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Crystal Symphonyクリスタル・シンフォニー　Crystal Serenityクリスタル・セレニティ
クリスタル・シンフォニー（イメージ）

世界最 高 水 準の客船

クリスタル・クルーズ
郵船トラベル特選 2020年3月▶12月

サンクトペテルブルク（イメージ）

ベニス（イメージ）

イメージ

ミリタリー・タトゥー／エディンバラ（
イメージ）

イメージ

添乗員付
コース
設定！

30周年
特別企画
設定！
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クリスタルクルーズ 30周年　。
1990年6月、クリスタルクルーズの第一船「クリスタル・ハーモニー」の就航より30年。
クリスタルクルーズは、2020年30周年を迎えます。様 な々歴史を刻みながら、クリスタルクルーズは、
さらなる進化を遂げています。今回は、下記30周年特別企画をご用意いたしました。
就航当初より、クリスタルクルーズ販売に携わる、郵船トラベルでぜひ、この機会にご乗船ください。

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、右記の通り変わりました。

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…

多彩なダイニングオプション

30th Anniversary

●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

◆マーケットプレイス＆シュハスカリア
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
ご提供いたしております。

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！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
続き営業いたしております。

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）

◆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。

◆ウォーターサイド
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」へ生まれ変わりました。改装に伴い、
2名・4名テーブルが増設されました。
▼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）▲

クリスタル・シンフォニー「地中海の王道クルーズ」
クリスタル・セレニティ「秋彩のプリンス・エドワード島とニューイングランドクルーズ」

2020年5月23日（土）～6月1日（月）10日間／P8・9

2020年10月5日（月）～10月15日（木）11日間／P16・17

クリスタルクルーズ30周年特別企画



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、△＝車窓観光

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
●香港・台湾・東京クルーズ
●東京・上海・香港クルーズ
●ゴールデンウィーク 地中海・アドリア海クルーズ
●地中海の王道クルーズ
●サンクトペテルブルグと北欧・バルト海クルーズ
●英国周遊とノルウェーフィヨルドクルーズ　
●シルバーウィーク 煌めく地中海・エーゲ海 ギリシャの島 ク々ルーズ
●秋彩のプリンス・エドワード島とニューイングランドクルーズ
●年末年始！アジアンリゾートクルーズ
●クリスタル・シンフォニー＆クリスタル・セレニティスケジュール 2020年4月～10月出発

P2・3
P4
P5
P6・7
P8・9
P10・11
P12・13
P14・15
P16・17
P18
P19

C O N T E N T S

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

2020年5月2日（土）～5月11日（月）10日間／OCY200503-07

2020年5月23日（土）～6月1日（月）10日間／OCS200524-07

2020年7月3日（金）～7月15日（水）13日間／OCS200703-11

2020年8月7日（金）～8月20日（木）14日間／OCS200808-11

2020年9月18日（金）～9月28日（月）11日間／OCS200920-07

2020年12月22日（火）～2021年1月8日（金）18日間／OCS201222-15

2020年10月5日（月）～10月15日（木）11日間／OCY201006-08

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）

●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



香港・台湾・東京クルーズ 2020年3月15日（日）～3月23日（月）9日間
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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）
［18：00］鹿児島（日本）出港

［07：30］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・祝）

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（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

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

●

●

●

●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！

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7月10日現在）また、国内
空港施設使用料/成田2,660円、羽田2,570円、関空3,100円、中部2,620円（いずれも2019年10月1日以降
施行予定）、国際観光旅客税1,000円が別途必要となります。いずれもご出発前に確定して、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。

398,000円     （498,000円）
498,000円     （618,000円）
538,000円     （698,000円）
568,000円     （738,000円）
888,000円（1,308,000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。

10室限定
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東京・上海・香港クルーズ 2020年3月23日（月）～3月31日（火）9日間
OCS200323-08クリスタル・シンフォニー

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

［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

［06：00］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）

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7月10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7月10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。

398,000円     （498,000円）
498,000円     （618,000円）
538,000円     （698,000円）
568,000円     （738,000円）
888,000円（1,308,000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。

10室限定



ゴールデンウィーク 地中海・アドリア海クルーズ
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Civitavecchia／Rome

陽光輝くモナコより、優雅な地中海クルーズへ出港！美しいベニスの
入港風景で感動のフィナーレを…。人気の日程ですので、ご予約はお早めに。

本コースのポイント

Sorrento ソレント

チヴィタヴェッキア/ローマ

南イタリアの風光明媚なリゾ
ート地、ソレントではティレニ
ア海に浮かぶカプリ島へご
案内します（別料金）。美しい
景観と温暖な気候で世界の
セレブの別荘地としても人気
です。日本語オプショナルツ
アーでは、幻想的な光が洞
窟内を満たす、青の洞窟も
観光。（天候によりご覧いた
だけない場合もございます）

クルーズの前に南フランス屈指の観光地、ニ
ースに滞在。「リヴィエラの女王」とも呼ばれる
世界的にも有名なリゾート地で、美しいビーチ
が広がります。ニースと鷲の巣村として知られ
るエズ、F1グランプリで数々の名勝負が繰り
広げられることで有名なモナコの観光にご案
内します。陽光溢れる南仏を満喫したあとは
地中海・アドリア海クルーズへ出航です。

Nice ニース

◆ゴールデンウィーク利用！
◆乗船前には、憧れのリゾート地、
　ニース・エズ・モナコの日本語観光付き。
◆各寄港地にて、日本語オプショナルツアー（別料金）設定！
◆2名様よりご出発いただけますので、
　ご旅行予定を立てやすいコースです。
　15名様以上の場合は、添乗員が乗船！

カトリックの総本山、ヴァチカン市国を擁する
永遠の都、ローマ。壮大な遺跡群や歴史的
建築物、芸術品は悠久の時を隔てて、私た
ち見る者を圧倒します。街を歩けば映画のワ
ンシーンが浮かんできます。

スペイン広場（イメージ）

ニース（イメージ）

ベニス（イメージ）

世界
遺産

2名
催行！

トレビの泉（イメージ）

青の洞窟（イメージ）

カプリ島（イメージ）

エズ（イメージ）

（イメージ）



2020年5月2日（土）～5月11日（月）10日間
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OCY200503-07クリスタル・セレニティ

早期予約割引
2019年10月31日（木）までにご予約の場合 ＊ 各お部屋タイプの旅行代金より

お一人様10,000円割引

［08：00］チヴィタヴェッキア／ローマ（イタリア）入港
Nローマ１日市内観光（日本語）（○スペイン広場、○トレビの泉など） 
※代金：お一人様28,000円（予定） 最少催行人員：15名様
［21：00］チヴィタヴェッキア／ローマ（イタリア）出港

船内にて朝食後、クリスタル・セレニティ下船
空港へご案内します。
（06：30～17：30）ベニス発Zヨーロッパ内乗継ぎにて、空路帰国の途へ。

［13：00］ベニス（イタリア）入港
Nベニス半日観光（日本語）（◎ドゥカーレ宮殿、◎サンマルコ寺院、○サ
ンマルコ広場）※代金：お一人様12,000円（予定） 最少催行人員：12名様
※港～サンマルコ広場間は船会社運航のシャトルボート利用予定です。
※ベニス停泊

Oイオニア海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

［07：30］ソレント（イタリア）入港
Nカプリ島1日観光（日本語）（◎青の洞窟、◯ウンベルト１世広場など）
※代金：お一人様28,000円（予定） 最少催行人員：15名様
［18：00］ソレント（イタリア）出港

［07：30］タオルミーナ／シチリア島（イタリア）入港
Nタオルミーナ半日観光（日本語）（◎ギリシャ劇場、◯ウンベルト通りな
ど） ※代金：お一人様23,000円（予定） 最少催行人員：12名様
［18：00］タオルミーナ／シチリア島（イタリア）出港

［08：00］ドゥブロブニク（クロアチア）入港
Nドゥブロブニク半日観光（日本語）（◯プラッツァ通り、◎城壁、◎フラン
シスコ会修道院、◎スルジ山ケーブルカー）※港～旧市街までの往復は、船会
社運行の無料シャトルバス利用予定です。
※代金：お一人様14,000円（予定） 最少催行人員：12名様
［17：00］ドゥブロブニク（クロアチア）出港

スケジュール

6
5/7
（木）

7
5/8
（金）

1
5/2
（土）

2
5/3
（日）

8
5/9
（土）

3
5/4

（月・祝）

4
5/5

（火・祝）

9
5/10
（日）

10
5/11
（月）

5
5/6

（水・祝）

（06：00～18：30）成田または羽田、関空着。  
着後、解散。おつかれさまでした。

ニース泊FFL̶

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

機中泊AL̶F

F
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燃油サーチャージが別途必要
となります。（目安36,300円：
2019年8月1日現在）また、国内
空港施設使用料/成田2,660円、羽
田2,570円、関空3,100円（いずれも
2019年10月1日以降施行予定）、国
際観光旅客税1,000円、海外空港税
約6,350円（2019年8月1日現在）が
別途必要となります。いずれもご出発前
に確定して、請求させていただきます。

※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。
※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。
■最少催行人員：2名様　
■添乗員：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、5/3モンテカルロ乗船よ
り、5/10ベニス下船まで、乗船してお世話いたします。

■利用予定航空会社：スイスインターナショナルエアラインズ、ルフトハンザドイツ航空、KLMオラン
ダ航空、エール・フランス、ブリティッシュ・エアウェイズ、全日空のいずれか

■利用予定ホテル：（ニース）ネグレスコ、ハイアットリージェンシー・ニース・パレ・ドゥラ・メディテラネの
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）

※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35,000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。

Taormina／Sicily

ベニスVenezia
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。

ドゥブロブニク
Dubrovnik

世界遺産にも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。

（09：00～13：00）Z成田または羽田、関空発Z
ヨーロッパ内乗継ぎにてニース（フランス）へ。
（17：00～24：00）ニース着。 着後、専用車にてホテルへ。
ホテルにて朝食後、ニース・エズ・モナコ市内観光（日本語）にご案内します。

観光後、クリスタル・セレニティ乗船
［18：00］モンテカルロ（モナコ）出港

■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。

858,000円     （968,000円）
948,000円（1,098,000円）
958,000円（1,118,000円）
1,228,000円（1,698,000円）

お部屋タイプ

580,000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㎡）
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
（ベランダ付/37㎡）

タオルミーナ／シチリア島

ドゥブロブニク（イメージ）

ベニス（イメージ）

世界
遺産

ギリシャ劇場（イメージ）

地中海に浮かぶ最大の島、シチリア島のタオルミーナに寄港します。イタリアでも独自の文
化が今に息づく遺跡と歴史の宝庫です。タオルミーナの中心地、ウンベルト通りはカフェや
お土産店が軒を並べ、散歩するだけでもさまざまな発見があります。

世界
遺産

ベニス

チヴィタヴェッキア/ローマ

モンテカルロ

ドゥブロブニク

ソレント

タオルミーナ

イタリア

クロアチア●

●

●

●

●

●
モナコ（イメージ）

（イメージ）



地中海の王道クルーズ

8

Livorno／Firenze
リボルノ/フィレンツェ

本コースのポイント
街中に15世紀にルネサンス芸術が花開いた芸術の都、
フィレンツェ。世界有数の美術品や建築物があふれ、
街そのものが芸術作品のよう。散策すれば中世の暮
らしが肌で感じられます。

Portofino ポルトフィーノ
かつてはひなびた漁村でしたが、近年は世界中からVIPが集まるリゾートとして発展しました。入り江
を挟んで街の向かい側の丘に建つサン・ジョルジョ教会からは、入り江と街並みが一望できます。

旅のはじまりはローマ。カトリック
の総本山、ヴァチカン市国を擁す
る永遠の都です。壮大な遺跡群
や歴史的建築物、芸術品は悠久
の時を隔てて、私たち見る者を圧
倒します。街を歩けば映画のワン
シーンが浮かんできます。

Civitavecchia／Rome
チヴィタヴェッキア/ローマ

◆ローマでの市内観光付き。
◆各寄港地では、日本語オプショナルツアー（別料金）
　を設定！気軽に観光にお出かけいただけます。
◆モンテカルロ/バルセロナでは、ゆったり一停泊。

ドゥオモ（イメージ）

ポルトフィーノ（イメージ）

サンピエトロ大聖堂（イメージ）

フィレンツェ（イメージ）

世界
遺産世界

遺産

ダビデ像（イメージ）

トレヴィの泉（イメージ）

クリスタルクルーズ30周年特別企画

気候が穏やかな、ベストシーズンの地中海！ローマ・フィレンツェ・モナコ・マルセイユ・
バルセロナなど、一度は訪れたい魅力的な寄港地を巡るコース。



2020年5月23日（土）～6月1日（月）10日間
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OCS200524-07クリスタル・シンフォニー

早期予約割引
2019年10月31日（木）までにご予約の場合 ＊ 各お部屋タイプの旅行代金より

お一人様10,000円割引

Qホテルにて朝食後、ローマ市内観光（日本語）（○トレヴィの泉、◎サンピエトロ
大聖堂）にご案内後、チヴィタヴェッキア港へ。

Wクリスタル・シンフォニー乗船 
［21：00］チヴィタヴェッキア/ローマ（イタリア）出港

［07：00］ポルトフィーノ（イタリア）入港
添乗員が、散策にご案内します。サンジョルジョ教会や高台にそびえるブラウン城
まで足を延ばして、港町と紺碧の海の絶景をご覧いただいたり、ショップやレストラ
ンに立ち寄ってみたり…徒歩での散策が楽しい小さな港町です。高級リゾート地
での思い思いの時間をお過ごしください。
［17：00］ポルトフィーノ（イタリア）出港

［07：00］リボルノ/フィレンツェ（イタリア）入港
Nフィレンツェ終日観光（日本語）（◎ウフィッツィ美術館、○ヴェッキオ橋、
○ドゥオーモ、◎アカデミア美術館）  ※代金：お一人様28,000円（予定） 
最少催行人員：10名様
［19：00］リボルノ/フィレンツェ（イタリア）出港

船内にて朝食後、クリスタル・シンフォニー下船
空港へご案内します。 昼食は各自空港内でお済ませください。
（10：00～17：00）バルセロナ発Zヨーロッパ内乗継ぎにて、空路帰国の途へ。

［08：00］マルセイユ（フランス）入港
Nマルセイユ、エクス・アン・プロヴァンス半日観光（日本語）（◎セザンヌの
アトリエ、○ミラボー通り、○旧港、◎マルセイユ大聖堂） 
※代金：お一人様18,000円（予定） 最少催行人員：12名様
［18：00］マルセイユ（フランス）出港

［08：00］バルセロナ（スペイン）入港
Nバルセロナ終日市内観光（日本語）（〇サクラダ・ファミリア、◎カサ・ミ
ラ、◎グエル公園） 
※代金：お一人様24,000円（予定） 最少催行人員：12名様
※バルセロナ（スペイン）停泊

［8：00］モンテカルロ（モナコ）入港
Nニース・モナコ・エズ終日観光（日本語）（◎マルクシャガール美術館、
○プロムナード・デザングレ、○モナコ旧市街、○エズ村） 
※代金：お一人様28,000円（予定） 最少催行人員：12名様
※モンテカルロ（モナコ）停泊

O自由行動
（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］モンテカルロ（モナコ）出港

スケジュール

7
5/29
（金）

8
5/30
（土）

1
5/23
（土）

2
5/24
（日）

3
5/25
（月）

9
5/31
（日）

4
5/26
（火）

5
5/27
（水）

10
6/1
（月）

6
5/28
（木）

（08：00～13：00）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。

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

機中泊AL̶F

F
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燃油サーチャージが別途必要となります。（目安30,680円：2019年8月1日現在）また、国内
空港施設使用料/成田2,660円、羽田2,570円、関空3,100円、中部2,620円（いずれも2019年10月1日以降
施行予定）、国際観光旅客税1,000円、海外空港税：7,770円（2019年8月1日現在）が別途必要となります。い
ずれもご出発前に確定して、請求させていただきます。

※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。
※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。
■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ます。関空または、中部発着
のお客様とは、ヨーロッパ内乗継空港または、ホテルにて合流、バルセロナ空港またはヨーロッパ内
乗継空港にて解散いたします。

■利用予定航空会社：フィンランド航空、KLMオランダ航空、エール・フランス、ブリティッシュ・エアウェ
イズ、ルフトハンザドイツ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、アリタリア航空のいずれか

■利用予定ホテル：〈ローマ〉マリオット・パーク・ローマ
■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）

※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35,000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。

Monte Carlo モンテカルロ

バルセロナBarcelona

モンテカルロ（イメージ）

地中海に面するスペイン屈指の人気観光都市、バルセロナ。カタルーニャ自治州
の首都で、一生に一度は訪れたい地としても有名です。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・ファミリアや彼
のスポンサーの名を冠したグエル公園などにご案内します。

マルセイユMarseille
フランス最古の都市で天然の良港のお蔭で古くから貿易の中心として発展してきました。日
本語観光（別料金）では、海に面した遊歩道にそびえたつ、歴史遺産に登録されている「マル
セイユ大聖堂」を訪れ、ヨットなどの小型船舶で活気溢れる旧港での散策も楽しみます！

サグラダファミリア（イメージ）

世界
遺産

（08：30～14：30）成田または羽田、関空、中部発Z
ヨーロッパ内乗継ぎ、または直行便にてローマ（イタリア）へ。
（17：00～23：45）ローマ着。 着後、専用車にてホテルへ。

■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。

458,000円    （588,000円）
538,000円    （678,000円）
568,000円    （728,000円）
598,000円    （758,000円）
838,000円（1,188,000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
（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㎡）

バルセロナ

マルセイユ

モンテカルロ
リボルノ/フィレンツェ
ポルトフィーノ

チヴィタヴェッキア/
ローマ

イタリア

フランス

スペイン
●

●
● ●

●

●

世界中からセレブが集まるモナコ公国の中で
も人気のモンテカルロ。4つのカジノがあり、中
でもガルニエが設計したグランカジノは、その
絢爛豪華さは必見です。また、海抜427mの
岩山にある中世の面影を残すエズ村やコー
トダジュールで人気のニースも訪れる、日本語
オプショナルツアー（別料金）もご用意。

エズ（イメージ）

マルセイユ（イメージ）

ローマ泊FFL̶



サンクトペテルブルグと北欧・バルト海クルーズ
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Warnemünde

美しい夏を迎えるバルト海をめぐり、世界遺産サンクトペテルブルクをはじめ、
コペンハーゲンやストックホルムなどを巡る人気のコースです。

本コースのポイント

Gdynia グディニア

ワルネミュンデ

ポーランド北部の港湾都市、グディニアではグダンスク観光へご案内します。旧市街は第二次世界
大戦で大半が破壊されましたが、みごとに復元され美しい街並に生まれ変わりました。

デンマークの首都、コペンハーゲン。運河沿いに
カラフルな建物が軒を連ねるニューハウンは、ぜ
ひ訪れたい人気の観光スポットです。宮殿、美
術館などが多く、その洗練された街並みから「北
欧のパリ」とも称されます。アンデルセンの人魚
姫の像でも有名です。

Copenhagen コペンハーゲン

◆世界遺産都市「サンクトペテルブルグ」に
　3日間寄港。見どころ満載の日本語観光付き。
◆中世の街並みが残る“おとぎの国”、
　エストニアの首都、タリンは必見。絵本の世界に
　迷い込んだような雰囲気の街をご案内します。
◆コペンハーゲン・ヘルシンキ・ストックホルム、
　北欧主要三都市も巡ります。

グダンスク（イメージ）

ドイツ北東部バルト海沿岸に位置し、13世
紀頃から漁業の村として発展したこの街は、
いまでは観光客が続 と々集まる保養地にな
っています。ベルリンへは、船会社主催のオ
プショナルツアー（英語）にて足を延ばしてい
ただけます。※片道約3時間

ワルネミュンデ（イメージ）

コペンハーゲン（イメージ）

ワルネミュンデ（イメージ）

イメージ

ペテルゴフ：
サンクトペテルブルク/ロシア
（イメージ）

世界
遺産



2020年7月3日（金）～7月15日（水）13日間
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OCS200703-11クリスタル・シンフォニー

早期予約割引
2019年11月29日（金）までにご予約の場合 ＊ 各お部屋タイプの旅行代金より

お一人様10,000円割引

［07：00］ワルネミュンデ／ベルリン（ドイツ）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］ワルネミュンデ／ベルリン（ドイツ）出港

［13：00］グディニア（ポーランド）入港
Wグダンスク半日市内観光（日本語）（○オリーヴァ大聖堂、○旧市街） 
［21：00］グディニア（ポーランド）出港

Wコペンハーゲン半日市内観光（日本語）（○アマリエンボー宮殿、○人
魚姫の像、○ニューハウン、○ストロイエ） 
［18：00］コペンハーゲン（デンマーク）出港

船内にて朝食後、クリスタル・シンフォニー下船
空港へご案内します。 昼食は、各自空港内でお済ませください。
（09：30～14：30）ストックホルム発Zヨーロッパ内乗継ぎにて、空路帰国の途へ。

［07：00］サンクトペテルブルグ（ロシア）入港
Oサンクトペテルブルグ1日観光（日本語）（○聖イサク大聖堂、○血の上
の救世主教会、○青銅の騎士像、◎国立ロシア美術館）
※サンクトペテルブルグ停泊

Oサンクトペテルブルグ1日観光（日本語）（◎エカテリーナ宮殿、◎ピョー
トル大帝の夏の宮殿〈庭園のみ入場〉）
※サンクトペテルブルグ停泊

Oサンクトペテルブルグ1日観光（日本語）（◎エルミタージュ美術館）
［19：00］サンクトペテルブルグ（ロシア）出港

［08：00］タリン（エストニア）入港
Qタリン半日市内観光（日本語）（○聖ニコラス教会、○トームペア城、○ア
レクサンドル・ネフスキー聖堂、○旧市庁舎など）
［18：00］タリン（エストニア）出港

［08：00］ストックホルム（スウェーデン）入港
Qストックホルム半日市内観光（日本語）（◎市庁舎、○王宮、○ガムラス
タン）  ※ストックホルム停泊

Oバルト海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

［08：00］ヘルシンキ（フィンランド）入港
Qヘルシンキ半日市内観光（日本語）（○テンペリアウキオ教会、○ヘル
シンキ大聖堂、○ウスペンスキー寺院、○マーケット広場）
［18：00］ヘルシンキ（フィンランド）出港

スケジュール

7
7/9
（木）

8
7/10
（金）

1
7/3
（金）

2
7/4
（土）

3
7/5
（日）

9
7/11
（土）

4
7/6
（月）

5
7/7
（火）

10
7/12
（日）

11
7/13
（月）

12
7/14
（火）

13
7/15
（水）

6
7/8
（水）

（07：30～15：00）成田または羽田着。 
着後、解散。おつかれさまでした。

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

機中泊AL̶F

F

ク
リ
ス
タ
ル
・
ク
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ー
ズ

燃油サーチャージが別途必要となります。（目安18,000円：2019年8月1日現在）また、国内
空港施設使用料/成田2,660円、羽田2,570円（いずれも2019年10月1日以降施行予定）、国際観光旅客税
1,000円、海外空港税約11,600円（2019年8月1日現在）が別途必要となります。いずれもご出発前に確定して、
請求させていただきます。

※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：10名様　■添乗員：成田発着または羽田発着にて同行します。
■利用予定航空会社：スカンジナビア航空、フィンランド航空、ルフトハンザドイツ航空のいずれか
■食事回数：朝食11回、昼食10回、夕食11回（機内食は含みません）

※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$528/約60,000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。

Saint Petersburg

ストックホルムStockholm
14の島々で構成され、石畳のロマンチックな街並みが魅力的な水の都は、「北欧のベニス」と
も呼ばれます。市庁舎はノーベル賞の記念晩餐会が開かれる場所としても有名です。

タリンTallinn
中世の雰囲気がそのまま残る美しく愛らしい絵本のような街で、旧市街は世界遺産にも指定
されています。見どころは旧市街の城壁内に集まっており、トーンペア城やアレクサンドル・ネフ
スキー大聖堂、ラエコヤ広場周辺は人気の観光スポットになっています。

（10：00～15：00）成田または羽田発Zヨーロッパ内乗継ぎ、または直行便にてコペンハ
ーゲン（デンマーク）へ。
（15：00～22：00）コペンハーゲン着。 着後、専用車にて港へ。

Wクリスタル・シンフォニー乗船  ※コペンハーゲン停泊
※夕食は、到着時間によっては、ルームサービスにてお召し上がりいただく場合も
ございます。

■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。

898,000円（1,098,000円）
998,000円（1,278,000円）
1,098,000円（1,348,000円）
1,128,000円（1,398,000円）
1,498,000円（2,288,000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
（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㎡）

サンクトペテルブルグ

タリン（イメージ）

ストックホルム（イメージ）

世界
遺産

ストックホルム
タリン

ヘルシンキ

●

●● サンクト・
ペテルブルク

●●

ワルデミュンデ
グディニア

●
●

コペンハーゲン
北 海

スウェーデン

デンマーク

ドイツ ポーランド

フィンランド

ロシアエストニアバルト海

ペテルゴフに建つピョートル大帝の騎士像（イメージ）▶

エカテリーナ宮殿（イメージ）

かつてロシア帝国の首都として栄華を誇りました。ペテルゴフ
（ピョートル夏の宮殿）をはじめエルミタージュ美術館やエカテ
リーナ宮殿をはじめとした壮麗な歴史的建造物が建ち並
び、歴史地区や観光名所の多くは世界遺産に登録さ
れています。

世界
遺産

船内泊FFD
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Edinburgh

スコットランド最大の祭典「ミリタリー・タトゥー」（OP/別料金）は必見！爽やかな
夏のエディンバラやノルウェーフィヨルドの美しい景観もお楽しみいただけます。

本コースのポイント エディンバラ

イングランドの首都、ロンドン
では名所のロンドン塔やタワ
ーブリッジ、トラガルファー広
場などを効率よく回ります。

London
ロンドン

スコットランドの首都、エディンバラの旧市街と新
市街は世界遺産にも登録されている美しい街で
す。エディンバラ城はキャッスル・ロックに建つ要塞
で眼下にエディンバラの街並が見渡せます。城とホ
リールードハウス宮殿を結ぶロイヤル・マイルシーズ
ンにはパブやカフェ、ギフトショップが軒を並べ、ミリ
タリー・タトゥーの祭典が行われる期間には路上
パフォーマンスも見られます。カールトンヒルの丘か
ら眺めるエディンバラの風景も格別です。

ミリタリー・タトゥー
毎年約20万人以上の観光客が訪れる夏の
大イベントで、エディンバラ城のエスプラナー
ド広場を伝統的な衣装に身を包んだ兵士と
バグパイプの音色とともにスコットランド軍楽
隊がパレードします。60年以上も続いている
このタトゥーには40カ国以上が参加します。

タワーブリッジ（イメージ）

世界
遺産

ロンドン塔（イメージ）

聖ジャイルズ大聖堂（イメージ）

ミリタリータトゥー（イメージ）©VisitBritain/pawel Libera

ミリタリータトゥー（イメージ）©VisitBritain/pawel Libera

◆ロンドン、エディンバラ、ベルゲン、
　アムステルダムでは日本語観光付き。
◆【世界遺産】エディンバラ市内日本語観光付き。
◆この時期にしか味わえない夏の祭典
　「ミリタリー・タトゥー」が観賞できます！（別料金）
◆フィヨルドの海岸線に佇むノルウェーの
　美しい港町を訪問。

英国周遊とノルウェーフィヨルドクルーズ
エジンバラ城（イメージ）世界

遺産

カールトンヒル/エディンバラ（イメージ）



2020年8月7日（金）～8月20日（木）14日間
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OCS200808-11クリスタル・シンフォニー

早期予約割引
2019年12月27日（金）までにご予約の場合 ＊ 各お部屋タイプの旅行代金より

お一人様10,000円割引

O北海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください）

O北海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください）

［08：00］エディンバラ（スコットランド）入港
エディンバラ１日市内観光（日本語）（○エディンバラ城、○ロイヤルマイル、
○聖ジャイルズ大聖堂、○カールトンヒル）
※ご希望の方は、船会社主催オプショナルツアー（英語・別料金）にて、
「ミリタリータトゥー鑑賞」にご案内。添乗員も同行します。
※エディンバラ停泊

Qホテルにて朝食後、専用車にて、ロンドン市内観光（日本語）（○ロンドン
塔、○タワーブリッジ、△トラガルファー広場）　観光・昼食後、ドーバー港へ。 
Wクリスタル・シンフォニー乗船
［18：00］ドーバー/ロンドン（イギリス）出港

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、空港へご案内します。
（09：00～18：00）アムステルダム発Zヨーロッパ内乗継ぎにて、空路帰国の途へ。

［08：00］ベルゲン（ノルウェー）入港
Qベルゲン半日市内観光（日本語）（○ブリッゲン地区、○フロイエン山
ケーブルカー）　［18：00］ベルゲン（ノルウェー）出港

［07：00］ヘレシルト（ノルウェー）入港　［09：00］ヘレシルト（ノルウェー）出港
ノルウェーフィヨルドクルージング
［10：00］ガイランゲル（ノルウェー）入港  ［18：00］ガイランゲル（ノルウェー）出港
（ご希望の方は、寄港地で船会社主催のオプショナルツアーにご参加ください。）

［08：00］オルデン（ノルウェー）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。）
［18：00］オルデン（ノルウェー）出港

［08：00］ハウゲスン（ノルウェー）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。）
［18：00］ハウゲスン（ノルウェー）出港

［08：00］アムステルダム（オランダ）入港
Qアムステルダム半日市内観光（日本語）（○ダム広場、○王宮、◎アムス
テルダム国立美術館）　※アムステルダム停泊

Oエディンバラ（スコットランド）
（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。）
［17：00］エディンバラ（スコットランド）出港

［08：30］ラーウィック/シェットランド諸島（イギリス）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。）
［18：00］ラーウィック/シェットランド諸島（イギリス）出港

スケジュール

7
8/13
（木）

8
8/14
（金）

1
8/7
（金）

2
8/8
（土）

3
8/9
（日）

9
8/15
（土）

4
8/10
（月・祝）

5
8/11
（火）

10
8/16
（日）

11
8/17
（月）

12
8/18
（火）

13
8/19
（水）

14
8/20
（木）

6
8/12
（水）

（08：00～17：00）成田または羽田着。 
着後、解散。おつかれさまでした。

ロンドン泊FFL̶

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

機中泊AL̶F
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燃油サーチャージが別途必要となります。（目安24,400円：2019年8月1日現在）また、国内
空港施設使用料/成田2,660円、羽田2,570円（いずれも2019年10月1日以降施行予定）、国際観光旅客税
1,000円、海外空港税約12,400円（2019年8月1日現在）が別途必要となります。いずれもご出発前に確定して、
請求させていただきます。

※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：10名様　■添乗員：成田発着または羽田発着にて同行します。
■利用予定航空会社：ブリティッシュ・エアウェイズ 、KLMオランダ航空、エール・フランス、ルフトハン
ザドイツ航空、フィンランド航空、全日空、日本航空のいずれか

■食事回数：朝食12回、昼食11回、夕食11回（機内食は含みません）
■利用予定ホテル：（ロンドン）ヒルトン・オン・パークレーン

※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$528/約60,000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。

Norway Fjord Cruise

アムステルダムAmsterdam

（08：00～15：00）成田または羽田発Z
ヨーロッパ内乗継ぎ、または直行便にてロンドン（イギリス）へ。　
（15：00～22：00）ロンドン着。 着後、専用車にてホテルへ。

■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。

1,098,000円（1,338,000円）
1,198,000円（1,488,000円）
1,268,000円（1,568,000円）
1,318,000円（1,618,000円）
1,638,000円（2,338,000円）

お部屋タイプ

580,000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㎡）

ベルゲン～ヘレシルト～ガイランゲル～
オルデン～ハウゲスン
ベルゲンから始まるノルウェーフィヨルドクルー
ジング。氷河による浸食で複雑に入り込んだ
入江に点在する美しい港町に立ち寄りながら、
フィヨルドの大自然を満喫します。

ベルゲン

アムステルダム
ドーバー/ロンドン

ハウゲスン

ヘレシルト
ガイランゲル

オルデン●

● ●

●●

エディンバラ

ラーウィック

●

●

●

●

オランダ王国の首都、アムステルダムでは王宮が建
つダム広場やレンブラントやフェルメールなどの傑作
が集まる国立美術館にご案内します。

イギリス

オランダ

ノルウェー

王宮（イメージ）

フェルメール「牛乳を注ぐ女」（イメージ）
国立美術館 
写真提供：オランダ政府観光局

▲フィヨルドの玄関口としても知られるベルゲ
ン。7つの山に囲まれた港町にはカラフルな木
造建築が並び、ハンザ都市の面影が漂うブリ
ッゲン地区は世界遺産にも指定されています。

▲ガイランゲルにほど近いヘレシルト
の港町。周囲を取り囲む高い山から
はいくつもの滝が流れ落ち、美しい景
観を作り出しています。

絵葉書のように美しいオルデンはノル
ウェー有数のミネラルウォーターの水
源地になっています。炭酸水やレモン、
りんご味などがありますので、ぜひお試
しください。▶

▲1,500m級の山々が両側に迫
り、岩肌からは幾筋もの滝が流れ
落ちるガイランゲルフィヨルドをゆ
ったりとクルージング。悠久の時
間が創りあげた大自然はフィヨル
ドクルーズのハイライトです。

世界
遺産

世界
遺産

ベルゲン（イメージ）

ヘレシルト（イメージ）

オルデン（イメージ）

ガイランゲルフィヨルド（イメージ）



シルバーウィーク 煌めく地中海・エーゲ海 ギリシャの島 ク々ルーズ
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Santorini

神々の都市、アテネから憧れのエーゲ海に浮かぶ島々へ…
華やかな地中海のリゾート地に寄港し、“永遠の都”ローマを目指します。

本コースのポイント

Rhodes ロドス島

サントリーニ島

かつてロードスの巨像が立っていたことでも知
られるロドス島。旧市街は世界遺産にも認定
され、聖ヨハネ騎士団の団長の司令部だった
騎士団長の宮殿や古代ギリシャのアクロポリ
スが残っているリンドスなど、が中世の歴史が
色濃く残されています。

ギリシャ共和国の首都で古代オリンピック発
祥の地、アテネ。世界でも長い歴史を持つ都
市です。はずせない観光ポイントはなんといっ
てもアクロポリスの丘に建つパルテノン神殿。
いまもオリュンポスの神々の息づかいが聞こ
えてきそうです。2009年にオープンした新アク
ロポリス博物館には紀元前の神殿を飾った
彫刻やレリーフが数多く展示されています。

Athens アテネ

◆シルバーウィーク利用！
◆乗船前は、アテネにてアクロポリスの美しい
　景色をご覧いただけるレストランでのご夕食や、
　アテネ日本語観光にご案内。
◆各寄港地にて、充実の日本語観光付き。
◆下船後は、ローマ日本語観光にご案内。

世界
遺産

一度は行ってみたい憧れの島、青と白のコントラ
ストが美しいサントリーニ（ティラ島）はギリシャの島
々のなかでも1番人気の島です。島の中心のフィラ
の町には様々なショップやカフェ、レストランが軒を並

べて賑わいます。様々な映画やCMで使われるこの島
はどこを切り取っても絵ハガキのような美しさです。

パルテノン神殿（イメージ）

サントリーニ島（イメージ）

騎士団長の宮殿（イメージ）

新アクロポリス美術館

サントリーニ島（イメージ）

世界
遺産

リンドス・アクロポリス（イメージ）

イメージ



シルバーウィーク 煌めく地中海・エーゲ海 ギリシャの島 ク々ルーズ 2020年9月18日（金）～9月28日（月）11日間
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OCS200920-07クリスタル・シンフォニー

［09：00］サントリーニ島（ギリシャ）入港
サントリーニ島半日観光（日本語）にご案内します。
（◯フィラ、イアの街散策、◎ワイナリーでのワインテイスティング） 
［18：00］サントリーニ島（ギリシャ）出港

［07：00］ロドス島（ギリシャ）入港
ロドス島半日観光（日本語）にご案内します。
（◎リンドス・アクロポリス、◎騎士団長の宮殿など） 
［18：00］ロドス島（ギリシャ）出港

［08：00］ヴァレッタ（マルタ共和国）入港
ヴァレッタ半日観光（日本語）にご案内します。
（◎騎士団長の宮殿、◯アッパーバラッカガーデン、◯聖ヨハネ大聖堂） 
［18：00］ヴァレッタ（マルタ共和国）出港

［06：00］チヴィタヴェッキア／ローマ（イタリア）入港
朝食後、クリスタル・シンフォニー下船。

下船後、専用車にてローマ市内観光（日本語）にご案内します。
（◯コロッセオ、◯スペイン広場など）　観光終了後、空港へご案内します。
（15：00～23：30）ローマ発Z中東都市乗継ぎにて、空路帰国の途へ。

Oイオニア海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

［07：00］タオルミーナ／シチリア島（イタリア）入港
タオルミーナ半日観光（日本語）にご案内します。
（◎ギリシャ劇場、◯ウンベルト１世通りなど）
［18：00］タオルミーナ／シチリア島（イタリア）出港

［07：00］ソレント（イタリア）入港
カプリ島1日観光（日本語）にご案内します。（◯青の洞窟、◯カプリ島散策）
［18：00］ソレント（イタリア）出港

スケジュール

7
9/24
（木）

8
9/25
（金）

1
9/18
（金）

2
9/19
（土）

3
9/20
（日）

9
9/26
（土）

4
9/21
（月・祝）

5
9/22
（火・祝）

11
9/28
（月）

10
9/27
（日）

6
9/23
（水）

（17：00～22：45）東京のお客様 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

機中泊AL̶F

F
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※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、同行してお世話いたします。関空発着のお客様とは、アテネ
空港、またはアテネのホテルにて合流、ローマ空港にて、解散いたします。

■利用予定航空会社：東京（成田または羽田）発着：エミレーツ航空、カタール、ターキッシュエアライン
ズのいずれか。 大阪(関空)発着：エレミレーツ航空

■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）
■利用予定ホテル：（アテネ）NJVアテネプラザ
（注1）羽田発のフライト利用となった場合は9/19の未明（00：30予定）発となります。（注2）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。

Valletta／Malta

ソレントSorrento
南イタリアの風光明媚なリゾート地、ソレントではティレニ
ア海に浮かぶカプリ島へご案内します。美しい景観と温
暖な気候で世界のセレブの別荘地としても人気です。な
かでも幻想的な光が洞窟内を満たす、青の洞窟も観光。
（天候によりご覧いただけない場合もございます）

タオルミーナ／シチリア島
Taormina／Sicily

イタリア半島地中海の
西南に位置する地中
海最大の島、シチリア。
タオルミーナは標高約
200mに広がる街で眺
望が素晴らしいロケー
ションにあります。岩場
をくりぬいて造られた古
代ギリシャ劇や一番の
繁華街、ウンベルト1世
通りにご案内します。

（21：30～01：00）Z東京のお客様（注1）成田または羽田発Z
　　　　　　　　 大阪・名古屋のお客様（注2）関空発Z
中東都市乗継ぎにてアテネ（ギリシャ）へ。
（08：30～16：00）アテネ着。 着後、専用車にてホテルへ。
◆ご夕食は、アクロポリスの美しい景色を眺めながらお食事いただける、レストラン
　「ディオニソス」にて。
ホテルにて朝食後、アテネ市内観光（日本語）にご案内します。
（◎パルテノン神殿、◎新アクロポリス美術館、○プラカ地区） 

観光後、ピレウス港へ。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］アテネ（ギリシャ）出港

バレッタ／マルタ共和国

ウンベルト１世通り（イメージ）

カプリ島（イメージ）

バレッタ（イメージ）

世界遺産にも認定されたマルタの首都、バレッタ。石造りの教会や城壁などが集まり、美し
い城塞都市を作り上げています。

世界
遺産

ヴァレッタ
サントリーニ島

アテネ

ロドス島

ソレント

タオルミーナ/シチリア島

チヴィタヴェッキア/ローマ
イタリア

ギリシャ

マルタ共和国
●

●

● ●

●

●

●

早期予約割引
2019年12月27日（金）までにご予約の場合 ＊ 各お部屋タイプの旅行代金より

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16,000円：2019年8月1日現在）また、国内
空港施設使用料/成田2,660円、羽田2,570円、関空3,100円（いずれも2019年10月1日以降施行予定）、国
際観光旅客税1,000円、海外空港税約13,360円（2019年8月1日現在）が別途必要となります。いずれもご出発
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35,000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。

798,000円    （928,000円）
878,000円（1,028,000円）
898,000円（1,068,000円）
918,000円（1,098,000円）
1,098,000円（1,478,000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

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㎡）

ギリシャ劇場（イメージ）

青の洞窟（イメージ）

ニース泊FL̶D



ボストン美術館（イメージ）

秋彩のプリンス・エドワード島とニューイングランドクルーズ
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Newport

ニューヨーク・マンハッタンの絶景を眺めながら出港！
“赤毛のアン”の舞台として有名なプリンスエドワード島、秋色に染まるケベックへ…

本コースのポイント

Boston ボストン

ニューポート

旅のはアメリカを代表する世界的メトロポリタンシティ、ニューヨーク
から始まります。金融やビジネスだけでなく、文化・芸術の都市でも
あり、見どころは尽きません。日本語観光で自由の女神クルーズや
マンハッタンにご案内します。

New York
ニューヨーク

◆紅葉シーズンのニューイングランド、
　プリンスエドワード島、ケベックを巡ります。
◆ニューヨークでは日本語観光付！
◆ニューポート、ボストン、プリンス
　エドワード島、ケベックシティでは日本語
　オプショナルツアー（別料金）を設定。

ボストンの南、約100kmに位置するアクイドネ
ック島にあるニューポートはアメリカ最古の保養
地・別荘地としても有名で、あのロックフェラー
家の夏の別荘も建てられています。中でも最大
の広さを誇るヴァンダービルト家の邸宅、ブレー
カー邸は必見です。またワイナリーでワインのテ
イスティングして、お好きなワインを見つけるのも
楽しみのひとつです。（別料金）

赤毛のアンの家/プリンスエドワード島（イメージ）

近代的な都市の中に中世ヨーロッ
パを彷彿とさせる歴史的な建造物
が残るボストンはアメリカ建国の歴
史に大きな役割を果たしています。
フランス印象派絵画や日本の絵
画などのコレクションも充実してい
るボストン美術館やケンブリッジの
ハーバード大学にご案内します。（
別料金）

ハーバード大学（イメージ）

ブレーカー邸（イメージ）

イメージ

ニューポートのワイン（イメージ）

ニューヨーク（イメージ）

自由の女神（イメージ）▶



2020年10月5日（月）～10月15日（木）11日間
OCY201006-08クリスタル・セレニティ

早期予約割引
2019年12月27日（金）までにご予約の場合 ＊ 各お部屋タイプの旅行代金より

お一人様10,000円割引

［08：00］ニューポート（アメリカ）入港
Nニューポート市内半日観光（日本語）（◎邸宅〈ブレイカーズ〉、◎ワイナ
リーなど） ※代金：お一人様32,000円（予定） 最少催行人員：10名様
（その他、船会社主催のオプショナルツアーや街の散策をお楽しみください。）
［17：00］ニューポート（アメリカ）出港

ホテルにて朝食後、ニューヨーク市内観光（日本語）（◎自由の女神クルーズ、〇グラ
ウンド・ゼロ△マンハッタン）観光・昼食後、港へご案内。

Wクリスタル・セレニティ乗船 
［18：00］ニューヨーク（アメリカ）出港

船内にて朝食後、クリスタル・セレニティ下船
空港へご案内します。
（06：30～12：00）ケベック発Zカナダまたは、米国内乗継ぎにて、空路帰国の途へ。
…………………………………〈日付変更線通過〉……………………………………

［07：30］バーハーバー（アメリカ）入港
ご希望のお客様は添乗員が、街の散策にご案内します。
［18：00］バーハーバー（アメリカ）出港

［09：00］シャーロットタウン/プリンス・エドワード島（カナダ）入港
Nプリンスエドワード島1日観光（日本語）（◎グリーンゲーブルスハウ
ス、○モンゴメリーの墓、○グリーンゲーブルス郵便局、○キャベンディッ
シュ教会） ※ロブスターランチのご昼食付
※代金：お一人様24,000円（予定） 最少催行人員：10名様
［17：00］シャーロットタウン/プリンス・エドワード島（カナダ）出港

Oセントローレンス湾クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

［08：00］ケベックシティ（カナダ）入港
Nケベックシティ市内半日観光（日本語）（◎ノートルダム教会、○モンモ
ラシーの滝、○オルレアン島、○旧市街など） ※代金：お一人様19,000円
（予定） 最少催行人員：10名様　※ケベックシティ停泊

O米国東海岸クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

［08：00］ボストン（アメリカ）入港
Nボストン半日市内観光（日本語）（◎ボストン美術館、○ハーバード大学
など） ※代金：お一人様15,000円（予定） 最少催行人員：10名様
（その他、船会社主催のオプショナルツアーや街の散策をお楽しみください。）
［18：00］ボストン（アメリカ）出港

スケジュール

7
10/11
（日）

8
10/12
（月）

1
10/5
（月）

2
10/6
（火）

3
10/7
（水）

9
10/13
（火）

4
10/8
（木）

5
10/9
（金）

10
10/14
（水）

11
10/15
（木）

6
10/10
（土）

（12：30～21：00）成田または羽田着。 
着後、解散。おつかれさまでした。

ニューヨーク泊FFL̶

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

機中泊AL̶F

F

ク
リ
ス
タ
ル
・
ク
ル
ー
ズ

燃油サーチャージが別途必要と
なります。（目安28,000円：2019
年8月1日現在）また、国内空港施設
使用料/成田2,660円、羽田2,570円（い
ずれも2019年10月1日以降施行予定）、
国際観光旅客税1,000円、海外空港税
約9,340円（2019年8月1日現在）が別
途必要となります。いずれもご出発前に確
定して、請求させていただきます。

※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。
※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。
■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ます。
■利用予定航空会社：エアカナダ、ユナイテッド航空、全日空のいずれか
■食事回数：朝食9回、昼食8回、夕食8回（機内食は含みません）
■利用予定ホテル：（ニューヨーク）パーカー・ニューヨーク

※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$384/約44,000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。

Bar Harbor

ケベックシティQuebec
ケベック州の州都でありフランス語圏。城塞に囲まれた街は世界遺産に登録されており、ヨ
ーロッパ調の雰囲気に包まれたロマンチックで美しい街です。オプショナルツアー（別料金）で
はノートルダム教会やナイアガラの滝よりも高さがあるモンモラシーの滝、セントローレンス川
に浮かぶオルレアン島、などにご案内します。

プリンスエドワード島
Prince Edward Island

カナダの東端に位置するプリンス・エドワード島は、セント・ローレンス
湾に浮かぶ小さな島。『赤毛のアン』の物語の舞台として知られていま
す。赤毛のアンの家として有名なグリーンゲーブルズハウスやキャベ
ンディッシュの見どころにご案内します（別料金）。草原の“緑”と海と
空の“青”が広がる島で穏やかに時間が流れています。

永遠のベストセラー
「赤毛のアン」

（10：00～18：30）成田または羽田発Zカナダ、または米国内乗継ぎにてニューヨーク
（アメリカ）へ。…………………………〈日付変更線通過〉……………………………
（10：00～22：30）ニューヨーク着。 着後、専用車にてホテルへ。

■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     （788,000円）
698,000円     （898,000円）
728,000円     （938,000円）
998,000円（1,538,000円）

お部屋タイプ

630,000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㎡）
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㎡）

バーハーバー

海岸沿いの魅力ある街で、上流階
級のアメリカ人が贅沢な夏の別荘
で休暇を過ごしていた1900年代。
その輝かしい時代の魅力がほとんど
そのまま残っています。 岩に縁どら
れた港は世界的に有名なアーカディ
ア国立公園に囲まれており、豊かな
自然を楽しめます。

ケベック

ボストン
ニューポート

バーハーバー

シャーロットタウン

ニューヨーク

●

●
●

●

●

カナダ

アメリカ

●
ケベック（イメージ）

セント・ローレンス湾

オルレアン島（イメージ）

世界
遺産

ケベックシティ（イメージ）

シャーロットタウン（イメージ）▶

イメージ

ノートルダム教会（イメージ）

クリスタルクルーズ30周年特別企画

イメージ

イメージ
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燃油サーチャージが別途必要となり
ます。（目安6,700円：2019年8月1日
現在）また、国内空港施設使用料/成田
2,660円、羽田2,570円、関空3,100円、中部
2,620円（いずれも2019年10月1日以降施行
予定）、国際観光旅客税1,000円、海外空港税
約2,600円（2019年8月1日現在）が別途必要
となります。いずれもご出発前に確定して、請求さ
せていただきます。

年末年始！アジアンリゾートクルーズ 2020年12月22日（火）～2021年1月8日（金）18日間

18

港珠澳大橋を渡る！マカオ一日観光（日本語）（△港珠澳大橋、○カテドラル
広場、○セナド広場他、ポルトガル料理の昼食）※港珠澳大橋を渡る際は、専
用バスは通過できない為、一般のシャトルバスに乗車いただきます。また、一部公共
バスに乗車いただく場合もございます。  ※香港（中国）停泊

［08：00］ダナン（ベトナム）入港
Wホイアン半日観光（日本語）（○日本橋、○フーンフンの家、○旧市街フ
リータイム）　［20：00］ダナン（ベトナム）出港

［07：30］サムイ島（タイ）入港  Qサファリツアー（日本語）（◎サファリキャ
ンプ：象のトレッキング、小象のショー、猿のショー、ワニのショー、昼食付）　
［17：00］サムイ島（タイ）出港

［08：00］シアヌークビル（カンボジア）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］シアヌークビル（カンボジア）出港

［08：00］レムチャバン/バンコク（タイ）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、バンコク市内へ移動（約2時間）。
歴史あるコロニアル様式の邸宅タイ料理レストラン「ブルーエレファント」にて昼食。
昼食後、ホテルへチェックイン。
夕食は、ホテル内日本料理レストランにて。
朝食後、フリータイム。  ※ホテルのお部屋は、19：00までご利用いただけます。
　　　　　　　　　※バンコクやアユタヤへの観光ご希望の場合は、ご相談ください。
（19：00～20：00）ホテルより、専用車にて空港へ。
夕食は、空港内にて、各自お召し上がりください。
（22：00～01：00）バンコク発Z直行便にて、空路帰国の途へ。
（06：00～08：00）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。

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。）

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。）

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。）

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。）

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。）

O自由行動（ご希望の方は船会社主催のOPツアーにご参加ください）
［15：00］ホーチミンシティ（ベトナム）出港

［08：00］シンガポール（シンガポール）出港
（船内アクティビティでお楽しみください。）

［10：00］ホーチミンシティ（ベトナム）入港
Wホーチミン半日観光（日本語）（○聖母マリア教会、○統一会堂、○ベン
タン市場）  ※ホーチミンシティ（ベトナム）停泊

［08：00］シンガポール（シンガポール）入港
シンガポール一日市内観光（日本語）（◎ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ、◎マリー
ナベイ・サンズスカイパーク展望台ほか、日本料理の昼食）
※シンガポール（シンガポール）停泊

スケジュール

8
12/29
（火）

9
12/30
（水）

10
12/31
（木）

11
1/1

（金・祝）

12
1/2
（土）

13
1/3
（日）

14
1/4
（月）

15
1/5
（火）

16
1/6
（水）

17
1/7
（木）

18
1/8
（金）

2
12/23
（水）

1
12/22
（火）

3
12/24
（木）

4
12/25
（金）

5
12/26
（土）

6
12/27
（日）

7
12/28
（月）

香港泊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

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

バンコク泊ASD

機中泊AL̶F

船内泊ASD

L̶

ク
リ
ス
タ
ル
・
ク
ル
ー
ズ

（09：00～16：30）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。
（12：00～20：00）香港（中国）着。 着後、専用車にて港へ。

クリスタル・シンフォニー乗船　香港（中国）停泊

ペニンシュラホテル「Spring Moon」での飲茶ランチへご案内（日本語）
［23：59］香港（中国）出港  クルージングの始まりです！

いまやラスベガスに次ぐ人気カジ
ノシティとして有名なマカオ。世田
谷区の半分ほどの面積の中に
約30もの世界遺産が密集して
いる人気の観光都市です。

ホイアン（イメージ）

Macao セナド広場（イメージ）

ベトナムの港湾都市、ダナンからは世界遺産
にも認定されているホイアンの古い街並みに
ご案内します。様々な国の建築様式が混ざり
あった家並みはなぜか懐かい感じです。

OCS201222-15

※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：10名様　■添乗員：12/22香港乗船より、1/7バンコク空港まで同行いたします。
■利用予定航空会社：キャセイパシフィック航空、香港航空、タイ航空、全日空、日本航空のいずれか
■利用予定ホテル：（バンコク）オークラ・プレステージ・バンコク、ホテルニッコー・バンコクのいずれか
■食事回数：朝食16回、昼食15回、夕食16回（機内食は含みません）

温かいアジアの街を訪ね
船上で思い出に残る年越しを。

マカオ

ベトナム最大の都市、ホーチミン。1986年の
ドイモイ（経済改革）に始まり、今ではおしゃれ
なカフェやショップ、市場が集まる商業都市に
なっています。

Ho Chi Minh City
ホーチミンシティ

「ガーデン・シティ」とも呼ばれる美しさ
で知られるシンガポール。マリーナベイ
・サンズ周辺の近未来的な景観はまる
でSF映画に出てきそうな雰囲気です。 

Singapore
シンガポール

ダナンDa Nang

クリスタル・シンフォニー

本コースのポイント
◆各寄港地にて日本語観光付。（シアヌークビル除く）

中国

カンボジア

タイ
ベ
ト
ナ
ム

早期予約割引 2020年3月31日（火）までにご予約の場合 ＊ お一人様10,000円割引

※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$750/約86,000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）割引がございます。お問い合せください。

●

●

●

●

●

●

シンガポール

香港

ダナン

ホーチミンシティ
シアヌークビル

レムチャバン/
バンコック

サムイ島
●

世界
遺産

ベンタン市場（イメージ）

ホイアン（イメージ）

シンガポール（イメージ）

1,268,000円（1,398,000円）
1,378,000円（1,558,000円）
1,408,000円（1,678,000円）
1,438,000円（1,728,000円）
1,878,000円（2,538,000円）

お部屋タイプ

290,000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㎡）
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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

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★

ドバイ★→マスカット★→●→サララ→●●●●→アカバ→●→スエズ運河通航→●●→ソレント→ローマ/チビタべッキア

ローマ/チビタべッキア→フィレンツェ/リボルノ→ポルトフィーノ→モンテカルロ★→マルセイユ→バルセロナ★

ストックホルム★→タリン→ヘルシンキ→サンクトペテルブルグ★★→●→グダンスク/グディニア→コペンハーゲン→●→ロンドン/ドーバー

ロンドン/ドーバー→セント・ピーター・ポート→コーヴ（コーク）→ホリーヘッド→リバプール→ダン・レアリー★→ダブリン→ベルファスト→
●→ポートリー→カークウォール→エディンバラ★→●→ロンドン/ドーバー

ロンドン/ドーバー→●→エディンバラ★→ラーウィック（シェットランド諸島）→ベルゲン→
ヘレシント、ノルウェーフィヨルドクルージング、ガイランゲル→オルデン→ハウゲスン→●→アムステルダム★

アムステルダム→パリ/オンフルール★→●→ボルドー★★→●→リスボン★→ジブラルタル→マラガ→●→バルセロナ

バルセロナ★→サントロペ→モンテカルロ→フィレンツェ/リボルノ→ローマ/チヴィタヴェッキア→ソレント→●→ドゥブロブニク→ベニス★

アテネ/ピレウス→サントリーニ島→ロードス島→●→バレッタ→タオルミーナ→ソレント→ローマ/チヴィタヴェッキア

ローマ/チヴィタヴェッキア→ソレント★→フィレンツェ/リボルノ★→アジャクシオ/コルシカ島→マルセイユ→モンテカルロ

バルセロナ★→パルマ・デ・マヨルカ→カルタヘナ→マラガ→カサブランカ→リスボン★

リスボン→ポルト→●→サン・ジャン・ド・リュズ→ボルドー★★→ロリアン→サンマロ/モンサンミッシェル→セント・ピーターポート→
パリ/オンフルール★→ロンドン/ドーバー

ロンドン/ドーバー→●→ベルゲン→ヘレシルト、ノルウェーフィヨルドクルージング、ガイランゲル→●→
ロフォーテン、グラヴダル、ノルウェー沿岸クルージング→トロムソ→ホニングスヴォーグ、ノースケープクルージング→●●→フラム→
スタヴァンゲル→オスロフィヨルドクルージング、オスロ★→コペンハーゲン

コペンハーゲン★→ベルリン/ワルネミュンデ→グダンスク/グディニア→●→サンクトペテルブルグ★★→タリン→ストックホルム★

アジア/インド

中東

4/23～5/8

【2020年4月～9月出発】

【2020年4月～10月出発】

（15泊）

5/8～5/24 （16泊）

5/24～5/31 （7泊）

5/31～6/7 （7泊）

大西洋

地中海・大西洋

地中海

6/7～6/19 （12泊）

北ヨーロッパ6/19～7/3 （14泊）

北ヨーロッパ＆
ロシア、バルト海7/3～7/14 （11泊）

北ヨーロッパ＆
ロシア、バルト海7/14～7/25 （11泊）

北ヨーロッパ7/25～8/8 （14泊）

北ヨーロッパ8/8～8/19 （11泊）

大西洋＆地中海8/19～9/1 （13泊）

地中海9/1～9/11 （10泊）

地中海9/11～9/20 （9泊）

地中海9/20～9/27 （7泊）

地中海9/27～10/4 （7泊）

OCS
200423-15

OCS
200508-16

OCS
200524-07

OCS
200531-07

OCS
200619-14

OCS
200703-11

OCS
200714-11

OCS
200725-14

OCS
200808-11

OCS
200819-13

OCS
200901-10

OCS
200911-09

OCS
200920-07

OCS
200927-07

コース番号 期間　（泊数） エリア 寄港地

ローマ/チヴィタべッキア→フィレンツェ/リボルノ→ポルトヴェーネレ→カンヌ→アジャクシオ/コルシカ島→●→パルマ・デ・マヨルカ→
バレンシア→バルセロナ★→トゥーロン→モンテカルロ★

モンテカルロ→ローマ/チヴィタヴェッキア→ソレント→タオルミーナ→●→ドゥブロブニク→ベニス★

バルセロナ→モンテカルロ★→サントロペ→フィレンツェ/リボルノ→●→バレッタ→パレルモ→アマルフィ→ローマ/チヴィタベッキア

ローマ/チヴィタヴェッキア→ソレント→プロプリアノ/コルシカ島→パルマ/マヨルカ島→バレンシア→バルセロナ→カシス→モンテカルロ

モンテカルロ★→フィレンツェ/リボルノ→ローマ/チヴィタベッキア→ソレント→●→ドゥブロブニク→●→ベニス★

ベニス★→スプリット→コトル→コルフ→●→アテネ/ピレウス→サントリーニ島→●→バレッタ→タオルミーナ→ソレント→
ローマ/チヴィタベッキア

ローマ/チヴィタベッキア→フィレンツェ/リボルノ→ポルトヴェーネレ→モンテカルロ★→サントロペ→●→イビザタウン/イビザ島→バルセロナ★

モンテカルロ★→カルヴィ/コルシカ島→ポルトフィーノ→フィレンツェ/リボルノ→ソレント★→ローマ/チヴィタベッキア

ニューヨーク→ニューポート→ボストン→バーハーバー→●→シャーロットタウン/プリンスエドワード島→
セントローレンス湾クルージング●→ケベックシティ★

ケベックシティ★→セントローレンス湾クルージング●→●→セントジョン→バーハーバー→ボストン→ニューポート→ニューヨーク

ニューヨーク→ニューポート→ボストン→バーハーバー→●→シャーロットタウン/プリンスエドワード島→
セントローレンス湾クルージング●→ケベックシティ★

バルセロナ★→バレンシア→パルマ・デ・マヨルカ/マヨルカ島→ポール・ヴァンドル→マルセイユ→カンヌ→モンテカルロ

ローマ/チヴィタベッキア→アマルフィ→パレルモ/シチリア島→アルゲーロ/サルディーニャ島→パルマ・デ・マヨルカ/マヨルカ島→
イビザタウン/イビザ島→バルセロナ★

バルセロナ→●→マラガ→●●→ポンタ・デルガダ→プライア・ダ・ヴィトリア→●●→セントジョンズ→セントアンソニー→
セントローレンス湾クルージング●→サグネ、サグネ川クルージング→ケベックシティ

ローマ/チヴィタべッキア→ソレント→●→コルフ→コトル→ドゥブロブニク→ベニス★

ベニス→スプリット→コトル→●→サントリーニ島→ロードス島→ミコノス島→アテネ/ピレウス

アテネ/ピレウス→サントリーニ島→●→カターニア→ソレント→ローマ/チヴィタヴェッキア→フィレンツェ/リボルノ★→モンテカルロ★→
カシス→バルセロナ★

バルセロナ→イビザタウン/イビザ島★→サントロペ→ニース/ヴィルフランシュ→アジャクシオ/コルシカ島→ポルトフィーノ→
ローマ/チヴィタベッキア

ベニス★→ドゥブロブニク→コトル→コルフ→●→シラクサ→ソレント→ローマ/チヴィタヴェッキア→モンテカルロ★→バルセロナ★

地中海

地中海

地中海

地中海

地中海

地中海

4/21～5/3 （12泊）

5/3～5/10 （7泊）

5/10～5/23 （12泊）

5/22～5/31 （9泊）

5/31～6/7 （7泊）

地中海

6/7～6/14 （7泊）

6/14～6/26 （12泊）

地中海

地中海

地中海

6/26～7/3 （7泊）

7/3～7/10 （7泊）

7/10～7/19 （9泊）

地中海7/19～7/31 （12泊）

地中海7/31～8/9 （9泊）

地中海

地中海

地中海

8/9～8/16 （7泊）

8/16～8/23 （7泊）

地中海＆
大西洋横断

ニューイングランド
＆カナダ

ニューイングランド
＆カナダ

ニューイングランド
＆カナダ

8/23～8/30 （7泊）

8/30～9/12 （13泊）

9/20～9/28 （8泊）

9/28～10/6 （8泊）

10/6～10/14 （8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

ベニス★→コペル→スプリット→ドゥブロブニク★→コトル→●→サントリーニ→ミコノス→アテネ/ピレウス

OCY
200503-07

OCY
200510-12

OCY
200522-09

OCY
200531-07

OCY
200607-07

OCY
200614-12

OCY
200626-07

OCY
200703-07

OCY
200710-09

OCY
200731-09

OCY
200809-07

OCY
200816-07

OCY
200823-07

OCY
200830-13

OCY
200920-08

OCY
201006-08

OCS
200607-12

OCY
200719-12

OCY
200928-08

OCY
200421-12



発行日2019年8月30日K-19-011

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 ●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150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（添乗員付コー
スのみ）、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8月1日を基準としています。また、旅行代金は
2019年8月1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。
●「サンクトペテルブルグと北欧・バルト海クルーズ」では、日本国籍の方
は、ロシア査証の取得が必要です。「秋彩のプリンス・エドワード島とニュ
ーイングランドクルーズ」では日本国籍の方は、アメリカ、カナダ入国に
際して電子渡航認証（アメリカ/ESTA/14US＄、カナダ/eTA/7カナダ
ドル）の取得が必要です。ご旅行時点で有効なESTAとeTAをお持ちで
ない方は各国大使館の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。「年末年始！アジアンリゾートクルーズ」では、日本国籍
の方は、カンボジア査証の取得が必要です。各コース共に、ご参加者様
には、追って詳細をご案内します。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。
●シャワー・トイレのみのお部屋となる場合がございます。お部屋の指定
はできません。
■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15０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
150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）

■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）
■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
（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。

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

●年末年始！アジアンリゾートクルーズ以外のコース

180日～121日前まで
120日～91日前まで
90日～61日前まで
60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％
181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

●年末年始！アジアンリゾートクルーズ


