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郵船クルーズ株式会社 営業企画部 インターナショナルチーム 

（担当：遠藤、木村、野尻、会田、下岡） 

〒220-8147 横浜市西区みなとみらい 2-2-1 横浜ランドマークタワー47 階 

ＴＥＬ：045-640-5352 ／ ＦＡＸ：045-640-5366 

https://nykc.jp/crystalcruises ／ E-mail:crystal@asukacruise.co.jp 

 
 
 

クリスタル・オーシャン・クルーズ 

2019年販売マニュアル 
 

１. 2019年販売条件 （1月～12月） 

２．オールインクルーシブについて 

8．その他諸注意 

 

9. 乗下船規定 

 

５．前泊・後泊ホテルプログラム 

６．送迎プログラム 

７．マイルストーン（リピーター特典）プログラム 

 

 

 

 

４．申込～出発までのフロー（クイックガイド付） 

３．各種キャンペーンと上級キャビン特典 
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１．クルーズ代金： 

☆ 弊社日本語パンフレットに記載のクルーズ代金は客室を 2 名様でご利用する場合のお一人様の目安の代金 

です。クルーズ代金は“変動制”ですので、最新のクルーズ代金はクリスタル・クルーズ社のホームページ 

（英語）でご確認ください。http://www.crystalcruises.com 

☆ 代金は上記 URL より、右上の検索から Voyage 番号入力→Rooms&Fares→EXPAND ALL をクリックしてい

ただき YOUR EXCLUSIVE FARES (客室をツインでご利用の場合のお一人様代金)でご確認いただけます。 

☆ ホームページ記載のクルーズ代金は US ドル建てで、お支払いは US ドルまたは日本円をお選びいただけます。

年度（4 月～3 月）で通貨を統一していただきますのでご了承ください。 

☆ 2019 年度からご予約と同時にクルーズ代金 20%のデポジットを申受けます。 

☆ 換算レートは、原則当該クルーズ開始日の前日より起算して 120 日前の三菱東京ＵＦＪ銀行の B.S.R.(Bank 

Selling Rate)即ち TTS レート＋2 円を適用いたします。（120 日前が土・日・祝日にあたる場合はその翌日の 

営業日のレートを適用いたします。追加請求が発生した場合は初回請求時の換算レートとさせて頂きます。） 

    

※為替変動の理由による請求書の再発行はお受けできません。 

   ※日本円支払いご希望の場合で、換算レート確定後にお申込のFITでの参加のお客様はご相談ください。 

☆Port Charge は表示のクルーズ代金に含まれておりません。各クルーズのポートチャージは料金表の 

ポートチャージ欄をご覧ください。現時点での燃油サーチャージは未定ですが、ポートチャージ、燃油サーチャージ

（課せられる場合）は代理店手数料の対象にはなりませんのでご注意ください。 

※キャンセル待ちのご予約となった場合は、正式予約となった時点でのクルーズ代金が適用され、取消料金発生 

期間内に正式予約となった場合も通常の取消料規定に準じます。お申し込み時でのクルーズ代金ではございません

のでご注意ください。 

 

２．シングル利用代金：客室をお一人で使用される場合の代金は、以下の料率が目安ですがシングル料率も「変動制」

ですので都度お問い合わせください。 

クリスタル・シンフォニー 

 基本のシングル代金料率 シングル代金の料率の目安 

E2/E1/D/C2/C1 130% 

B2/B1/A3/A2/A1 140% 

  PH 175% 

  CP/PS 200% 

  

  

 

 

 

 

 

※ シングル利用の客室数はコントロールされております。設定された数を超えた場合、全カテゴリーにおいて新規 

予約のシングル（含：ツイン→シングルへの変更）がツイン代金の 200％となる可能性があります。 

ご予約の際に代金を必ずご確認ください。 

 

 

クリスタル・セレニティ 

 基本のシングル代金料率 シングル代金の料率の目安 

  C3/C2/C1 130% 

  B3/B2/B1/A2/A1 140% 

  P2/P1 150% 

  PH 175% 

  CP/PS 200% 

１．2019年販売条件（1月～12月） 

http://www.crystalcruises.com/home.aspx
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３．客室を大人 3 名で利用の代金：2 名は正規代金＋3 人目は各クルーズの最低代金(Cruise Fare) 

※ 3 人目は Your Crystal Savings 適用外です。最新のクルーズ代金はお問い合わせください。 

※ 3 人でご利用頂ける客室には限りがございます。又、客室が狭くなる事から事前に同意書をご提出頂きます。 

 

４．子供代金：原則として子供も正規代金。 

※ 但し、子供（12 歳未満）を含めて 3 名様で客室をご利用の場合、2 名は正規代金＋3 人目は各クルーズの最低代金

(Cruise Fare)の 50％となります。3 人目は Your Crystal Savings 適用外です。詳細はお問い合わせください。 

 

５．幼児代金（6 ヶ月以上）： ４.子供代金と同様の取り扱いとなります。 

※ 6 ヶ月未満の幼児はご乗船頂けません。おむつはご用意しておりませんのでご了承ください。 

※ ベビーベッド＆ベビーフードは数に限りがございますので、お申し込み時にご連絡ください。 

※ ツイン利用で大人 1 名様と幼児がご乗船の場合、幼児の年齢に関わらず正規代金（大人 1 名様分と同額）となります。 

※ ベビーシッターサービスは満 1 歳からご利用頂けます。ご依頼はご乗船後、ご利用希望の 24 時間前までに船上コンシェ

ルジュへお申し付けくださいませ。ご料金は下記をご参照ください。尚、セキュリティ上 1 人のシッターにつき最大 3 名ま

でのお預かりとなります。詳細は弊社までお問い合わせください。 

ベビーシッターご料金： 1 名様ご利用 US$10/１時間, 2 名様ご利用 US$15/１時間, 3 名様ご利用 US$20/１時間 

 

６．割引：2019 年のクリスタル・クルーズに関しては以下の割引が適用となります。 

① クリスタル・ソサエティ・メンバー割引（リピーター割引） 

クリスタル・クルーズに一度ご乗船されますと、自動的にクリスタル・ソサエティのメンバーとなります。但しクルーズ

（区間クルーズなど）によっては、メンバー資格が得られない場合がございますので予めご了承ください。 

クリスタル・ソサエティのメンバーがクリスタル・クルーズに申し込まれた場合、各カテゴリーに応じた定額の割引を

適用いたします。 

☆ ネームインの際にリピーターである旨及び生年月日/郵便番号を必ずご連絡ください。当方で確認の上、割

引を適用します。 

☆ コミッションは割引後の代金にて計算させて頂きます。 

☆ 本割引は船上予約割引、全額一括支払割引との併用が可能です。 

 

② 船上予約割引（Onboard Booking Discount） 

ご乗船中に船内の Cruise Sales Consultant を通じて先のクルーズをお申し込み頂き予約が確定された場合、 

各カテゴリーに応じた定額の割引を適用いたします。 

☆ 船上にてお申し込み頂いたご予約は、必ず船内でレシートをお受け取りください。 

※船上でのお申込はリクエストとなりご予約確定ではございませんので、必ずご帰国後にご予約がお取り 

出来ているかの確認をお願いいたします。 

☆ 下船後に船内で受領したレシートと共に郵船クルーズまで必ずご一報ください。お申し出が無い場合 

船上予約とその割引が適用されないことがございますのでご注意ください。 

☆ 本船より船上予約の連絡があったご予約は郵船クルーズ経由お申し込みの旅行会社にお戻しいたします。 

☆ 船上予約をお申し込みの際にお一人様 1 クルーズあたり US＄100 以上のご予約金が必要となり、 

最終支払時に相殺させて頂きます。（ご予約金の換算レートは下船日の TTS レートとなります。） 

☆ お申し込みのクルーズをキャンセルチャージ期間内に入ってからキャンセルされた場合、ご予約金の払い戻

しは出来ません。予めご了承ください。 

☆ 船上予約はネームチェンジが出来ません。 
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☆ 船上予約の振替は一回のみ承ります。 

☆ コミッションは割引後の代金にて計算させて頂きます。 

☆ 本割引はクリスタル・ソサエティ・メンバー割引、全額一括支払割引との併用が可能です。 

※ 船上予約割引の適用は、お申込ご本人様から見て二親等以内の親族に限ります。 

※ オープンの船上予約（クルーズ未確定の船上予約）は下船日より 6 ヶ月以内にクルーズを決定して頂かない場合、

自動的にキャンセルとなりますがご予約金は返金されます。 

 

③ クルーズ代金早期一括支払割引（Early Full Payment Saves） 

クルーズ代金をクルーズ開始日より 7 ヶ月前までに申請、且つ、全額一括でお支払い頂いた場合、 

各種割引適用前のクルーズ代金（ポートチャージを除く）の約 2.5％の割引を適用いたします。 

☆ 本割引をご希望の場合はクルーズ開始日より起算して出航の 7 ヶ月までに弊社に入金となるよう申請 

ください。 

☆ 日本円の換算レートは請求書発行月の弊社指定換算レート（当月社内換算レート+2 円）を適用します。 

☆ コミッションは割引後の代金にて計算させて頂きます。 

（但しポートチャージはコミッション対象外です。） 

☆ 本割引はクリスタル・ソサエティ・メンバー割引、船上予約割引との併用が可能です。 

☆ クルーズ代金 7 か月前早期一括支払後、コースやカテゴリー等の変更（連続乗船の区間変更も含む）で、 

代金に変更が生じた場合、本割引は無効になる場合がございます。 

※６.に記載の各割引は、キャンペーンレートの適用等で併用が出来ない場合もございます。また最終のお支払い完了

後の申請ですと適用不可となる場合がございますのでご注意ください。 

 

７．連続乗船：連続したクルーズをご予約頂いた場合、連続乗船割引が適用される場合がございます。 

別途お問い合わせください。 

 

８．添乗員： 原則条件無しですがクルーズによっては 15 名様以上の集客につき、添乗員様 1 名様分（ベッド）のクルー

ズ代金無料の条件がございます。 

なお、上記 1 ベッドフリーの場合もポートチャージは別途申し受けますので予めご了承ください。 

※ 集客数は同区間乗船者数の合計となります。 

※ 原則として他社の添乗員様との相部屋となります。 

※ 正規代金以外でご乗船の添乗員様の場合、無料 Wi-Fi サービス等が適用にならない場合がございます。 

 

９．キャンセル条件 ：  

2019 年の出発のクルーズに関して、クルーズ代金に応じて下記の通りキャンセル料を申し受けます。 

（変更となる場合があります。予めお含みおきください。） 

2019 年ワールドクルーズ 

（ワールドクルーズの区間及び連続クルーズを含む）キャンセル料 

クルーズ開始の前日より起算して 47 日以上のクルーズ 46 日以下のクルーズ 

151 日前まで キャンセル料無し キャンセル料無し 

150 日前～91 日前 20% キャンセル料無し 

90 日前～61 日前 50% 20% 

60 日前～31 日前 100% 50% 

30 日前～ご乗船当日 100% 100% 

【注】 2018 年のワールドクルーズは、『クリスタル・セレニティ』 ①OCY190114-22②OCY190205-15③OCY190220-21 
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④OCY190313-26 の４コースです。 

 

2019 年通常クルーズキャンセル料 

クルーズﾞ開始の前日より起算して 

通常クルーズ 
（ワールドクルーズを除く） 

91 日前まで キャンセル料無し 

90 日前～46 日前 20% 

45 日前～31 日前 50% 

30 日前～ご乗船当日 100% 

※ カテゴリーダウン、及びネームチェンジの変更に関しては上記キャンセル料と同等の変更手数料を申し受けます。 

 

１０．Air/Sea プログラム： 

クリスタル・クルーズの指定フライトで北米のゲートウェイ各都市とクリスタルの乗船地・下船地を飛行機で結び、

更に空港～港間のトランスファーをセットにしたＡｉｒプログラムをご用意しております（一部トランスファーが付かない 

都市がございます）。ご希望の際はお問い合わせください。金額・キャンセル条件等につきましても別途お問合せ 

ください。Air/Sea プログラムはコミッション対象外です。 

 

 

 

 

◇オールインクルーシブに含まれるもの 

 

○ ワイン、スパークリングワイン、ビール、カクテル、スピリッツ（蒸留酒でできているウイスキー、ブランデー、ウォッカ、

ジン、ラム、テキーラなど）などのアルコール飲料（但しヴィンテージものを除く） 

○ 基本のチップ（バトラー、客室スチュワーデス、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のご利用 （各 1 回） 

 

↓↓↓オールインクルーシブのメリット↓↓↓ 

 

☆ 無料のアルコール飲料を召し上がる場合におけるサイン等のお手続きが省かれます。 

☆ 貴重なヴィンテージワイン、その他年代物のスピリッツなどは、お手ごろな価格でお楽しみ頂けます。 

☆ ルームサービスでも無料のアルコール飲料をご注文頂けます。 

☆ ペントハウスのバーサービス、ウェルカムシャンパン、赤ワイン、白ワイン、ビールとソフトドリンクやお水などはこれ

まで同様、お部屋へのご用意を継続いたします。 

☆ 全てのお客様は、無料にて Wi-Fi をご利用頂けます。 

  

◇オールインクルーシブに含まれないもの 

《代表例》 

○ スパ及びビューティーサロン費用とチップ（１８％のサービス料が自動加算されます。） 

○ クリスタル・クルーズ主催のショアー・エクスカーション費用 

○ 船内ブティックやお写真の購入などの個人的な諸費用 

○ 有料のヴィンテージワインやその他年代物のスピリッツなどのアルコール代金 

○ ヴィンテージルームのご利用代金 

○ クリーニング費用（PH、PS、SH、SS、CP の上級キャビンにご滞在のお客様はプレスが無料です。） 

○ 無料 Wi-Fi を超過した際の通信費やヴィンテージルームの利用など、個人的な諸費用 

２．オールインクルーシブについて 
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◇スペシャルティーレストランのご利用規定 
 

客室一部屋毎に１クルーズ中に「プレゴ」、「ウミ・ウマ」、を各一回ずつ事前予約が可能です（無料）。各レストラン二回目

以降のご利用は有料となり、お一人様US$30で、ご乗船後船上にてお申し出の早い順でご予約を承ります。 

事前予約は、Priority Check-in and Planning Center (PCPC) よりご予約頂けますが、その際に、お客様の 

Crystal Key Codeが必要となります。  

 
○ 複数区間を連続乗船されるお客様は、区間ごとに「プレゴ」と「ウミ・ウマ」を各一回ずつ無料でご予約可能です。 

例えば、3区間28日間（8日間+10日間+12日間）を連続でご乗船される場合、お客様ごとに、計6回の事前予約が

可能となります（無料）。（プレゴ×3回、ウミ・ウマ×3回） 

 
 

○ 14泊以上のクルーズでご乗船されるお客様は、「プレゴ」、「ウミ・ウマ」を各2回ずつご予約可能です。（無料） 

但し、二回目のご予約はご乗船後、船上にて承ります。（ご予約は空き状況によります。） 

 
 

○ フルワールドクルーズにご乗船されるお客様は、全てのスペシャルティーレストランのご予約が無料となります。 

各区間の、「プレゴ」、「ウミ・ウマ」の各一回目のご予約は、PCPCより事前予約可能です。  

追加のご予約はご乗船後、船上でのご確認となります。（ご予約は空き状況によります。） 

 
 

○ クリスタル・ソサエティ・メンバー(マイルストーン50回以上)は、全てのスペシャルティーレストランのご予約が無料と

なります。区間ごとの「プレゴ」、「ウミ・ウマ」の各一回目のご予約は、PCPCより事前予約可能ですが、二回目以降

のご予約はご乗船後、船上でのご予約となります。（ご予約は空き状況によります。） 

 
 

※ また、上記スペシャルティーレストラン以外に「シルク」も、予約制となります。PCPCより、ご予約ください。「シルク」

に関しましても、客室一部屋毎に１クルーズ中一度だけ事前にご予約が出来、二回目以降のご予約はご乗船後に

船上にて承ります。「シルク」に関しましては二回目以降のご利用も料金はかかりません。 

尚、「シルク」は不定休です。毎日営業ではございませんのでご留意ください。 
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☆ YOUR EXCLUSIVE FARE キャンペーン （早いお申込がお得！） 

2018年全てのクルーズで早めのお申込でお得な代金設定です。 

 

☆ Crystal Memories Program （クリスタルメモリーズプログラム）  

 

ご親戚の集まりやご友人とのグループ 11 名でご参加の場合に下記の特典と 10 名のご入金が確認出来次第、 

11 人目のクルーズ代金が無料となります。 

（正規料金でご予約の 10 名ごとに、11 人目のクルーズ代金が無料となります。） 

また、正規料金で 3 部屋、6 名様のグループのご予約で下記の特典が付きます。 
 

※このプログラムは、全てのご予約が同時であることが条件ですのでご注意ください。 

 

○ お一人様につき US$200 の船上クレジット(対象：正規クルーズﾞ代金支払い者のみ、最高 1 室 2 名様ご利用まで) 

○ 8” x 12”（20X30ｃｍ） のアクティビティ写真 1 枚と、USB メモリ 1 本（ご購入された全ての写真のデジタルフォトファイ

ル）を 1 室で 1 セット 

○ 3 人目のご利用が 17 歳以下の場合はクルーズ代金が無料 

○ 最低 US$2,500 のプライベートツアーをご予約頂いた場合はツアー費用から US$500 割引 

※プライベートツアー依頼費用＄100 のお払い戻しはございません。 

○ 発表のオーシャンクルーズに適用（予約状況によっては適用できない場合もございます）  

 

※ クリスタル・ソサエティ割引、船上予約割引、マイルストーン特典、クルーズ代金全額一括割引との併用が 

可能です。 

※ 上記キャンペーンは予約状況によっては予告無しにご利用頂けない場合もございます。予めご了承ください。 

 

☆ ペントハウス・アメニティ （上級キャビン特典） 

客室タイプ PH（ペントハウス）、SH（シーブリーズペントハウス）、/ PS（ペントハウススイート）、SS（シーブリーズ 

ペントハウススイート）/ CP（クリスタルペントハウス）をご利用のお客様には以下の特典がございます。 

 

    カテゴリー別  ペントハウス・アメニティ                      
 

PH、SH / PS、SS / CP 共通のペントハウス・アメニティ 

PS          

客室からの船外への無料通話、１時間分 
 

 

・お客様のご要望にお応えするバトラーサービス 

・ウェルカムシャンパンとフラワーブーケのおもてなし 

  

  

・ステーショナリーグッズ（ご要望に応じ、お名前入りの便箋と封筒をご用

意します。申込用紙をご記入の上、バトラーにお渡しください。  

 
 

・双眼鏡 

CP         

・お好みの新聞（日本語新聞の選択は限られます）

を１紙、毎日無料でお部屋にお届け  
・ジャクジー付きバスタブ・シャワー（車椅子用客室と SH/SS は除く） 

・スペシャルティ・レストラン（プレゴ、シルクロード＆寿

司バー）でのお食事が制限無く無料  
・ウォークインクローゼット 

・客室から船外への無料電話、２時間分 
 

・営業時間内におけるスペシャルティーレストランを含む船内全てのレスト

ランメニューのルームサービス 

・ドライクリーニング無料 
 

・スーツケースの荷解き、整理、荷造りのお手伝い   

・ランドリー（洗濯機での洗濯）無料 
 

・リクエストに応じ 15：30～16：30 にアフタヌーンティーのティーやケー

キをお部屋にお届け 
  

・乗船日の正午より客室利用可能(クルーズ

によっては利用不可の場合も有ります)     
・ご夕食前にカナッペをお部屋へお届け 

・キャプテンによるプライベートのブリッジ           

見学ツアーご招待（ご見学可能な場合のみ） 

 

・空港～港間のプライベート送迎（150Km 以内） 

 

・お部屋で受けられるクリスタルスパのマッサージ（マッサージは有料で

す） 

 
・プレスの無料サービス 

 
  

      
・靴磨きの無料サービス 

       
  

３．各種キャンペーンと上級キャビン特典 
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１．お申込手順 

①  お客様のお名前（ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄのﾌﾙﾈｰﾑ）、生年月日、郵便番号、（リピーターの方はクリスタル・ソサエティナンバー）、

クルーズ番号とご希望のカテゴリーをメールにてご連絡ください。 

②  ご予約完了後、予約番号とお部屋番号を折り返しご連絡いたします。 

ご予約番号をお伝えした段階で、予約完了となりますのでご注意ください。 

 

※お申込受付時の留意点 

１）  未成年者のご参加は大人の方の同行が必要となります。 

２）  6 ヶ月未満の乳児及び乗船時に妊娠 6 ヶ月以上の方はご乗船できません。 

３）  車椅子のお客様は予約時にその旨をお申し出ください。 

４）  ３名様で一室使用の際はご利用可能な客室に制限がございます。ご予約にあたっては「三人部屋使用に関する同意

書」へのお客様のご署名が必要となります。 

５）  取消料に関しましては 4 ページ、9 項目にある「キャンセル条件」の欄をご参照ください。 

６）  クリスタル･クルーズ社の規定により、クルーズ終了時点でパスポートの残存有効期間が渡航国の規定を問わず 

6 ヶ月以上あることが必須です。残存有効期間が 6 ヶ月未満の場合は再発行を受けてください。また、余白ページに

関しては目安として 1 クルーズにつき 4 ページ必要となります。 

 

２．ご旅行代金の収受 

①  お申込金として、ご予約と同時にクルーズ代金 20%のデポジットをご請求させていただきます。デポジットと残金の換

算レートは統一していただきます。 

②  出航日 7 ヶ月前までにご旅行代金を全額ご入金頂いたご予約については早期一括支払割引の適用が可能です。 

早期一括支払割引適用をご希望の場合は遅くとも 7 ヶ月までに弊社に入金となるようお申し出ください。（円貨レー

ト：請求書作成時の弊社当月指定レート） （P4、6.割引-③） 

③  残金のご請求は、出航日 4 カ月前を目途に請求書を作成いたします。請求書に記載された指定の支払日までに期日

厳守で（出発前）にお支払いください。（P.2、1.クルーズ代金） 

（円貨のレートは出航日の前日から起算して 120 日前の三菱東京 UFJ 銀行のＴＴＳレート+2 円） 

④  ご入金後にお申し込みをキャンセルされた場合、返金は原則、クルーズをキャンセルされた翌月 20 日となります。 

予めご了承ください。   

※通貨は US ドルもしくは日本円をお選び頂けますが、年度（4 月～3 月）を通して統一となり、途中での変更はできま

せん。 
 

３．手続き／チケット発券 

①  出航４ヶ月前頃に最終航海スケジュール・ドレスコード・乗下船情報などをまとめ、『クルーズのご案内』として 

メールでご連絡します。 

②  【連絡事項 FINAL フォーム】を郵船クルーズよりメールにて送付いたします。食事のリクエストやフライト情報など

の必要事項をご入力の上、出航 3 ヶ月前（12 週間前）迄にご提出ください。 

同フォームサンプルは、11～14 ページをご参照ください。 

③  ショアー･エクスカーションのご案内（日本語）は、クルーズの約３か月前を目途に、メールにてお送りします。 

（出航 180 日前より http://www.crystalcruises.com/（英語）でも内容をご覧いただけます。） 

④  出航３週間前を目途に乗船券をお届けします。（ラゲージ・タグや船内のご案内もご一緒にお送りします。） 

⑤   
 

４．Priority  Check-In  &  Planning  Center (PCPC)の登録 

① 弊社へのクルーズ代金ご入金完了にて、クリスタル・クルーズウェブ 

サイト（http://www.crystalcruises.com）(英語)にて PCPC の登録をお願い致します。 

この登録を完了いただきますとスペシャルティーレストランやショアー・エクスカーションの事前予約が可能とな

ります。登録方法につきましては 15ページの Priority Check In & Planning Center マニュアルをご一読ください。 

尚、船内サービスの事前予約は、クルーズ代金全額のお支払いと、お客様情報のご登録をお済ませの方のみご

利用頂けます。 

② クリスタル・クルーズでは、空港～本船間のグループ混載、混乗送迎（有料連絡バス）の手配も有料にて 

PCPC にてご予約が可能です。料金は 19 ページの【６．送迎プログラムをご覧ください】。ただし 

空港～ホテル～本船間の送迎付き前泊/後泊ホテルプログラム（有料）とプライベート送迎（有料）をご希望のお

客様は PCPC にてご予約を承っておりませんので、弊社までご連絡ください。ホテルプログラムの料金は 

16～18 ページをご参照ください。 

４．申込～出発までのフロー（クイックガイド付） 
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申込～出発までのクイックガイド＜FITのお客様＞ 

クルーズ番号 V. 取消料発生日：  月  日  

乗船日：  月  日＠      港 下船日：  月  日＠      港 

 

日付 ✔  

/ ❑ ご予約の詳細をメールにて送信してください。 

crystal@asukacruise.co.jp （Tel.045-640-5352） 

① パスポート上の氏名および性別/生年月日/郵便番号（リピーターの

方はクリスタル・ソサエティ番号） 

※パスポート残存有効期間下船後６ヶ月以上/余白ページは 1クルーズにつき 

４ページ（目安） 

② キャビンカテゴリー 

③ 乗船日の乗船予定時刻 

※2 名利用時はツインベッド、1 名利用時はキングベッドでご用意いたします。 

※その他ご希望があればお知らせください。 

  予約状況を 48 時間以内(休業日を除く)にメールにてご回答いたしま

す。 

/ ❑ //20%デポジットのご請求// 

/ ❑ //出航 4 ヶ月前頃// 請求書のコピー（オリジナルは郵送）と 

クルーズのご案内、連絡事項 FINAL フォームをメールにて送付致 

します。請求書に記載された期日までにご入金をお願いいたします。 

御社から弊社へのご入金完了と弊社より船社への支払いが完了 

次第、Priority Check-In & Planning Center(PCPC)への情報登録を 

お願い致します。 

  ↓ 

 ❑ //出航 3 ヶ月前頃// ショアー･エクスカーションのご案内（日本語）

をメールにて送付いたします。 

  ↓ 

/ ❑ //出航 2 ヶ月(12 週間)前までに// 連絡事項 FINAL フォームに入力の

上、弊社担当者までメール添付にて提出をお願いいたします。 

  ↓（プライベートパーティーご希望の場合もフォームにてご依頼ください。） 

/ ❑ //出航 3 週間前頃// 乗船券セットを郵送にて発送いたします。 

  ↓ 

/ ❑ //出航 8 日前// PCPC での事前手配変更締め切り。 

今一度、変更や、手配漏れがないかをご確認ください。 

↓ 

ご出発✈ 

mailto:crystal@asukacruise.co.jp
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申込～出発までのクイックガイド＜添乗員を伴うパッケージのお客様＞ 

クルーズ番号 V. 取消料発生日：  月  日  

乗船日：  月  日＠      港 下船日：  月  日＠      港 

 

日付 ✔  

/ ❑ ご予約の詳細をメールにて送信してください。 

crystal@asukacruise.co.jp （Tel.045-640-5352） 

④ パスポート上の氏名および性別/生年月日/郵便番号（リピーターの

方はクリスタル・ソサエティ番号） 

※パスポート残存有効期間下船後６ヶ月以上/余白ページは 1クルーズにつき 

４ページ（目安） 

⑤ キャビンカテゴリー 

⑥ 乗船日の乗船予定時刻 

※2 名利用時はツインベッド、1 名利用時はキングベッドでご用意いたします。 

※その他ご希望があればお知らせください。 

  予約状況を 48 時間以内(休業日を除く)にメールにてご回答いたしま

す。 

  ↓ 

/ ❑ //出航 4 ヶ月前頃// 請求書のコピー（オリジナルは郵送）と 

クルーズのご案内、連絡事項 FINAL フォームをメールにて送付致 

します。請求書に記載された期日までにご入金をお願いいたします。 

御社から弊社へのご入金完了と弊社より船社への支払いが完了 

次第、Priority Check-In & Planning Center(PCPC)への情報登録を 

お願いいたします。 

  ↓ 

 ❑ //出航 3 ヶ月前頃// ショアー･エクスカーションのご案内（日本語）

をメールにて送付いたします。 

  ↓ 

/ ❑ //出航 2ヶ月(12週間)前までに// 連絡事項FINALフォームに入力の

上、弊社担当者までメール添付にて提出をお願い致します。 

 

/ 

 

❑ 

↓ 

//出航 3 週間前頃// 乗船券セットを郵送にて発送いたします。 

※添乗員の方の PCPC での事前特別手配は出航１４日前～８日前となります。 

 

/ 

 

❑ 

↓ 

//出航 8 日前// PCPC での事前手配変更締め切り。 

今一度、変更や、手配漏れがないかをご確認ください。 

  ↓ 

  ご出発✈ 
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船名 Voy# ご記入日

Voyage

御社名

ご参加人数 添乗員の氏名

Group 名様

TC 名様

乗船予定時間 頃 Airline

Flight Number

Departure Airport

Departure Date

Departure Time :

Arrival Airport

Arrival Date

NYKC記入欄 Arrival Time :

下船予定時間 頃 Airline

Flight Number

Departure Airport

Departure Date

Departure Time :

Arrival Airport

Arrival Date

NYKC記入欄 Arrival Time :

姓(漢字) 名(漢字)

該当の乗客名1

お誕生日 年 月 日

ご希望日 ご希望日

提供場所 ※誕生日の当日以外でもご提供可能です。

姓(漢字) 名(漢字)

該当の乗客名2

お誕生日 年 月 日

ご希望日 ご希望日

提供場所 ※誕生日の当日以外でもご提供可能です。

特別朝食セット（ご本人および同伴者1名分） 夕食時のケーキ提供

船内新聞/テレビでの案内をご希望ですか？

特別朝食セット（ご本人および同伴者1名分） 夕食時のケーキ提供

姓(ローマ字) 名(ローマ字) お部屋番号

船内新聞/テレビでの案内をご希望ですか？

Deviation CCI承認：　　　月　　　日

お誕生日特典

ご乗船中(乗下船日を含む)にお誕生日をお迎えになるお客様がいらっしゃいますか？

姓(ローマ字) 名(ローマ字) お部屋番号

下船後にクリスタルの送迎サービスをご利用なさいますか？

乗下船に関わる

その他連絡事項

例：09:00

Deviation CCI承認：　　　月　　　日

下船について 予定フライト（復路）

乗船後、船上でのランチをご希望ですか

乗船時にクリスタルの送迎サービスをご利用なさいますか？

乗船について 予定フライト（往路）

※規定時間内のご乗船か今一度ご確認ください。

規定時間外にご乗船を希望される場合は、ご乗船頂け

ない場合や追加費用が発生するかもしませんので必ず

事前に可否をご確認ください。

連絡事項FINALフォーム（添乗員付きツアー用）

NYKC記入欄

ローマ字

漢字

例：15:00

いる いない
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姓(漢字) 名(漢字)

該当の乗客名1

*予約代表者名

記念日 年 月 日

記念日種別

ご希望日

※記念日の当日以外でもご提供可能です。

姓(漢字) 名(漢字)

該当の乗客名2

*予約代表者名

記念日 年 月 日

記念日種別

ご希望日

※記念日の当日以外でもご提供可能です。

姓(漢字) 名(漢字)

該当の乗客名1

NYKC記入欄

姓(漢字) 名(漢字)

該当の乗客名2

NYKC記入欄

船上呼称：姓(ローマ字) 船上呼称：名(ローマ字)

該当の乗客名1

船上呼称：姓(ローマ字) 船上呼称：名(ローマ字)

該当の乗客名2

その他 特記事項 ※特記事項がある場合、具体的にご記載ください。(例:車いす,インシュリンの持参/家族構成/その他)

PPT表記：姓(ローマ字) PPT表記：名(ローマ字) お部屋番号

※訪船申請のコンファメーションを本書面に添付してください。

訪船申請 CCI承認：　　　　月　　　　日 AGTからコンファメーション受領：　済　　　　　　　未

船上呼称 ※PPT表記のお名前と船上呼称が異なる場合、下記に情報をご記載ください。

PPT表記：姓(ローマ字) PPT表記：名(ローマ字) お部屋番号

姓(ローマ字) 名(ローマ字) お部屋番号

※訪船申請のコンファメーションを本書面に添付してください。

訪船申請 CCI承認：　　　　月　　　　日 AGTからコンファメーション受領：　済　　　　　　　未

夕食時のケーキ提供

訪船申請

ご乗船のお客様の中で、訪船申請をなさっている方がいらっしゃいますか？

姓(ローマ字) 名(ローマ字) お部屋番号

船内新聞/テレビでの案内をご希望ですか？

船内新聞/テレビでの案内をご希望ですか？

夕食時のケーキ提供

姓(ローマ字) 名(ローマ字) お部屋番号

ご乗船中(乗下船日を含む)に記念日をお迎えになるお客様がいらっしゃいますか？

姓(ローマ字) 名(ローマ字) お部屋番号

結婚記念日/ハネムーナー特典

いる いない

いる いない
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船名 Voy# ご記入日

Voyage

御社名

ご参加人数 添乗員の氏名

Group 名様

TC 名様

添乗員情報（費用のチャージ先となります）

ローマ字

～ 漢字

予約番号

部屋番号

PAX　＋ TC

～

PAX　＋ TC

～

PAX　＋ TC

プライベートパーティー・リクエストフォーム

NYKC記入欄

ローマ字

漢字

月日

時間

参加人数

必要な機材等がございましたら

ご記入ください：

場所

場所

プライベートパーティー（カクテルパーティー）

説明会　１

※プライベートパーティーはお一人様US$10にて手配いたします。代金は添乗員様のお部屋付けとなります。

※終日航海日

場所

※パーティーは終日航海日に、パームコートでの開催となります。終日航海日の設定が無いクルーズの場合にはご相談ください。

※最終的な日時・場所が確定次第、お知らせいたします。招待状につきましては旅行会社様にてご用意ください。

月日

時間

説明会　２

時間

月日

カメラマンを希望しますか？※一括購入が条件となります。

参加人数

参加人数

必要な機材等がございましたら

ご記入ください：

ご希望の日時と場所を

ご記入ください。

ご希望の日時と場所を

ご記入ください。

ご希望の日時と場所を

ご記入ください。

ご希望の日時と場所を

ご記入ください。
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船名 Voy# ご記入日

Voyage

御社名

乗客名1

乗客名2

乗客名3

乗客名4

乗客名5

乗客名6

乗船予定時間 頃 Airline

Flight Number

Departure Airport

Departure Date

Departure Time :

Arrival Airport

Arrival Date

NYKC記入欄 Arrival Time :

下船予定時間 頃 Airline

Flight Number

Departure Airport

Departure Date

Departure Time :

Arrival Airport

Arrival Date

NYKC記入欄 Arrival Time :

姓(漢字) 名(漢字)

該当の乗客名1

お誕生日 年 月 日

ご希望日 ご希望日

提供場所 ※誕生日の当日以外でもご提供可能です。

姓(漢字) 名(漢字)

該当の乗客名2

お誕生日 年 月 日

ご希望日 ご希望日

提供場所 ※誕生日の当日以外でもご提供可能です。

例：15:00

例：09:00

姓(ローマ字) タイトル

下船後にクリスタルの送迎サービスをご利用なさいますか？

乗船後、船上でのランチをご希望ですか

乗船時にクリスタルの送迎サービスをご利用なさいますか？

乗船について 予定フライト（往路）

※規定時間内のご乗船か今一度ご確認ください。

規定時間外にご乗船を希望される場合は、ご乗船頂け

ない場合や追加費用が発生するかもしませんので必ず

事前に可否をご確認ください。

名(ローマ字)予約番号 部屋番号

特別朝食セット（ご本人および同伴者1名分） 夕食時のケーキ提供

船内新聞/テレビでの案内をご希望ですか？

特別朝食セット（ご本人および同伴者1名分） 夕食時のケーキ提供

姓(ローマ字) 名(ローマ字) お部屋番号

船内新聞/テレビでの案内をご希望ですか？

Deviation CCI承認：　　　月　　　日

お誕生日特典

ご乗船中(乗下船日を含む)にお誕生日をお迎えになるお客様がいらっしゃいますか？

姓(ローマ字) 名(ローマ字) お部屋番号

乗下船に関わる

その他連絡事項

Deviation CCI承認：　　　月　　　日

下船について 予定フライト（復路）

連絡事項FINALフォーム（FIT用）

0 PAX

NYKC記入欄

FIT

いる いない
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姓(漢字) 名(漢字)

該当の乗客名1

*予約代表者名

記念日 年 月 日

記念日種別

ご希望日

※記念日の当日以外でもご提供可能です。

姓(漢字) 名(漢字)

該当の乗客名2

*予約代表者名

記念日 年 月 日

記念日種別

ご希望日

※記念日の当日以外でもご提供可能です。

姓(漢字) 名(漢字)

該当の乗客名1

NYKC記入欄

姓(漢字) 名(漢字)

該当の乗客名2

NYKC記入欄

船上呼称：姓(ローマ字) 船上呼称：名(ローマ字)

該当の乗客名1

船上呼称：姓(ローマ字) 船上呼称：名(ローマ字)

該当の乗客名2

その他 特記事項 ※特記事項がある場合、具体的にご記載ください。(例:車いす,インシュリンの持参/家族構成/その他)

PPT表記：姓(ローマ字) PPT表記：名(ローマ字) お部屋番号

※訪船申請のコンファメーションを本書面に添付してください。

訪船申請 CCI承認：　　　　月　　　　日 AGTからコンファメーション受領：　済　　　　　　　未

船上呼称 ※PPT表記のお名前と船上呼称が異なる場合、下記に情報をご記載ください。

PPT表記：姓(ローマ字) PPT表記：名(ローマ字) お部屋番号

姓(ローマ字) 名(ローマ字) お部屋番号

※訪船申請のコンファメーションを本書面に添付してください。

訪船申請 CCI承認：　　　　月　　　　日 AGTからコンファメーション受領：　済　　　　　　　未

夕食時のケーキ提供

訪船申請

ご乗船のお客様の中で、訪船申請をなさっている方がいらっしゃいますか？

姓(ローマ字) 名(ローマ字) お部屋番号

船内新聞/テレビでの案内をご希望ですか？

船内新聞/テレビでの案内をご希望ですか？

夕食時のケーキ提供

姓(ローマ字) 名(ローマ字) お部屋番号

ご乗船中(乗下船日を含む)に記念日をお迎えになるお客様がいらっしゃいますか？

姓(ローマ字) 名(ローマ字) お部屋番号

結婚記念日/ハネムーナー特典

いる いない

いる いない
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Priority Check In & Planning Center (PCPC)  
A. IMMIGRATION 

   
・Name --- パスポート表記のお名前、また左記と異なる船上呼称をご希望の方はご入力ください。 

・Address/Phone Number --- お客様のご住所と電話番号 
   

・Email Address ---旅行会社様 E メールアドレスまたは crystal@asukacruise.co.jp を入力ください 
   

・Passport Information --- お客様の旅券情報、生年月日、発行日などを入力ください    

・Emergency Contact Information --- ご旅行中の国内緊急連絡先氏名、続柄、電話番号 
   

・Trip Contact --- 現地における緊急連絡先（携帯電話番号など） 

↑！重要！急な変更等をお知らせします ※グループの場合は添乗員様の携帯電話番号 

・Travel Insurance Information --- お客様がご加入の海外旅行保険の情報 
  

※緊急時に保険会社へ連絡する場合がございますので正確にご入力ください 

  
B. CREDIT CARD INFORMATION 

・ CREDIT CARD INFORMATION 

船上での精算でご利用されるクレジットカード情報を事前にご登録いただけます。（任意） 

乗船の際にカードのご提示を求められる場合があります。 

    
・事前登録を希望されない場合は 

 
□Credit Card Opt Out : にチェックを入れてください。 

    
・ APPLY THIS CARD TO A GUEST ON ANOTHER BOOKING NUMBER 

他のお客様のご精算も合わせて決済をご希望の際はご入力ください。 

    
C. ONBOARD PREFERENCES 

・ STATEROOM INFORMATION 
 

基本的に２名様１室ご利用＝Twin、１名様１室ご利用＝Queen のお手配となります。 

    
D. ARRIVAL & DEPARTURE INFORMATION 

お客様の IN/OUT フライト情報に合わせてチェックを入れてください。到着日の+1、-1 にご注意ください。 

送迎のご希望の有無をチェックボタンでご入力ください。 

※ご希望の場合は乗船日の 14 日前までにご入力ください。 

    
★PCPC のご利用は乗船日の前日から起算して７日前からのご利用はできませんので 

  ８日前までにお願いいたします。 

 

★CRYSTAL KEYご家族、お友達とご一緒のグループでスペシャルティーレストランのご予約をする 

際に必要となる ID 番号 
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～ 2019年版  クリスタル・クルーズの前泊／後泊ホテルプログラムをご利用のお客様へ ～ 

クリスタル・クルーズでは、パッケージ旅行以外でご参加のお客様の為に、最大 3 泊までの乗船地／下船地に 

おける前泊／後泊ホテルプログラムをご用意しております（コミッション対象外）。 

 

Crystal Classic Hotel Program （クラシック・プログラム）には下記が含まれます。 

・ 上質なホテルでの宿泊 

・ 空港でのお出迎えと補助 

・ 空港～ホテル間を混載のバスにて送迎、及び、ホテル～乗下船港の間を混載のバスにて送迎 

・ 乗船時の優先乗船 

・ 客室料金及び税金、ポーター料 

・ クリスタル・ホスピタリティ・デスク・サービス（現地情報、オプショナルツアーの提供など） 

Crystal Classic Plus Hotel Program （クラシック・プラス・プログラム）には下記が含まれます。 

・ 客室アップグレード 

・ 朝食 

・ 空港でのお出迎えと補助（個別対応） 

・ 空港～ホテル間の送迎（個別対応）、及び、ホテル～乗下船港の間を混載のバスにて送迎 

・ 乗船時の優先乗船 

・ 客室料金及び税金、ポーター料 

・ クリスタル・ホスピタリティ・デスク・サービス（現地情報、オプショナルツアーの提供など） 

ご利用に際して  

・ ホテルプログラムは出航の一ヶ月前までにお申し込みください。ホテルプログラムの代金は、日本 

ご出発前にお支払い頂きます。 

・ ご利用予定の飛行機の便名及び日時をホテルご予約時に郵船クルーズまでお知らせください。 

・ 早朝便でご到着のお客様、深夜便でご出発のお客様にはアーリー・チェックイン／レイト・チェックアウトをお勧めいた

します。アーリー・チェックイン／レイト・チェックアウトには一泊分の追加宿泊料金が必要となります。 

・ ホテルのチェックインは通常午後 3 時、チェックアウトは午前 11 時または正午（12 時）となります。 

（一部ホテルを除く） 

・ 米国のクリスタル・クルーズ社の手配によるため、全て英語対応になります。日本語によるサービスは 

ございませんので予めご了承ください。 

・ 次頁の料金一覧表は 2 名 1 室使用時のお一人様の料金です。シングルまたはトリプル使用をご希望のお客様

は別途お申し出ください。トリプルでのご利用はお受けできない場合があります。尚、表記の金額は事前の通告

無く変更される場合もございます。 

・ お部屋の指定やビュー指定、ツインまたはダブルベッドの事前確約はできません。 

・ ホテルプログラムはクルーズの乗下船港でのご利用となり、最長で 3 泊までです。また最低 2 泊または 3 泊を条

件とするホテルもございます。予めお含みおきください。 

・ ホテルの客室数に限りがございますため、同プログラムのご予約をお取り出来ない場合がございます。 

・ スイートなどへのアップグレード（有料）のご希望はホテルの客室状況に応じて承ります。料金・内容に関しては

別途お問い合わせください。 

・ クリスタル・クルーズ社の都合により、事前の通告なく同等またはより高いクラスのホテルに変更となる可能性が

ございます。 

・ 飛行機の遅延やその他クリスタル・クルーズ社の力の及ばない理由で、プログラムの一部、または全部をご利

用頂けなかった場合、払い戻しはございません。 

・キャンセル及び予約内容の変更によってキャンセル料、手数料が発生しますが、これはお客様のご負担となりま

す。ホテルプログラムキャンセル料は 4 ページの 9.キャンセル条件をご参照いただきますが、クルーズ開始日の前

日からの起算ではなく、ホテルチェックイン日の前日からの起算となります。 

５．前泊・後泊ホテルプログラム 
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料金一覧（ツイン使用お一人様分の料金） 

都市 ホテル名 クラシックご料金 クラシック・プラスご料金 

アラスカ（アンカレッジ） Captain Cook 365 (230) 1 - 

 The Lakefront Hotel 325 (200) 1,2 - 

アムステルダム Sofitel Grand 480(320) 1 545(390) 

アテネ Athenaeum InterContinental 380(180) 3 - 

 Grand Bretagne - 535(275) 3 

オークランド SkyCity Grand Hotel 415 (210) 535 (275) 

ケープタウン Belmond Mount Nelson Hotel 510 (315)1,3 630 (400) 3 

コスタリカ（カルデラ） Costa Rica Marriott 310(115) 1,2 485(160) 2 

コペンハーゲン Phoenix Copenhagen 465(265) 1 - 

 Hotel D’Angleterre - 735(525) 

シドニー Four Seasons Hotel Sydney 360 (170) 500 (285) 

サンフランシスコ The Fairmont Hotel 445 (305) 2 620 (390) 2 

シンガポール The Ritz-Carlton Millenia Singapore 380 (210) 480 (295) 

ストックホルム The Grand Hotel 510 (305) 1 715 (455) 

東京 Imperial Hotel 840(430) 2 1025(525) 2 

ニューオーリンズ Windsor Court 390 (210) 2 565 (355) 2 

パース Hyatt Regency Perth 295(125) 355(180) 

パペーテ InterContinental Resort Tahiti 350 (245) 3 455 (335) 3 

バルセロナ Majestic Hotel & Spa Barcelona 465 (305)1 585 (395) 

バルパライソ Hotel Santiago(Grand Hyatt Santiago) 405 (230) 1 520 (230) 

バンクーバー The Fairmont Waterfront Vancouver(JUL-SEP) 470 (300) 625 (450) 

 The Fairmont Waterfront Vancouver(MAY/JUN) 415 (235) 555 (385) 

ブエノスアイレス The Alvear Palace Hotel - 425(245) 

 The Alvear Art 315(150) 1 - 

ベニス Luna Beglioni - 700 (355) 

 Bauer Palazzo Hotel(SEP) 495 (205) 1 - 

 Bauer Palazzo Hotel(APR) 465 (175) 1 - 

ホンコン Kowloon Shangli-La 450(275) - 

 Peninsula Hong Kong - 765(585) 

モンテカルロ The Faimont Monte Carlo (April) 610 (365) 1 800 (550) 

 The Faimont Monte Carlo (August) 550 (305) 1 675 (430) 

リスボン Four Seasons Hotel Ritz (August) 510 (335) 700 (425) 

 Four Seasons Hotel Ritz (November) 450 (275) 670 (390) 

リオデジャネイロ Belmond Copacabana Palace 490(240) 1,2 665(385) 2 

レイキャビク Hotel Borg 625(430) 1,3 730(485) 3 

ロサンゼルス Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills 520(285) 795(500) 

ローマ (チビタベッキア) The Rose Garden Palace  495 (255) 1 - 

  The St. Regis Rome - 750 (450) 

ロンドン （ドーバー） Rosewood London  585 (360) - 

  The Four Seasons Park Lane  - 865 (575) 
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                                     （カッコ内は 2 泊目以降の延泊料金です。単位：ＵＳドル）    

 

※上記表示金額の右上の数字については、下記の該当番号の注釈をご参照ください。 
1. クラシック・プログラムご利用のお客様にもご朝食をご用意しております。 

2. ホテルへのチェックイン時間は、16：00 となります。 

3. ホテルへのチェックイン時間は、14：00 となります. 

 

※ホテルプログラムの料金は、予告なく変更となる場合がございます。 

 

 

～クリスタル・クルーズの前泊／後泊ホテルプログラムをご利用のお客様へ 補足説明～ 
 
 

《前泊ホテルプログラムをお申込みのお客様》 

ホテルから港へダイレクト送迎・・・ホテルから港への出発時刻は入港する港によって異なります。 

港湾上の問題が無い限り、港への到着時刻は日中の 12 時頃となります。その場合、昼食は船上でお召し上がり頂けま

す。（港によっては多少時間が前後する可能性もございます。） 

 

《後泊ホテルプログラムをお申込みのお客様》 

船からホテルへダイレクト送迎・・・下船時間は最終グループ（正午前）となります。 

下船後は直接ホテルに向かいます。後泊プランをお申込みのお客様のお荷物には決められた色の荷札で色分け 

されます。ホテル到着時刻は午後の早い時間を予定しております。 

 

《前泊ホテルプログラムをお申込みのお客様のオプション》 

アップグレードオプション：観光付き送迎・・・前泊プランをお申込みのお客様は乗船当日の観光ツアー付き送迎を 

ご利用頂けます（有料）。観光ツアー付き送迎のお申込みはホテル内に設置されたホスピタリティデスクにて 

承ります。この前泊プログラムのアップグレードオプションの代金は船内での精算となります。 

 

《後泊ホテルプログラムをお申込みのお客様のオプション》 

アップグレードオプション：観光付き送迎・・・後泊プランをお申込みのお客様は下船当日の観光ツアー付き送迎をご利用

頂けます（有料）。お申込みは船内ショア・エクスカーションデスクにて承ります。この後泊プログラムの 

アップグレードオプションの代金は船内でご精算頂きますので、下船前に配られる最終計算書をご確認ください。 

 
 

※ クリスタル・クルーズ社の提携ホテルに限らず、多くのホテルでのチェックインは午後 3：00 からです。 

クリスタル・クルーズ社の提携ホテルのほとんどは、市内の中心部に位置し、周辺の散策や昼食をお召し上がり 

頂くなど、個人行動にも便利な場所にございます。同ホテルにてチェックイン時間まで、お荷物をお預かりいたします。 

 

※ アップグレードオプション（観光付き送迎プログラム）は、港により設定がない場合がございます。ご希望の際は 

お問合わせください。 

 

※ このアップグレードオプション（観光付き送迎プログラム）は、お客様ご自身でクリスタル・クルーズ社と提携した 

同ホテルをご予約頂いた場合にもご利用頂けますが、港によっては設定が無い場合がございます。ご希望の際は

都度お問い合わせください。クリスタル・クルーズ社提携以外のホテルにつきましては、観光付き送迎のご予約は 

お受けできませんのでご了承ください。上記は乗下船での延長プログラムとしてのご利用となり、先着順にてお受け

いたします。尚、個人的なアレンジやリクエストはお受けいたしかねます。 
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・ このプログラムでは個人で直接港までお越しいただくお客様向けに、空港→港／港→空港の送迎（混乗）をご利用頂けま

す。 

・ 乗船日当日着のフライト／下船日当日発のフライトをご利用なさるお客様限定でご用意したプログラムです。 

・ フライト・スケジュールを確定した後、乗船日 2 週間前までに郵船クルーズへお申し込みください。 

ただし、下船後の送迎プログラムのご利用はご乗船中に船内のフロントでも受け付けいたします。 

・ フライト・スケジュールは、余裕を見てご手配頂くことをおすすめいたします。 

（目安として乗船時は少なくとも乗船受付終了時刻の4時間前、乗船後は下船予定時刻から少なくとも5時間後に 

フライトをご手配ください。） ※特に、下船港が米国にあたる場合は午後のフライトをお勧めいたします。 

・ 原則としてクリスタル・クルーズでは19時以降のご乗船はご遠慮頂いております。19時以降に港に到着予定となるフライト・ 

スケジュールは、下記代金ではお受けできません。ご了承ください。 
(注)19時以降に港に到着するフライトは専用車となります。必ず専用車か混乗の送迎かをご確認ください。 専用車での送迎代金に 

関してはお問い合わせください。 

・ キャンセルはクルーズ開始の前日からさかのぼって 3 営業日より前にお知らせください。これ以降のキャンセルには取消料

（全額）を申し受けます。 

・ 送迎プログラムの料金はキャビン付けとなり、下船時に他の船内費用に加算されます。（コミッション対象外） 

・ ご利用のフライト時間によっては、途中ホテルなどに立ち寄る場合がございますので予めご了承ください。 

 

＜お申し込みの要領＞ 

送迎プログラムのご利用は、PCPC からお申込みください。 

※専用車をご希望の場合は、PCPC ではなく郵船クルーズまでお問い合わせください。専用車のキャンセルはクルーズ開始の

前日から遡って 7 営業日前より全額の取消料を申し受けます。 
 

                                                                        

料金一覧 （お一人様・片道の料金） 単位：ＵＳドル 

[ 都市名]  [ ご料金 ]  [ 都市名]  [ ご料金 ] 

アムステルダム AMS $45  ニューオーリンズ MSY $48 

アンカレッジ/スワード ANC $75  パペーテ PPT $30 

アテネ ATH $55  パース PER $40 

オークランド AKL $80  レイキャビク KEF $70 

バルセロナ BCN $35  リオデジャネイロ GIG $145 

ブエノスアイレス EZE $45  ローマ FCO $95 

カルデラ／サンホセ SJO $75  サンディエゴ SDG $42 

ケープタウン CPT $70  サンフランシスコ SFO $50 

コロン PTY $68  サンジュアン SJU $75 

コペンハーゲン CPH $50  シンガポール SGP $45 

フォートローダーデール FLL/MIA $35  ストックホルム ARN $70 

香港 HKG $65  シドニー SYD $45 

リスボン LIS $75  東京 NRT/HND $85 

ロンドン LHR/LGW $70  バンクーバー YVR $52 

ロサンゼルス LAX $48  ベニス VCE $55 

マイアミ MIA/FLL $35  バルパライソ SCL $65 

モンテカルロ NCE $85     

*上記料金と同額で街の中心地→港／港→街の中心地へ送迎もご用意しております。詳細は下記をご参照ください。 

アンカレッジ ： 乗船時・下船時／Egan Center  

カルデラ/サンホセ ： Costa Rica Marriott 

ロンドン ： 乗船時／Rubens At The Palace Hotel   下船時／Victoria Coach Station 

ローマ/チビタベッキア ： 乗船時／ Hotel Hilton Airport , Hotel Hilton Garden Inn (5 月 27 日乗船時のみ)  

    下船時／Via Boncompagni 

バルパライソ： Hotel Santiago 

東京 ： 乗船時・下船時／ 帝国ホテル 

 
（ご料金・内容は 2018 年 10 月現在の目安であり、予告なく変更になる場合がございますので必ず都度ご確認ください。） 

６．送迎プログラム（クルーズオンリーのお客様用）混乗 

⇒後日のご案内となります 
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一度クリスタルのクルーズに正規代金にて 5 泊以上ご乗船されると、自動的にクリスタル・ソサエティ・メンバー

(リピーター会員)となり、割引等の特典がお楽しみ頂けます。1998 年度クルーズより、メンバーを対象に、“Ｃｒｙｓ

ｔａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ Ｂｅｎｅｆｉｔｓ Ｐｒｏｇｒａｍ”と称し、それまでなかった特典・プレゼントをお楽しみ頂いております。 

 

 

☆ クリスタル・ソサエティ・メンバーへの割引適用 

☆ その他、乗船回数に応じた各種プレゼント 

 

※ 特別区間など、１航海をフルでご乗船でないお客様は、乗船回数のカウントがつきませんのでご注意ください。 

マイルストーンの船上での申請は不可です。マイルストーン申請をご希望される場合は、必ずご乗船日の                        

２１日（営業日）前までに弊社へお申し込みください。期日を過ぎてからの申請はお受けできません。 

※ 詳細は 21～22 ページをご覧ください。 

 

７．マイルストーン（リピーター特典）プログラム 
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乗船回数 ステートルーム（E2～P1） ペントハウス（PH～CP） 全カテゴリー共通 

初乗船 ― ― 
クリスタル・ソサエティ・ピン 

（クルーズ終盤に贈呈） 

マイルストーン 

２回目 

二回目のご乗船からリピーター特典の 

対象者となります 

二回目のご乗船からリピーター特典の 

対象者となります 

トート・バッグ（船上でプレゼント） 

バゲージ・タグ（ご自宅へ郵送） 

マイルストーン    

５回目 
＄１５０船上クレジット ＄２００船上クレジット エメラルド・ソサエティ・ピン 

マイルストーン 

１０回目 
＄２００船上クレジット 

12泊までのＰＨ→ＰＳの１カテゴリー・アップグレード★ 

または＄６００の船上クレジット 
 ダイヤモンド・ソサエティ・ピン 

マイルストーン    

１５回目 
＄２５０船上クレジット 

＄４００船上クレジット及びスペシャル・ペントハウス・

アメニティ★★ 
  

マイルストーン 

２０回目 
＄２５０船上クレジット 

12泊までのＰＨ→ＰＳの１カテゴリー・アップグレード★ 

または＄６００の船上クレジット 
ダブル・ダイヤモンド・ソサエティ・ピン 

マイルストーン 

２５回目 

7泊までのクルーズのベランダ付きキャビン 

（P1～B3）の無料招待★ 

（予約状況によってはお受けできないことも 

ございます。） 

7泊までのクルーズのペントハウスキャビン (ＰＨ) 

の無料招待★ ※ 

（予約状況によってはお受けできないことも 

ございます。） 

 

マイルストーン 

３０回目 
＄３００船上クレジット 

＄５００船上クレジット及びスペシャル・ペントハウス・ 

アメニティ★★  
 船上での特別ディナー 

マイルストーン 

３５回目 
＄３００船上クレジット 

＄５００船上クレジット及びスペシャル・ペントハウス・

アメニティ★★ 
  

マイルストーン 

４０回目 
＄３００船上クレジット 

12泊までのＰＨ→ＰＳの１カテゴリー・アップグレード★ 

または＄６００の船上クレジット 
  

マイルストーン 

４５回目 
＄３００船上クレジット 

＄５００船上クレジット及びスペシャル・ペントハウス・

アメニティ★★ 
  

マイルストーン 

５０回目  

12泊までのクルーズのベランダ付きキャビン 

（P1～B3）の無料招待★ 

（予約状況によってはお受けできないことも 

ございます。） 

12泊までのクルーズのペントハウスキャビン (ＰＨ) 

の無料招待★ ※ 

（予約状況によってはお受けできないことも 

ございます。） 

プラチナ・ソサエティ・ピン 

船上での特別ディナー 

マイルストーン 

５５回目 
＄４００船上クレジット 

＄６００船上クレジット及びスペシャル・ペントハウス・

アメニティ★★  

マイルストーン 

６０回目  
＄４００船上クレジット 

12泊までのＰＨ→ＰＳの１カテゴリー・アップグレード★ 

または＄６００の船上クレジット  

マイルストーン 

６５回目 
＄４００船上クレジット 

＄６００船上クレジット及びスペシャル・ペントハウス・

アメニティ★★  

マイルストーン 

７０回目  

12泊までのクルーズのベランダ付きキャビン 

（P1～B3）の無料招待★ 

（予約状況によってはお受けできないことも 

ございます。） 

12泊までのクルーズのペントハウスキャビン (ＰＨ) 

の無料招待★ ※ 

（予約状況によってはお受けできないことも 

ございます。） 

 

マイルストーン 

７５回目 
＄４００船上クレジット 

＄６００船上クレジット及びスペシャル・ペントハウス・

アメニティ★★ 
船上での特別ディナー 

マイルストーン 

８０回目  
＄４００船上クレジット 

12泊までのＰＨ→ＰＳの１カテゴリー・アップグレード★ 

または＄６００の船上クレジット  

マイルストーン 

８５回目 
＄４００船上クレジット 

＄６００船上クレジット及びスペシャル・ペントハウス・

アメニティ★★  

マイルストーン 

９０回目  
＄４００船上クレジット 

12泊までのＰＨ→ＰＳの１カテゴリー・アップグレード★ 

または＄６００の船上クレジット 
船上での特別ディナー 

マイルストーン 

９５回目 
＄４００船上クレジット 

＄６００船上クレジット及びスペシャル・ペントハウス・

アメニティ★★  

マイルストーン 

１００回目 

(全カテゴリー共

通) 

・１２泊までのクルーズのＣＰへ無料招待★（予約状況によってはお受けできないこともございます。） 

・ヴィンテージルームでのプライベートディナー 

・プラチナ・ダイヤモンド付・ソサエティ・ピン 
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★クルーズのアップグレード及び無料招待は予約状況によってはお受けできないこともございます。 

船上クレジットの特典はクルーズの泊数に関係なくご利用頂けます。 

 
★★スペシャル･ペントハウス・アメニティの内容は以下の通りです。 

専用車による空港～本船間のプライベート送迎（クリスタルの前後泊ホテル・プログラムをご利用の場合は空港～ホテル～本船間） 

ご利用頂かない場合の返金はございません。 

 
※この特典をご利用頂くには、PH-CP の客室に、25 回目のマイルストーンでは 15 回以上のご乗船、50 回目のマイルストーンでは 25 回以上、 

70 回目のマイルストーンでは 35 回以上のご乗船が条件となります。 

 
◆マイルストーン 50 回以上のクリスタル･ソサイエティ・メンバーのお客様は、スペシャルティ･レストランは毎回無料でご利用頂けます。 

 
～2019 年クリスタル・ソサエティ・ベネフィットプログラム規定～ 

 
◇同プログラムは、2019 年の全クルーズが対象となります。 

 

 
◇同プログラムは一回目の正規クルーズ代金を全額お支払になり、実際にご乗船され、二回目のクルーズのご予約を確認後有効となります。 

（キャンペーンのショートクルーズは適応外です。） 特典はご本人様のみ利用可能です。特典の他人への譲渡や現金への換金は不可です。 

クルーズ代金全額または一部をお支払いただいてもクルーズのご予約をキャンセルした場合はクルーズの乗船履歴はつきません。 

 

 
◇二回目以降のご乗船では、クルーズご予約時にリピーター割引の適応対象となる他、船上にて毎クルーズ開催のクリスタル・ソサエティ 

カクテルパーティーへ招待されます（事前申請不要）。 

 

 
◇マイルストーン特典のご利用は自動的ではございませんので、その都度、お申し出が必要となります。特典の適応には、必ず申請を済ませ 

クリスタル・クルーズの承認を得ることが必要です。船上予約時にはアップグレード権利は保証されませんのでご注意ください。 

少なくともご乗船の 21 日前までにはマイルストーン適用の申請をお申し出ください。クルーズ代金のご入金が済んでいる予約につきましては、 

アップグレードおよびフリークルーズの申請は承りかねます。また、ご乗船後の特典の申請も承りかねますのでご注意ください。 

 
 
◇特典でお受け取りになりました船上クレジットは、クルーズ代金からの値引き、ポートチャージ、事前支払いの必要なショアー・エクスカーション、 

AIR/SEA プログラム代金等への充当はいたしかねます。また、現金への換金や、使い切らなかったクレジットを先のクルーズへ持ち越すことは 

できません。申請をしたクルーズにご乗船中に船上利用としてのみ有効です。 

（カジノ・ビンゴにもお使い頂けるようになりましたが、現金化できないバウチャー/チップへの交換となります。） 

 
◇アップグレードやフリークルーズの特典は、12 月のホリデークルーズではご利用頂けません。 

船上クレジット特典はホリデークルーズでもご利用頂けます。 

 

 
◇クルーズの回数について 

*5 泊～15 泊のクルーズは１回のカウント。 

*16 泊以上は 2 回のカウント。 

*クルーズのカウントはクルーズ完了後となります。 

*クルーズのカウントは累積され、特典をご利用後でも減ることはありません。プログラムが有効な限り特典はご利用頂けます。 

*クルーズのカウントはご本人様以外にはご利用頂けません。 

 

 
◇マイルストーン特典はひとつのご予約に限り１回有効です。アワード（エメラルドソサエティピンなど）の持ち越しはできません。 

 
◇同特典は他の割引（船上予約割引、クリスタル・ソサエティ割引）と併用は可能ですが、その他の特別料金とは併用は併用出来ない場合が 

ございますのでご注意ください。 

 
◇同プログラムは予告無く変更・終了となる場合がございます。 

 
◇前ページに記載された船上クレジット金額はお一人様あたりの額で、単位は US ドルです。 
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クリスタル・クルーズご乗船に際し、車椅子や介助用スクーター、介助動物などをご利用のお客様は、 

ご予約の時点でお申し出くださいます様お願いいたします。この様なお客様がご乗船の場合は、陸でも海上

でも介助可能な方が同行される事を強くお勧めいたします。 

寄港地では接岸ではなくテンダーボートを利用して上陸する場合があり、お客様の身体状況により上陸を 

お断りする場合があります。この判断は安全上の事由から船長により下され、お客様には必ず判断にした

がって頂く必要があります。 

ご利用になる車椅子やスクーターはご自身の物をお持ちください。ただし、電動スクーターは所定の免責書

のご提出を頂きませんとお持込み頂けません。モーター付のものは幅22インチ（約55.88cm）以内に限られ、

船内へ持ち込まれるスクーター数には限りがございます。 

クリスタル・シンフォニー/セレニティではバリアフリーのお部屋がございますが、数に限りがあり、先着順でご

用意させて頂きます。携帯用酸素ボンベや注入器はお持込み可能ですが、所定の免責書をクルーズ開始

30日前までにご提出をお願いいたします。クリスタル・クルーズ社は法律によりこれらの持ち込みやバリア

フリーのお部屋利用のご要望に対し調査をさせて頂く場合がございます。 

 

 

 

 

【ご乗船に関しての注意事項】 

① 全てのお客様のご乗船は 12 時（正午）以降となります。12 時（正午）前のご乗船はできませんので、

ご注意ください。 

② 12 時（正午）以降にご乗船いただいた場合でも、お部屋をご使用いただけるのは午後 3 時以降と

なりますので、それまではパブリックスペースにておくつろぎいただきます。 

③ まれに港によって船の安全検査を行う場合がございます。その検査を行う場合は、午後 2 時以降

のご乗船となりますのでご了承ください。 

④ 遅くとも、出港の 2 時間前までに必ずご乗船ください。 

⑤ 出港が午後 9 時以降、または停泊の場合には、遅くとも午後 6 時までにご乗船いただきますよう

お願いいたします。 

⑥ 午後 6 時を過ぎてご乗船となる可能性がある場合には、ご予約時（遅くともご乗船の 28 日前まで）

に弊社あてにご確認、ご相談くださいますようお願い申し上げます。(追加費用が発生することがあり

ます。) 

⑦ 行程表記載以外の日程、寄港地で乗船を希望される場合は、事前にクリスタル・クルーズ社から

現地当局に確認する必要がございます。行程表記載以外の日程、寄港地で乗船を希望される

場合は、ご予約の際に必ず弊社あてにご確認ご相談くださいますようお願い申し上げます。 

⑧ ご乗船が 18 時以降になる場合は、ご夕食はルームサービスなどをご利用いただくことがござい

ます。 

【下船に関しての注意事項】 

① 全てのお客様は現地当局による税関、入国審査が終了しないと下船ができません。目安としまし

ては、下船可能時間は早くても午前 8 時半以降となります。下船日当日のフライトは、午後に出発す

る便をお手配することをお勧めいたします。 

② お部屋は遅くとも午前 10 時までに空けていただけますようお願い申し上げます。 

③ 行程表記載以外の日程、寄港地で下船を希望される場合は、事前にクリスタル・クルーズ社から

現地当局に確認する必要がございます。行程表記載以外の日程、寄港地で下船を希望される

場合には、ご予約の際に必ず弊社までご確認ご相談くださいますようお願い申し上げます。 

≪重要≫ 

① クリスタル・クルーズ社では全てのお客様にクリスタル・クルーズ社提供の旅を快適にお過ごし

いただくために乗下船地では、停泊の場合でも行程表記載の初日にご乗船、行程表記載の最

終日に下船していただくようおすすめしております。 

 

② 行程表記載以外の時間、日程、寄港地で乗船、下船される場合は、追加料金がかかる可能性が

ございますので予めご了承ください。 

8．その他諸注意 

9．乗下船規定 


