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添乗員付
コース設定！

ベニス（イメージ）

バルセロナ（イメージ）

ジブラルタル（イメージ）

ドゥブロブニク（イメージ）

ハロン湾（イメージ）

ホイアン（イメージ）

左：クリスタル・シンフォニー（イメージ）／右：クリスタル・セレニティ（イメージ）

上海イメージ）

香港（イメージ）



2018年10月25日（金）～11月9日（土）16日間

◆マーケットプレイス＆シュハスカリア
現在、シンフォニー11デッキ、セレニティ12デッキの「リド・
カフェ」は、日中は「マーケットプレイス」、18時～21時は「
シュハスカリア」として営業いたします。いずれもオープン
キッチンとなりますが、朝食、昼食は引き続きビュッフェス
タイルにてご提供いたします。

シュハスカリアはシュラスコ・バー・スタイルのカジュアル
・ディナー・レストラン。タパスやサラダ、セビチェ、そして大
串に刺した魚介や肉を豪勢に振る舞います。

◆シルク
リド・デッキ、トライデントのエリアには、新しくチャイニー
ズレストラン「シルク」がオープン！朝食、昼食はセルフサ
ービスで、飲茶やシノワ・サラダ、スープや麺類等をご用
意。ディナータイムは18時～21時。お席はオープン・シ
ーティングですが、事前にご予約されることをお勧めい
たします。なお、トライデント・バー＆グリルは、シルクの隣
で引き続き営業いたします。

松久信幸氏
世界で最も有名な
日本人シェフの一
人。米誌『Food & 
Wine』で全米ベス
トシェフ10人に選
ばれています。

▼料理の一例（イメージ）
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世界中のクルーズファンを魅了する
クリスタルクルーズの進化にご期待ください。
大幅な改装を終え、新たな進化を遂げた「クリスタル・セレニティ」「クリスタル・シンフォニー」。
メインダイニングのオープンシーティング化、ダイニングオプションの増加、ハイテク機器の搭載と、
より快適な「クリスタル・クルーズ」へぜひ、ご乗船ください。

●シーブリーズ・ペントハウス・スイート（SS）　
デッキ9/46㎡/バトラー付（シンフォニー）　
デッキ10/50㎡/バトラー付（セレニティ）
●シーブリーズ・ペントハウス（SH）
デッキ9/34㎡/バトラー付（シンフォニー）　
デッキ10/37㎡/バトラー付（セレニティ）
※SS、SHのカテゴリーご希望の場合は、お問い合わせくだ
さい。こちらのお部屋タイプには、バスタブは付いておりません。

評判の良いバトラーサービスを踏襲し、ウォークインクロ
ーゼット、広 と々したシャワールームを完備。さらには従来
のサービスの他、スペシャルティ・レストラン「ウミ・ウマ」、「
プレゴ」のご利用は、ご乗船中追加料金なし、無制限で
ご利用が可能となります。

ペントハウス客室増設により、各船の乗客数ならびに
お一人様あたりの占有率が、下記の通り変わりました。
●クリスタル・シンフォニー／乗客数：922名→848名
　お一人様あたりの占有率：53.3トン→60.2トン
●クリスタル・セレニティ／乗客数：1070名→980名
　お一人様あたりの占有率：63トン→70.3トン

◆ウミ・ウマ
創作和食スペシャルティ・レストラン「シルクロード＆寿
司バー」は、その名を「ウミ・ウマ」へと変えました。こちら
は名称の変更のみとなり、NOBUこと松久信幸氏が、
変わらずプロデュースいたします。お席のご予約は、引き
続き事前に必要となります。

新しいペントハウスが登場

お一人様あたりの占有率アップ！
よりゆったりとした空間に…

◆ウォーターサイド
現在、2回制のメインダイニング「クリスタル・ダイニング・
ルーム」が、シックなデザインで完全オープンシーティン
グの「ウォーターサイド」へ生まれ変わります。改装に伴
い、2名・4名テーブルが増設されました。

ダイニングオプション

▼シーブリーズ・ペントハウス／お部屋の一例（イメージ） ▼ウォーターサイド（イメージ）

▼シュハスカリア（イメージ）

シルク（イメージ）▲

▼シーブリーズ・ペントハウス・スイート／お部屋の一例（イメージ）

DISCOVER THE CRYSTAL DIFFERENCE



船上で必要な費用のほとんどがクルーズ代金に含まれた、
より自由で上質な旅をご提供します。

非日常のひとときを快適に
過ごすための心地よい空間や
最新鋭の施設。船上はお客様の
壮大な旅を彩る、華麗な
ステージです。

「言語バリアフリーのショー」を
コンセプトに最先端テクノロジーを
駆使した華やかなショーを
お楽しみいただけます。

アトリウム（イメージ） ショーの一例（イメージ）
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　 ＝航空機 A＝朝食 S＝昼食 D＝夕食 F＝機内食 
◎＝入場観光、○＝下車観光

コース表の
マークの見方

早朝

04：00 24：0006：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜未明

00：00
時間帯の目安

各コース共通のご案内

国内線の手配をご希望の方はお問い合わせください。

●クリスタル・クルーズのご紹介

●ベニス出航！アドリア海クルーズ10日間

●常夏の楽園！カリブ海クルーズ17日間

●陽光のスペイン・ポルトガルクルーズ

●グアム・サイパンオリエンタルアジアクルーズ　

●香港・台湾・東京クルーズ

●東京・上海・香港クルーズ　

●クリスタル・クルーズスケジュール 2019年9月～2020年4月出発

P2・3

P4

P5

P6・7

P8

P9

P10

P11

C O N T E N T S

2019年9月13日（金）～9月22日（日）10日間／OCY190914-07

2019年10月25日（金）～11月10日（日）17日間／OCS191025-14

2019年11月5日（火）～11月14日（木）10日間／OCY191105-07

2020年2月1日（土）～2月15日（土）15日間／OCS200202-13

2020年3月15日（日）～3月23日（月）9日間／OCS200316-07

2020年3月23日（月）～3月31日（火）9日間／OCS200323-08

オールインクルーシブ

快適に過ごすための
心地よい空間や
施設が充実！

一流アーティストによる
華麗なショーも堪能！

※尚、弊社で国内線の手配を承った場合でも、国内線利用の間は手配旅行契約となり、特別補償保険の適用はございません。

郵船トラベルクルーズセンターのツアーポイント
■ベテランスタッフが安心の船旅をご案内します。
郵船トラベルでは船旅に精通したベテランのクルーズスタッフが、ご相談から
添乗まで安心できる船旅をご案内いたします。

■添乗員同行コース、2名催行コースを設定！
添乗員同行コースでは、多くの船旅を経験した添乗員がご同行いたします。
また、2名でお申し込みの場合、出発が確定する2名催行コースを設定いたし
ました。

■早期予約割引設定！
一部のコースに、早期予約割引を設定いたしました。詳細は、各ページをご
覧ください。ご希望のお部屋タイプやお部屋番号確保いただくためにも、お
早目のご予約をお勧めします。

■渡航手続き書類を無料で作成いたします。

■無料お荷物宅配サービスをご利用いただけます。
ご自宅から空港まで、身軽に旅していただけるよう、お一人様1個までのお荷
物は、ご自宅から空港までの無料宅配サービスをご利用いただけます。
「香港・台湾・東京クルーズ」は、往路のみ、
「東京・上海・香港クルーズ」は、復路のみの宅配サービスとなります。
その他のコースは、往復の宅配サービスとなります。

■弊社オリジナルの
「クリスタル・クルーズガイドブック」
「クルーズカードホルダー」をプレゼント！
クリスタル・クルーズを詳しくご案内した「郵船トラベルク
リスタル・クルーズガイドブック」と「カードホルダー」をプレゼン
トいたします。「ガイドブック」はご旅行に携帯しやすい大
きさです。「カードホルダー」はカード式の乗船証が入れ
られます。

イメージ
各国の出入国などの渡航手続書類を無料でご用意いたします。

（イメージ） （イメージ）

●本格的な日本料理も味わえます。
世界的にも人気の松下信幸氏プロデュースのレストランで日本料理をベースに
した創作料理や寿司がお楽しみいただけます。
●日本語を話すスタッフが常駐します。
安心で快適なクルーズライフをお楽しみください。
●日本語の船内新聞をご用意。
お部屋配られる船内新聞やダイニングメニューも日本語をご用意！

日本人のお客様も安心の
“和のおもてなし”が息づいています。

（イメージ） （イメージ）

●お飲物（ワイン、シャンパン、プレミアムスピリッツ、ミネラルウォーター、
　ソフトドリンク、コーヒー）  ●WiFiインターネット
●基本のチップ（バトラー、客室スチュワーデスやバー＆ダイニング・スタッフへのチップ）
●スペシャルティーレストランでのお食事（1回）※PS/SS、PH/SHのお客様は無制限



ベニス（イメージ）

ベニス出航！アドリア海クルーズ10日間 OCY190914-07

水の都ベニスから出港し、紺碧のアドリア海の
珠玉の寄港地を巡る感動のクルーズ！世界遺産の
ドゥブロブニクをはじめ、見どころがいっぱいです。

クリスタル・セレニティ
2019年9月13日（金）～9月22日（日）10日間
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（12：00～16：00）ベニス着。 着後、専用車にて港へ。
クリスタル・セレニティ乗船 ※ベニス停泊

Qベニス半日市内観光（日本語）（◎ドゥカーレ宮殿、○サンマルコ広場）
［14：00］ベニス（イタリア）出港

［13：00］コトル（モンテネグロ）入港
（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）
［18：00］コトル（モンテネグロ）出港

［09：00］コルフ（ギリシャ）入港
（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）
［18：00］コルフ（ギリシャ）出港

［08：00］ドゥブロブニク（クロアチア）入港
（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）
［22：00］ドゥブロブニク（クロアチア）出港

［02：00］ベニス（イタリア）入港
Q船内にて朝食後、クリスタル・セレニティ下船

下船後、空港へ。昼食は、各自空港内でお済ませください。
（13：00～17：00）ベニス発Zエミレーツ航空にてドバイ乗り継ぎ、空路帰国の途へ。

［08：00］スプリット（クロアチア）入港
（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）
［17：00］スプリット（クロアチア）出港
［07：00］コペル（スロヴェニア）入港
（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）
［18：00］コペル（スロヴェニア）出港

スケジュール

7
9/19
（木）

8
9/20
（金）

1
9/13
（金）

2
9/14
（土）

3
9/15
（日）

9
9/21
（土）

10
9/22
（日）

4
9/16
（月・祝）

5
9/17
（火）

6
9/18
（水）

（16：00～18：00）成田または羽田着。大阪・名古屋のお客様（注1）関空着。 
着後、解散。おつかれさまでした。

機中泊F

船内泊FL̶D

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

機中泊AF

F

ク
リ
ス
タ
ル
・
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ズ

世界遺産に登録された城塞都市は、「アドリア海の宝石」と賞賛される美しさを誇ります。自治
都市の面影が色濃く残されている旧市街は14世紀に東西貿易の要衝として栄えました。

イメージ

クロアチアの人気観光都
市、スプリット。ローマ帝
国の皇帝ディオクレティ
アヌス帝が建てた宮殿か
らはじまった都市で世界
遺産にも指定されていま
す。皇帝亡き後、宮殿に
市民が移り住んで現在の
旧市街になっています。

Spli tスプリット

ベニスVenezia

Dubrovnikドゥブロブニク
ドゥブロブニク（イメージ）

幻想的な魅力あふれる「水の都」ベニス。黄金のモザイクが威厳を放つサンマルコ大聖堂や
ドゥカーレ宮殿など、映画の舞台としてもおなじみの名所が数多く点在しています。市内を縦
横に走る運河をゴンドラが行き交い旅情を誘います。

ベニス（イメージ）

世界
遺産

世界
遺産

（21：00～01：00）大阪・名古屋のお客様（注1）関空発Z
　　　　　　　東京のお客様（注2）成田または羽田発Z
エミレーツ航空にて、ドバイ乗り継ぎ、空路ベニス（イタリア）へ。

ベニス

コトル

コルフ

ドゥブロブニクスプリット

コペル

イタリア

ギリシャ

クロアチア
スロヴェニア

モンテネグロ

●

●

●

●

●

●

●

※気象・海象その他の状況により記載航路、スケジュールが変更になる場合がございます。
■最少催行人員：東京（成田または羽田）、大阪（関空）発の合計12名様　■添乗員：発着空港が分かれ
た場合、原則として人数の多い空港から同行し、ドバイ空港内で合流・解散します。

■利用予定航空会社：エミレーツ航空　■食事回数：朝食7回、昼食6回、夕食7回（機内食は含みません）
（注1）名古屋からご参加のお客様はエミレーツ航空が運行する名古屋駅～関西空港間の往復無料シャト
ルバスをご利用頂くことができます（要予約）。バスの運行についてはエミレーツ航空の都合で変更となる場
合があります。名古屋駅～関西空港間は手配旅行契約となり特別補償規程による補償金等の適用はあり
ません。（注2）羽田発のフライト利用となった場合は9/14の未明（00：30予定）発となります。

燃油サーチャージが別途必要となります。（目安23,000円：2019年3月20日現在）また、国
内空港施設使用料/成田2,610円、羽田2,570円、関空3,040円、国際観光旅客税1,000円、海外空港税約
6,000円（2019年3月20日現在）が別途必要となり、出発前に確定して請求させていただきます。

※ビジネスクラスについては裏面「ご案内とご注意」の「航空機について」をご覧ください。
※ポートチャージUS$315/約36,000円が別途必要となり、出発前に確定して請求させていただきます。

■ご旅行代金※2名1室利用の大人お一人様
（　　　　）内は船室をお1人様でご利用の場合の代金
※本コースはクリスタルリピーター（ソサエティ）割引、船上予約割引及び早期一括払い割引適用除外コースです。

598,000円    （688,000円）
648,000円    （788,000円）
698,000円    （898,000円）
728,000円    （938,000円）

998,000円（1,488,000円）
998,000円（1,488,000円）

お部屋タイプ

480,000円航空機ビジネスクラス追加代金（日本発着便のみ）

旅行代金

C1：デラックス・ステート
（21㎡）

C3：デラックス・ステート
（21㎡）※一部視界遮断

B1：デラックス・ステート
（ベランダ付/25㎡）

A1：デラックス・ステート
（ベランダ付/25㎡）
SH：シーブリーズ・ペントハウス
（ベランダ・バトラー付/37㎡）

PH：ペントハウス
（ベランダ・バトラー付/37㎡）

シルバーウィーク利用

本コースのポイント
◆出港・入港風景の美しい、ベニス発着クルーズ。
　ベニスでは、半日日本語観光付き
◆世界遺産の、コトル（モンテネグロ）、ドゥブロブニク、
　スプリットという、アドリア海の絶景の街を巡ります。
◆ご参加いただきやすい、シルバーウィークご利用の日程！

スプリット（イメージ）
世界
遺産

催行
間近

イメージ
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機中泊F

船内泊FL̶D

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

機中泊AF

F

ケイマン諸島の首都、ジョージタウンはカリブ海クルーズの中でも人気のスポット。サンゴ礁に
囲まれた島には世界中からダイバーが集まってきます。

グアドループ（イメージ）

Grand Cayman

常夏の楽園！カリブ海クルーズ17日間
（10：30～17：00）成田または羽田発Z米国内乗り継ぎにて、空路ニューオーリンズ
（アメリカ）へ。…………………………〈日付変更線通過〉……………………………
（13：00～18：00）ニューオーリンズ（アメリカ）着。 着後、専用車にて港へ。

クリスタル・シンフォニー乗船　※ニューオーリンズ停泊
［05：00］ニューオーリンズ（アメリカ）出港  クルージングの始まりです！
ミシシッピ川を通過して、カリブ海へクルージング

Oカリブ海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

Oカリブ海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

［12：00］オーチョ・リオス（ジャマイカ）入港
（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）
［19：00］オーチョ・リオス（ジャマイカ）出港

［09：00］キュラソー島/ウィレムスタッド（オランダ領）入港
［21：00］キュラソー島/ウィレムスタッド（オランダ領）出港

［12：00］グランドケイマン/ジョージタウン（イギリス領西インド諸島）入港
（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）
［19：00］グランドケイマン/ジョージタウン（イギリス領西インド諸島）出港

Oカリブ海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

O大西洋クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

O大西洋クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

［08：00］バルバドス/ブリッジタウン（イギリス領西インド諸島）入港
（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）
［22：00］バルバドス/ブリッジタウン（イギリス領西インド諸島）出港
［12：00］テール・ド・オート/グアドループ入港（フランス領西インド諸島）
（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）
［18：00］テール・ド・オート/グアドループ出港（フランス領西インド諸島）
［08：00］グスタビア/セント・バーツ（フランス領）入港
［23：00］グスタビア/セント・バーツ（フランス領）出港

Qマイアミ（アメリカ）入港
船内にて朝食後、クリスタル・シンフォニー下船。 

専用車にて市内観光（日本語）（○マイアミビーチ、○アール・デコ地区）
観光後、ホテルへチェックイン。夕食はホテル内レストランにて、お召し上がりください。

［08：00］タークス・カイコス諸島/グランドターク島（イギリス領）入港
（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）
［17：00］タークス・カイコス諸島/グランドターク島（イギリス領）出港

R専用車にて空港へ。
（06：30～08：00）フォート・ローダーデールまたはマイアミ発Z米国内乗り継ぎにて、空路
帰国の途へ。 …………………〈日付変更線通過〉…………………

（14：30～17：00）成田または羽田着。 着後、解散。おつかれさまでした。

スケジュール

2
10/26
（土）

3
10/27
（日）

4
10/28
（月）

5
10/29
（火）

6
10/30
（水）

7
10/31
（木）

8
11/1
（金）

9
11/2
（土）

10
11/3
（日）

12
11/5
（火）

13
11/6
（水）

14
11/7
（木）

15
11/8
（金）

17
11/10
（日）

16
11/9
（土）

11
11/4
（月）

1
10/25
（金）

船内泊FL̶D

機中泊L̶L̶F

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

フォート・ローダーデールまたはマイアミ泊ASD
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ジョージタウン（イメージ）

ベネズエラの北約60kmに浮かぶキュラソー島の都市、ウィレムスタッドの海岸沿いにはパス
テルカラーの可愛らしい建物が並び、世界遺産にも登録されています。

キュラソー島（イメージ）

OCS191025-14

※気象・海象その他の状況により記載航路、スケジュールが変更になる場合がございます。
■最少催行人員：12名様　■添乗員：成田発着または羽田発着にて同行してお世話します。
■利用予定航空会社：デルタ航空、ユナイテッド航空、アメリカン航空、全日空のいずれか
■利用予定ホテル：（フォートローダーデール）マリオット・ハーバービーチリゾート＆スパ、ヒルトン・フォー
トローダーデール・ビーチリゾート、Wフォートローダーデール、ウエスティン・フォートローダーデール・ビ
ーチリゾートのいずれか　（マイアミ）ヒルトン・マイアミ・ダウンタウン

■食事回数：朝食14回、昼食14回、夕食15回（機内食は含みません）

グスタビア/セント・バーツ

キュラソー島/
ウィレムスタッド

バルバドス/ブリッジタウン

グランドケイマン/ジョージタウン

ニューオーリンズ

テール・ド・オート/グアドループ
オーチョ・リオス

タークス・カイコス諸島/グランドターク島

マイアミ
●

●
●

● ●

●
●

●

●

メキシコ湾

カリブ海

カリブ海に浮かぶ宝石のような島 に々寄港しながら
美しい海と白砂のビーチを満喫する魅惑のクルーズ。

グランドケイマン/ジョージタウン

Curaçaoキュラソー島

島全体が珊瑚礁でできたバルバ
ドスは、透明度が高くて美しいビ
ーチが広がる人気の島。首都ブリ
ッジタウンのブリッジタウン歴史
地区とギャリソンは植民地時代
の歴史的な建築物が数多く残り
世界遺産になっています。

Barbados
バルバドス

バルバドス（イメージ）

イメージ

世界
遺産

クリスタル・シンフォニー

燃油サーチャージが別途必要となります。（目安35,000円：2019年3月20日現在）また、国
内空港施設使用料/成田2,610円、羽田2,570円、国際観光旅客税1,000円、海外空港税約8,000円（2019
年3月20日現在）が別途必要となり、出発前に確定して請求させていただきます。

※ビジネスクラスについては裏面「ご案内とご注意」の「航空機について」をご覧ください。
※ポートチャージUS$630/約73,000円が別途必要となり、出発前に確定して請求させていただきます。

■ご旅行代金※2名1室利用の大人お一人様
（　　　　）内はホテル・船室をお1人様でご利用の場合の代金
※本コースはクリスタルリピーター（ソサエティ）割引、船上予約割引及び早期一括払い割引適用除外コースです。

898,000円（1,088,000円）
1,018,000円（1,228,000円）
1,048,000円（1,328,000円）
1,088,000円（1,368,000円）

1,378,000円（2,098,000円）
1,378,000円（2,098,000円）

お部屋タイプ

790,000円航空機ビジネスクラス追加代金（日本発着便のみ）

旅行代金

C1：デラックス・ステート
（19㎡）

E1：デラックス・ステート
（19㎡）※一部視界遮断

B1：デラックス・ステート
（ベランダ付/23㎡）

A1：デラックス・ステート
（ベランダ付/23㎡）
SH：シーブリーズ・ペントハウス
（ベランダ・バトラー付/34㎡）

PH：ペントハウス
（ベランダ・バトラー付/34㎡）

2019年10月25日（金）～11月10日（日）17日間

本コースのポイント
◆ゆったり14泊のカリブ海クルーズ。
◆フォートローダーデールでは、日本語市内観光付き

催行
間近



陽光のスペイン・ポルトガルクルーズ

温暖な気候に恵まれたバレンシアには中世の建築物
や大聖堂のほか中央市場や美術館、動物園など見ど
ころがたくさんあります。また、旧市街とはまったく趣の
異なる“芸術科学都市”には近未来的なフォルムの博
物館やオペラハウスが集り、まるでSFの世界のよう。

イメージ

Valencia バレンシア

サグラダファミリア／バルセロナ（イメージ）

6

バルセロナ
Barcelona
ガウディの作品がちりばめられた都
市、バルセロナ。街を散策すればあち
こちでガウディの名建築物に出会え
ます。彼の未完の傑作サグラダ・ファ
ミリアは様々な技術の進歩でこの巨
大な教会は2026年に完成すると
言われています。また、鮮やかなタイ
ルを砕いて仕上げられたグエル公園
は必見。

グエル公園（イメージ）

カサ・ミラ（イメージ）

本コースのポイント
◆バルセロナ、リスボン日本語市内観光付き
◆リスボンでは、ポルトガルの国営ホテル・ポサーダの
　ひとつ「ポサーダ・デ・リスボア」にご宿泊！

穏やかな気候の中、バルセロナより、ジブラルタル海峡を通過し、リスボンまで。
魅惑の国スペイン・ポルトガルを巡る、イベリア半島周遊クルーズへ

地中海に浮かぶ南北75km、東西100kmのマヨルカ島は、美しい海と恵まれた気候で“地中海の
楽園”と呼ばれています。まず目に付くのがカタルーニャ・ゴシック様式のパルマ大聖堂。内部では、
ガウディが関わった装飾も見ることができます。大聖堂周辺の旧市街は中世の雰囲気たっぷりで
散策するだけでも興味深い発見があります。
イメージ

Palma de Mallorca
パルマ・デ・マヨルカ

世界
遺産

芸術科学都市（イメージ）

旧市街（イメージ）



OCY191105-072019年11月5日（火）～11月14日（木）10日間

コスタ・デル・ソル（太陽海岸）の人気の観光地、マラガ。ピカソの生まれ故郷としても有名です。
アルハンブラ宮殿を訪れるツアー（船会社主催・英語）も
ご用意してありますので、ぜひお楽しみください。

Málaga マラガ

ポルトガルの首都・リスボン。現在は素朴な雰囲気が
漂っていますが、大航海時代に黄金時代を築いた先進
国です。その栄華が伺えるジェロニモス修道院やベレン
の塔などにご案内します。

Lisboa リスボン

アルハンブラ宮殿
（イメージ）

グラナダ（イメージ）

ジェロニモス修道院（イメージ）

クリスタル・セレニティ

世界
遺産

特徴的な岩山“ザ・ロック”が街のシンボル。麓の市街地
からロープウェーで登ることができます。山頂付近には猿
のバーバリーマカクが250頭ほど生息しています。

Gibral tar ジブラルタル

ジブラルタル（イメージ）

7

早期予約割引
2019年6月28日（金）までにご予約の場合 ＊ お一人様10,000円割引

（09：00～15：00）成田または羽田発Zヨーロッパ内乗継ぎにてバルセロナ（スペイン）へ。
（18：00～23：00）バルセロナ着。 
着後、専用車にて港へ。

クリスタル・セレニティ乗船 ※バルセロナ停泊

Qバルセロナ市内観光（日本語）
（◎サグラダファミリア※1、◎グエル公園ほか）
［18：00］バルセロナ（スペイン）出港

Oクルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

［08：00］パルマ・デ・マヨルカ（スペイン）入港
（ご希望の方は船会社主催のオプショナルツアーにご参加ください）
［21：00］パルマ・デ・マヨルカ（スペイン）出港

［08：00］バレンシア（スペイン）入港
（ご希望の方は船会社主催のオプショナルツアーにご参加ください）
［23：59］バレンシア（スペイン）出港

［08：00］マラガ（スペイン）入港
（ご希望の方は船会社主催のオプショナルツアーにご参加ください）
［23：59］マラガ（スペイン）出港

［06：00］リスボン（ポルトガル）入港
船内にて朝食後、クリスタル・セレニティ下船

リスボン市内観光（日本語）（◎ジェロニモス修道院、○ベレンの塔ほか）
（15：00頃）ご昼食後、ホテルへチェックイン。
夕食はホテル内レストランにてお召し上がりください。

［06：00］ジブラルタル（イギリス領）入港
（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）
［13：00］ジブラルタル（イギリス領）出港

（07：30～19：30）成田または羽田着。 着後、解散。おつかれさまでした。

スケジュール

4
11/8
（金）

5
11/9
（土）

6
11/10
（日）

7
11/11
（月）

8
11/12
（火）

9
11/13
（水）

10
11/14
（木）

1
11/5
（火）

2
11/6
（水）

3
11/7
（木）

船内泊FL̶D

機中泊AL̶F

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

リスボン泊ASD
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※１：11/6（水）サグラダファミリア観光は、下車観光となりますが、入場券確保できた場合は、内部へ入場いた
だきます。その際、ガイドのご案内は、入場まで（内部は各自ご見学）とさせていただく場合がございます。
※気象・海象その他の状況により記載航路、スケジュールが変更になる場合がございます。
■最少催行人員：12名様　■添乗員：成田発着または羽田発着にて同行してお世話します。
■利用予定航空会社：エール・フランス、スイスインターナショナルエアラインズ、ブリティッシュエアウ
ェイズ、フィンランド航空、ルフトハンザドイツ航空、KLMオランダ航空のいずれか

■利用予定ホテル：ポサーダ・デ・リスボア
■食事回数：朝食8回、昼食7回、夕食8回（機内食は含みません）

燃油サーチャージが別途必要となります。（目安23,600円：2019年3月20日現在）また、国
内空港施設使用料/成田2,610円、羽田2,570円、国際観光旅客税1,000円、海外空港税約8,000円（2019
年3月20日現在）が別途必要となり、出発前に確定して請求させていただきます。

※ビジネスクラスについては裏面「ご案内とご注意」の「航空機について」をご覧ください。
※ポートチャージUS$315/約36,000円が別途必要となり、出発前に確定して請求させていただきます。

■ご旅行代金※2名1室利用の大人お一人様
（　　　　）内はホテル・船室をお1人様でご利用の場合の代金
※本コースはクリスタルリピーター（ソサエティ）割引、船上予約割引及び早期一括払い割引適用除外コースです。

548,000円    （818,000円）
688,000円    （858,000円）
998,000円（1,318,000円）

お部屋タイプ

530,000円航空機ビジネスクラス追加代金（日本発着便のみ）

旅行代金
B1：デラックス・ステート
（ベランダ付/25㎡）

A1：デラックス・ステート
（ベランダ付/25㎡）

PH：ペントハウス
（ベランダ・バトラー付/37㎡）

パルマ・デ・マヨルカ

バルセロナ

ジブラルタル

リスボン

マラガ

バレンシア
ポルトガル

スペイン

●

●

●

●

●
●

世界
遺産

ベレンの塔（イメージ）

リスボンでは歴史的な国営ホテル

重要文化財である、旧内務省だった建
物で、当時の面影を残しつつ、現代のデ
ザインで快適にお過ごしいただけます。リ
スボン旧市街の中心地に位置し、付近
の散策もお楽しみいただける立地です。

イメージ

（04：00～12：00）朝食後、専用車にて空港へ。
（06：30～18：30）リスボン発Zヨーロッパ内乗継ぎにて、空路帰国の途へ。

〈ポサーダ・デ・リスボア〉に宿泊！



ハロン湾（イメージ）

グアム・サイパンオリエンタルアジアクルーズ　 OCS200202-13

乗船の目的は、船上でゆったりすること・・・
寒い日本を抜け出し温かい南国へ行くこと・・・
そんなお客様に、おすすめのクルーズ。

2020年2月1日（土）～2月15日（土）15日間

ベトナムの中部にある美しい都市、ダナン。街
歩きも十分楽しめますが、ここからは世界遺産
にも登録されている魅力的な古い町、ホイア
ンに行くことができます。家々の軒先や通りに
はランタンが飾られ、川では灯籠流しも見られ
ます。半日市内観光（有料）もご用意しています。

イメージ

マニラManila

ダナンDa Nang

フィリピンの首都マニラは“メトロ・マニア”と呼ばれる首都圏の中心で、良港を抱える世界でも
有数の大都市圏ですがスペイン統治時代の面影を残す建築物が残っていて、サン・アグスチ
ン教会などのバロック様式教会群は世界遺産にもなっています。

ハノイHanoi
見所が多いベトナムの首都、ハノイに足
を延ばしていただける、ホンガイに停泊し、
2日間にわたってお楽しみいただけます。
ハノイの古い教会シンボル、ハノイ大教
会の周辺にはお洒落なカフェや雑貨屋
さんが軒を並べ、恰好の散歩コースにな

っています。旧市街のドンス
アン市場では様 な々商
品が扱われ、市民の生
活を感じることができ
ます。また、世界遺産の
景勝地ハロン湾観光

（有料）もできますので、
ぜひご参加ください。

イメージ

世界
遺産

本コースのポイント
◆日本からの飛行時間が約3時間半～4時間半の
　グアム乗船、香港下船
◆世界遺産のホイアン、ハロン湾への
　日本語オプショナルツアー設定（有料）

（11：00～21：30）成田または羽田、関空、中部発Z直行便にて空路グアム（アメリカ領）へ。
（15：00～01：30）グアム（アメリカ領）着。 着後、専用車にてホテルへ。

ご朝食後、出発までフリータイム。　専用車にて、港へ。（12：00頃予定）

クリスタル・シンフォニー乗船　ご昼食は、船内にてお召し上がりください。
［18：00］グアム（アメリカ領）出港  クルージングの始まりです！

O太平洋海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

［14：00］マニラ（フィリピン）出港
（船内アクティビティでお楽しみください。）

［07：00］サイパン（北マリアナ諸島・アメリカ領）入港
（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）
［17：00］サイパン（北マリアナ諸島・アメリカ領）出港

O南シナ海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

O瓊州海峡クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

［08：00］ダナン（ベトナム）入港
Nホイアン半日市内観光（日本語）
※代金：15,800円（お一人様・予定）最少催行人員：6名様
［20：00］ダナン（ベトナム）出港
［13：00］ハノイ/ホンガイ（ベトナム）入港
（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）
ハノイ/ホンガイ（ベトナム）停泊

［08：00］香港（中国）入港
（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）
香港（中国）停泊
船内にて朝食後、クリスタル・シンフォニー下船。 

専用車にて香港市内観光（日本語）（○黄大仙、○ガーデンオブスターズ）
飲茶のご昼食後、空港へ。
（14：30～17：00）香港発Z直行便にて、空路帰国の途へ。
（19：00～21：30）成田または羽田、関空、中部着。 
着後、解散。おつかれさまでした。

Nハロン湾半日観光（日本語）
※代金：15,800円（お一人様・予定）最少催行人員：6名様
［18：00］ハノイ/ホンガイ（ベトナム）出港

スケジュール

2
2/2
（日）

3
2/3
（月）

7
2/7
（金）

8
2/8
（土）

9
2/9
（日）

10
2/10
（月）

13
2/13
（木）

14
2/14
（金）

15
2/15
（土）

11
2/11
（火）

12
2/12
（水）

1
2/1
（土） グアム泊L̶FL̶

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

ASF

ク
リ
ス
タ
ル
・
ク
ル
ー
ズ

※気象・海象その他の状況により記載航路、スケジュールが変更になる場合がございます。
※N：各寄港地での日本語オプショナルツアーの上記内容・料金は、現地事情・為替レートの変動により、
変更の可能性がございます。ご参加者様には、改めてご出発前に最終的な内容・詳細をご案内させていた
だきます。 主催会社：郵船トラベル（株）
■最少催行人員：2名様　
■添乗員：添乗員は同行しません。但し、参加旅行者が15名様以上となった場合には、成田または羽田
発着にて添乗員が同行してお世話します。関空または中部発着のお客様とは、ホテルにて合流、香港
空港にて解散いたします。

■利用予定航空会社：ユナイテッド航空、キャセイパシフィック航空、日本航空、全日空、香港航空のいずれか
■利用予定ホテル：（グアム）デュシタニ グアムリゾート、ホテル・ニッコー・グアムのいずれか
■食事回数：朝食14回、昼食14回、夕食13回（機内食は含みません）

世界
遺産

クリスタル・シンフォニー

8

早期予約割引
2019年7月31日（水）までにご予約の場合 ＊ お一人様10,000円割引

燃油サーチャージが別途必要となります。（目安4,180円：2019年3月20日現在）また、国
内空港施設使用料/成田2,610円、羽田2,570円、関空3,040円、中部2,570円、国際観光旅客税1,000円、
海外空港税約7,410円（2019年3月20日現在）が別途必要となり、出発前に確定して請求させていただきます。

※ビジネスクラスについては裏面「ご案内とご注意」の「航空機について」をご覧ください。
※ポートチャージUS$650/約75,000円が別途必要となり、出発前に確定して請求させていただきます。

■ご旅行代金※2名1室利用の大人お一人様
（　　　　）内はホテル・船室をお1人様でご利用の場合の代金
※本コースはクリスタルリピーター（ソサエティ）割引、船上予約割引及び早期一括払い割引適用除外コースです。

868,000円（1,028,000円）
898,000円（1,108,000円）
928,000円（1,148,000円）
1,058,000円（1,858,000円）

お部屋タイプ

380,000円航空機ビジネスクラス追加代金（日本発着便のみ）

旅行代金
C1：デラックス・ステート
（19㎡）
B1：デラックス・ステート
（ベランダ付/23㎡）

A1：デラックス・ステート
（ベランダ付/23㎡）
PH：ペントハウス
（ベランダ・バトラー付/34㎡）

4
2/4
（火）

6
2/6
（木）

〜

［07：00］マニラ（フィリピン）入港
（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）
マニラ（フィリピン）停泊

●

●
●

●

●

●

サイパンマニラ
ダナン

ハノイ/ホンガイ
香港

グアム

フィリピン

ベトナム

中国

サン・アグスチン教会（イメージ）

ホイアン（イメージ）

ハノイ（イメージ）

ハロン湾（イメージ）

グアム（イメージ）

2名
催行！



O南シナ海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

［07：00］基隆/台北（台湾）入港
（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）
［18：00］基隆/台北（台湾）出港

O東シナ海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

Oクルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

［08：00］鹿児島（日本）入港
（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）
［22：00］鹿児島（日本）出港

［07：00］東京（日本）入港
東京停泊

［09：00］船内にて朝食後、クリスタル・シンフォニー下船
下船後、解散。

スケジュール

8
3/22
（日）

9
3/23
（月）

2
3/16
（月）

1
3/15
（日）

3
3/17
（火）

4
3/18
（水）

5
3/19
（木）

6
3/20
（金）

7
3/21
（土）

香港泊FL̶L̶

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

A

ク
リ
ス
タ
ル
・
ク
ル
ー
ズ

（08：30～11：00）成田または羽田、関空、中部発Z直行便にて空路、香港（中国）へ。
（12：00～15：30）香港（中国）着。 着後、専用車にてホテルへ。

朝食後、ご出発までフリータイム。 専用車にて、港へ。（12：00頃予定）。

クリスタル・シンフォニー乗船　ご昼食は、船内にてお召し上がりください。
［18：00］香港（中国）出港  クルージングの始まりです！

/台北

初日は、香港にご宿泊。フリータイムに、香港の100万ドルの夜景やグルメをお楽しみください。
翌日は活気あふれる香港の港を後にしてクルーズが始まります。

基隆／和平島公園（イメージ）

Hong Kong

香港・台湾・東京クルーズ　

香港（イメージ）

台湾の観光スポットとして有名な基隆。中正公園に上れば基隆港と基隆の街を見下ろせます。
基隆廟口夜市は、たくさんの屋台が並び、ちょっとお腹が空いたら、蟹のスープや魯肉飯などが
オススメ。基隆一番の人気スポットでいつも観光客でにぎわっています。

中正公園（イメージ）

OCS200316-07

※気象・海象その他の状況により記載航路、スケジュールが変更になる場合がございます。
■最少催行人員：2名様　
■添乗員：添乗員は同行しません。但し、参加旅行者が15名様以上となった場合には、成田または羽田
発、東京下船にて添乗員が同行してお世話いたします。関空または中部発のお客様とは、ホテルにて
合流いたします。

■利用予定航空会社：ユナイテッド航空、キャセイパシフィック航空、日本航空、全日空、香港航空のいずれか
■利用予定ホテル：（香港）ハーバーグランドカオルーン、ニューワールドミレニアム香港ホテル、イン
ターコンチネンタル・グランドスタンフォードのいずれか

■食事回数：朝食8回、昼食7回、夕食7回（機内食は含みません）

香港より、暖かな春を迎える台湾・鹿児島へ。
東京下船でお気軽にご乗船いただけるコースです。

香港

基隆／台北Keelung／Taipei

台湾を後にしたクリスタル・シンフォニーから桜島が右手に
見えたら、鹿児島に到着です。観光資源に恵まれた鹿児島
には神話の時代から続くと言われる霧島神宮や天然砂むし
温泉で有名な指宿温泉、薩摩藩主島津氏の別邸跡仙巌園
（磯庭園）など、選ぶのに困ってしまうほどです。

Kagoshima 鹿児島

クリスタル・シンフォニー
2020年3月15日（日）～3月23日（月）9日間

本コースのポイント
◆ゆったり船内をお楽しみいただける、3日間の終日航海日

9
●

●

●

●東京

香港

基隆

鹿児島

中国

台湾

日本

基隆廟口夜市（イメージ）

霧島神宮（イメージ）

桜島（イメージ）

2名
催行！

早期予約割引
2019年7月31日（水）までにご予約の場合 ＊ お一人様5,000円割引

燃油サーチャージが別途必要となります。（目安2,000円：2019年3月20日現在）また、国
内空港施設使用料/成田2,610円、羽田2,570円、関空3,040円、中部2,570円、国際観光旅客税1,000円
（2019年3月20日現在）が別途必要となり、出発前に確定して請求させていただきます。

※ビジネスクラスについては裏面「ご案内とご注意」の「航空機について」をご覧ください。
※ポートチャージUS$350/約40,000円が別途必要となり、出発前に確定して請求させていただきます。

■ご旅行代金※2名1室利用の大人お一人様
（　　　　）内はホテル・船室をお1人様でご利用の場合の代金
※本コースはクリスタルリピーター（ソサエティ）割引、船上予約割引及び早期一括払い割引適用除外コースです。

498,000円     （598,000円）
598,000円     （718,000円）
638,000円     （798,000円）
668,000円     （838,000円）
988,000円（1,408,000円）

お部屋タイプ

200,000円航空機ビジネスクラス追加代金（日本発着便のみ）

旅行代金

C1：デラックス・ステート
（19㎡）

E1：デラックス・ステート
（19㎡）※一部視界遮断

B1：デラックス・ステート
（ベランダ付/23㎡）

A1：デラックス・ステート
（ベランダ付/23㎡）
PH：ペントハウス
（ベランダ・バトラー付/34㎡）

※本コースの無料お荷物宅配サービスは、ご自宅→ご出発の空港までのみとさせていただきます。



上海（イメージ）

東京港より出港！ダイナミックな
進化を遂げる上海・香港へ…

香港に入港し下船後、市内観光にご案内します。
香港一のパワースポット、黄大仙や銀幕を彩った
香港スターや映画人の像が並ぶガーデンオブスタ
ーズにご案内します。ランチは飲茶をお召し上がり
いただきます。

香港Hong Kong

上海Shanghai
すっかり世界の大都市に仲
間入りした上海。超近代的
な風景も目を引きますが、少
し歩けば古き良き中国の風
景が数多くみられます。ロマ
ンチックにライトアップされた
夜景で人気の外灘やデパ
ートやカフェ、レストランがひ
しめく南京路、明の時代から
の歴史を誇る豫園をはじめ、
見所がいっぱいです。

本コースのポイント
◆上海では、2つの日本語観光付！
●話題のシルク・ドゥ・ソレイユのスタッフプロデュースの上海雑技ご鑑賞
●アワビ・フカヒレの名店「阿一鮑魚」での海鮮料理ご昼食と
　上海の最新スポットを巡る市内観光

10

東京・上海・香港クルーズ OCS200323-08クリスタル・シンフォニー
2020年3月23日（月）～3月31日（火）9日間

［07：00］上海（中国）入港
シルク・ドゥ・ソレイユプロデュースの上海雑技（サーカス）鑑賞
※上海停泊

［18：00］上海（中国）出港
（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）

O東シナ海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

O東シナ海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

アワビ・フカヒレの名店「阿一鮑魚」で海鮮料理のご昼食と
上海市内観光（日本語）（○田子坊散策、○スターバックス・リザーブ・ロース
タリー自由見学）
※上海停泊

［07：00］香港（中国）入港
船内にて朝食後、クリスタル・シンフォニー下船

下船後、専用車にて、香港市内観光（日本語）（○黄大仙、○ガーデンオブスターズ）
飲茶のご昼食後、空港へ。
（14：30～17：00）香港発Z直行便にて空路、帰国の途へ。
（19：00～21：30）成田または羽田、関空、中部着。 
着後、解散。おつかれさまでした。

スケジュール

6
3/28
（土）

9
3/31
（火）

1
3/23
（月）

4
3/26
（木）

5
3/27
（金）

船内泊SD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

ASF

ク
リ
ス
タ
ル
・
ク
ル
ー
ズ

（12：00頃）東京港にご集合。

クリスタル・シンフォニー乗船　ご昼食は、船内でお召し上がりください。
［22：00］東京出港  クルージングの始まりです！

※気象・海象その他の状況により記載航路、スケジュールが変更になる場合がございます。
■最少催行人員：2名様　
■添乗員：添乗員は同行しません。但し、参加旅行者が15名様以上となった場合には、東京乗船～香港
空港まで、添乗員が同行しお世話いたします。

■利用予定航空会社：キャセイパシフィック航空、日本航空、全日空、香港航空のいずれか
■食事回数：朝食8回、昼食9回、夕食8回（機内食は含みません）

2
3/24
（火）

3
3/25
（水）

〜

7
3/29
（日）

8
3/30
（月）

〜

●

●

●東京

上海

香港

中国

日本

黄大仙（イメージ） イメージ

ガーデンオブスターズ（イメージ）

南京路（イメージ）

「阿一鮑魚」の鮑料理（イメージ）

田子坊（イメージ）

早期予約割引
2019年7月31日（水）までにご予約の場合 ＊ お一人様5,000円割引

燃油サーチャージが別途必要となります。（目安2,000円：2019年3月20日現在）また、国
際観光旅客税1,000円、海外空港税約3,700円（2019年3月20日現在）が別途必要となり、出発前に確定して
請求させていただきます。

※ビジネスクラスについては裏面「ご案内とご注意」の「航空機について」をご覧ください。
※ポートチャージUS$400/約46,000円が別途必要となり、出発前に確定して請求させていただきます。

■ご旅行代金※2名1室利用の大人お一人様
（　　　　）内はホテル・船室をお1人様でご利用の場合の代金
※本コースはクリスタルリピーター（ソサエティ）割引、船上予約割引及び早期一括払い割引適用除外コースです。

498,000円    （598,000円）
598,000円    （738,000円）
638,000円    （798,000円）
668,000円    （848,000円）
988,000円（1,438,000円）

お部屋タイプ

200,000円航空機ビジネスクラス追加代金（日本発着便のみ）

旅行代金

C1：デラックス・ステート
（19㎡）

E1：デラックス・ステート
（19㎡）※一部視界遮断

B1：デラックス・ステート
（ベランダ付/23㎡）

A1：デラックス・ステート
（ベランダ付/23㎡）
PH：ペントハウス
（ベランダ・バトラー付/34㎡）

2名
催行！

※本コースの無料お荷物宅配サービスは、お帰りの空港→ご自宅までのみとさせていただきます。



11

クリスタル・クルーズ スケジュール
左：クリスタル・セレニティ（イメージ）／右：クリスタル・シンフォニー（イメージ）◆クリスタル・シンフォニー

◆クリスタル・セレニティ

コース番号 期間　（泊数） エリア 寄港地
カルデラ→ケポス→ゴルフィト→●→パナマシティ→パナマ運河通航●→カルタヘナ→●→プエルトリモン→●●→コズメル→●→
ニューオーリンズ★

ニューオーリンズ★→カリブ海クルージング●●→グランドケイマン/ジョージタウン→オーチョ・リオス→●→
キュラソー島/ウィレムスタッド→●→バルバドス/ブリッジタウン→デール・ド・オート/グアドループ→グスタビア/セント・バーツ→
●→タークス・カイコス諸島/グランド・ターク島→●→マイアミ
フォート・ローダーデール→●→タークス・カイコス諸島/グランド・ターク島→●→グスタビア/セントバーツ→セント・キッツ島/バセテール→
トルトラ島/ロードタウン→●●→フォート・ローダーデール

サンディエゴ→●●●●●→オアフ島/ホノルル→カウアイ島/ナウィリウィリ→マウイ島/ラハイナ→ハワイ島/カイルア・コナ→●●●●→
エンセナダ→サンディエゴ

サンディエゴ→サンタバーバラ→モントレー→サンフランシスコ★→●→カタリナ島→エンセナダ→サンディエゴ

サンディエゴ→●●●●→オアフ島/ホノルル★→マウイ島/ラハイナ→カウアイ島/ナウィリウィリ→●●●→（日付変更線通過）→●→
マーシャル諸島/マジュロ→●→ポーンペイ→●●→グアム島★

グアム島→サイパン→●●●→マニラ★→●→ダナン→ハノイ/ホンガイ★→●→香港★

シンガポール→クアラルンプール/ポートクラン→ペナン→●●→コロンボ★→●→ゴア→ムンバイ（ボンベイ）★→●●→
アブダビ→ドバイ★

香港→●→ハノイ/ホンガイ★→ダナン★→●→ホーチミン★★→●→サムイ島→シアヌークビル/アンコールワット→●→シンガポール★

香港→●→台北 /基隆→●→鹿児島→●→東京★→●●→上海★★→●●→香港

香港★→●→ダナン→●→ホーチミン★→●→バンコク/レムチャバン★→シアヌークビル/アンコールワット→●→シンガポール★

フォート・ローダーデール→メキシコ湾●→コスタ・マヤ→ベリーズ・シティ→コズメル→●→キーウエスト→フォート・ローダーデール

フォート・ローダーデール→●→タークス・カイコス諸島/グランド・ターク島→●→グランドケイマン/ジョージタウン→●→キーウエスト→
フォート・ローダーデール
フォート・ローダーデール→●→タークス・カイコス諸島/グランド・ターク島→●→カルタヘナ★→パナマ運河通航●→パナマ・シティ★→
●→カルデラ★

カルデラ→サンファン・デル・スル→アカフトラ→●●→プエルト・バヤルタ→カボサンルーカス★→●→サンディエゴ★

西カリブ海＆パナマ運河

カリブ海

2019年
10/11～10/25

【2019年10月～2020年4月出発】

【2019年9月～2020年4月出発】

（14泊）

10/25～11/8（14泊）

11/8～11/17 （9泊）

11/17～11/24（7泊）

東カリブ海

東カリブ海

東カリブ海

11/24～12/1 （7泊）

パナマ運河12/1～12/11（10泊）

中米＆メキシコ12/11～12/21（10泊）

ハワイ12/21～
2020年1/5 （15泊）

北米1/5～1/13 （8泊）

太平洋横断1/13～2/2 （20泊）

アジア2/2～2/15 （13泊）

アジア2/15～3/1 （15泊）

アジア3/1～3/16 （15泊）

アジア3/16～3/31 （15泊）

アジア3/31～4/13 （13泊）

アジア/インド4/23～5/8 （15泊）

OCS
191011-14

OCS
191025-14

OCS
191108-09

OCS
191117-07

OCS
191201-10

OCS
191211-10

OCS
191221-15

OCS
200105-08

OCS
200113-19

OCS
200202-13

OCS
200215-15

OCS
200301-15

OCS
200316-15

OCS
200331-13

OCS
200423-15

コース番号 期間　（泊数） エリア 寄港地

ベニス★→コトル→コルフ→ドゥブロブニク→スプリット→コペル→ベニス

ベニス★→ドゥブロブニク→コトル→コルフ→ガリポリ→タオルミーナ/ジャルディーニ・ナクソス→ソレント→ローマ/チビタべッキア→
モンテカルロ★→バルセロナ★

ローマ/チビタべッキア→ソレント→●→クレタ島/ハニア→●→ハイファ→アシュドッド★→パフォス→ロードス島/リンドス→
サントリーニ島/ティラ→パトモス島→アテネ/ピレウス★

フォート・ローダーデール→●●→セント・トーマス島/シャーロット・アマリエ→サン・バルテルミー島/グスタビア→セントルシア島/
カストリーズ→ネービス島→トルトラ島/ロードタウン→サンフアン
サンフアン→サンマルタン島/フィリップスバーグ★→グスタビア→セントキッツ島/バステール→アンティグア島/セント・ジョンズ→
●→タークス・カイコス諸島/グランド・ターク島→●→マイアミ

マイアミ→●→タークス・カイコス諸島/グランド・ターク島→●→サンマルタン島/フィップスバーグ★→サン・バルテルミー島/グスタビア→
アンティグア島/セント・ジョンズ→セントルシア島/カストリーズ→バルバドス/ブリッジタウン★★→●→トルトラ島/ロードタウン→●●→
キーウエスト→マイアミ
マイアミ★→ローマ/チビタベッキア　OCY200107-15→OCY200122-13→OCY200204-14→OCY200219-13→
OCY200303-17→OCY200320-14→OCY200403-18

マイアミ→●●→カルタヘナ→パナマ運河通航→パナマシティ★→●→サンファンデルスル→●→ワタルコ→●→
カボサンルーカス★→●●→ロサンゼルス/サンペドロ

オークランド→タウランガ→ネーピア★→ウェリントン→ピクトン→クライストチャーチ/アカロア→ダニーデン→ダウトフルサウンド
クルージング●→ダスキーサウンドクルージング●→ミルフォード・サウンドクルージング●→●→ホバート★→●→シドニー
シドニー★→●→ムールーラバ→●→ハミルトン島/ハーディリーフ→エアリービーチ→ケアンズ★→●→ダーウィン→●→
コモド島→バリ/ベノア★→●●→シンガポール
シンガポール★→クアラルンプール/ポートクラン→ペナン→プーケット→●●→ハンバントータ→コロンボ★→コーチン★→●→
ムンバイ（ボンベイ）★
ムンバイ（ボンベイ）→●●→サララ→●●●●→アカバ→エイラット★→●→スエズ運河通航●→ラルナカ→●→
クレタ島/アイオス・ニコラオス→●→シラクーサ→●→ローマ/チビタべッキア

ロサンゼルス/サンペドロ→ローマ/チビタベッキア　
OCY200122-13→OCY200204-14→OCY200219-13→OCY200303-17→OCY200320-14→OCY200403-18

ロサンゼルス/サンペドロ→●●●●●●→ヌクヒバ島→●→ランジロア島→ボラボラ島★→モーレア島→タヒチ島/パペーテ★

タヒチ島/パペーテ★→ライアテア島→●→ラロトンガ島→●→（日付変更線通過）●→ヌクアロファ→●→ラウトカ→●●→ワイタンギ→
オークランド★

アテネ/ピレウス→サントリーニ島/ティラ→●→シチリア島/カターニア→ソレント→ローマ/チビタべッキア→ピオンビノ→
フィレンツェ/リボルノ★→モンテカルロ★→マルセイユ→バルセロナ★

バルセロナ★→パルマ・デ・マヨルカ→バレンシア→●→マラガ→ジブラルタル→リスボン

リスボン→●●●●●●●→アンティグア島/セント・ジョンズ→セント・トーマス島/シャーロット･アマリエ→●●→フォート・ローダーデール

フォート・ローダーデール→●●→タークス・カイコス諸島/グランド・ターク島→●→サン・バルテルミー島/グスタビア→
マルティニク島/フォール・ド・フランス→バルバドス/ブリッジタウン→セントルシア島/カストリーズ→アンティグア島/セント・ジョンズ→
セント･トーマス島/シャーロット・アマリエ→●●→フォート・ローダーデール

バルセロナ→パルマ・デ・マヨルカ→マルセイユ→モンテカルロ★→フィレンツェ/リボルノ★→ローマ/チビタべッキア

地中海

地中海

地中海

地中海

地中海

地中海

9/14～9/21 （7泊）

9/21～10/3 （12泊）

10/3～10/10 （7泊）

10/10～10/23（13泊）

10/23～11/5（13泊）

大西洋横断

11/5～11/12 （7泊）

11/12～11/24（12泊）

東カリブ海

東カリブ海

東カリブ海

11/24～12/6（12泊）

12/6～12/14 （8泊）

12/14～12/22（8泊）

カリブ海12/22～
2020年1/6 （15泊）

フルワールドクルーズ
（マイアミ発）1/6～4/21 （105泊）

フルワールドクルーズ
（ロサンゼルス発）1/22～4/21 （89泊）

ワールドクルーズ11/7～1/22 （15泊）

ワールドクルーズ3

ワールドクルーズ2

ワールドクルーズ4

ワールドクルーズ5

ワールドクルーズ6

ワールドクルーズ7

1/22～2/4 （13泊）

2/4～2/19 （14泊）

2/19～3/3 （13泊）

3/3～3/20 （17泊）

（18泊）

3/20～4/3

4/3～4/21

（14泊）

※上記寄港地などは変更される場合がございますので、予めご了承くださいませ。※上記■■で囲っているコースは、添乗員付または2名催行の郵船トラベル特選コースを設定しているクルーズです。
オーバーナイト：★＝1泊、★★＝2泊 終日航海日：●＝1泊、●●＝2泊、●●●＝3泊､●●●●＝4泊､●●●●●＝5泊、●●●●●●＝6泊、●●●●●●●＝7泊

シンガポール★→●→サムイ島→バンコク/レムチャバン★→シアヌークビル/アンコールワット→●→ホーチミン★→●→ダナン→
ハノイ/ホンガイ★→●→香港

OCY
190921-12

OCY
191003-07

OCY
191010-13

OCY
191023-13

OCY
191105-07

OCY
191112-12

OCY
191124-12

OCY
191206-08

OCY
191214-08

OCY
200106-105

OCY
200122-89

OCY
200107-15

OCY
200122-13

OCY
200204-14

OCY
200219-13

OCY
200320-14

OCY
200403-18

OCS
191124-07

OCY
191222-15

OCY
200303-17

OCY
190914-07



発行日2019年5月21日K-19-005

取消料について注意！
フライ＆
クルーズ
旅行

フライ＆
クルーズ
旅行

クリスタル・セレニティ
クリスタル・シンフォニー

●総トン数：68,870トン ●全長：250m ●全幅：32.2m ●最大速力：20ノット ●乗客数：980名 
●乗組員数：655名 ●客室数：525室（予定） ●船籍：バハマ ●就航：2003年7月（改装2018年）

●総トン数：51,044トン ●全長：238m ●全幅：30.2m ●最大速力：20ノット ●乗客数：848名 
●乗組員数：566名 ●客室数：450室 ●船籍：バハマ ●就航：1995年4月（改装2017年）

旅行企画・実施

■募集型企画旅行契約
この旅行は、郵船トラベル株式会社（以下「当社」といいます。）が企画・
実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企
画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。
また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、
出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款
（募集型企画旅行契約の部）によります。
■旅行のお申し込みと契約の成立時期
●当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて、当社
所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、申込金として旅行代金
の25％以内を添えてお申し込み頂きます。申込金は旅行代金をお支払
い頂くときに、その一部として取扱います。また、旅行契約は、当社らが
契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
●当社らは、電話、郵便、ファクシミリ及び電子メールその他の通信手段
による旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合、
予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通
知した日の翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払
いをして頂きます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがな
されない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。
●旅行契約は、電話によるお申込の場合には、申込金を当社らが受領し
たときに、また、郵便、ファクシミリ又は電子メール等でお申込みの場合
には、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通
知を出した時に成立致します。また、電話、郵便、ファクシミリ、電子メー
ルその他の通信手段でお申し込みの場合であっても、クレジットカード
決済による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話
又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発したときに成立し、
当社らが電子メール等の電子承諾通知による方法により通知する場合
は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
■旅行代金のお支払い
旅行代金（又は申込金を差し引いた残金）は、旅行開始日の前日から起
算して遡って90日目に当たる日より前にお支払い頂きます。

■旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した航空（エコノミークラス）、船舶の運送機関の運賃・
料金・宿泊料金（税・サービス料金を含む）、送迎バス等の料金、観光料金
（バス料金・ガイド料金・入場料を含む）、食事料金（税・サービス料金を含
む）、航空会社規定の手荷物運搬料金、添乗員同行費用、団体行動中の
チップ。※お客様のご都合により、旅行代金に含まれるものを一部利用
されなくても払い戻しは致しません。
■旅行代金に含まれないもの
※旅行代金に含まれないものを以下に例示します。
航空会社の規定を超えた超過手荷物料金、個人的性質の諸費用（クリー
ニング代、電話料等）、傷害・疾病に関する医療費、渡航手続関係諸費用
（旅券印紙代、査証料、予防接種料金等）、日本国内における自宅から発
着空港等集合・解散地までの交通費や宿泊費等、希望者のみが参加する
有料オプショナルツアーの料金、日本の空港の空港施設使用料、海外空
港税、ポートチャージ、運送機関が課す付加運賃・料金（燃油サーチャー
ジ等）、国際観光旅客税。
■当社の責任
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合には、当
社は責任を負いません。（ア）天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために
生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止（イ）運送・宿泊機関等の事
故、火災により発生する損害（ウ）運送・宿泊機関等のサービス提供の中
止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止（エ）
官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによっ
て生じる旅行日程変更、旅行の中止（オ）自由行動中の事故（カ）食中毒
（キ）盗難（ク）運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又は
これらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2019年3月20日を基準としています。また、旅行代金
は2019年3月20日現在の有効なものとして公示されている運賃規則
を基準として算出しています。

■取消料
お客様は下記に記載した取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅
行契約を解除することができます。但し、契約解除のお申し出は、お申込
みの旅行取扱店の営業時間内にお受けします。
※取消料の基準となる旅行代金とは、旅行代金に追加代金を加算し、割
引代金を減じた合計金額となります。※お客様の取消により1人1部屋
となった場合、1人1室利用旅行代金との差額が必要となります。

旅行条件（要約） 旅行条件は、下記によるほか当社の旅行業約款によります。お申し込みの際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上、お申し込みください。

ご案内とご注意
■渡航手続きについて
旅行に必要な旅券（パスポート）、査証（ビザ）、再入国許可及び各種証明
書の取得については、お客様自身で行っていただきます。これらの手続
き代行については、販売店が渡航手続き料金をいただいてお受けいた
します。日本国籍でないお客様は、ご自身で自国・渡航先国の大使館、入
国管理事務所へお問い合わせ下さい。
●旅券（パスポート）について：当パンフレットに掲載している旅行には、
日本帰国時点で有効期間が６カ月以上残っている旅券が必要です。
●常夏の楽園！カリブ海クルーズ17日間コースは（アメリカ/ESTA/
US$14）の取得が必要です。ご旅行時点で有効のESTAをお持ちでな
い方は米国大使館のWEBサイトよりご自身で取得されるか販売店にご
相談ください。他のコースは、日本国籍の方は査証の取得は不要です。
■航空機について
●ビジネスクラスご利用のお客様は基本コースのご予約と同時にお申
し出ください。座席のご希望も併せて予約時にお申し出ください。お申
し込み後の手配のため、ご希望に添えない場合があります。また、ビジネ
スクラスの手配は日本発着の国際線区間のみが適用になります。
■ホテルのお部屋について
●2人様で1室利用の方へ：シングルベッドが2台の「ツインベッドルー
ム」、或いはキング又はクイーンサイズの大型ベッド1台の「ダブルルー
ム」のどちらかをご利用いただきます。
■空港税等について
旅行代金には、空港税等は含まれていません。空港税等のうち、航空券
発券時に徴収することを義務付けられているものは、旅行代金と併せて
旅行取扱店にお支払いください。航空機の乗降地、経由地及び為替レー
トによって合計金額が異なることがあります。国際線発着利用空港まで
日本国内線を利用した場合、日本国内の空港税等が別途必要になりま

す。お支払い頂く合計金額は、ご出発の９０日前に確定し、ご請求させて
頂きます。それ以降の為替変動による追加徴収、返金は致しません。
■燃油サーチャージについて
旅行代金には燃油サーチャージは含まれておりません。旅行出発日の
90日前までに確定し、ご請求させて頂きます。それ以降に為替変動等
による過不足が生じましても追加徴収又は返金はありません。また、燃
油サーチャージの確定までに燃油サーチャージが廃止となった場合、当
社は請求を取りやめます。
■国際観光旅客税について
観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な
財源を確保するために、「国際観光旅客税」が創設されました。「国際観
光旅客税」は、船舶又は航空会社が、チケット代金に上乗せする等の方
法で、2019年1月7日以降に日本から出国するお客様から徴収（出国
１回につき1,000円）するものです。
■海外危険情報及び衛生状況について
●渡航先（国又は地域）によっては、「外務省海外危険情報」等により国・
地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申込み
の際に海外危険情報に関する書面をお渡し致します。また、「外務省安
全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/」でも確認できま
す。旅行日程・滞在先・連絡先等を登録すると、滞在先の最新の危険情報
や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省海外旅行登録システム「
たびレジ」（http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/）への登録を
お勧めします。また、テロ・誘拐対策に関する「海外旅行のテロ・誘拐対策」
（http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/counter-terro
rism.pdf）をご確認ください。
●渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホーム
ページ（http://www.forth.go.jp/）でご確認ください。

■個人情報の取り扱いについて
当社らは、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情
報について、お客様との連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお
申し込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関
等については当該パンフレット記載の日程表及び最終日程表に記載さ
れています。）の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領
のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任､事故時
の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土
産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で､それら運
送･宿泊機関､保険会社、土産物店等に対し､お客様の氏名､生年月日、
住所、パスポート番号等を､予め電磁的方法等で送付することによって
提供します。このほか、当社らは、①当社及び当社の提携する企業の商
品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の
提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料
の作成、にお客様の個人情報を利用させて頂くことがあります
■お客様の健康情報について
本ご旅行では参加者全員に健康アンケートの提出をお願いしています。
また、医師による診断書の提出をお願いする場合がありますのでご協力
ください。
■海外旅行保険への加入について
ご旅行中に病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかること
があります。また事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が
大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障
害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入
することをお勧めします。海外旅行保険についてはお申し込みの旅行取
扱店にお問い合わせ下さい。

健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレ
ルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方
その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください

（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。）。当社は可能な範囲でこれに応じます。尚、
お客様のお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。

観光庁長官登録旅行業第1267号
〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8階
ホームページアドレス http://www.ytk.jp

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取り引きの責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

（一社）日本旅行業協会正会員
　　

クルーズセンター
〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8階
総合旅行業務取扱管理者：生田隆雄 Eメールアドレス cct@ytk.co.jp
〒231-0002 横浜市中区海岸通3-9 横浜郵船ビル3階
総合旅行業務取扱管理者：菅 知範 Eメールアドレス ccy@ytk.co.jp
〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-47-1 名古屋国際センタービル18階
総合旅行業務取扱管理者：齋藤愛弓 Eメールアドレス ccn@ytk.co.jp

東 京☎03-5213-9987
横 浜☎045-640-6560
名古屋☎052-561-1354

〒541-0053 大阪市中央区本町3-2-6 本町ドリームビル7階
総合旅行業務取扱管理者：廣政有香 Eメールアドレス cck@ytk.co.jp
〒651-0085 神戸市中央区八幡通4-2-18 昭和住宅・福本ビル5階
総合旅行業務取扱管理者：谷維人 Eメールアドレス ccu@ytk.co.jp
〒812-0018 福岡市博多区住吉4-3-2 博多エイトビル5階
総合旅行業務取扱管理者：吉川健二 Eメールアドレス wfs@ytk.co.jp

大 阪☎06-6251-5881
神 戸☎078-251-6218
福 岡☎092-475-0011

郵船グループ

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターまで

※上記各営業所の営業時間：月～金曜09：30～18：00（土・日・祝日休業）

90日～46日前まで
45日～31日前まで
30日～当日まで

旅行開始後または無連絡不参加

旅行契約の解除期日 取消料

旅行代金の10％
91日前まで 無料

旅行代金の25％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

■ベランダ付
■バスタブ付
 

■バスタブ付
 

■ベランダ付  
■バスタブ付（PH）
■ボディジェット付
 シャワー付（SH）
■バトラー付

お部屋の一例 お部屋の一例 お部屋の一例

PH：ペントハウス／SH：シーブリーズペントハウス
（セレニティ：37㎡、シンフォニー：34㎡）

C1・C3・E1：デラックス・ステート
（セレニティ：21㎡、シンフォニー：19㎡）

A1・B1：デラックス・ステート
（セレニティ：25㎡、シンフォニー：23㎡）

※各キャビンの面積にはベランダも含みます。PH（ペントハウス）レイアウト

■2019年出発クルーズ

150日～91日前まで
90日～61日前まで
60日～31日前まで
30日～当日まで

旅行開始後または無連絡不参加

旅行契約の解除期日 取消料

旅行代金の12.5％
151日前まで 無料

旅行代金の25％
旅行代金の37.5％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

■2020年出発クルーズ
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