際には表面の右上にキャビン番号を必ず
ご記入ください。

■ ドレスコード
1週間のクルーズの場合、平均的にフォーマル2回、インフォー
マル2回、カジュアル3回となります。

＜フォーマル＞　
　男性： タキシードもしくはダークスーツ（サガクルーズは英

国の船客が多いため、タキシード着用率が高いです）
　女性：イブニングやカクテルドレス、着物など

＜インフォーマル＞
　男性：スーツもしくはジャケット＆ネクタイ
　女性：カクテルドレスや、ワンピースやスーツなど。

＜カジュアル＞
　男性：襟付きシャツとスラックスなど。
　女性： 軽いワンピースやブラウスとスカート、スラックス

など

■ お食事

＜スペシャリティレストラン＞
アジアンフュージョンの特別レストラン（EAST TO WEST）を
ご利用いただけます。（無料）
乗船後、EAST TO WESTまたはフロントデスクにてご予約な
さってください。

また、プールサイドの THE BEACH CLUBでは、ランチに
フィッシュアンドチップスやハンバーガーをお召し上がりい
ただけます。（無料）

乗船日のディナーから下船日の朝食までがクルーズ代金に含
まれております。
乗船日はランチのサービスはございませんが、アフタヌーン
ティーのご用意がございます。

■ 発売開始
サガクルーズは通常1年半前から発売開始します。
発売当初は、最大35%の割引が適用されます。ここから予約
状況に応じて割引率が小さくなってゆきます。
いつまでに予約すれば何割引といった基準は設定しており
ません。
総じて早めの予約ほどお安い傾向にあります。
まずは、最新の料金と空き状況をお問合せください。

■ ご予約
ご予約日から1週間以内

ご予約金のお支払いをもって正式予約となります。ご予約か
ら1週間以内に代金の10%をお支払いただきます。
＊ みずほ銀行のキャッシュセリングレートを採用し、円換算

額をご案内いたします。

■ 残金のお支払
ご出発の2 ヶ月前

ご出発の2 ヶ月前までに残金をお支払いただきます。
＊ みずほ銀行のキャッシュセリングレートを採用し、円換算

額をご案内いたします。

■ 無料送迎サービスお申込み
ご出発の1 ヶ月前

ご出発の約1 ヶ月前に、無料送迎サービスの利用につきまし
てご案内いたします。
ロンドン発着の便名、利用ホテル名などの情報をお知らせく
ださい。

■ 寄港地観光お申込み
ご出発の1 ヶ月前

ご出発の約1 ヶ月前に、寄港地観光のお申込書をお届けいた
します。
ご希望の寄港地観光をお選びの上、お申込書をお送りいただ
きます。
なお、船内でもお申込み可能です。ただし事前予約で寄港地
観光がいっぱいになる可能性がございます。ご希望の寄港地
観光がお決まりでしたら、お早めにお申し込みください。

■ 海外旅行傷害保険への加入
ご出発の1 ヶ月前

サガクルーズは、海外傷害保険への加入が義務付けられてお
ります。
保険会社名、証書番号をお知らせください。

■ チケットのお届け
ご出発の2週間前

ご出発の約2週間前に、クルーズチケット、乗船案内、送迎サー
ビス、港の情報をお届けいたします。

■ 乗船手続き
乗船日

クルーズチケット、パスポート、クレジットカードをご提示く
ださい。
お部屋のカードキー（パスカード）をお渡しいたします。

朝 食
メインダイニング（POLE TO POLE） アラカルトメニュー　自由席
リドレストラン（THE VERANDA） ビュッフェスタイル　自由席

ランチ
メインダイニング（POLE TO POLE） アラカルトメニュー　自由席
リドレストラン（THE VERANDA） ビュッフェスタイル　自由席

ディナー
メインダイニング（POLE TO POLE）

アラカルトメニュー　自由席
リドレストラン（THE VERANDA）
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乗船ガイドご予約から出発まで


