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世 界 最高水準の客船

郵船トラベル特選 2021年1月▶12月

クリスタルシンフォニー（イメージ）

クリスタルエンデバー（イメージ） クリスタルマーラー（イメージ）

ペトラ遺跡（イメージ） バガン遺跡（イメージ） サントリーニ島（イメージ） ブダペスト（イメージ） ペテルゴフ（イメージ）

クリスタルクルーズ
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
Crystal  Mahlerクリスタル  マーラー　Crystal Endeavorクリスタル  エンデバー

新造船「クリスタル  エンデバー」＆
「クリスタル  セレニティ」21年日本発・着コース設定！



●郵船トラベルクルーズセンターのツアーポイント＆CONTENTS
●　　　　 東京下船！早春の香港・台湾と日本漫遊クルーズ
●　　　　 東京乗船！春色の九州・中国漫遊クルーズ
●　　　　 クリスタルエンデバーで航く 東京発・大阪着！ 春の日本一周クルーズ
●クリスタルエンデバー デビュー！ 客船紹介
●クリスタルオーシャンクルーズ＆クリスタルリバークルーズ 客船紹介
●ミャンマー世界遺産と東南アジア周遊クルーズ
●魅惑のポルトガル・モロッコ・スペイン・カナリア諸島クルーズ
●ゴールデンウィーク  美しきドナウ川クルーズ
●紺碧の地中海・エーゲ海クルーズ
●陽光のアドリア海・ギリシャの島 ク々ルーズ
●サンクトペテルブルグと北欧 バルト海クルーズ
●神秘のトルコ・東欧・ロシアを巡る 黒海クルーズ
●憧れのプリンス・エドワード島と紅葉のニューイングランドクルーズ
●悠久のエジプト・ヨルダン・スエズ運河通航クルーズ
●煌めきのクリスマス・ドナウ川クルーズ
●年末年始！オセアニアクルーズ
●客室紹介
●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 2021年1月～12月出発
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C O N T E N T S

2021年3月1日（月）～3月13日（土）13日間

2021年12月19日（日）～2022年1月6日（木）19日間

2021年3月13日（土）～3月25日（木）13日間

2021年5月15日（土）～5月29日（土）15日間

2021年1月15日（金）～1月28日（木）14日間

2021年4月30日（金）～5月9日（日）10日間

2021年4月12日（月）～4月26日（月）15日間

2021年5月9日（日）～5月19日（水）11日間

2021年7月23日（金）～8月2日（月）11日間

2021年7月30日（金）～8月15日（日）17日間

2021年6月27日（日）～7月9日（金）13日間

2021年10月2日（土）～10月12日（火）11日間

2021年10月9日（土）～10月28日（木）20日間

2021年11月24日（水）～12月3日（金）10日間

　 ＝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。※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。
「東京下船！早春の香港・台湾と日本漫遊クルーズ」は往路のみ、
「東京乗船！春色の九州・中国漫遊クルーズ」は、復路のみの宅配サービスと
なります。また、クリスタルエンデバーで航く「東京発・大阪着！春の日本一周ク
ルーズ」は、現状宅配サービスの予定はございません。予めご了承ください。

■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。

クリスタルシンフォニー

クリスタルシンフォニー

クリスタルシンフォニー

クリスタルシンフォニー

クリスタルシンフォニー

クリスタルシンフォニー

クリスタルマーラー

クリスタルマーラー

クリスタルシンフォニー

クリスタルセレニティ

クリスタルセレニティ

クリスタルセレニティ

クリスタルセレニティ

クリスタルエンデバー
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東京下船！早春の香港・台湾と日本漫遊クルーズ 2021年3月1日（月）～3月13日（土）13日間
OCY210301-12クリスタルセレニティ

東京乗船！春色の九州・中国漫遊クルーズ

新しい北京・上海の魅力を発見！
内容充実のオプショナルツアーを設定！

往路のみ飛行機利用、
下船は東京港で。ゆったり台湾・
日本の寄港地を巡ります。

世界
遺産

※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：各発着地2名様
■添乗員：添乗員は同行しません。但し参加者が12名様以上となった場合には、香港
乗船より、東京下船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、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12回（機内食は含みません）

［08：00］花蓮（台湾）入港
［18：00］花蓮（台湾）出港
［07：00］石垣島（日本）入港
［18：00］石垣島（日本）出港

［08：00］細島（日本）入港
［18：00］細島（日本）出港
［08：00］広島（日本）入港
［19：00］広島（日本）出港
［09：00］高知（日本）入港
［18：00］高知（日本）出港

［08：00］清水（日本）入港
［19：00］清水（日本）出港
［08：00］東京（日本）入港 
※東京停泊

［15：00］大阪（日本）出港 

［08：00］大阪（日本）入港 
※大阪停泊

船内にて朝食後、クリスタルセレニティ下船
下船後、解散。

スケジュール
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（08：30～11：30）成田または羽田または関空または中部発Z
直行便にて、空路香港（中国）へ。
（12：00～15：30）香港（中国）着。着後、専用車にて港へ。

クリスタルセレニティ乗船
［21：00］香港（中国）出港
O南シナ海クルージング

1
3/1（月）

3
3/3（水）
4

3/4（木）

6
3/6（土）
7

3/7（日）
8

3/8（月）

11
3/11（木）

9
3/9（火）
10
3/10（水）

12
3/12（金）

13
3/13（土）

O東シナ海クルージング5
3/5（金）

838,000円（1,568,000円）
878,000円（1,598,000円）
898,000円（1,628,000円）
918,000円（1,648,000円）
1,318,000円（2,508,000円）

※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：各発着地2名様 ■添乗員：添乗員は同行しません。但し参加者が12名様以上となった場合には、東京乗
船より、上海下船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、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12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4,800円：2020年5月1日現在）また、海外空港税約1,400円、国際観
光旅客税1,000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。

※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$660/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。

［08：00］鹿児島（日本）入港
［19：00］鹿児島（日本）出港
［08：00］長崎（日本）入港
［18：00］長崎（日本）出港

［06：00］仁川（韓国）入港
［19：00］仁川（韓国）出港

［11：00］上海（中国）入港
N上海市内観光と新天地「百草伝奇」での薬膳料理の昼食（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）※代金：お一人様18,000円（予定）
最少催行人員：6名様
船内にて朝食後、クリスタル セレニティ下船

専用車にて、空港へご案内。
（09：00～13：30）上海（中国）発Z直行便にて、空路帰国の途へ。
（12：00～17：30）成田または羽田着または関空または中部着。
着後、解散。おつかれさまでした。

スケジュール

船内泊L̶L̶D

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
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（13：00頃）東京港ご集合。
クリスタルセレニティ乗船
［19：00］東京（日本）出港
O日本沿岸クルージング

3
3/15（月）

4
3/16（火）

6
3/18（木）

10
3/22（月）

O東シナ海クルージング5
3/17（水）

1
3/13（土）

2
3/14（日）

Oクルージング7
3/19（金）

O黄海クルージング11
3/23（火）

12
3/24（水）

13
3/25（木）

早期予約割引 2020年9月30日（水）までにご予約の場合 ＊ お一人様10,000円割引

■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ソサエティ（リピーター）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。

988,000円（1,789,000円）
1,098,000円（2,018,000円）
1,158,000円（2,058,000円）
1,638,000円（2,998,000円）

お部屋タイプ

150,000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（19.8㎡）
B1：デラックスステート（ベランダ付/24.8㎡）
A1：デラックスステート（ベランダ付/24.8㎡）
PH：ペントハウス（ベランダ・バトラー付/38.3㎡）

燃油サーチャージが別途必要となります。（目安2,000円：2020年5月1日現在）また、国内空港施設使用料（保安料
含む）/成田2,660円、羽田2,610円、関空3,100円、中部2,970円、国際観光旅客税1,000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。

※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$660/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。

早期予約割引 2020年9月30日（水）までにご予約の場合 ＊ お一人様10,000円割引

■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ソサエティ（リピーター）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。

お部屋タイプ

250,000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/24.8㎡）
B2：デラックスステート（ベランダ付/24.8㎡）

A2：デラックスステート（ベランダ付/24.8㎡）
A1：デラックスステート（ベランダ付/24.8㎡）
PH：ペントハウス（ベランダ・バトラー付/38.3㎡）

8
3/20（土）
〜

石垣島（イメージ）
花蓮（イメージ）

北京/八達嶺（イメージ）

コミューン・バイ・ザ・グレートウォール（イメージ）

東京・関空・中部発
／東京港着

東京港発／
東京・関空・中部着

2021年3月13日（土）～3月25日（木）13日間
OCY210313-12クリスタルセレニティ

2名
催行！

2名
催行！

2
3/2（火）

［06：30］天津/北京（中国）入港
N北京市内２泊３日ランドツアー（日本語）
※代金：お一人様170,000円（予定）最少催行人員：６名様　
　　　 新幹線にて、北京へ。 釣魚台国賓館にて「国宴料理」の昼食
12人のアジア建築家により設計された建物で有名な「コミュー
ン・バイ・ザ・グレート・ウォール」（スタンダードルーム）宿泊。建物
（外観）見学　ホテル敷地内より、万里の長城の美しい夕日を。
　　　 ○北京冬季オリンピック施設、○中国国賓用「長城ワイン」
醸造所、醸造所内レストランで、ワインに合う中華料理の昼食。
「貴賓楼飯店」宿泊。（お部屋から夕陽に映える「紫禁城」臨む）
北京飯店「譚家菜」での夕食後、京劇・川劇等の北京伝統曲芸も。
　　　 新幹線にて、天津へ。帰船。
［18：00］天津/北京（中国）出港 

1日目

2日目

3日目

広島（イメージ）

北京/倣膳（イメージ）

北京/譚家菜（イメージ）
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Muroran

クリスタルエンデバーで航く 東京発・大阪着！ 春の日本一周クルーズ

Sadogashima

2021年就航予定のラグジュアリーメガヨット、クリスタルエンデバーで、
日本各地と韓国・浦項を周遊。小型船だからこそ行ける寄港地を巡ります。

本コースのポイント

Kanazawa 金沢

佐渡島

情緒豊かな歴史の街、金沢。日本三名園の
一つに数えられる兼六園や市民の台所として
賑わう近江町市場、金沢城址公園など、見所
がいっぱいです。また、江戸情緒漂うひがし茶
屋では茶道や香道などの体験もできます。

鉄鋼業が盛んな室蘭ですが、大自然に囲まれた観光地としても人気。北国の美しい海を一
望できる地球岬や室蘭港をまたぐ美しい吊り橋、白鳥大橋などスケールの大きさに驚きます。

◆10名様以上ご参加の場合は、
　郵船トラベル・日本人コーディネーターが乗船！
◆寄港地では、無料・船会社主催オプショナル
　ツアー（英語）も設定される予定です。

船内（イメージ）

室蘭

Hakodate 函館

函館市街（イメージ）

佐渡島では2つの港に寄港します。小木港からは千
石船の里宿根木散策やたらい舟体験ができ、両
津港からは美しい棚田が広がる岩首昇竜棚田やト
キを観察できるトキの森公園に足をのばせます。
岩首昇竜棚田（イメージ）

ひがし茶屋街（イメージ）

4

歴史ある港町、函館には金森赤レ
ンガ倉庫や五稜郭、修道院など歴
史的建造物が数多く見られます。
ロープウェイで函館山の山頂へあ
がれば函館市が一望できます。

地球岬（イメージ）白鳥大橋（イメージ）

千石船の里宿根木（イメージ）

2名
催行！

金森赤レンガ倉庫（イメージ）

兼六園（イメージ）写真提供：金沢市

イメージ



クリスタルエンデバーで航く 東京発・大阪着！ 春の日本一周クルーズ 2021年5月15日（土）～5月29日（土）15日間
YEN210515-14

早期一括支払割引をご希望の方は2020年7月17日（金）までに
ご予約、旅行代金の全額をお支払ください。

Q室蘭（日本）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）
U室蘭（日本）出港

Q函館（日本）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）
E函館（日本）出港

Q両津／佐渡島（日本）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）
Q両津／佐渡島（日本）出港
W小木／佐渡島（日本）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）
U小木／佐渡島（日本）出港

Q境港（日本）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）
E境港（日本）出港
Q浦項（韓国）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）
E浦項（韓国）出港

Q玉野／宇野港（日本）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）
E玉野／宇野港（日本）出港

Q浜田（日本）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）
Q浜田（日本）出港
W仙崎（日本）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）
E仙崎（日本）出港

（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）
E金沢（日本）出港

Q金沢（日本）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）
※金沢停泊

（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）
E広島（日本）出港

O日本沿岸クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

Q関門海峡・瀬戸内海クルージング
W宮島（日本）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）
E宮島（日本）出港
U広島（日本）入港　※広島港停泊

Q大阪（日本）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）
※大阪港停泊

船内にて朝食後、クリスタルエンデバー下船
下船後、解散。

スケジュール

6
5/20
（木）

7
5/21
（金）

1
5/15
（土）

2
5/16
（日）

8
5/22
（土）

3
5/17
（月）

4
5/18
（火）

10
5/24
（月）

11
5/25
（火）

12
5/26
（水）

13
5/27
（木）

14
5/28
（金）

15
5/29
（土）

9
5/23
（日）

5
5/19
（水）

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

AL̶L̶

※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：同行いたしません。但し、催行可否決定までに参加旅行者が10名以上の場合は、東京乗船
～大阪下船まで、郵船トラベル専属・日本人コーディネーターが乗船します。
■食事回数：朝食14回、昼食14回、夕食14回

※ポートチャージUS$700/約80,000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。
※クリスタルソサエティ割引は、クリスタルクルーズ・リピーターのお客様対象の割引です。ご乗船歴のあるお
客様はご予約時に必ずお申し出ください。

広島
Hiroshima

Pohang

大阪Osaka

宮島Miyajima

広島市内には美しい日本庭園があ
る縮景園や広島城などの観光スポ
ットがありますが、ぜひ訪れてほしい
のが世界遺産の原爆ドームがある
平和記念公園です。

旅の終着は食い倒れの町、大阪。停泊しますので、たっぷり観光が楽しめます。大阪城公園や
道頓堀、心斎橋から通天閣と観光スポ
ットが目白押し。ユニバーサル・スタジオ・
ジャパンで童心に帰るのもオススメです。

■ご旅行代金
※2名1室利用の大人お一人様代金 ※1名様1室ご利用の場合はお問い合わせください。

2,005,000円 42,000円

43,000円

44,000円

2,035,000円 

2,070,000円 

お部屋タイプ 旅行代金

浦項（韓国）
浦項は工業都市や海産物の名
地として知られる港町ですが、高
速鉄道が開通してから観光目的
で訪れる人が増えています。浦
項を代表する竹島市場はさまざ
まな水産物と人で活気に溢れて
います。刺身や鍋など地元の料
理を楽しむことができます。

関門橋を通り、瀬戸内海へ。古くから神様
が宿る神聖な宮島へ寄港します。海に浮
かぶ大きな赤い鳥居が印象的な厳島神
社。日本三景の1つに数えられ世界文化
遺産にも登録されています。周辺には豊国
神社や五重塔、多宝塔をはじめ、町家通り
ではカフェや土産物店が軒を並べます。

（12：00頃）東京港にご集合。

クリスタルエンデバー乗船　ご昼食は、船内でお召し上がりください。
［19：00］東京出港  クルージングの始まりです！
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クリスタルエンデバー

大阪城（イメージ）

竹島市場（イメージ）

船内（イメージ）

クリスタルソサエティ割引
船上予約割引

早期一括支払割引（各）

S3：デラックススイート
28.3㎡＋ベランダ4.8㎡
5デッキ、バトラー、シャワー付（　　　　　　　　）
S2：デラックススイート
28.3㎡＋ベランダ4.8㎡
6デッキ、バトラー、シャワー付（　　　　　　　　）
S1：デラックススイート
28.3㎡＋ベランダ4.8㎡
7デッキ、バトラー、シャワー付（　　　　　　　　）

世界
遺産

世界
遺産

関門橋（イメージ）

厳島神社（イメージ）

広島（イメージ）

イメージ

●

●
●

●

●
●

●

東京

室蘭

函館

佐渡島
金沢

堺港
浦項
浜田 大阪

広島
玉野／宇野港

仙崎

宮島

日本
韓国 ●

●
● ●●

●

東京港発・
大阪港着

船内泊L̶SD

ク
リ
ス
タ
ル
ク
ル
ー
ズ
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極地の旅にも、ラグジュアリーを…
クリスタルクルーズ初のエクスペディション・ヨット船、「クリスタルエンデバー」が2021年デビュー予定！
最新のテクノロジーにより極地に対応する船体で、日本やアジア寄港をはじめ、夏季は北極圏、アラスカ、米国や欧州、
冬季には南アメリカ、南極や南太平洋など、通常の客船では寄港できない港へ。全室スイート、全室ベランダ付という
贅沢な客室。200人という乗客定員に対し、１対１の比率で乗船しているスタッフ。数々の賞を受賞してきた
クリスタルクルーズに相応しい細やかなサービスを探検船で味わうという贅沢の極みが、ここにあります。

Crystal Endeavor Début!

〈オールインクルーシブに含まれる一例〉
■松久信幸氏唯一の洋上レストラン「ウミウマ＆寿司バー」を
　はじめ、高い評価を得るエレガントなダイニングやカフェ、バー
メインダイニングだけでなく、「ウミウマ＆寿司バー」「プレゴ」のお食事
も、空席があれば無制限に無料（乗船前のご予約回数、ご乗船後1度
にご予約いただける回数には制限があります）
■クリスタル6スターサービス
乗客1名に対して、1名のスタッフがお世話する割合となります。
■良質のワイン、ビール、プレミアムスピリッツやシャンパンなど
ヴィンテージワインなどの酒類は一部有料となります。
■船上での、客室スチュワーデス、バトラー、
　バー＆ダイニングスタッフへのチップ
■専門的な知識を持つエクスペディションチームによる、
　少人数グループでの上陸観光
自然景観の良いスポットでのゾディアック（エンジン付ゴムボート）への
乗船・上陸など。
■カヤック、シュノーケリング用具、
　スタンドアップ・パドルボート等の貸出
■ヨガ、ピラティスなどのクラスやマシン完備のフィットネスセンター

クリスタルエンデバー（イメージ）

オールインクルーシブで叶える
ラグジュアリー・エクスペディションクルーズ

多彩なアトラクションで、未知なる冒険へ…

クリスタルエンデバー ●総トン数：20,000トン ●全長：164.5m ●全幅：23.4m ●乗客数：200名 ●乗組員数：206名 ●客室数：100室 ●船籍：バハマ ●就航：2021年1月予定

船上で必要な費用のほとんどがクルーズ代金に含まれ、
より自由で快適な旅を実現します。

搭載予定のヘリコプター、7人乗りの潜水艦、ゾディアック（エンジン付きゴムボート）などによる
多彩なアトラクションで、未知なる冒険へ！経験豊かなキャプテン、エクスペディションチームが、そ
の日最適なスポットを探し、壮大な発見の旅へご案内します。野生生物達と遭遇したり、まだあ
まり知られていない未開の美しい自然景観をご覧いただいたり、ビーチに上陸して、ゆったり過ご
したり…旅のエキスパートのお客様が求めていた旅が始まります。他にも、カヤック、シュノーケル、
ヘリコプター等、多くの冒険が用意されており、寄港地によっては、船会社主催エクスカーション
（英語）も設定されますので、思い思いのお時間をお過ごしください。
※アトラクション、船会社主催エクスカーション（英語）は、一部有料です。クルーズお申込みのお客様に、詳細は、
　ご案内させていただきます。

マリーナからシーボブに乗
り、探検へ（イメージ）

ゾディアック（イメージ）

シーボブ（イメージ）

カヤック（イメージ）

※上記内容は、就航後
変更となる場合がござい
ます。あらかじめご了承く
ださい。

イメージ

ウミウマ＆寿司バー（イメージ）



7

ダイニング＆ドレスコード

優雅なパブリックスペース…

◆創作和食「ウミウマ＆寿司バー」
世界的な人気シェフ・松久信幸氏プロデュースのスペシャリ
ティレストラン。エンデバーでは、空席があれば無制限に無
料でお召し上がりいただける予定です。
※ご乗船前のご予約回数、ご乗船後、1度にご予約いただ
ける回数には制限があります。

◆「ビストロエンデバー」
朝食・昼食を提供する、ヨーロピアンスタイルのカフェ。テイ
クアウトのコーヒーや紅茶もご用意しています。

◆イタリアンレストラン「プレゴ」
北イタリアの郷土料理をご堪能いただける、スペシャリティ
レストラン。「ヴィンテージルーム」でのワインディナーでも、プ
レゴのシェフが作るクリスタル自慢のお料理を提供します。

◆「パントリー＆ライブラリー」
図書コーナーに併設されたパントリーでは、24時間セルフサ
ービスでコーヒー、ドリンク、スナックをご用意しています。

◆メインダイニング「ウォーターサイド」
洗練された雰囲気のメインダイニング。営業時間中、お好き
な時間にお召し上がりいただける、オープン・シーティングで、
朝食・昼食・夕食をご用意。

◆「クリスタルコーヴ」
船の中心に位置し、ディナー前のカクテルや夜のエンター
テイメントをお楽しみいただけるスペース。

◆「コノシュアクラブ」
ブランデーや葉巻を堪能できるシガーバー。

◆「パームコート」
素晴らしい景色を一望いただける、エレガントなパームコート
では、日中はアフタヌーンティーや様々な催し、夜はカクテル
と共に、ダンスタイムや各種エンターテイメントをお楽しみい
ただけます。

◆「マーケットプレイス」
ソラリウムに位置するレストラン。朝食・昼食をお楽しみいた
だけます。

ウォーターサイド（イメージ）

ダイニングオプションは、6か所を予定。お好きな時間に召し上がっていただけるオープンシーティングのメインダイニング「ウォーターサイド」ではミシュ
ランにヒントを得た革新的なお料理の数 を々、世界的有名シェフ松久信幸氏プロデュースの「ウミウマ」では創作和食を。日々 多彩なダイニングオプ
ションより自由にお選びいただき、優雅なお食事をご堪能いただけます。ドレスコードは、クリスタルカジュアルです。

「24時間インスイートダイニング」・・・ウォーターサイドの選び抜かれたメニューを24時間お部屋でお楽しみいただけます。

◆「マリーナ」
ウォータースポーツの際の基地だけでなく、日光浴や野生動
物や火山島等や景色をご覧いただくにも最適です。

◆「マッドルーム」
ウォータースポーツやゾディアック（エンジン付きゴムボート）、
スタンドアップ・
パドルボート、シ
ュノーケリング等
のエクスペディ
ション用具をご
用意しています。

◆「ソラリウム」
サンデッキからの
パノラマビューと共
に、プールやジャグ
ジーをお楽しみい
ただけるモダンな
空間です。

◆「クリスタルライフスパ＆サロン」
サウナやスチームルーム、3つのトリートメントルームを備え
た、エクスペディシ
ョンクルーズ船で
最大級のスパ。
サロンでは、ヘア
カット・スタイリング
・マニキュア等をご
提供します。

◆「クリスタルライフフィットネス」
ヨガやピラティスのクラス、パーソナルトレーニング行うマシ
ーン等をご利用いただけます。

◆「エクスペディションラウンジ＆
　キャプテンズラウンジ＆ヘリコプターラウンジ」
エクスペディション
チームのプレゼン
テーションやご相談
受付、ヘリコプター
搭乗前のラウンジと
してご利用いただけ
ます。

◆「リゾートワールドアットシー カジノ」
探険船初のカジノが登場。プライベートゲームルームを備
え、ブラックジャック、ルーレット、スロットマシーン等でお楽し
みいただけます。

マリーナ（イメージ）

ウミウマ＆寿司バー（イメージ）
プレゴ（イメージ）

パントリー＆ライブラリー（イメージ）ビストロエンデバー（イメージ）マーケットプレイス（イメージ）

パームコート（イメージ）

クリスタルコーヴ（イメージ） コノシュアクラブ（イメージ）

マッドルーム（イメージ）

クリスタルライフフィットネスセンター（イメージ）

キャプテンズラウンジ（イメージ）

クリスタルライフスパ＆サロン（イメージ）

リゾートワールドアットシー カジノ（イメージ）

ソラリウム（イメージ）

本パンフレット掲載コース以外にも
多彩なコースが設定されており、
クルーズのみでご予約もいただけます。
お気軽にご相談ください！

◆その他、ゲストランドリーやメディカルセンター、お買い物をお楽しみいただける「フォーセッツ＆アクロポス」といった充実の施
設もございます。

（イメージ）



◆ウミウマ＆寿司バー
NOBUこと松久信幸氏
プロデュースの創作和食
スペシャリティ・レストラン
「ウミウマ＆寿司バー」で
は、お席の事前予約が引
き続き必要です。

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）
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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！

（イメージ）

クリスタルセレニティ、シンフォニー（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、客室アテンダントや
　バー＆ダイニング・スタッフへのチップ）
●スペシャリティーレストランでのお食事（1回）
※お部屋タイプCP/PS/SP/PH/SHのお客様は
　無制限に無料（空き状況により）

◆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デッキでは、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。

◆プレゴ
北イタリアの郷土料理を堪能で
きる、人気イタリアンレストラン。

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、トライデントエリアのチャイニーズレストラン「シル
ク」では、昼食で、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）◆ウォーターサイド
メインダイニング「ウォーターサイド」は、シックなデザインで
完全オープンシーティング制。改装に伴い、2名・4名テーブ
ルが増設されました。

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）

多彩なダイニングオプション

シュハスカリア（イメージ）
ウォーターサイド（イメージ）

シルク（イメージ）

ショーの一例（イメージ）

※ご夕食時のドレスコードは、7泊以下のクルーズは「クリスタ
ルカジュアル」のみ。8泊以上のクルーズでは、よりフォーマル
な装いの「ブラックタイオプショナル」
も設定されます。詳細は、最終
日程表にてご案内します。

クリスタルシンフォニー、セレニティのデッキプランや船内施設詳細は、
「2020：2021クリスタルシンフォニー、クリスタルセレニティ
WORLD WIDE ATLAS」パンフレットにてご案内しております。
ご希望のお客様は、お気軽に、ご請求ください。

クリスタルオーシャンクルーズ

イメージ

イメージ

プレゴ（イメージ）

イメージ

プレゴ（イメージ）

「和」のおもてなしが、クリスタルクルーズの中でも最も息づく、「クリスタルシンフォニー」、
「クリスタルセレニティ」。両船とも改装を終え、より上質な旅を提供しています。本パンフレットでは、
多方面のデスティネーションを取り揃えて、ツアーを設定させていただきました。



クリスタルラヴェル、ドビュッシー、マーラー、バッハ
●総トン数：3,100トン  ●全長：135m  ●全幅：11m  ●乗客数：106名  ●乗組員数：68名  ●客室数：53室  ●船籍：マルタ
●就航：〈ラヴェル〉2018年5月〈ドビュッシー〉2018年4月〈マーラー〉2017年9月〈バッハ〉2017年8月

極上のサービスで欧州を巡る、クリスタルリバークルーズ
客室は、全室スイートタイプでバトラー付き。最新鋭の客船で、まるで絵画のような風景の中を進みます。
上質な空間と洗練されたサービスで、ワンランク上のリバークルーズをご体験ください。
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クリスタルリバークルーズは、下記アルコールを含む
お飲み物代、基本チップはもちろん、空港～港への
送迎、各寄港地でのエクスカーション（船会社主催
・英語）も無料です。クリスタルクルーズ社専用のラグ
ジュアリーバスでゆったり観光もお楽しみください。
〈代金に含まれる主なサービス〉
●レストランでのお食事
●お飲物（ワインやビール、カクテルなどのアルコール
飲料／ソフトドリンク）
●基本のチップ（バトラー、客室アテンダントやバー＆
ダイニングスタッフへのチップ）
●全室24時間バトラーサービス
●24時間無料のルームサービス
●乗下船日の空港～港間の無料送迎
●すべてのカテゴリーにおいてWi-Fi無料
●各寄港地で2種類以上の無料ショアーエクスカーシ
ョン（寄港地観光）  ●ジムやプールのご利用
●ヨガクラス、ストレッチクラスなど ●自転車無料貸出
〈オールインクルーシブに含まれないものの例〉
■ヴィンテージワインや年代物のスピリッツなどのアル
コール飲料 

■ヴィンテージルームのご利用 
■スパのご利用とチップ
■有料のショアーエクスカーシ
ョン 
■有料のクリーニングサービス

自由で優雅な旅を楽しめる、
オールインクルーシブ ◆パームコート

お茶やカクテルをゆったり楽しめるエレガントな憩いのラウ
ンジ。ピアノ演奏やダンスフロアにも。

◆ウォーターサイド
優雅で落ち着いた雰囲気のメインダイニング。朝、昼はブッ
フェ、夜は伝統料理やコースメニューをお楽しみください。

パームコートイメージ）ウォーターサイド（イメージ）

◆ビスタバー
オープンエアの最上デッキ、星空の下のパーティー会場と
なるポップアップバー。開放感にあふれています。

◆ビストロ
終日営業のカフェ。フレッシュなパイやタルト、フルーツ、コー
ヒーや紅茶などをお好きなときにお楽しみください。

◆クリスタルライフスパ
様々なトリートメントやサービ
スをお届けする自社スパ。経
験豊富な専門家が配置され
ています。

◆フィットネスセンター
各種器具を取り揃えるジム。
最先端の有酸素運動マシン
とフリーウェイトが用意されて
います。

◆スイミングプール
リラックスしてお過ごしいただ
ける屋内プール。フィットネス
センターとあわせてご利用く
ださい。

◆ビンテージルーム
プライベートな空間で食事（有
料）をご堪能いただけるダイニ
ング。ゆったりと会話を楽しみ
ながら、お召し上がりください。

ビスタバー（イメージ）ビストロ（イメージ）

クリスタルリバークルーズのデッキプランや船内施設詳細は、
「THE WORLD OF CRYSTAL クリスタルリバークルーズ」
パンフレットにてご案内しております。
ご希望のお客様は、お気軽に、ご請求ください。

CRYSTAL SIGNATURE EVENTS
クリスタルシグネチャーイベント

クリスタルリバークルーズでは都市を代表する歴史
的建造物での演奏会など、魅力的な特別イベント
をお楽しみいただけるコースもございます。対象コー
スはお問い合わせください。
〈一例：１クルーズ1回予定〉
■ブダペスト：ブダペスト歴史博物館
■ウィーン：ベルヴェデーレ宮殿など
■リンツ：セントフローリアン修道院
■リュアスハイム：エーベルバッハ修道院

船内レストラン＆バー

船内施設

クリスタルリバークルーズ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ イメージ イメージイメージ

※ご夕食時のドレスコードは、クリスタルカジュアルです。

◆その他、ゲストランドリーや24時間セルフサービスでコーヒー・ドリンク・スナックを
お召し上がりいただけるパントリーもございます。



ミャンマー世界遺産と東南アジア周遊クルーズ

Penang／George Town

シンガポールを出航し、アジアのリゾートアイランドをめぐり、ミャンマーの旧首都、
ヤンゴンに停泊し、世界三大仏教遺跡のひとつ、バガン遺跡を観光。

Phuket プーケット

ペナン／ジョージタウン

“アンダマン海の真珠”と呼ばれる世界有数のリゾート地、プーケット。エメラルドグリーンの海と白
砂のビーチが魅力です。また、象乗り体験ができる動物園やショッピングが楽しめるプーケット最
大の観光地、パトンビーチなどお楽しみがいっぱいです。

「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。ガーデンズ・
バイ・ザ・ベイやマリーナベイサン
ズのスカイパーク展望台にご案
内いたします。 

Singapore

ヤンゴン/シュエダゴン・パゴダ（イメージ）

世界
遺産

シンガポール

マリーナベイサンズ（イメージ）

東西貿易の中継地として栄えたペナン島。マ
レーシアを代表する観光地で、首都のジョー
ジタウンはその歴史的価値から世界遺産にも
登録されています。多彩な文化と美しい海に
囲まれ、“東洋の真珠”と呼ばれています。

プーケット（イメージ）

プラナカンマンション（イメージ） クーコンシー（イメージ）

世界
遺産
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ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ（イメージ）

本コースのポイント
◆寄港地での日本語観光付
◆ヤンゴンでは、ミャンマー国内線飛行機利用で、
　世界遺産・バガン遺跡群へご案内！
◆下船後は、ご帰国便まで、ホテルでゆったり
　ご休憩いただけます。



ミャンマー最大の都市、ヤンゴンに2泊停泊して、ヤンゴン市内と世界三大仏教遺跡のひとつ
バガン遺跡を巡ります。コロニアル調の建築が並ぶヤンゴンではシュエダゴン・パゴダをは
じめとした寺院やヤンゴン最大の、ボージョーマーケットにご案内します。活気溢れる市場で
工芸品や民芸品などのショッピングをお楽しみください。イラワジ川沿いの広大な平野にあ
るバガン遺跡には3,000を超える大小さまざまな仏教遺跡が林立しています。中でも最も有
名なティーローミンロー寺院やアーナンダー
寺院、タビニュ寺院へご案内します。

●

●

●

ポートケラン/
クアラルンプール

ペナン/ジョージタウン

プーケット

ヤンゴン

ランカウイ

シンガポール

2021年1月15日（金）～1月28日（木）14日間
OCS210115-12

［08：00］ポートケラン／クアラルンプール（マレーシア）入港
プトラジャヤ・ピンクモスクとクアラルンプール１日観光（日本語）
（○ピンクモスク、◎プトラ湖クルーズ、◎新王宮など）
［19：00］ポートケラン／クアラルンプール（マレーシア）出港
［08：00］ペナン／ジョージタウン（マレーシア）入港
【世界遺産】ジョージタウン半日観光（日本語）
（◎クーコンシー、◎プラナカンマンションなど）
［18：00］ペナン／ジョージタウン（マレーシア）出港
［07：00］プーケット（タイ）入港
プーケット観光とシルクレストランでのタイ料理のご昼食（日本語）
（◎プーケット動物園、象のショーなど）
［18：00］プーケット（タイ）出港

［08：00］ランカウイ（マレーシア）入港
ランカウイ半日観光（日本語）（○バティック工房見学、◎ケーブルカーなど）
［18：00］ランカウイ（マレーシア）出港

［10：00］ヤンゴン（ミャンマー）入港
ヤンゴン市内1日観光（日本語）（○シュエダゴン･パゴダ、△スーレーパゴ
ダ、○独立記念塔、○チャウタッチーパゴダ、○ボージョーマーケットなど）
※ヤンゴン停泊

（06：30～10：00）ヤンゴン発Z国内線にて、バガン（ニャウンウー）へ。
【世界遺産】バガン遺跡群1日観光（日本語）
（○ニャウンウーマーケット、○シュエジーゴンパゴダ、○ティーローミンロー
寺院、○アーナンダー寺院、○タビニュ寺院など） 
（17：00～18：30）バガン（ニャウンウー）発Zミャンマー国内線にて、ヤンゴンへ。
※ヤンゴン停泊

Oアンダマン海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

Oマラッカ海峡クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

［09：45］ヤンゴン（ミャンマー）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。）

Oアンダマン海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

［06：00］シンガポール（シンガポール）入港
朝食後、クリスタルシンフォニー下船

下船後、シンガポール市内観光（日本語）
（○リトルインディア、○アラブ人街、○チャイナタウンなど）
ご昼食は、市内ホテルにてお部屋をご用意いたします。ご出発までおくつろぎください。
（ご夕食は、各自お済ませください。）専用車にて、空港へ。
（22：00～02：00）シンガポール（シンガポール）発Z直行便にて、帰国の途へ。

スケジュール

6
1/20
（水）

7
1/21
（木）

1
1/15
（金）

2
1/16
（土）

8
1/22
（金）

3
1/17
（日）

4
1/18
（月）

10
1/24
（日）

11
1/25
（月）

12
1/26
（火）

13
1/27
（水）

14
1/28
（木）

9
1/23
（土）

5
1/19
（火）

（05：00～09：00）成田または羽田または関空または中部着。 
着後、解散。おつかれさまでした。

船内泊L̶FD

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ASL̶

FL̶L̶

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。
※ヤンゴン、バガンの観光は、日程が入れ替わる可能性がございます。
※本コースではミャンマー入国に際し、日本国籍の方はミャンマー査証の取得が必要です。ご参加者には、追って
詳細ご案内いたします。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
問い合わせください。

■最少催行人員：10名様　
■添乗員：成田または羽田発着にて同行します。関空・中部のお客様とは、シンガポール空港または船内
にて合流、シンガポール市内ホテルまたは、シンガポール空港にて、解散いたします。空港から港まで、
シンガポール市内ホテルから空港までは、現地係員がご案内する場合がございます。
■利用予定航空会社：シンガポール航空、全日空、日本航空、ミャンマー国際航空、マン・ヤダナルポン・
エアラインズ、ゴールデン・ミャンマー・エアラインズのいずれか。
■食事回数：朝食12回、昼食12回、夕食12回（機内食は含みません）

ランカウイ

Yangon & Bagan

マレーシア北西部に位置する島自然
豊かなリゾートアイランド、ランカウイ。島
全体が世界ジオパークに認定されて
います。ケーブルカーを利用して、その
雄大な景色を望むスポットへご案内
します。

シンガポール１日観光（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など）
［19：00］シンガポール（シンガポール）出港

ヤンゴン & バガン（ミャンマー）

燃油サーチャージは適用なし。（2020年5月1日現在）また、国内空港施設使用料（保安料
含む）/成田2,660円、羽田2,610円、関空3,100円、中部2,970円、国際観光旅客税1,000円、海外空
港税約5,000円（2020年5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。※航空燃油額改定により、別途必要となる場合がございます。

ランカウイ（イメージ）

（08：00～12：00）成田または羽田、関空、中部発Z
直行便にて、シンガポールへ。
（15：00～19：00）シンガポール着。着後、専用車にて港へ。

クリスタルシンフォニー乗船 ※シンガポール停泊
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クリスタルシンフォニー

早期予約割引
2020年7月31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30,000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$600/約69,000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。
※国内線ご利用で、成田または羽田発着に合流される場合の国内線追加代金はお問合せください。

■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
クリスタルソサエティ（リピーター）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。

998,000円（1,238,000円）
898,000円（1,098,000円）

1,068,000円（1,388,000円）
1,088,000円（1,428,000円）
1,348,000円（1,998,000円）

お部屋タイプ

350,000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
（19.2㎡）

E1：デラックスステート
（19.2㎡）※一部視界遮断

B1：デラックスステート
（ベランダ付/23.6㎡）

A1：デラックスステート
（ベランダ付/23.6㎡）
PH：ペントハウス
（ベランダ・バトラー付/36㎡）

●

タイ

マレーシア

ミャンマー

●

●

Langkawi

世界
遺産バガン遺跡（イメージ）

世界
遺産

シュエダゴン・パゴダ（イメージ）アーナンダー寺院（イメージ）

イメージ

イメージ

東京・関空・
中部発着



魅惑のポルトガル・モロッコ・スペイン・カナリア諸島クルーズ

Tenerife

まばゆい光の降り注ぐスペイン・アンダルシア、エキゾチックな魅力溢れるモロッコ、
「大西洋の楽園」カナリア諸島を巡り、青い空と海を感じるクルーズへ…

Casablanca
カサブランカ

サンタ・クルス・デ・テネリフェ

ハンフリー・ボガートとイングリッド・バーグマン
主演の名画でおなじみのカサブランカ。今で
は近代的な都市ですが、メディナや旧市街
には植民地時代の面影が色濃く残されてい
ます。オプショナルツアー（別料金）で世界遺
産のラバト観光がお楽しみいただけます。

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

北大西洋に浮かぶポルトガル領のマデイラ諸島
の南側に位置する街、フンシャル。年間平均気温
が20°前後の温暖な気候です。絶景のロケーショ
ンにあるカマラ・デ・ロボス村やヨーロッパで一番
高いジラン岬など見所が多く、停泊して２日にわた
って島を満喫します。

Funchal
フンシャル／マディラ諸島

ジラン岬（イメージ）

スペイン領カナリア諸島にある一番大きな島、テネリフェ島。美しい大自然に恵まれ、島の半分近く
が自然保護地区に指定されています。標高3,718mのスペイン最高峰、テイデ火山を取り囲むテイ
デ国立公園やマーケット、動物園、植物園など観光スポットがいっぱい。

ラバト/ハッサン２世モスク（イメージ）

世界
遺産
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ジェロニモス修道院（イメージ）

カマラ・デ・ロボス村（イメージ）

イメージ

世界
遺産

サンタ・クルス・デ・テネリフェ（イメージ）

ラバト/ハッサンモスク（イメージ）

ミハス（イメージ）

本コースのポイント
◆リスボン、バルセロナでは、日本語観光付。
◆フンシャル、アガディール、カサブランカ、カディス、
　マラガでは、郵船トラベルオリジナル
　オプショナルツアーを設定。（別料金／日本語または英語）
◆バルセロナでは、追加代金なしでバル巡りへご案内！



魅惑のポルトガル・モロッコ・スペイン・カナリア諸島クルーズ 2021年4月12日（月）～4月26日（月）15日間
OCS210413-11

Nフンシャル１.5日観光〈2日目〉（英語・添乗員同行予定）
（◎ケーブルカー、◎フンシャル植物園）
［16：00］フンシャル／マディラ諸島（ポルトガル）出港

［07：00］アレシフェ／ランサローテ島（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（英語、別料金）にご参加ください。
［17：00］アレシフェ／ランサローテ島（スペイン）出港
［07：00］アガディール（モロッコ）入港
Nアガディール半日観光（日本語）
（○アガディールオウフェラ城跡、○スークアルハド） 
※代金：お一人様19,000円（予定） 最少催行人員：10名様
［16：00］アガディール（モロッコ）出港
［07：30］カサブランカ（モロッコ）入港
Nカサブランカ【世界遺産】ラバト１日観光（日本語）※モロッコ料理の昼
食付（○ハッサン２世モスク、○旧市街、○ウダイヤのカスバ、○ムハンマド５
世の霊廟など） ※代金：お一人様24,000円（予定） 最少催行人員：10名様
［19：00］カサブランカ（モロッコ）出港

［08：00］フンシャル／マディラ諸島（ポルトガル）入港
Nフンシャル１.5日観光〈1日目〉（英語・添乗員同行予定）※ポルトガル魚
介料理の昼食付（○カマラ・デ・ロボス村、○ジラン岬、○ポルトモニス村、○
溶岩プールなど）
※代金：お一人様40,000円（予定） 最少催行人員：10名様
※フンシャル観光は1・2日目セットで設定させていただきます。
※フンシャル／マディラ諸島（ポルトガル）停泊

［08：00］サンタ・クルス・デ・テネリフェ（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（英語、別料金）にご参加ください。
［18：00］サンタ・クルス・デ・テネリフェ（スペイン）出港

［08：30］カディス（スペイン）入港
Nカディス半日観光（英語・添乗員同行予定）（○サンタカタリナ城、○大
聖堂など）  ※代金：お一人様32,000円（予定） 最少催行人員：10名様
［21：00］カディス（スペイン）出港

［08：00］マラガ（スペイン）入港
Nミハス半日観光（日本語）（○サンセバスティアン教会、○ミハスの街散
策） ※代金：お一人様18,000円（予定） 最少催行人員：10名様
［22：00］マラガ（スペイン）出港

［06：00］バルセロナ（スペイン）入港
朝食後、クリスタルシンフォニー下船

下船後、専用車にてバルセロナ1日観光（日本語）※スペイン料理の昼食付
（○サグラダファミリア、◎カサ・ミラ、◎グエル公園など） 
観光後、ホテルへチェックイン。
※ご希望のお客様には、バル巡りにご案内します。〈追加代金なし／2ドリンク、2タパス付〉

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地中海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

朝食後、空港へご案内。
（09：00～14：00）バルセロナ（スペイン）発Z
ヨーロッパ内乗継にて、空路帰国の途へ。

スケジュール

6
4/17
（土）

7
4/18
（日）

1
4/12
（月）

2
4/13
（火）

8
4/19
（月）

3
4/14
（水）

4
4/15
（木）

10
4/21
（水）

11
4/22
（木）

12
4/23
（金）

13
4/24
（土）

14
4/25
（日）

15
4/26
（月）

9
4/20
（火）

5
4/16
（金）

（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。

リスボン泊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

バルセロナ泊ASL̶

船内泊ASD

機中泊AL̶F

FL̶L̶

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。
■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、同行してお世話いたしま
す。関空発着、中部発着のお客様とは、ヨーロッパ内乗継空港ま
たはリスボン空港、またはリスボン市内ホテルにて合流、バルセロ
ナ市内ホテルまたは、バルセロナ空港にて解散とさせていただき
ます。リスボン空港→リスボン市内ホテル、バルセロナホテル→バ
ルセロナ空港までは、現地係員がご案内する場合がございます。
■利用予定航空会社：フィンランド航空、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、ルフトハンザドイツ航空、ブリテ
ィッシュエアウェイズ、アリタリア航空、全日空、日本航空のいず
れか。
■食事回数：朝食13回、昼食12回、夕食11回（機内食は含みません）
■利用予定ホテル：
　（リスボン）インターコンチネンタル・リスボン、VIPグランドリスボ
アのいずれか。
　（バルセロナ）メリア・バルセロナ・サリア、メリア・バルセロナ・スカ
イ、HCCサンモリッツのいずれか。

ホテルにて朝食後、リスボン市内観光（日本語）（◎ジェロニモス修道院、○ベレンの
塔など）　観光後、港へご案内。

クリスタルシンフォニー乗船 昼食は、船内でお召し上がりください。
［18：00］リスボン（ポルトガル）出港

マラガ

（08：30～15：30）成田または羽田、関空、中部発Zヨーロッパ内乗継にて、リスボンへ。
（17：00～23：45）リスボン着。着後、専用車にてホテルへ。

13

クリスタルシンフォニー

リスボン

カサブランカ

カディス

バルセロナ

マラガ

アガディール

サンタ・クルス・デ・テネリフェ

アレシフェ／ランサローテ島

フンシャル／マディラ諸島

モロッコ

ポルトガル スペイン

地中海北大西洋

●

●
●

●

●

●

●

●

●

ジブラルタル海峡

バルセロナBarcelona
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。 ※サグラダファミリアは、チケット発売後、予約確保できた場合には、入場
ご案内いたします。予めご了承ください。

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。アンダルシアの白い宝石
と言われる、ミハスへのオプショナルツ
アー（別料金）をご用意しています。

サグラダファミリア（イメージ）

世界
遺産

船内（イメージ）

マラガ（イメージ）

燃油サーチャージが別途必要となります。（目安29,000円：2020年5月1日現在）
また、国内空港施設使用料（保安料含む）/成田2,660円、羽田2,610円、関空3,100円、中部2,970円、
国際観光旅客税1,000円、海外空港税約4,200円（2020年5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。

早期予約割引
2020年10月30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30,000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$495/約57,000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。
※国内線ご利用で、成田または羽田発着に合流される場合の国内線追加代金はお問合せください。

■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
クリスタルソサエティ（リピーター）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。

1,038,000円（1,288,000円）
898,000円  （1,098,000円）

1,068,000円（1,398,000円）
1,098,000円（1,448,000円）
1,498,000円（2,298,000円）

お部屋タイプ

498,000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
（19.2㎡）

E1：デラックスステート
（19.2㎡）※一部視界遮断

B1：デラックスステート
（ベランダ付/23.6㎡）

A1：デラックスステート
（ベランダ付/23.6㎡）
PH：ペントハウス
（ベランダ・バトラー付/36㎡）

東京・関空・
中部発着

Málaga

イメージ

サグラダファミリア（イメージ）



Passau

ゴールデンウィーク  美しきドナウ川クルーズ

Melk 

おとぎ話の世界のような、中世の街並みが川岸に広がるドナウ川を進み、
厳かに煌めく夜景が美しいブダペストへ…船上から圧巻の景色が続きます！

本コースのポイント

Dürnstein デュルンシュタイン（オーストリア）

メルク（オーストリア）

今では廃墟となっているケーンリンガー城が建つ岸壁の麓にある可愛らしい街、デュルンシュタイン。
ブドウ畑に囲まれ、自家製のワインを出すお店もあります。お散歩気分でお楽しみください。

ドナウ川、イン川、イルツ川が出会う美しい街、パッサウ。世界最大のパイプオルガンがある聖
シュテファン大聖堂やアトリエや画廊が軒を並べる旧市街など散策いただけます。

◆ドナウ川で最も美しいと称される世界文化遺産
　“ヴァッハウ渓谷”の景観を船上からご覧いただけます。
◆ウィーン、ブダペストでは、日本語観光付。
◆各寄港地では船会社主催の多彩な
　無料オプショナルツアーもご用意！

ブダペスト（イメージ）

世界
遺産

パッサウ（オーストリア）

レーゲンスブルク（イメージ）

オーストリア北部、ドナウ川下流に広
がるヴァッハウ渓谷は世界遺産にも
なっている風光明媚な景勝地です。
渓谷を見下ろす岸壁に建つメルク修
道院はバロック建築の壮麗な建築
物で現在も修道士が共同生活をし
ています。船会社主催オプショナル
ツアーにてご案内します。

メルク修道院（イメージ）

デュルンシュタイン（イメージ）

世界
遺産

世界
遺産
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古代ローマ帝国時代よりドナウ川の重要な要塞都市として栄えたレーゲンスブルク。旧市街
は世界遺産にも登録され、中世の雰囲気が色濃く残る古都として、今も多くの訪問者を魅了
し続けています。船会社主催のオプショナルツアーで訪問できます。

聖シュテファン大聖堂（イメージ）パッサウ（イメージ）

メルク修道院（イメージ）



2021年4月30日（金）～5月9日（日）10日間
RMH210501-07

早期予約割引
2020年10月30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30,000円割引

［09：00］パッサウ（オーストリア）入港
Nドイツ【世界遺産】中世の面影残るレーゲンスブルグ観光（終日）
〈船会社主催（英語）追加代金なし・添乗員同行予定〉
［17：00］パッサウ（オーストリア）出港
［09：00］メルク（オーストリア）入港
Nメルク修道観光（半日）
〈船会社主催（英語）追加代金なし・添乗員同行予定〉
［13：00］メルク（オーストリア）出港
★世界遺産ヴァッハウ渓谷クルーズをお楽しみください。
［15：00］デュルンシュタイン（オーストリア）入港
Nデュルンシュタイン徒歩散策と修道院観光（半日）
〈船会社主催（英語）追加代金なし・添乗員同行予定〉
［23：59］デュルンシュタイン（オーストリア）出港

船内にて朝食後、クリスタルマーラー下船
下船後、専用車にてブダペスト市内観光（日本語）・高級レストラン「グンデル」にて
ハンガリー伝統料理のご昼食（○マチャーシュー聖堂、○漁夫の砦など） 
（15：00～20：30）ブダペスト（ハンガリー）発Z
中東都市またはイスタンブール乗継、空路帰国の途へ。

［07：00］ウィーン（オーストリア）入港
ウィーン半日観光（日本語）
（○シュテファン大聖堂、○英雄広場、△リングシュトラーセなど）
Nクリスタル・シグネチャーイベント「ベルヴェデーレ宮殿での美術＆
音楽鑑賞」〈船会社主催（英語）追加代金なし・添乗員同行予定〉
※ウィーン停泊

［09：00］リンツ（オーストリア）入港
Nチェコ【世界遺産】チェスキークルムロフ観光（終日）
〈船会社主催（英語）追加代金なし・添乗員同行予定〉
［20：00］リンツ（オーストリア）出港

シェーンブルン宮殿半日観光（日本語）
［16：00］ウィーン（オーストリア）出港

［09：00］ブダペスト（ハンガリー）入港
ブダペスト市内半日観光（日本語）（◎国会議事堂など） 
※ブダペスト停泊

スケジュール

6
5/5

（水・祝）

7
5/6
（木）

1
4/30
（金）

2
5/1
（土）

8
5/7
（金）

3
5/2
（日）

4
5/3

（月・祝）

10
5/9
（日）

9
5/8
（土）

5
5/4

（火・祝）

（17：00～20：00）成田または羽田または関空着。 
着後、解散。おつかれさまでした。

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ASF

FL̶L̶

ク
リ
ス
タ
ル
リ
バ
ー
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。

※2021年より、ドイツ、オーストリア、ハンガリー入国に際し、日本国籍のお客様は欧州渡航情報認証制度
 （ETIAS）の登録が必要となる予定です。ご参加者様には、追って詳細ご案内いたします。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ください。
■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。関空発着のお客様とは、船内・ミュンヘン空港・ま
たは乗継空港にて合流、ブダペスト港・ブダペスト空港・または乗継空港にて解散いたします。関空発
着のお客様は、ミュンヘン空港～乗船まで、ブダペスト下船～ブダペスト空港までの間、現地係員が
ご案内する場合がございます。
■利用予定航空会社：エミレーツ航空、カタール航空、トルコ航空のいずれか。
■食事回数：朝食7回、昼食7回、夕食7回（機内食は含みません）

※上記全お部屋タイプ〈パノラミックバルコニー ウィンドウ付〉です。
※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$196/約22,500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。

ブダペスト（ハンガリー）
Budapest

Wien

ハンガリーの首都、ブダペストはその美しさか
ら「ドナウの真珠」と称され、街全体が世界遺
産に登録されています。下船後のブダペスト
市内観光（日本語）では、ドナウ川の対岸、国
会議事堂も一望できる「漁夫の砦」へご案内
します。

（08：00～15：00）ミュンヘン（ドイツ）着。
着後、専用車にてフィルスホーフェン港へ。（約2時間）

クリスタルマーラー乗船　ご乗船後、船内にて夕食をお召し上がりください。
［23：00］フィルスホーフェン（ドイツ）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ソサエティ（リピーター）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。

1,198,000円（1,428,000円）
1,238,000円（1,568,000円）

1,428,000円（1,888,000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

S5：プチスイート（17.5㎡）

S4：プチスイート（17.5㎡）

1,348,000円（1,768,000円）S2：デラックススイート（23.5㎡）

S1：デラックススイート（23.5㎡）

ウィーン（オーストリア）
モーツァルトをはじめ、ベートーヴェン、ハイ
ドンなどが活躍した“音楽と芸術の都”ウィー
ン。寺院や教会などの歴史的建造物が数
多く、中世の面影を色濃く残す美しい街並
みが特徴です。ウィーンでは停泊し、2日間
に渡り世界遺産のシュテファン大聖堂や
シェーンブルン宮殿、クリムトの代表作「接
吻」が見られるベルヴェデーレ宮殿などにご
案内します。（船会社主催・英語／無料〉

オーストリア

スロバキア

チェコ

ドイツ

ハンガリー
●

●

●

●

漁夫の砦（イメージ）

（21：30～01：30）成田または羽田、関空発Z
空路中東都市またはイスタンブール乗継、ミュンヘン（ドイツ）へ。

チェスキークルムロフ
レーゲンスブルク

ブダペスト

リンツ

フィルスホーフェン

パッサウ
ウィーンメルク

デュルンシュタイン
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クリスタルマーラー

マチャーシュー教会（イメージ）

シュテファン大聖堂（イメージ）

シェーンブルン宮殿（イメージ）

世界
遺産

世界
遺産

イメージ

船内（イメージ）

●
●

●
燃油サーチャージが別途必要となります。（目安18,000円：2020年5月1日現在）また、国内
空港施設使用料（保安料含む）/成田2,660円、羽田2,610円、関空3,100円、国際観光旅客税1,000円、海外
空港税約6,000円（2020年5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。

東京・関空
発着

機中泊L̶L̶F



シラクサ／シチリア島
Siracusa

サントリーニ島（イメージ）

紺碧の地中海・エーゲ海クルーズ 2021年5月9日（日）～5月19日（水）11日間
OCS210511-07

Santorini

本コースのポイント
◆アテネ、ローマでは、日本語観光付。
◆寄港地では、郵船トラベルオリジナル・
　オプショナルツアー（別料金）を設定。

燃油サーチャージが別途必要となります。（目安16,000円：2020年5月1日現在）また、国内
空港施設使用料（保安料含む）/成田2,660円、羽田2,610円、関空3,100円、国際観光旅客税1,000円、海
外空港税約9,600円（2020年5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。
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クリスタルシンフォニー

（17：00～22：45）成田または羽田または関空着。
着後、解散。おつかれさまでした。

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］サントリーニ島（ギリシャ）入港
Nサントリーニ島半日観光（英語・添乗員同行予定）
（○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）
※代金：お一人様15,000円（予定） 最少催行人員：10名様
［22：00］サントリーニ島（ギリシャ）出港
［08：00］ソーダ湾／ハニア／クレタ島（ギリシャ）入港
Nハニア半日観光（英語・添乗員同行予定）
（○旧港、○アギアトリアーダ修道院など）
※代金：お一人様15,000円（予定） 最少催行人員：10名様
［18：00］ソーダ湾／ハニア／クレタ島（ギリシャ）出港

［08：00］バレッタ／マルタ島（マルタ共和国）入港
N【世界遺産】バレッタ半日観光（日本語）
（◎騎士団長の宮殿、○聖ヨハネ大聖堂、○アッパーバラッカガーデンなど）
※代金：お一人様13,000円（予定） 最少催行人員：10名様
［22：00］バレッタ／マルタ島（マルタ共和国）出港
［08：00］シラクサ／シチリア島（イタリア）入港
N【世界遺産】シラクサ半日観光（日本語）
（○ドゥオーモ、○ギリシャ劇場、○旧市街など）
※代金：お一人様18,000円（予定） 最少催行人員：10名様
［18：00］シラクサ／シチリア島（イタリア）出港

［07：30］アマルフィ（イタリア）入港
Nアマルフィ半日観光（日本語）
（○アマルフィ散策、○天国の回廊）
※代金：お一人様13,000円（予定） 最少催行人員：10名様
［18：00］アマルフィ（イタリア）出港

［06：00］ローマ／チヴィタヴェッキア（イタリア）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）　観光後、空港へご案内。
（15：00～23：30）ローマ発Z中東都市またはイスタンブール乗継にて、空路帰国の途へ。

スケジュール
1
5/9
（日）

2
5/10
（月）

3
5/11
（火）

4
5/12
（水）

5
5/13
（木）

6
5/14
（金）

7
5/15
（土）

8
5/16
（日）

9
5/17
（月）

10
5/18
（火）

11
5/19
（水）

アテネ泊FL̶D

船内泊ASD

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

機中泊ASF

FFL̶

ク
リ
ス
タ
ル
ク
ル
ー
ズ

紺碧の海、地中海・エーゲ海の島 、々
クルーズで航くからこそ出会える景色を巡ります。

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。

サントリーニ島

バレッタ／マルタ島
Valletta／Malta
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。

（21：30～01：30）Z成田または羽田、関空発Z中東都市またはイスタンブール乗継にて、
アテネ（ギリシャ）へ。

（08：00～15：30）アテネ着Z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臨む、レストラン「ディオニソス」へ。

ホテルにて朝食後、アテネ市内観光（日本語）にご案内。 （◎パルテノン神殿、◎新ア
クロポリス美術館、○プラカ地区など）  観光後、ピレウス港へ。
（12：00頃）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。
［18：00］アテネ（ギリシャ）出港 

アマルフィAmalf i
ローマ帝国時代より海運国家として繁栄した
アマルフィ公国は、その複雑な海岸線を武器
に敵国から自国を守り抜き繁栄しました。全長
40ｋｍに及ぶ海岸線、絶壁に立ち並ぶ色彩
豊かな家 と々紺碧の海とのコントラストは風光
明媚な絶景スポットとしても人気があります。

シチリア南東部に位置し、アルキメデスが
生まれた町、シラクサ。ギリシャ・ローマ時代
の遺跡が多く、世界遺産にも登録されてい
ます。イタリアで最も美しいといわれるバロ
ック様式ドゥオーモ広場は必見です。

サントリーニ島（イメージ）

早期予約割引 2020年11月20日（金）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$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ソサエティ（リピーター）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。

698,000円    （838,000円）
798,000円    （948,000円）
828,000円（1,018,000円）
858,000円（1,058,000円）
1,098,000円（1,598,000円）

お部屋タイプ

430,000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
（19.2㎡）

E1：デラックスステート
（19.2㎡）※一部視界遮断

B1：デラックスステート
（ベランダ付/23.6㎡）

A1：デラックスステート
（ベランダ付/23.6㎡）
PH：ペントハウス
（ベランダ・バトラー付/36㎡）

イメージ

サントリーニ島

ソーダ湾/ハニア/クレタ島

アテネ

バレッタ/マルタ島

アマルフィ

シラクサ/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
●

●

●

●

●

●

●

アマルフィ（イメージ）

バレッタ/マルタ島（イメージ）
世界
遺産

世界
遺産

シラクサ/ギリシャ劇場（イメージ）

世界
遺産

東京・関空
発着

イメージ

※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。
※2021年より、ギリシャ、イタリア入国に際し、日本国籍のお客様は欧州渡航情報認証制度（ETIAS）の登録
が必要となる予定です。ご参加者様には、追って詳細ご案内いたします。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ください。
■最少催行人員：10名様　
■添乗員：成田または羽田発着にて同行します。関空発着のお客様とは乗継空港、またはアテネ空港、
またはアテネホテルにて合流、ローマ空港にて解散いたします。

■利用予定航空会社：エミレーツ航空、カタール航空、トルコ航空のいずれか
■食事回数：朝食8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：（アテネ）NJVアテネプラザ
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燃油サーチャージが別途必要となります。（目安16,000円：2020年5月1日現在）また、国内
空港施設使用料（保安料含む）/成田2,660円、羽田2,610円、関空3,100円、国際観光旅客税1,000円、海外
空港税約9,600円（2020年5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。

（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。

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］フヴァル島（クロアチア）入港
（ご希望の方は、船会社主催のオプショナルツアーをお楽しみください。）
［18：00］フヴァル島（クロアチア）出港
［08：00］コトル（モンテネグロ）入港
Nコトル半日観光（日本語）（○聖トリフォン大聖堂、○城壁など）
※代金：お一人様11,000円（予定） 最少催行人員：10名様
［18：00］コトル（モンテネグロ）出港

［07：00］サントリーニ島（ギリシャ）入港
Nサントリーニ島半日観光（英語・添乗員同行予定）
（○フィラ、イアの街散策、○ワイナリー）
※代金：お一人様23,000円（予定） 最少催行人員：10名様
［20：30］サントリーニ島（ギリシャ）出港

［07：30］ロドス島（ギリシャ）入港
Nロドス島半日観光（英語・添乗員同行予定）
（◎リンドス・アクロポリス、◎騎士団長の宮殿など）
※代金：お一人様25,000円（予定） 最少催行人員：10名様
［20：00］ロドス島（ギリシャ）出港

［07：30］ミコノス島（ギリシャ）入港
Nミコノス島半日観光（英語・添乗員同行予定） （○カト・ミリの風車、○島
内散策など） ※代金：お一人様23,000円（予定） 最少催行人員：10名様
［18：00］ミコノス島（ギリシャ）出港

［02：00］アテネ（ギリシャ）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、空港へご案内。
（17：00～19：00）アテネ発Zドバイ乗継、空路帰国の途へ。

スケジュール
1
7/23
（金）

2
7/24
（土）

3
7/25
（日）

4
7/26
（月）

5
7/27
（火）

6
7/28
（水）

7
7/29
（木）

8
7/30
（金）

9
7/31
（土）

10
8/1
（日）

11
8/2
（月）

ベニス泊FL̶D

船内泊ASD

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

機中泊ASF

FFL̶

ク
リ
ス
タ
ル
ク
ル
ー
ズ

（22：30～00：30）東京のお客様成田または羽田発Z
　　　　　　　  大阪・名古屋のお客様（注1）関空発Z
ドバイ乗継、ベニス（イタリア）へ。
（12：00～14：00）ベニス着。  着後、専用車にてホテルへ。
ベニス市内観光（日本語）にご案内。
（○サンマルコ広場、○ゴンドラ乗船、イタリア料理のご夕食）
ホテルにて朝食後、ムラーノ島・ブラーノ島観光（日本語）にご案内。
（13：00頃）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。
［18：00］ベニス（イタリア）出港 

※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。
※2021年より、イタリア、クロアチア、ギリシャ入国に際し、日本国籍のお客様は欧州渡航情報認証制度（ETI
　AS）の登録が必要となる予定です。ご参加者様には、追って詳細ご案内いたします。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ください。
■最少催行人員：東京（成田または羽田）発、大阪（関空）発、各12名様
■添乗員：東京（成田、または羽田）発着にて同行します。関空発着のお客様とはドバイ空港または、ベ
ニス空港またはベニスホテルにて合流、アテネ空港またはドバイ空港にて解散といたします。東京・
関空発着のお客様が各々12名様以上の場合には、東京・関空発着両方に添乗員が同行いたします。

■利用予定航空会社：エミレーツ航空　■利用予定ホテル：（ベニス）ルナ・ホテル・バリオーニ
■食事回数：朝食8回、昼食8回、夕食8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
ルバスをご利用いただくことができます。（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。

早期予約割引 2020年12月25日（金）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$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ソサエティ（リピーター）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。

698,000円     （838,000円）
798,000円     （948,000円）
828,000円（1,018,000円）
858,000円（1,058,000円）
1,098,000円（1,598,000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
（19.2㎡）

E1：デラックスステート
（19.2㎡）※一部視界遮断

B1：デラックスステート
（ベランダ付/23.6㎡）
A1：デラックスステート
（ベランダ付/23.6㎡）

PH：デラックスステート
（ベランダ・バトラー付/36㎡）

ベニス（イメージ）

陽光のアドリア海・ギリシャの島 ク々ルーズ 2021年7月23日（金）～8月2日（月）11日間
OCS210725-07

Venezia

本コースのポイント
◆ベニスでは、サンマルコ広場やムラーノ島・ブラーノ島日本語観光付。
◆下船後、アテネ日本語観光付。  
◆寄港地では、郵船トラベルオリジナル・オプショナルツアー（別料金）
　を設定。※フヴァル島では、設定ございません。

クリスタルシンフォニー

美しいヴェネツィアの出港風景を眺め、
古代遺跡や個性的な島 を々巡る魅惑の旅へ…

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。ヴェネチアンガラスで有名な
ムラーノ島、カラフルな街並みとレース編
みで有名なブラーノ島にもご案内します。

ベニス

フヴァル島／クロアチア
Hvar／Croatia
アドリア海に浮かぶクロアチアのリゾートアイ
ランド、フヴァル島。エレガントで洗練されたリゾ
ートの雰囲気が味わえます。透き通るようなエメ
ラルドグリーンの海を望むビーチでのんびりとお
過ごしいただけます。

フヴァル島（イメージ）

ロドス島
Rhodes
かつてロ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。

ミコノス島
Mykonos

「エーゲ海に浮かぶ白い宝石」と
呼ばれるミコノス島。見渡す限り
の青い海と白亜の建物は、まさ
にエーゲ海のイメージそのもの。
白砂の美しいビーチも人気で、
ギリシャを代表する観光地です。

オールドモスク（イメージ）

イメージ

サントリーニ島

アテネ

ロドス島

フヴァル島
コトル

ミコノス島

ベニス

イタリア

ギリシャ

クロアチア

モンテネグロ

●

●

●

●

●

●

●

世界
遺産

世界
遺産

ロドス島（イメージ）

ミコノス島（イメージ）

東京・関空
発着

ブラーノ島（イメージ）



Copenhagen

サンクトペテルブルグと北欧 バルト海クルーズ

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

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。

◆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。

コペンハーゲン

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。

グダンスク（イメージ）

コペンハーゲン（イメージ）

Warnemünde

Gdyniaグディニア

ワルネミュンデ
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

イメージ

世界
遺産

エルミタージュ美術館
（イメージ）

「バルト海の乙女」の別名をもつフィンランドの首都で、美しい公園が点在しています。丘の上に建
つ荘厳なヘルシンキ大聖堂やテンペリアウキオ教会などが主な見どころです。大聖堂から見下ろす
と、「バルト海の乙女」と称される美しい街並みが一望できます。

ウスペンスキー寺院（イメージ）

Helsinki ヘルシンキ

大聖堂（イメージ）

ワルネミュンデ（イメージ）

ワルネミュンデ（イメージ）
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2021年6月27日（日）～7月9日（金）13日間
OCY210627-11クリスタルセレニティ

早期予約割引
2020年12月25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30,000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） 
［19：00］グディニア（ポーランド）出港

Q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、クリスタルセレニティ下船
空港へご案内します。 （09：30～14：30）ストックホルム発Z
ヨーロッパ内乗継にて、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）（◎エルミタージュ美術館）
※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）（○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〉）
［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
7/3
（土）

8
7/4
（日）

1
6/27
（日）

2
6/28
（月）

3
6/29
（火）

9
7/5
（月）

4
6/30
（水）

5
7/1
（木）

10
7/6
（火）

11
7/7
（水）

12
7/8
（木）

13
7/9
（金）

6
7/2
（金）

（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

FL̶L̶

燃油サーチャージが別途必要となります。（目
安18,000円：2020年5月1日現在）また、国内
空港施設使用料（保安料含む）/成田2,660円、羽田
2,610円、国際観光旅客税1,000円、海外空港税約
11,600円（2020年5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。
※2021年より、デンマーク、ドイツ、ポーランド、フィンランド、エストニア、スウェーデン入国に際し、日本国籍のお
客様は欧州渡航情報認証制度（ETIAS）の登録が必要となる予定です。また、ロシア入国の際は、ロシア査
証が必要となります。ご参加者様には、追って詳細ご案内いたします。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ください。

■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、トーム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、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クリスタルセレニティ乗船
※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。  ※コペンハーゲン停泊

■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ソサエティ（リピーター）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。

998,000円（1,188,000円）
1,098,000円（1,278,000円）
1,248,000円（1,568,000円）
1,278,000円（1,598,000円）
1,788,000円（2,688,000円）

お部屋タイプ

500,000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
（19.8㎡）

C3：デラックスステート
（19.8㎡）

B1：デラックスステート
（ベランダ付/24.8㎡）

A1：デラックスステート
（ベランダ付/24.8㎡）
PH：ペントハウス
（ベランダ・バトラー付/38.3㎡）

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●●

ワルネミュンデ
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）▶

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（ピョートル大帝の夏の宮殿）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。 船内泊FFD

世界
遺産

ペテルゴフ（イメージ）
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神秘のトルコ・東欧・ロシアを巡る 黒海クルーズ

Çanakkale／Kepez

東西の文化が交わる、ダーダネルス＝ボスポラス海峡を通過し、黒海へ…
様 な々歴史に彩られた街や、美しいリゾート地を航海する壮大な船旅のはじまりです。

本コースのポイント

ブルガス

チャナッカレ／ケペス

ブルガリアの黒海沿岸のリゾート地、ブル
ガス。夏も穏やかな気候に恵まれています。
北東へ30km、車で約40分ほどの距離
にある世界遺産が古代都市のネセバル
です。ヨーロッパで最も古い都市のひとつ
で様 な々歴史的建造物が残り、美しい古
代都市の姿を今に伝えています。

◆アテネでは、乗船前・下船後に日本語観光付。
◆各寄港地でも、日本語または
　英語（添乗員同行）での観光付！
◆ベストシーズンの黒海クルーズを
　お楽しみいただけます。

イスタンブール（イメージ）

エーゲ海と黒海間にあるマルマラ海を結ぶダーダネルス海
峡を通り、トルコのチャナッカレへ。世界遺産のトロイ遺跡
観光に便利なロケーションです。ホメロスの英雄叙事詩「イ
リアス」に出てくる伝説の都市トロイの遺跡を3年を費やし
て掘り当てました。トロイの木馬の復製も建てられています。

トロイ遺跡（イメージ）

トロイの木馬（イメージ）

ブルガス（イメージ）

ネセバル／聖ソフィア教会（イメージ）

世界
遺産

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。いまにもオリュンポスの
神々の息づかいが聞こえてきそうです。ア
クロポリスの麓に広がる、プラカ地区散
策へご案内します。歴史的な建築物やカ
フェ、お土産物屋さんが並びます。

Athens アテネ
世界
遺産

世界
遺産

アテネ／プラカ地区（イメージ）

パルテノン神殿（イメージ）

世界
遺産

イメージ

Burgas
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2021年7月30日（金）～8月15日（日）17日間
OCS210801-13

Batumi

イスタンブールIstanbul

バトゥミ
ジョージアの港湾都市、バトゥミ。リゾート
地としても人気があります。発展著しい都
市で高層ビルが立ち並ぶ近代的なエリア
から古い街並みを残す旧市街や多様な
歴史的建造物が点在します。新しくて古い
黒海沿岸の都市文化が見られます。

ボスポラス海峡を挟んで、長きにわたり東西文化の中心架け橋となっているイスタンブール。か
つてローマ帝国、ビザンチン帝国、オスマン帝国の首都で、必然的に過去の遺産も数多く残
されています。アヤソフィアやブルーモスク、トプカプ宮殿など見所が盛りだくさんです。

クリスタルシンフォニー

バトゥミ（イメージ）

世界
遺産

アヤソフィア（イメージ）イスタンブール市街（イメージ）

イスタンブール（イメージ）

［08：00］ブルガス（ブルガリア）入港
【世界遺産】古代都市ネセバル半日観光（日本語または英語）（○聖ソフィア
教会、○パントクラートル教会、○旧市街、◎ネセバル考古学博物館など）
［18：00］ブルガス（ブルガリア）出港
［07：00］コンスタンツァ（ルーマニア）入港
コンスタンツァ半日観光（英語・添乗員同行）
（○カジノ跡、○モスク、○旧市街）
［20：00］コンスタンツァ（ルーマニア）出港
［08：00］オデッサ（ウクライナ）入港
オデッサ半日観光（英語・添乗員同行）
（○ヴォロンツォフ宮殿、○オデッサの階段など）
［23：59］オデッサ（ウクライナ）出港

ホテルにて朝食後、アテネ市内観光（日本語）
（○パルテノン神殿、○新アクロポリス博物館など） 観光後、ピレウス港へ。

クリスタルシンフォニー乗船 昼食は、船内でお召し上がりください。
［18：00］アテネ（ギリシャ）出港

［08：00］バトゥミ（ジョージア）入港
バトゥミ半日観光（日本語または英語）
（◎植物園、○ヨーロッパ広場、○バトゥミ広場）
［18：00］バトゥミ（ジョージア）出港

［08：00］イスタンブール（トルコ）入港
イスタンブール一日市内観光（日本語）
（◎ブルーモスク、◎アヤソフィア、◎トプカピ宮殿、○グランドバザール）
※イスタンブール停泊

イスタンブール半日市内観光（日本語）
（◎ドルマバクチェ宮殿、○エジプシャン・スパイス・バザール）
［20：00］イスタンブール（トルコ）出港
ダーダネルス海峡クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

［02：00］アテネ／ピレウス（ギリシャ）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、アテネ市内へ移動（約2時間）
アテネ市内観光（日本語）（◎国立考古学博物館、○プラカ地区など）  
昼食後、空港へご案内します。 
（18：00～01：00）アテネ（ギリシャ）発Z
中東都市またはイスタンブール乗継にて、空路帰国の途へ。

O黒海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

O黒海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

ダーダネルス海峡クルージング
［07：30］チャナッカレ／ケペス（トルコ）入港
【世界遺産】トロイ遺跡半日観光（日本語または英語）
（◎トロイ遺跡、トロイの木馬複製など）
［14：00］チャナッカレ／ケペス（トルコ）出港

［07：00］ノヴォロシースク（ロシア）入港
ノヴォロシースク半日観光（日本語または英語）（◎アブラウドゥルソ・ワイナ
リー、○アブラウ湖、◎ミハイルクトゥーゾフ船博物館）
［18：00］ノヴォロシースク（ロシア）出港
［07：00］ソチ（ロシア）入港
ソチ半日観光（日本語または英語）（○聖ミカエル大聖堂、○オリンピック公
園、◎スターリン・サマーレジデンス）
［18：00］ソチ（ロシア）出港

スケジュール

7
8/5
（木）

8
8/6
（金）

1
7/30
（金）

2
7/31
（土）

3
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（日）

9
8/7
（土）

4
8/2
（月）

5
8/3
（火）

10
8/8
（日）

14
8/12
（木）

15
8/13
（金）

16
8/14
（土）

17
8/15
（日）

11
8/9

（月・祝）

12
8/10
（火）

13
8/11
（水）

6
8/4
（水）

（17：30～19：30）成田または羽田、関空着。 
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ASF

FFL̶

※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。
※2021年より、ギリシャ入国に際し、日本国籍のお客様は欧州渡航情報認証制度（ETIAS）の登録が必要と
なる予定です。また、ロシア入国の際はロシア査証が、ジョージア入国の際は海外旅行保険のご加入が必要
となります。ご参加者様には、追って詳細ご案内いたします。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ください。
■最少催行人員：10名様　
■添乗員：成田または羽田発着にて同行します。関空発
着のお客様とは、乗継空港、アテネ空港またはアテネ
ホテルにて合流、アテネ市内またはアテネ空港にて解
散となります。アテネ空港からホテル、アテネ市内から
空港間は、現地係員がご案内する場合がございます。

■利用予定航空会社：エミレーツ航空、カタール航空、ト
ルコ航空のいずれか

■食事回数：朝食14回、昼食14回、夕食14回
　（機内食は含みません）
■利用予定ホテル：（アテネ）インターコンチネンタル・ア
テネ、NJVアテネのいずれか。

（21：30～01：30）成田または羽田、関空発Z
中東都市またはイスタンブール乗継にてアテネ（ギリシャ）へ。

（08：00～15：30）アテネ（ギリシャ）着。 着後、専用車にてホテルへ。

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

アテネ泊FL̶D

機中泊L̶L̶F

ノヴォロシースク

ソチ

オデッサ

アテネ

ブルガス

コンスタンツァ

バトゥミ

チャナッカレ/ケペス

イスタンブール

トルコギリシャ

ブルガリア

ウクライナ

ロシア

ジョージア

ルーマニア
●

●

●

●

●

●

●

●

●

黒 海

バトゥミ（イメージ）
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ル
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ズ

燃油サーチャージが別途必要となります。（目安16,000円：2020年5月1日現在）また、
国内空港施設使用料（保安料含む）/成田2,660円、羽田2,610円、関空3,100円、国際観光旅客税
1,000円、海外空港税約8,600円（2020年5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。

早期予約割引
2021年1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30,000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$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。
※国内線ご利用で、成田または羽田発着に合流される場合の国内線追加代金はお問合せください。

■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
クリスタルソサエティ（リピーター）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。

1,598,000円  （2,458,000円）
1,428,000円  （2,088,000円）

1,648,000円（2,538,000円）
1,698,000円（2,638,000円）
2,178,000円（3,688,000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
（19.2㎡）

E1：デラックスステート
（19.2㎡）※一部視界遮断

B1：デラックスステート
（ベランダ付/23.6㎡）

A1：デラックスステート
（ベランダ付/23.6㎡）
PH：ペントハウス
（ベランダ・バトラー付/36㎡）

東京・関空
発着
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憧れのプリンス・エドワード島と紅葉のニューイングランドクルーズ

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
◆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。

ケベック（イメージ）

22

世界
遺産

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

ボストン美術館（イメージ）

Newport

Bostonボストン

ニューポート

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）

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）

ニューポートのワイン（イメージ）

ブルックリン橋（イメージ）

セントラルパーク（イメージ）

イメージ



憧れのプリンス・エドワード島と紅葉のニューイングランドクルーズ 2021年10月2日（土）～10月12日（火）11日間
OCY211003-08
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クリスタルセレニティ

早期予約割引
2021年3月31日（水）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、△ハドソンヤード）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
下船後、専用車にて、空港へ。
（06：30～12：00）ケベック発Zカナダまたは、米国内乗継にて、空路帰国の途へ。
………………………〈日付変更線通過〉…………………………

［07：00］バーハーバー（アメリカ）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。
［17：00］バーハーバー（アメリカ）出港

［08：30］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26,000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18,000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
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（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

FL̶L̶
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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。
※日本国籍のお客様は、アメリカ・カナダの入国に際し、電子渡航認証（アメリカ/ESTA/14US$、カナダ
/eTA/7カナダドル）の取得が必要となる予定です。ご参加者様には、追って詳細ご案内いたします。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ください。
※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、デルタ航空、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、ヒルトンミッドタウン、ヒルトンタイムズス
クエア、シェラトン・ニューヨーク・タイムズスクエアのいずれか。

※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。

（10：00～19：00）成田または羽田発Z
カナダ、または米国内乗継にてニューヨーク（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ソサエティ（リピーター）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。

648,000円     （798,000円）
728,000円     （918,000円）
758,000円     （958,000円）
968,000円（1,538,000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
（19.8㎡）
B1：デラックスステート
（ベランダ付/24.8㎡）

A1：デラックスステート
（ベランダ付/24.8㎡）
PH：ペントハウス
（ベランダ・バトラー付/38.3㎡）

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

モントリオール

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

世界
遺産

イメージ

イメージ

燃油サーチャージが別途必要となります。（目安21,000円：2020年5月1日現在）また、国内
空港施設使用料（保安料含む）/成田2,660円、羽田2,610円、国際観光旅客税1,000円、海外空港税約
11,200円（2020年5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。

シャーロットタウン（イメージ）▼

赤毛のアンの家（イメージ）

ノートルダム教会（イメージ）

東京発着



悠久のエジプト・ヨルダン・スエズ運河通航クルーズ

Aqaba

古のロマンを感じて数々の遺跡を巡って、世界三大運河の１つ「スエズ運河」を
通航すると、近未来都市が待っています。新旧の神秘を感じるクルーズへ！

本コースのポイント

Luxor.Karnak.Safaga
ルクソール・カルナック／サファガ

アカバ

古代エジプトの都が存在したルクソールでは、2日間の観光を満喫します。ナイル川が流れ、エジプト
文明が栄えた都市で数多くの遺跡が残されています。かつてエジプト帝国の栄華の中心、カルナッ
ク神殿やライトアップされたルクソール神殿をはじめ、古代エジプトの王たちの墓が集中して
いる王家の谷、アメンホテプ
3世のメムノンの巨像など…
…圧倒されるほどの建造物
からエジプト悠久の歴史エ
ジプトが感じられます。

Heraklion／Crete
ヘラクリオン／クレタ島
ギリシャ最大の島、クレタ島
北部に位置する、ヘラクリオ
ン。紀元前2000年頃に栄
えたミノア文明の遺跡、クノ
ッソス宮殿やクレタ島の代表
的な工芸品を収蔵するイラ
クリオン古学博物館、旧市
街などへご案内いたします。

◆各寄港地では、郵船トラベルオリジナル・日本語
　または英語（添乗員同行）寄港地観光付。
◆サファガからは、1泊2日でゆったりルクソール観光へ！
◆ドバイでは、世界最高峰7つ星ホテルでの
　アフタヌーンティーや砂漠の中のアラビアンな高級
　リゾートホテルでのご滞在もお楽しみいただけます。

紀元前4000年頃からの古い歴史
を持つヨルダン南部に位置するア
カバはアカバ湾に面した港湾都市
です。一年を通して温暖な気候で、
リゾート地として人気があります。世
界遺産のペトラ遺跡や「月の谷」と
も呼ばれるワディラム砂漠観光の
拠点となっています。

ルクソール神殿ライトアップ（イメージ）

カルナック神殿（イメージ）

世界
遺産

古代都市、アテネ都市から旅は始まり
ます。初日のディナーは世界遺産のパ
ルテノン神殿が建つアクロポリスの丘
を臨むレストラン「ディオニソス」でお楽
しみください。

Athens アテネ

パルテノン神殿（イメージ）

世界
遺産

ヘラクリオン（イメージ）

クノッソス宮殿（イメージ）

ペトラ遺跡（イメージ）

世界
遺産

ワディラム砂漠（イメージ）

メムノンの巨像（イメージ）

ペトラ遺跡（イメージ）
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2021年10月9日（土）～10月28日（木）20日間
OCS211011-16

Muscat

ドバイDubai

マスカット
ペルシャ湾、アラビア海に面するオマーン最大の港
湾都市、マスカット。最大の見所はオマーン最大の
グランドモスクや地元の人々が行き交うマトラ・スーク
行き交う（市場）などアラブの香りに溢れています。

中東屈指の国際都市、ドバイ。高
さ828mにも達する超高層ビル、
バージ・カリファや世界最大のショ
ッピングモール、ドバイモールなど
すべてが桁違い。また、アラブの風
情漂うスパイススークやゴールドス
ークでのショッピングも楽しみです。

アブダビAbu Dhabi
アラブ首長国連邦最大の都市、アブダビ。青い空と真っ白なモスクのコントラストが美しいシ
ェイクザイード・グランド・モスクは建物内部も超豪華。UFOが降り立ったようなデザインのルー
ヴルアブダビはフランスのルーブル初の国外美術館で、フランスから借り受けた名画が数多く
展示されています。最終日は砂漠の5つ星ホテル「バブ・アル・シャムス・リゾート＆スパ」の屋外レ
ストラン「アル・ハディーラ」にて、アラブ料理
のブッフェディナーと伝統舞踊のショーをお
楽しみください。

クリスタルシンフォニー

マスカット（イメージ）

［13：00］ペトラ／アカバ（ヨルダン）入港
ワディラム半日観光（英語・添乗員同行）
（○ワディラム砂漠ジープツアー）
※アカバ停泊
ペトラ遺跡１日観光（英語・添乗員同行）（◎ペトラ遺跡）
［19：00］ペトラ／アカバ（ヨルダン）出港
［06：00］ルクソール／サファガ（エジプト）入港
ルクソール1泊２日観光（日本語）（◎カルナック神殿、ホテルへチェックイン
後、◎ルクソール神殿ライトアップ） ※ルクソール・カルナック／サファガ停泊
※ルクソール1泊2日でゆったり観光へご案内します。（サファガ港～ルクソール間：
片道約250km）
ルクソール1泊２日観光（日本語）
（◎王家の谷、◎ハトシェプスト葬祭殿、◎メムノンの巨像） 
※夕刻帰船し、ご夕食は船内でお召し上がりいただく予定です。
［23：59］ルクソール／サファガ（エジプト）出港

ホテルにて朝食後、アテネ市内観光（日本語）（◎パルテノン神殿、◎新アクロポリ
ス博物館、○プラカ地区など） 観光後、ピレウス港へ。

クリスタルシンフォニー乗船 昼食は、船内でお召し上がりください。
［18：00］アテネ（ギリシャ）出港

［14：00］ドバイ（アラブ首長国連邦）入港
世界最高峰の７つ星ホテル「ブルジュ・アル・アラブ」でのアフタヌーンティー
にご案内（日本語）　※ドバイ停泊

ドバイ半日観光（日本語）（◎ドバイ博物館、○スパイススーク、ゴールドスー
ク、○ジュメイラモスク〈外観のみ〉、○世界一高いビル「バージ・カリファ」〈写
真ストップ〉、○ドバイモール）
［20：00］ドバイ（アラブ首長国連邦）出港

O紅海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

Oアデン湾・アラビア海・オマーン湾クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

O地中海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

スエズ運河通航
（船内アクティビティでお楽しみください。）

［08：00］ヘラクリオン／クレタ島（ギリシャ）入港
クレタ島半日観光（英語・添乗員同行）
（○クノッソス宮殿、◎イラクリオン考古学博物館、○旧市街など）
［18：00］ヘラクリオン／クレタ島（ギリシャ）出港

［08：00］マスカット（オマーン）入港
マスカット半日市内観光（日本語）（○グランドモスク、◎ベイト・アル・ズベー
ル博物館、○マトラ・スーク、○アラム宮殿〈写真ストップ〉）
［18：00］マスカット（オマーン）出港

［06：00］アブダビ（アラブ首長国連邦）入港
船内にて朝食後、クリスタルシンフォニー下船

アブダビ市内観光（日本語）（◎シェイクザイード・グランド・モスク、◎ルーヴルア
ブダビ） 昼食へご案内後、ドバイへ移動（約1時間半）
砂漠のリゾートホテル「バブ・アル・シャムス」にチェックイン。お部屋をご用意しますの
で、ご休憩ください。
ホテル内レストラン「アル・ハディーラ」にて、アラブ料理のブッフェディナーと伝統
舞踊のショーをお楽しみください。
ご出発まで、フリータイム。専用車にて、空港へご案内。
（02：00～03：30）ドバイ（アラブ首長国連邦）発Z直行便にて、空路帰国の途へ。

スケジュール

7
10/15
（金）

8
10/16
（土）

1
10/9
（土）

2
10/10
（日）

3
10/11
（月・祝）

9
10/17
（日）

4
10/12
（火）

5
10/13
（水）

10
10/18
（月）

15
10/23
（土）

16
10/24
（日）

17
10/25
（月）

18
10/26
（火）

19
10/27
（水）

20
10/28
（木）

11
10/19
（火）

12
10/20
（水）

13
10/21
（木）

6
10/14
（木）

（16：00～18：00）東京のお客様 成田または羽田着。 
関西・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。

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

船内泊ASD

ルクソール泊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ASD

FFL̶
※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。
※日本国籍のお客様は、ヨルダン・エジプト・オマーンの入国に際し、各国査証の取得が必要となる予定です。
ご参加者様には、追って詳細ご案内いたします。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ください。
■最少催行人員：8名様　■添乗員：東京（成田、または羽田）発着にて同行します。関空発着のお客様
とは、ドバイ空港または、アテネホテルにて合流し、ドバイ空港にて、解散といたします。東京・関空発
着のお客様が各々8名様以上の場合には、東京・関空発着両方に添乗員が同行いたします。

■利用予定航空会社：エミレーツ航空
■食事回数：朝食17回、昼食17回、夕食18回（機内食は含みません）
■利用予定ホテル：（アテネ）NJVアテネ、インターコンチネンタルアテネのいずれか。
　　　　　　　　（ルクソール）ヒルトン・ルクソール（バスタブのないお部屋となります。）

（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いただくことができます。（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。

（22：30～00：30）Z東京のお客様成田または羽田発Z
　　　　　　　　  大阪・名古屋のお客様（注1）関空発Z
ドバイ乗継、アテネ（ギリシャ）へ。
（14：00～16：30）アテネ（ギリシャ）着。 着後、専用車にてホテルへ。
ご夕食は、アクロポリスの景色を臨むレストラン「ディオニソス」へ。アテネ泊FFD

機内泊L̶L̶L̶

グランドモスク（イメージ）
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アラビア海

アカバ

ヘラクリオン／クレタ島
アテネギリシャ

紅
   海

ヨルダン

オマーン
アラブ

首長国連邦

スエズ運河

アブダビ
ルクソール・カルナック／サファガ マスカット

ドバイ

●

●

●

●

●
●
●

バージ・カリファ（イメージ）ジュメイラモスク（イメージ）

シェイクザイード・グランド・モスク（イメージ）ルーヴルアブダビ（イメージ）

燃油サーチャージが別途必要となります。（目安16,000円：2020年5月1日現在）
また、国内空港施設使用料（保安料含む）/成田2,660円、羽田2,610円、関空3,100円、国際観光旅客
税1,000円、海外空港税約5,000円（2020年5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。

早期予約割引
2021年2月26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30,000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$1,040/約117,000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
クリスタルソサエティ（リピーター）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。

1,318,000円（1,558,000円）
1,218,000円（1,418,000円）

1,348,000円（1,648,000円）
1,378,000円（1,698,000円）
1,698,000円（2,458,000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
（19.2㎡）

E1：デラックスステート
（19.2㎡）※一部視界遮断

B1：デラックスステート
（ベランダ付/23.6㎡）

A1：デラックスステート
（ベランダ付/23.6㎡）
PH：デラックスステート
（ベランダ・バトラー付/36㎡）

東京・関空
発着
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煌めきのクリスマス・ドナウ川クルーズ

Stift Melk & Wachau

極上のサービスでドナウ川をめぐるリバークルーズで
ヨーロッパの煌びやかなクリスマスマーケットと世界遺産を楽しむ！

Linzリンツ（オーストリア）

ヴァッハウ渓谷＆メルク修道院（オーストリア）

ドナウ河畔に広がるリンツの旧市街はバロック様式の建物が建ち並び、
中世の面影が色濃く残っています。船会社主催の【世界遺産】チェスキークルムロフへのツ
アー（英語・別料金）はおすすめです。

ウィーン/クリスマスマーケット（イメージ）

世界
遺産

ドナウ川随一の景観を誇る風光明媚なヴァ
ッハウ渓谷。船会社主催オプショナルツアー
にて豪華で壮大なバロック様式のメルク修
道院観光（英語）やデュルンシュタイン観光
（英語）にもご案内します。

チェスキークルムロフ（イメージ）
世界
遺産

本コースのポイント
◆ドナウ川で最も美しいと称される世界文化遺産
　“ヴァッハウ渓谷”の景観を船上からご覧いただけます。
◆イルミネーションで彩られ、一年で最も輝きを放つ
　クリスマス・マーケットをご堪能いただけます。
◆各寄港地では船会社主催の多彩な
　無料オプショナルツアーをご用意！

Passau
ドナウ川、イン川、イルツ川が出会う美しい街、パッ
サウでは【世界遺産】レーゲンスブルク観光（英語・
別料金）をお楽しみいただけます。中世の時代から
ドナウ川の重要な要塞都市として栄え、旧市街は
世界遺産にも登録されています。クリスマスマーケ
　　ットも開かれます。

パッサウ（オーストリア）

レーゲンスブルク大聖堂（イメージ）

デュルンシュタイン（イメージ）

メルク修道院（イメージ）

世界
遺産

イメージ

船内（イメージ）

船内（イメージ）
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2021年11月24日（水）～12月3日（金）10日間
RMH211125-07

早期予約割引
2021年3月31日（水）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］ウィーン（オーストリア）入港
Nウィーン半日観光（日本語）（○シュテファン大聖堂、○クリスマスマー
ケットなど） ※代金：お一人様13,000円（予定） 最少催行人員：10名様
※その他、船会社主催オプショナルツアー（英語）追加代金なし〉も予定されております。
Nクリスタル・シグネチャーイベント「ベルヴェデーレ宮殿での美術＆
音楽鑑賞」〈船会社主催（英語）追加代金なし・添乗員同行予定〉
※ウィーン停泊

船内にて朝食後、クリスタルマーラー下船
下船後、専用車にてブダペスト市内観光（日本語）
（○マチャーシュー聖堂、○漁夫の砦、○クリスマスマーケットなど） 
観光後、空港へ。昼食は空港内にて、各自お召し上がりください。
（15：00～20：30）ブダペスト（ハンガリー）発Z
ドバイ乗継にて、空路帰国の途へ。

Nシェーンブルン宮殿半日観光（日本語）
※代金：お一人様15,000円（予定） 最少催行人員：10名様
※その他、船会社主催オプショナルツアー（英語）追加代金なし〉も予定されております。
［16：00］ウィーン（オーストリア）出港

［09：00］リンツ（オーストリア）入港
Nチェコ【世界遺産】チェスキークルムロフ観光（終日）
〈船会社主催（英語）追加代金なし・添乗員同行予定〉
［20：00］リンツ（オーストリア）出港
［09：00］パッサウ（オーストリア）入港
Nドイツ【世界遺産】中世の面影残るレーゲンスブルグ観光（終日）
〈船会社主催（英語）追加代金なし・添乗員同行予定〉
［17：00］パッサウ（オーストリア）出港
［09：00］メルク（オーストリア）入港
Nメルク修道観光（半日）〈船会社主催（英語）追加代金なし・添乗員同行予定〉
［13：00］メルク（オーストリア）出港
★世界遺産ヴァッハウ渓谷クルーズをお楽しみください。
［15：00］デュルンシュタイン（オーストリア）入港
Nデュルンシュタイン徒歩散策と修道院観光（半日）
〈船会社主催（英語）追加代金なし・添乗員同行予定〉
［23：59］デュルンシュタイン（オーストリア）出港

［09：00］ブダペスト（ハンガリー）入港
Nブダペスト半日観光（日本語）（◎国会議事堂など） 
※代金：お一人様13,000円（予定） 最少催行人員：10名様
その他、船会社主催オプショナルツアー（英語）追加代金なし〉も予定されております。
※ブダペスト停泊

スケジュール

6
11/29
（月）

7
11/30
（火）

1
11/24
（水）

2
11/25
（木）

8
12/1
（水）

3
11/26
（金）

4
11/27
（土）

10
12/3
（金）

9
12/2
（木）

5
11/28
（日）

（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。

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

機中泊AL̶F

FL̶L̶

ク
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ル
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燃油サーチャージが別途必要となります。（目安18,000円：2020年5月1日現在）また、国内空港
施設使用料（保安料含む）/成田2,660円、羽田2,610円、関空3,100円、国際観光旅客税1,000円、海外空港税約
6,000円（2020年5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。
※2021年より、ドイツ、オーストリア、ハンガリー入国に際し、日本国籍のお客様は欧州渡航情報認証制度（ET
　IAS）の登録が必要となる予定です。ご参加者様には、追って詳細ご案内いたします。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ください。
■最少催行人員：10名様　
■添乗員：東京（成田または羽田）発着にて同行します。関空発着のお客様とは、ドバイ空港または、ミュ
ンヘン空港、または船内にて合流し、ブダペスト空港またはドバイ空港にて、解散といたします。東京・
関空発着のお客様が各々10名様以上の場合には、東京・関空発着両方に添乗員が同行いたします。

■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）

※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$196/約22,540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。

ハプスブルク家のもと、オーストリアの首
都として600年以上にわたり栄華を極め
たウィーンは、ヨーロッパの政治、経済の
中心的存在として権勢を誇り、様々な芸
術や文化が発展を遂げました。

ウィーンでは半日市内観光のほか、
ベルヴェデーレ宮殿での美術＆音
楽鑑賞（追加代金なし）やシェーン
ブルン宮殿観光（別料金）など興味
深いツアーをご用意。

Wien

ブダペスト（ハンガリー）
世界遺産にも登録され、その美しさから「ドナ
ウの真珠」と称されるハンガリーの首都、ブダ
ペスト。ヴルシュマルティ広場で開かれるクリ
スマスマーケットは必見です。

（08：00～15：00）ミュンヘン（ドイツ）着。
着後、専用車にてフィルスホーフェン港へ。（約2時間）

クリスタルマーラー乗船  ご乗船後、船内にて夕食をお召し上がりください。
［23：00］フィルスホーフェン（ドイツ）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
※本コースは早期一括支払割引、クリスタルソサエティ割引は対象外とさせていただきます。

598,000円    （768,000円）
648,000円    （858,000円）
728,000円    （988,000円）
778,000円（1,068,000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
S5：プチスイート（17.5㎡）
S4：プチスイート（17.5㎡）
S2：デラックススイート（23.5㎡）
S1：デラックススイート（23.5㎡）

ウィーン（オーストリア）

ウィーン/クリスマスマーケット（イメージ）

ブダペスト（イメージ）

ブダペスト/クリスマスマーケット（イメージ）

（21：30～01：30）東京のお客様 成田または羽田発Z
（21：30～01：30）大阪・名古屋のお客様（注1）関空発Z
ドバイ乗継、ミュンヘン（ドイツ）へ。

ウィーン/クリスマスマーケット（イメージ）世界
遺産

世界
遺産

クリスタルマーラー

オーストリア

スロバキア

チェコ

ドイツ

ハンガリー
●

●

●

●

チェスキークルムロフ
レーゲンスブルク

ブダペスト

リンツ

フィルスホーフェン

パッサウ
ウィーンメルク

デュルンシュタイン
●
●

●

シェーンブルン宮殿（イメージ）

世界
遺産

Budapest

ベルヴェデーレ宮殿（イメージ）

（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いただくことができます。（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。
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ミルフォードサウンド（イメージ）

年末年始！オセアニアクルーズ 2021年12月19日（日）～2022年1月6日（木）19日間
OCS211221-16

Tauranga

クリスタルシンフォニー

年末年始は、暖かなニュージーランド・
オーストラリアへ…豊かな自然の世界が待っています。

オークランドを出港し、タウラン
ガへ。ここでは地熱地帯のロ
トルア観光へご案内します。昼
食はマオリショーとマオリの伝
統料理をお楽しみください。

タウランガ

シドニー
Sydney
オーストラリアを代表する美しい都
市、シドニー。3日間停泊しますの
で、市内観光のほか、自由にシドニ
ー散策もお楽しみいただけます。

フィヨルドランド国立公園
Fiordland N.P.
ニュージーランド南島の南西部に位置する世界
遺産に登録されたフィヨルドランド国立公園。気
の遠くなるような年月をかけて氷河が大地を削り
取り、独特な地形を作り上げました。クルーズだ
からこそ味わえる美しい景観が待っています。

世界
遺産

ミルフォードサウンド（イメージ）

マオリショー（イメージ）

シドニー（イメージ）

本コースのポイント
◆各寄港地では、充実の日本語観光付。
◆世界遺産フィヨルド国立公園で、圧巻の景色を！

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。
（10：00～19：00）メルボルン（オーストラリア）発Zオーストラリア内乗継、または直行便
にて、空路帰国の途へ。 （19：00～翌1/7、06：00）成田または羽田着。 
着後、解散。おつかれさまでした。

ホテルにて朝食後、ワイトモ観光（日本語）（◎ワイトモ洞窟など） へご案内。（片道約
200km）  観光・昼食後、オークランド（ニュージーランド）へ。

Eクリスタルシンフォニー乗船
［21：00］オークランド（ニュージーランド）出港 

Oタスマン海クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

船会社主催オプショナルツアーや、自由散策でお楽しみください。
［17：00］シドニー（オーストラリア）出港

Oバス海峡クルージング
（船内アクティビティでお楽しみください。）

Oニュージーランド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］タウランガ（ニュージーランド）入港
ロトルア1日観光（日本語）（◎テプイア〈間欠泉・マオリショーとマオリの伝
統料理：ハンギ料理ブッフェの昼食〉、◎アグロドーム〈ファームショー〉）
［22：00］タウランガ（ニュージーランド）出港

［08：00］ウェリントン（ニュージーランド）入港
ウェリントン半日観光（日本語）（○ウェリントンケーブルカー、○オールド・セ
ントポール教会、○国会議事堂、○マウントビクトリア展望台）
［18：00］ウェリントン（ニュージーランド）出港

［07：00］アカロア/クライストチャーチ（ニュージーランド）入港
クライストチャーチ1日観光（日本語）（○紙の大聖堂（写真ストップ）、○モナ
ベイル庭園、パンティング〈舟下り〉体験、フラワーランチの昼食など）
［19：00］アカロア/クライストチャーチ（ニュージーランド）出港
［08：00］ダニーデン（ニュージーランド）入港
ダニーデン1日観光（日本語）（◎タイエリ鉄道乗車〈ダニーデン→プケラン
ギ片道〉、○スパイツエールハウス工場見学・パブランチ）
［18：00］ダニーデン（ニュージーランド）出港

［07：00］シドニー（オーストラリア）入港
【世界遺産】ブルーマウンテン1日観光（日本語）（○エコーポイント展望台、
◎シーニック・ワールド〈スカイウェイ、ケーブルウェイ乗車〉、○可愛らしい
街並みのルーラ村散策、◎フェザーデール・ワイルドライフパーク、エコーポ
イントでの昼食） ※シドニー停泊
Wシドニー市内半日観光（日本語）（◎オペラハウス、○ハイドパークバ
ラックス（写真ストップ）、◎セント・メアリー大聖堂）
※シドニー停泊

［08：00］エデン（オーストラリア）入港
船会社主催オプショナルツアーや、自由散策でお楽しみください。
［18：00］エデン（オーストラリア）出港

［10：00］メルボルン（オーストラリア）入港
パッフィンビリーとワイナリー１日観光（日本語）（○チョコレートファクト
リー、○ヤラバレーワイナリー、　ワイナリーでのご昼食、○パッフィンビリー
蒸気機関車乗車） ※メルボルン停泊

スケジュール
1
12/19
（日）

3
12/21
（火）

4
12/22
（水）

6
12/24
（金）

8
12/26
（日）

2
12/20
（月）

9
12/27
（月）

10
12/28
（火）

13
12/31
（金）

14
1/1
（土）

16
1/3
（月）

18
1/5
（水）

19
1/6
（木）

5
12/23
（木）

Oニュージーランド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。）

O【世界遺産】フィヨルド国立公園内
ダウトフル・サウンド、ダスキー・サウンド、ミルフォード・サウンドクルージング
船上より美しいフィヨルドの景観をお楽しみください。

7
12/25
（土）

17
1/4
（火）

15
1/2
（日）

11
12/29
（水）

12
12/30
（木）

船内泊ASD

オークランド泊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

船内泊ASD

AFL̶

ク
リ
ス
タ
ル
ク
ル
ー
ズ

（18：00～22：30）Z成田または羽田発Zオーストラリア内乗継、または直行便にて、
オークランド（ニュージーランド）へ。
（09：00～20：00）オークランド（ニュージーランド）着。 
着後、専用車にて、ホテルへご案内。
ご夕食は、市内レストランにて。

※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。
※オーストラリア入国に際し、日本国籍のお客様は電子入国許可（ETA/A$20）の取得が必要です。ご参加
者様には、追って詳細ご案内いたします。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ください。
■最少催行人員：8名様　■添乗員：東京（成田または羽田）発着にて、同行いたします。
■利用予定航空会社：カンタス航空、全日空、日本航空のいずれか
■食事回数：朝食17回、昼食16回、夕食17回（機内食は含みません）
■利用予定ホテル：（オークランド）スタンフォードプラザ、グランドメルキュールのいずれか（バスタブの
ないお部屋となります。）

・

赤道

バンダ・ネイラ

オーストラリア

●

●

●

ウェリントン

メルボルン

ダニーデン
クライストチャーチ

フィヨルド国立公園

エデン
シドニー

タウランガ
オークランド●

●●

●

●

ニュージーランド

タスマン海

世界
遺産

ロトルア（イメージ）

東京発着

燃油サーチャージ（徴収なし：2020年5月1日現在）また、国内空港施設使用料（保安料含む）
/成田2,660円、羽田2,610円、国際観光旅客税1,000円、海外空港税約9,000円（2020年5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。※航空燃油額改定により、別
途必要となる場合がございます。

早期予約割引
2020年12月25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30,000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$740/約85,000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
クリスタルソサエティ（リピーター）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。

1,828,000円（2,148,000円）
1,588,000円（1,858,000円）

1,878,000円（2,328,000円）
1,938,000円（2,418,000円）
2,258,000円（3,328,000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
（19.2㎡）

E1：デラックスステート
（19.2㎡）※一部視界遮断

B1：デラックスステート
（ベランダ付/23.6㎡）

A1：デラックスステート
（ベランダ付/23.6㎡）
PH：ペントハウス
（ベランダ・バトラー付/36㎡）
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C A B I N  P L A N 客 室 紹 介

クリスタルシンフォニー クリスタルセレニティ

 

クリスタルエンデバークリスタルマーラー

S1・S2：デラックススイート〈23.5㎡〉

〈23.6㎡〉
■ベランダ付  ■バスタブ  
■フラットHDテレビ

〈28.3㎡＋ベランダ4.8㎡〉
■ベランダ付  ■バトラー付  
■シャワー付

〈19.2㎡〉
■バスタブ  
■フラットHDテレビ
※E１は窓からの視界が
遮られます。

〈36㎡〉
■ベランダ付  ■バスタブ  
■ウォークインクローゼット
■フラットHDテレビ  ■バトラー付

お部屋の一例

お部屋の一例

PH：ペントハウス

C1・E1：
デラックスステート

A1・B1：
デラックスステート

※クリスタル・シンフォニー、セレニティのベランダ付キャビンの面積には、ベランダを含みます。

S1・S2・S3：デラックススイートS4・S5：プチスイート〈17.5㎡〉
■パノラミックバルコニー（ウインドウ付）
■シャワーブース  
■キングサイズベッド
■クローゼットフラット  
■HDテレビ
■ネスプレッソマシーン

■パノラミックバルコニー（ウインドウ付）
■シャワーブース  ■ダブル洗面台
■キングサイズベッド  
■ウォークインクローゼット
■フラットHDテレビ  
■ネスプレッソマシーン

お部屋の一例

 

〈24.8㎡〉
■ベランダ付  ■バスタブ  
■フラットHDテレビ

〈19.8㎡〉
■バスタブ  
■フラットHDテレビ

〈38.3㎡〉
■ベランダ付  ■バスタブ  
■ウォークインクローゼット
■フラットHDテレビ  ■バトラー付

お部屋の一例

お部屋の一例

PH：ペントハウス

C1・C3：
デラックスステート

A1・A2・B1・B2：
デラックスステート

お部屋の一例
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C R Y S T A L  S Y M P H O N Y
クリスタル シンフォニー スケジュール【2021年1月～12月出発】

コース番号 期間　（泊数） エリア 寄港地

バンコク/レムチャバン→サムイ島→シアヌークビル→●→ホーチミンシティ★★→●→シンガポール★

シンガポール★→クアラルンプール/ポートケラン→ペナン→プーケット→●→ヤンゴン★★→●→ランカウイ島→●→シンガポール

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→●→ホーチミンシティ★→●→ハノイ/ホンガイ★→●→香港★

リスボン→●→フンシャル/マデイラ諸島★→サンタクルス・デ・テネリフェ→アレシフェ/ランサローテ島→アガディール→カサブランカ→
カディス→マラガ→●→バルセロナ

バルセロナ★→マルセイユ→カンヌ→モンテカルロ→サンタマルゲリータ→フィレンツェ/リボルノ→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★→タオルミーナ→●→サントリーニ島→アイオス・ニコラオス/クレタ島→ロドス島→クサダシ→
ミコノス島→アテネ

アテネ→サントリーニ島→ソーダ湾（ハニア）/クレタ島→●→バレッタ/マルタ島→シラクサ→アマルフィ→ローマ/チヴィタヴェッキア

ローマ/チヴィタヴェッキア→フィレンツェ/リボルノ★→ポルトフィーノ→モンテカルロ★→アジャクシオ/コルシカ島→●→
イビザタウン/イビザ島→パルマ/マヨルカ島→バレンシア→バルセロナ★

モンテカルロ★→カシス→バルセロナ★→アジャクシオ /コルシカ島→フィレンツェ/リボルノ→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→タオルミーナ/シチリア島→コルフ島→ドゥブロブニク→コペル→ベニス★

香港→●→マニラ→ボラカイ島→プエルトプリンセサ→コタキナバル→バンダルスリブワガン→●→シンガポール

シンガポール→クアラルンプール→ペナン→プーケット★→●●→コロンボ★→●→マーレ→●●→マヘ島/セイシェル★→●●→モンバサ

モンバサ★→ザンジバル→●→マヨット島→●●→マプート→リチャーズベイ→ダーバン→●→ポートエリザベス→モーセル・ベイ→ケープタウン★

ケープタウン★→●→リューデリッツ→ウォルビスベイ→●●→ジェームスタウン→●→ジョージタウン→●●●→ダカール→●→
ポルトノボ→●●→サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ→●→リスボン★

アジア

アジア

1/6～1/15 （15泊）

1/15～1/27 （12泊）

1/27～2/11 （15泊）

2/11～2/19 （8泊）

インド洋

アジア

アジア

2/19～3/8 （17泊）

南アフリカ3/8～3/22 （14泊）

アフリカ3/22～4/13 （22泊）

カナリア諸島4/13～4/24 （11泊）

地中海4/24～5/1 （7泊）

地中海5/1～5/11 （10泊）

地中海5/11～5/18 （7泊）

地中海5/18～5/30 （12泊）

地中海5/30～6/6 （7泊）

地中海6/6～6/13 （7泊）

地中海6/13～6/20 （7泊）

OCS
210106-09

OCS
210115-12

OCS
210127-15

OCS
210211-08

OCS
210308-14

OCS
210322-22

OCS
210413-11

OCS
210424-07

OCS
210501-10

OCS
210511-07

OCS
210518-12

OCS
210530-07

OCS
210606-07

OCS
210613-07

バルセロナ→ポルト・ヴァンドル→マルセイユ→サントロペ→プロプリアノ/コルシカ島→オルビア/サルディーニャ島→ポート・ヴェーネレ→
モンテカルロ

OCS
210219-17

ベニス→スプリット→コトル→コルフ島→バレッタ/マルタ島→カターニア/シチリア島→ソレント→ローマ/チヴィタヴェッキア→
ポルトフィーノ→フィレンツェ/リボルノ→モンテカルロ

モンテカルロ★→サントロペ→カシス→パルマ/マヨルカ島→イビザタウン/イビザ島→バルセロナ★

アテネ→ミコノス島→クサダシ→ロドス島→サントリーニ島→●→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→アマルフィ→オルビア/サルディーニャ島→プロプリアノ/コルシカ島→フィレンツェ/リボルノ→ポルトフィーノ→
カンヌ→モンテカルロ

モンテカルロ★→サントロペ→セット→パルマ/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→ヴィルフランシュ→ローマ/チヴィタヴェッキア→ソレント→タオルミーナ→コルフ島→ドゥブロブニク→ベニス★

ベニス→スプリット→ドゥブロブニク→コトル→コルフ島→タオルミーナ→ソレント→ローマ/チヴィタヴェッキア→ポルトフィーノ→モンテカルロ

ローマ/チヴィタヴェッキア→ナポリ→●→サントリーニ島→クサダシ→パトモス→●→ベツレヘム/ガリラヤ（ハイファ）→
イェルサレム/テルアビブ（アシュドッド)★→リマソル→ロドス島→アテネ★

アテネ→ヘラクリオン/クレタ島→●→スエズ運河通航→ペトラ/アカバ★→ルクソール／サファガ★→●●●●●→マスカット→
ドバイ★→アブダビ

バルセロナ★→パルマ/マヨルカ島→イビザタウン/イビザ島★→サントロペ→ポルト・ヴェーネレ→フィレンツェ/リボルノ→
オルビア/サルディーニャ島→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★→タオルミーナ→コルフ島→ドゥブロブニク→スプリット→コペル→ベニス★

ベニス→フヴァル島→コトル→●→サントリーニ島→ロドス島→ミコノス島→アテネ

アテネ→チャナッカレ/ケペス→ブルガス→コンスタンツァ→オデッサ→●→ノヴォロシースク→ソチ→バトゥミ→●→イスタンブール★→
●→アテネ

地中海6/20～6/30 （10泊）

6/30～7/7 （7泊）

7/7～7/16 （9泊）

地中海

地中海

地中海

7/16～7/25 （9泊）

地中海7/25～8/1 （7泊）

地中海・黒海8/1～8/14 （13泊）

地中海8/14～8/21 （7泊）

地中海8/21～8/28 （7泊）

地中海8/28～9/4 （7泊）

地中海9/4～9/12 （8泊）

地中海9/12～9/21 （9泊）

地中海9/21～9/28 （7泊）

地中海・中東9/28～10/11（13泊）

10/11～10/27（16泊）

OCS
210620-10

OCS
210630-07

OCS
210707-09

OCS
210725-07

OCS
210801-13

OCS
210814-07

OCS
210821-07

OCS
210828-07

OCS
210904-08

OCS
210912-09

OCS
210921-07

OCS
210928-13

OCS
211011-16

モンテカルロ★→バルセロナ★→マルセイユ→フィレンツェ/リボルノ→サンタマルゲリータ→ローマ/チヴィタヴェッキア

OCS
210716-09

アブダビ★→マナーマ★→ドーハ→ドバイ★→マスカット★→●●→ムンバイ★

ムンバイ→●●→コロンボ→●●→ヤンゴン★★→●→プーケット→ペナン→シンガポール★

シンガポール→●→サムイ島→バンコク/レムチャバン→●→ホーチミンシティ★→●●●→バリ/ベノア★→●●●→パース

パース→バンバリー/マーガレットリバー→●●→アデレード★→カンガルーアイランド→●→メルボルン→●→シドニー★→●●→
ベイ・オブ・アイランド→オークランド
オークランド→タウランガ→●→ウェリントン→●→アカロア/クライストチャーチ→ダニーデン→
●ダスキーサウンド、ダウトフルサウンド、ミルフォードサウンド航行→●●→シドニー★★→エデン→●→メルボルン

中東

中東

10/27～11/8（12泊）

11/8～11/21（13泊）

11/21～12/6（15泊）

オセアニア

アジア

インド洋・アジア

12/6～12/21（15泊）

オセアニア12/21～1/5 （16泊）

OCS
211027-12

OCS
211108-13

OCS
211121-15

OCS
211221-16

OCS
211206-15

◆クルーズのみのご予約、個人旅行プランのご相談も承ります！
本パンフレットで設定のツアー以外にも、多彩なクルーズをご用意しております。
右記のようなご要望はございませんか？クリスタルシンフォニー、セレニティでは、
日本語を話すスタッフが常駐し、日本語の船内新聞やダイニングメニューが用意されておりますので、
個人旅行も安心です！ご希望に合わせてお見積りさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
※クルーズのみのご予約、個人旅行プランの旅行条件は、当社の「手配旅行契約」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。
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C R Y S T A L  S E R E N I T Y
クリスタル セレニティ スケジュール【2021年1月～12月出発】

コース番号 期間　（泊数） エリア 寄港地
マイアミ→●●→カルタヘナ→パナマ運河通航、パナマシティ★→●→カルデラ→●→アカフトラ→●→プエルト・パジャルタ→
●●→サンディエゴ→ロサンゼルス

ロサンゼルス→●●●●→ホノルル★→ラハイナ/マウイ島→●●→ファニング島→●●●〈日付変更線通過〉●→
ミステリー・アイランド→ヌーメア→●→ブリスベン★

香港→●→花蓮→石垣島→●→細島→広島→高知→大阪★→清水→東京★

ローマ/チヴィタヴェッキア→アルゲーロ→イビザタウン/イビザ島→●→タンジール→リスボン★→●→ボルドー★★→●→リスボン

ロンドン/ドーバー→●→ハルダンゲルフィヨルド→スタバンゲル→コペンハーゲン★→●→ロンドン/ドーバー

ロンドン/ドーバー→●→ベルゲン→ヘルシルト、ノルウェーフィヨルド通航、ガイランゲル→●→オー/ロフォーテン諸島、グラヴダル→
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→●●→フロム→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→●→ヘルシンキ→サンクトペテルブルグ★★→タリン→
ストックホルム★

ロンドン/ドーバー→シェルブール→ダブリン★→リバプール→ダグラス/マン島→ベルファスト→グリーノック→
ポートツリー/スカイ島→ストーノーウェイ/ルイス島→●→レイキャビク★

ダブリン→ベルファスト→●→カークウォール/オークニー諸島→エディンバラ★→●→ロンドン/ドーバー

ロンドン/ドーバー→アムステルダム★→ロッテルダム→ブリュッセル/ゼーブルッヘ→パリ/オンフルール★→サンマロ→●→ダブリン

ダブリン→コーヴ→ディングル→●●●●●→バーハーバー→ボストン→プロビンスタウン→ニューヨーク★

ストックホルム★→ヘルシンキ→サンクトペテルブルグ★★→タリン→●→ベルリン/ワルネミュンデ→コペンハーゲン★→●→
ロンドン/ドーバー

レイキャビク→イーサフィヨルズル→アークレイリ→セイジスフィヨルズル→●→トースハウン→ラーウィック/シェットランド諸島→
ベルゲン→フロム→エイドフィヨルド/ハルダンゲルフィヨルド→スタヴァンゲル→●→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→ウォーターフォード→ホリーヘッド→リバプール→ダブリン★

東京→●→鹿児島→長崎→●→仁川→●→北京/天津★★→●→上海★

上海★→●→那覇→台北 /基隆→●→ハノイ/ホンガイ★→●●→ホーチミンシティ★→●→シンガポール★

シンガポール→●●→ヤンゴン★★→●●→チェンナイ→●→コロンボ→●●→ムンバイ→●●→ドバイ

ドバイ★→アブダビ→●→マスカット→●●●●●→ルクソール/サファガ★→●●●スエズ運河通航→サントリーニ島→●→
アマルフィ→ローマ/チヴィタヴェッキア

ブリスベン→●→エアリビーチ→タウンズビル→ポートダグラス→●●グレートバリアリーフクルージング→バンダネイラ→
アンボン→●●→コタキナバル→バンダルスリブワガン→●→マニラ★→●→香港★

ワールドクルーズ／
パナマ運河

ワールドクルーズ／
ハワイ・南太平洋

ワールドクルーズ／
オセアニア・アジア

ワールドクルーズ／
アジア・日本

ワールドクルーズ／
日本・アジア

ワールドクルーズ／
アジア

1/5～1/21 （16泊）

1/21～2/11 （21泊）

2/11～3/1 （18泊）

3/1～3/13 （12泊）

3/13～3/25 （12泊）

ワールドクルーズ／
アジア・中東

3/25～4/8 （14泊）

4/8～4/24 （16泊）

ワールドクルーズ／
地中海

中東・地中海

北欧・北海

4/24～5/12 （18泊）

5/12～5/24 （12泊）

6/6～6/13 （7泊）

北欧・ノルウェー海6/13～6/27 （14泊）

北欧・バルト海6/27～7/8 （11泊）

北欧・バルト海

北大西洋

北大西洋

7/8～7/20 （12泊）

7/20～8/1 （12泊）

英国諸島

英国諸島

北大西洋

北大西洋横断

8/1～8/13 （12泊）

8/13～8/20 （7泊）

8/20～8/27 （7泊）

8/27～9/5 （9泊）

9/5～9/17 （12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

OCY
210121-21

OCY
210211-18

OCY
210301-12

OCY
210313-12

OCY
210325-14

OCY
210408-16

OCY
210424-18

OCY
210512-12

OCY
210606-07

OCY
210627-11

OCY
210708-12

OCY
210720-12

OCY
210801-12

OCY
210813-07

OCY
210820-07

OCY
210905-12

OCY
210613-14

OCY
210827-09

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→●→ケベック★

ケベック★→●●→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→プロビンスタウン→ボストン→バーハーバー→セントジョン→●→ニューヨーク

ニューヨーク→●→ハミルトン→●●→ブリッジタウン→●→デビルズアイランド→●●●→パリンチンス→マナウス★→ボカ・ダ・ヴァレリア→
サンタレン→●アマゾン川クルージング→●●→セントジョージズ→ポワンタピートル→セントトーマス→●●→マイアミ

ケベック★→●●→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→●→ケベック★

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・
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

9/17～9/25 （8泊）

米国東海岸・
カリブ海・アマゾン

9/25～10/3 （8泊）

10/3～10/11 （8泊）

10/11～10/19（8泊）

10/19～10/26（7泊）

10/26～11/19（24泊）

OCY
210917-08

OCY
210925-08

OCY
211003-08

OCY
211011-08

OCY
211026-24

OCY
211019-07

マイアミ→●→コズメル→コスタマヤ→ベリーズシティ→●→ジョージタウン→●→キーウエスト→マイアミ

マイアミ→●●→ロードタウン/トルトラ島→グスタヴィア/サン・バルテルミー島→バステール/セント・キッツ島→
カストリーズ/セントルシア→フィリップスブルフ/セント・マーティン島→●●→マイアミ

マイアミ→●→グランドターク/タークス・カイコス諸島→●→フィリップスバーグ/セント・マーチン島★、バステール/セント・キッツ島→
セントジョンズ/アンティグア→カストリーズ/セントルシア→ブリッジタウン/バルバドス★★→セント・トーマス島→●●→マイアミ

マイアミ→●●→バセテール→カストリーズ→セントジョーンズ→セントトーマス→サンファン

サンファン→フィリップスバーグ/セント・マーチン島★→グスタヴィア/サン・バルテルミー島→ポワンタピートル/グアドループ→●→
グランドターク/タークス・カイコス諸島→●→マイアミ

カリブ海

カリブ海

カリブ海

カリブ海

カリブ海

11/19～11/28（9泊）

11/28～12/5 （7泊）

12/5～12/12 （7泊）

12/12～12/22（10泊）

12/22～1/5 （14泊）

OCY
211119-09

OCY
211128-07

OCY
211205-07

OCY
211212-10

OCY
211222-14

OCY
210105-16

◆航空便は、希望の航空会社を利用したい！
　ご希望の航空会社、発着空港、時間帯、お座席クラス等をご相談の上、お見積もりさせていただきます。
◆クルーズの乗下船地で、ゆったり観光を楽しみたい！
　ご希望に合わせて、クルーズ前後泊のホテル、お車、専属ガイド等お見積りさせていただきます。
◆飛行機は自身で手配するので、送迎・クルーズのみ予約してほしい！
　専用車での送迎、クルーズ料金のみのお見積りさせていただきます。
◆マイペースに過ごしたい！
　乗下船港での送迎はもちろん、寄港地での観光もご希望に合わせてお見積りさせていただきます。

（イメージ）
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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

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、取消料が発生する日から
起算して遡って14日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
■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2020年5月1日を基準としています。また、旅行代金
は2020年5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。

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。
■ビザについて
●日本国籍のお客様が、ご取得必要なビザにつきましては、各コースの
ページに記載いたしております。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。
■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12０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
120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：呉田博之 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）

120日～91日前まで
90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37.5％
121日前まで 無料

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

●クリスタル セレニティ：「東京下船！早春の香港・台湾と日本漫遊クルー
　ズ」「東京乗船！春色の九州・中国漫遊クルーズ」

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

●クリスタル シンフォニー、セレニティ：13泊以下のクルーズ利用コース、
　（「東京下船！早春の香港・台湾と日本漫遊クルーズ」「東京乗船！春色の
　九州・中国漫遊クルーズ」除く）、クリスタル マーラー利用コース

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

210日～151日前まで
150日～121日前まで
120日～91日前まで
90日前以降

旅行契約の解除期日 取消料

旅行代金の25％
211日前まで 無料

旅行代金の50％
旅行代金の75％
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

●クリスタル シンフォニー、セレニティ 14～21泊クルーズ利用コース

●クリスタル エンデバー利用コース

C R Y S T A L  C R U I S E

■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。


