
煌きの
ドナウ川クルーズと
クリスマスマーケット

 11日間

クリスタル・ラヴェルで航く
きらめ

エーゲ海クルーズ・
スエズ運河通航と
ペトラ遺跡 11日間

クリスタル・シンフォニーで航く

早期申込
割引
設定

早期申込
割引
設定

2020年11月29日（日）～12月9日（水）2020年10月22日（木）～11月1日（日）

船内は
オール

インクルーシブ

船内は
オール

インクルーシブ
※一部を除く

各寄港地にて
専用車
観光付

各寄港地にて
専用車
観光付

※クリスタル・シンフォニーのみ
※エイラットは添乗員が
散策へご案内

クリスタル・クルーズ
和の心を持つラグジュアリーシップ

添乗員同行プラン添乗員同行プラン



日次・日程 スケジュール� ◎：入場観光、●車窓観光 食事

1 10/22
（木） ［21：30〜23：30］成田空港集合

2 10/23
（金）

［23：00〜01：00］東京（成田）発a
ドバイ乗継でアテネへ

ギ
リ
シ
ャ

［15：00］アテネ着　着後、港へ
 クリスタル・シンフォニー に乗船
※船はアテネに停泊します
� 【船中�泊】

3 10/24
（土）

［午前］アテネ市内観光（●パルテノン神殿、
◎オリンピックスタジアム、◎プラカ地区）を
お楽しみください。
［17：00］アテネ出港
� 【船中�泊】

4 10/25
（日）

［08：00］ロードス島入港
ロードス島半日観光（◎リンドス、◎ロードスタウ
ン、●騎士団の館）をお楽しみください。
［18：00］ロードス島出港
� 【船中�泊】

5 10/26
（月）

［終日］クルージング
� 【船中�泊】

6 10/27
（火）

エ
ジ
プ
ト

［終日］スエズ運河の通航をお楽しみください。
� 【船中�泊】

7 10/28
（水）

イ
ス
ラ
エ
ル

［12：00］エイラット入港
市内散策をお楽しみください（添乗員がご案内し
ます）。
※船はエイラットに停泊します� 【船中�泊】

8 10/29
（木）

［06：30］エイラット出港

ヨ
ル
ダ
ン

［08：00］アカバ入港
下船後、アカバ市内車窓観光と昼食へご案内します
昼食後、ペトラへ� 【ペトラ�泊】

9 10/30
（金）

［午前］ペトラ半日観光（◎ペトラ遺跡）
［午後］アンマンへ� 【アンマン�泊】

10 10/31（土）

［午前］アンマン市内観光
（◎ローマ劇場、●キング・アブドゥッラーモスク）
観光後、空港へ
［16：00〜18：00］アンマン発a
ドバイ乗継で帰国の途へ� 【機中�泊】

11 11/1
（日）

［02：00〜04：00］ドバイ発a東京へ
［16：30〜18：30］東京（成田）着　着後、解散

■最少催行人員：8名様　
■添乗員：東京（成田空港）から同行してお世話いたします。
■食事：朝食：8回、昼食：8回、夕食8回（機内食は含まれません）　
■利用予定航空会社：�エミレーツ航空またはカタール航空�

（いずれもエコノミークラス）
■利用ホテル：�［ペトラ］オールド・ヴィレッジ・ホテル＆リゾート�

�［アンマン］フェアモントアンマン
※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。
※ペトラ遺跡では、行程中石畳など足場の悪い場所の徒歩観光を含みます。

■旅行代金（成田発着／2名様1室利用／お一人様代金）
※（　）内は船室をお一人様で利用する場合の旅行代金

C1 デラックス・ステートルーム（バスタブ付）19.2㎡ 791,000円（968,000円）

B1 デラックス・ステートルーム（ベランダ、バスタブ付）23.6㎡ 867,000円（1,044,000円）

A1 デラックス・ステートルーム（ベランダ、バスタブ付）23.6㎡ 884,000円（1,067,000円）

PH ペントハウス（ベランダ、バスタブ、バトラー付）36㎡ 1,020,000円（1,399,000円）

航空機ビジネスクラスご利用追加代金 459,800円 ※日本発着便のみとなります

※本コースは船会社リピーター割引、船上予約割引、早期一括割引適用外コースです。
※�航空燃油サーチャージ、政府関連諸税、港湾施設使用料、国際観光旅客税、ポートチャージ、船内
チップは旅行代金に含まれています。
※�ビジネスクラスについては、パンフレット裏表紙の「ご案内とご注意」の「航空機について」をご覧ください。

【国内線の手配をご希望の方はお問合せください】
※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。

スエズ運河スエズ運河

OCS201023-06

エイラット
（イスラエル）

紅海に続くエイラット湾の最
奥部にあるイスラエル最南端
の町。イスラエルとアジア・ア
フリカとの貿易拠点として古
代から栄えた町で遺跡も多く、
免税都市のためショッピング
もおすすめです。

エイラット水中展望台エイラット水中展望台
ⒸIsraeli�Ministry�of�Tourism/Dafina�talⒸIsraeli�Ministry�of�Tourism/Dafina�tal

10/28
（水）

アテネ（ギリシャ）
古代ギリシャ文化の
中心地で、ギリシャの

首都。パルテノン神殿をは
じめ貴重な古代遺跡が残
るアクロポリスは、1987
年世界遺産（文化遺産）に
登録されました。

パルテノン神殿パルテノン神殿

10/24
（土）

■旅行期間：2020年10月22日（木）〜11月1日（日）
アテネ

ロードス島

スエズ運河 アカバ
ペトラ遺跡

アンマン

エイラット

ギリシャ

エジプト

ヨルダンイ
ス
ラ
エ
ル

クルーズポイン
ト

早期割引150日前 30,000円引き（おひとり様）
※旅行開始日の150日前までのご予約
　完了で基本旅行代金が割引になります。

「和」心を持ったシックススターのラグジュアリーシップ

クリスタル・シンフォニー
CRYSTAL SYMPHONY

●バラエティ豊かな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）
●スペシャルティーレストラン（プレゴ／ウミ・ウマ）でのお食事（各１回）
●基本のチップ（バトラー、バー＆ダイニングスタッフ、客室アテンダントへのチップ）
●24時間無料ルームサービス
●ミュージカルやコンサートなどの多彩なエンターテイメントプログラム
●フィットネス・センターやパドルテニスコート、プールなどのスポーツ施設
●Wi-Fiのご利用料（無制限）
●ライブラリーやコンピューター・ルームのご利用、など

【旅行代金に含まれる主なサービス】 オールインクルーシブに
含まれないものの例

●��船会社主催の�
オプショナルツアー
●�ヴィンテージワインや�
年代もののスピリッツ�
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
●�クリーニングサービス
●�カジノ

ほとんどの代金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。

オールインクルーシブ自由で優雅な船旅を楽しめる 

シルク・キッチン＆バー
新たにオープンしたチャイニーズレストラン。
朝昼食は飲茶やスープ、麺類などをご用意。

（朝・昼・夕食時オープン／夕食時のみ予約制）

和食レストラン
「ウミ・ウマ＆寿司バー」
松久信幸氏がプロデュースす
る世界中に展開され高い評価
を得るレストラン「NOBU」の
味をお気軽にお楽しみいただ
けます。日本料理をベースに
南米やヨーロッパのさまざまな
料理の要素を取り入れた新感
覚の創作和食や新鮮な素材に
こだわった寿司をご堪能くださ
い。（夕食時のみオープン／予
約制）※食材により一部有料のも
のもございます。

松久 信幸
米誌「Food&Wine」
で全米ベストシェフ10
人に選ばれ、ミシュラ
ンでも評価されるなど、
世界で最も有名な日本
人シェフの一人。
※本人は乗船しません。メニュー

船内新聞

日本語の船内新聞をご用意日本語の船内新聞をご用意

充実の施設＆サービスで充実の施設＆サービスで
快適で優雅なクルーズライフ快適で優雅なクルーズライフ

日本語の船内新聞や食事メニューを
ご用意します。

日本語で安心のサービスが充実日本語で安心のサービスが充実
多彩な日本食サービス多彩な日本食サービス

メインダイニングでは朝食で和食の
他、船内和食レストランでは新鮮なお
寿司もお召し上がりいただけます。

日本語サポートスタッフが常駐日本語サポートスタッフが常駐
日本語を話すスタッフが常駐し、
安心のクルーズライフをサポー
トいたします。

日本語サポートスタッフ日本語サポートスタッフ料理料理

スエズ運河（エジプト）
エジプト北東部スエズ地峡にあり、地中海と紅海
を結ぶ約160kmの世界最大の運河。アジアと
ヨーロッパとを結ぶ最短航路として重要な交通路
の役割を果たしています。

10/27
（火）

クリスタル・シンフォニーは外国船にも関わらず、日本のお客様が
言葉の心配もなく、安心して楽しんでいただけるのが魅力。

「ノブ・マツヒサ監修の本格的和食レストラン」
「日本語サポートスタッフ乗船」「日本語の船内新聞」
「日本語食事メニュー」「全室海側バスタブ付（一部車いす
ご利用の客室を除く）」で快適な船旅をどうぞ。

※掲載の写真はすべてイメージです。 ※掲載の写真はすべてイメージです。

エル・ハズネエル・ハズネ

ペトラ（ヨルダン）
岩山に刻まれた壮大な建
物や用水路などで構成さ
れ、遺跡を代表するエル・
ハ ズネ（ 宝 物 殿 ）は 高さ
45mにもなります。

10/30
（金）

イタリアン・レストラン「プレゴ」
ロサンゼルスの人気イタリアン
レストラン「バレンチノ」と提携
した、北イタリアの郷土料理を
堪能出来るレストラン。

（夕食時のみオープン／予約制） 

「ギャラクシーラウンジ」
ブロードウェイスタイル
のプロダクションショー
など、クルーズの夜を
盛り上げます。

※客室のご案内はP.6をご覧ください。

偉大なるスエズ運河と神秘的な古代遺跡・ペトラを訪ねて

2 3

世界三大運河の一つ世界三大運河の一つ「スエズ運河」を通航

世界遺産ペトラ遺跡へご案内へご案内

各寄港地では 各寄港地では 専用車にて観光へご案内へご案内

憧れの憧れのエーゲ海をクルージング

1

2

4
3

アブドゥッラーモスクアブドゥッラーモスク
ⒸJordan�Tourisum�BoardⒸJordan�Tourisum�Board

ロードス島ロードス島
ⒸGNTOⒸGNTO

地中海と紅海を結ぶ、全長約160kmのスエズ運河を
1日かけて航行します。

砂漠の中に佇む、幻想の古代遺跡。太陽の光加減でバラ色
に輝くというエル・ハズネは一見の価値があります。

※エイラットでは添乗員が散策にご案内します。

両側に広がる砂漠の雄大な景色は圧巻。
デッキやお部屋のベランダからお楽しみください。

スタッフからのおすすめ

添乗員
同行
添乗員
同行

クリスタル・シンフォニークリスタル・シンフォニーでで航く航く  
エーゲ海クルーズ・エーゲ海クルーズ・
スエズ運河通航とペトラ遺跡スエズ運河通航とペトラ遺跡  1111日間 日間 （船中6泊）（船中6泊）



デュルンシュタイン
（オーストリア）

ヴァッハウ渓谷東部に位置する、ワイン
畑の中にある小さな村。バロック様式
の修道院や教会をはじめ歴史的建造物
が多く残り、これらの景観は2000年に
「ヴァッハウ渓谷の文化的景観」として
世界遺産（文化遺産）に登録されました。

ミュンヘン
（ドイツ）

ドイツの文化、芸術都市であり、
ビールの名醸地として知られる。 
もともとミュンヒ（キリスト教の僧
侶）が住む町であったことが名前
の由来となっています。19世紀に
文化的な美しい都市となり、今で
も見どころが数多く残っています。

デュルンシュタインデュルンシュタイン
ⓒANTO/Filmspektakel.at�ⓒANTO/Filmspektakel.at�

12/4
（金）

12/8
（火）

■旅行代金（羽田発着／2名様1室利用／お一人様代金）
※（　）内は船室をお一人様で利用する場合の旅行代金

S4 プチ・スイート（シャワー、開閉式窓、バトラー付）17.5㎡ 890,000円（1,292,000円）

S2 デラックス・スイート（シャワー、開閉式窓、バトラー付）23.5㎡ 1,070,000円（1,422,000円）

航空機ビジネスクラスご利用追加代金 451,000円 ※日本発着便のみとなります

※本コースは船会社リピーター割引、船上予約割引、早期一括割引適用外コースです。
※�航空燃油サーチャージ、政府関連諸税、港湾施設使用料、国際観光旅客税、ポートチャージ、船内
チップは旅行代金に含まれています。
※�ビジネスクラスについては、パンフレット裏表紙の「ご案内とご注意」の「航空機について」をご覧ください。

【国内線の手配をご希望の方はお問合せください】 ※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。

ブダペスト

ウィーン
メルク

バッサウ

フィルスホーヘン

デュルンシュタイン

ミュンヘン

ドイツ

オーストリア
ハンガリー

ヘレンキームゼー城
（ドイツ）

ルートヴィッヒ2世が
ベルサイユ宮殿を模して造
ろうとした城で、建設途中
に王が亡くなったため、未
完成のままとなっています。
98mにもおよぶ豪華絢爛な

「鏡の間」などが見所。ヘレンキームゼー城ヘレンキームゼー城

12/7
（月）

■旅行期間：2020年11月29日（日）〜12月9日（水）

ミュンヘン市庁舎ミュンヘン市庁舎
ⓒGNTBⓒGNTB

【旅行代金に含まれる主なサービス】

オールインクルーシブ自由で優雅な船旅を楽しめる 

パームコート
お茶やカクテルをゆったり楽しめる憩いのラウンジ。
ピアノ演奏やダンスフロアにも。

ウォーターサイド
メインダイニング。朝、昼はビュッフェ、夜は伝統料理やコースメニューをお楽しみください。

ビスタ・バー
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。

ほとんどの代金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。

●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時間無料ルームサービス
●乗下船日の空港／港間の無料送迎　
●全てのカテゴリーにおいてWi-Fi無料
●各寄港地で2種類以上の無料オプショナルツアー（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　
●Eバイク（電動自転車）無料

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�
年代もののスピリッツ�
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

※掲載の写真はすべてイメージです。 ※掲載の写真はすべてイメージです。

日次・日程 スケジュール� ◎：入場観光、○下車観光 食事

1 11/29
（日） ［22：00〜24：00］羽田空港集合

2 11/30
（月）

［01：00〜03：00］東京（羽田）発a
全日空205便にてウィーンへ（直行便利用）

オ
ー
ス
ト
リ
ア

［05：00〜07：00］ウィーン着　
着後、ブダペストへ（約3時間／230km）

ハ
ン
ガ
リ
ー

ブダペスト市内半日観光（◎マーチャーシュ教会、
◎漁夫の砦、○クリスマスマーケット）
観光後、 クリスタル・ラヴェル に乗船
※船はブダペストに停泊します� 【船中�泊】

3 12/1
（火）

［午前］自由行動�
OPツアー等でお楽しみください。
［12：00］ブダペスト出港� 【船中�泊】

4 12/2
（水）

オ
ー
ス
ト
リ
ア

［14：00］ウィーン入港
OPツアー等でお楽しみください。

特典ツアー
クリスタル・シグネチャーイベント『Art�&�Music�
at�The�Belvedere�Palace』にご案内します
（左記クルーズポイント参照）

※船はウィーンに停泊します� 【船中�泊】

5 12/3
（木）

［終日］自由行動�
OPツアー等でお楽しみください。
［23：59］ウィーン出港� 【船中�泊】

6 12/4
（金）

［09：00］デュルンシュタイン入港
添乗員が散策にご案内します
［12：00］デュルンシュタイン出港
バッハウ渓谷クルージング
［15：30］メルク入港
OPツアー等でお楽しみください。
［19：00］メルク出港� 【船中�泊】

7 12/5
（土）

ド
イ
ツ

［14：00］パッサウ入港
OPツアー等でお楽しみください。
［22：00］パッサウ出港� 【船中�泊】

8 12/6
（日）

［02：00］フィルスホーヘン入港
OPツアー等でお楽しみください。
※船はフィルスホーヘンに停泊します� 【船中�泊】

9 12/7
（月）

［午前］下船
［午後］ヘレンキームゼー城観光後、ミュンヘンへ
� 【ミュンヘン�泊】

10 12/8
（火）

［午前］ミュンヘン市内観光（◎ニンフェンブルク
城、○市庁舎、○マリエン広場）
［午後］観光後、空港へ
［19：00〜21：00］ミュンヘン発a
全日空218便にて帰国の途へ（直行便利用）�【機中�泊】

11 12/9
（水） ［15：00〜17：00］東京（羽田）着　着後、解散

■最少催行人員：8名様　　
■添乗員：東京（羽田空港）から同行してお世話いたします。
■食事：朝食：8回、昼食：9回、夕食8回（機内食は含まれません）　
■利用予定航空会社：�全日空（エコノミークラス）
■利用ホテル：［ミュンヘン］ウェスティン・グランド・ミュンヘン
※気象・水量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。
※�OPマークのついた寄港地では船会社主催のオプショナルツアー（一部別料金）をお楽し
みください。オプショナルツアーのお申し込みは乗船前にご案内いたします。

※オプショナルツアーは英語によるご案内となります。

クルーズポイン
ト

ブダペストとミュンヘンでは ブダペストとミュンヘンでは 
専用車にて日本語ガイド付観光へご案内へご案内

往復全日空直行便利用
（エコノミークラス）（エコノミークラス）

　　4日目 １２/２（水）　　4日目 １２/２（水）特典ツアー
クリスタル・シグネチャーイベントにご案内しますにご案内します

ウィーンのクリスマスウィーンのクリスマス
ⓒANTO/Volker�Preusser�ⓒANTO/Volker�Preusser�

ヴァッハウ渓谷ヴァッハウ渓谷
ⓒANTO/Nina�BaumgartnerⓒANTO/Nina�Baumgartner

ベルヴェデーレ宮殿ベルヴェデーレ宮殿
ⓒANTO/Harald�Eisenberger�ⓒANTO/Harald�Eisenberger�

クリスマスマーケットと
人気のドナウ川クルージング！1

2

4

3
ユネスコ世界遺産に
登録されている、ベル
ヴェデーレ宮殿を訪
問。クリムトやココシュ
カ、シーレの作品など
を専門スタッフと見学
した後は、クラシック
コンサートをお楽しみ
いただきます。

※追加代金にてビジネスクラスへ変更可。

ブダペスト（ハンガリー）
ドナウ河岸に広がり、壮麗な建物が建つ街並みの美しさから「ドナウ川の真珠」とも
称される町。ドナウ川にかかるくさり橋や王宮、国会議事堂一帯の建築群は世界遺
産にも登録されています。

11/30
（月）

クリスタル仕様に造られた、ラグジュアリーなゆとりの空間

クリスタル・ラヴェル
CRYSTAL RAVEL

※客室のご案内はP.6をご覧ください。

ブダペストブダペスト

客室は全室スイートタイプでバトラー付き。
24時間きめ細やかなサービスで快適な旅をサポートいたします。
船内には、地元の食材を使った伝統料理や
贅をつくした食事やワインを楽しめるレストラン、
くつろぎのラウンジ、スパやフィットネス、
開放感あふれるビスタ・デッキなど、
日常から解き放つ様々な施設を備えています。

早期割引150日前 30,000円引き（おひとり様）
※旅行開始日の150日前までのご予約
　完了で基本旅行代金が割引になります。

4 5

RRV201130-07

クリスタル・ラヴェルクリスタル・ラヴェルでで航く 航く 
煌煌
き ら めき ら め

きのきのドナウ川ドナウ川クルーズとクルーズと
クリスマスマーケットクリスマスマーケット  1111日間 日間 （船中7泊）（船中7泊）

添乗員
同行
添乗員
同行

美しいヨーロッパの街並み、両岸の移ろいゆく川の景色を船上から



船上で必要な費用のほとんどを旅行代金に含みます。
※一部サービスを除く

各寄港地にて、１つ以上無料のエクスカーションを設定しています。
※一部有料コース有

※一部抜粋コース掲載。掲載されていないコースについては公式ウェブサイト（英語）よりご確認ください。また、本パンフレットに記載の料金と日程は2020年2月現在のものです。最新の代金と日程については随時、ウェブサイトよりご確認いた
だけます。（http://www.crystalcruises.com/）本パンフレットの記載内容とウェブサイト上の最新情報と差異が見いだされる場合は、ウェブサイト上の情報が優先されます。※ポートチャージはクルーズ代金に含みません。別途必要になります。

〜クルーズのみのお申し込みも受付しております！〜  〜クルーズのみのお申し込みも受付しております！〜  クリスタル・クルーズスケジュール＆客船のご案内・代金詳細クリスタル・クルーズスケジュール＆客船のご案内・代金詳細

オールインクルーシブ ショアー・エクスカーション無料

郵船クルーズ
添乗員同行ツアー
こだわりの
サービス
ポイント

※掲載の写真はすべてイメージです。 ※掲載の写真はすべてイメージです。6 7

○就航年：1995年（改装2017年10月）
○総トン数：51,044トン 
○全長：238m　○全幅：30.2m
○乗客定員：848名 
○乗組員数：566名

○就航年：2003年（改装：2018年11月） 
○総トン数：68,870トン 
○全長：250ｍ　○全幅：32.2ｍ 
○乗客定員：980名 
○乗組員数：655名

○就航年：2017年8月
　〜2018年5月
○全長：135m　
○全幅：11m
○乗客定員：106名 
○乗組員数：68名

【SHIP DATA】 【SHIP DATA】

【SHIP DATA】

「和」心を持ったシックススターのラグジュアリー客船 「和」心を持ったシックススターのラグジュアリー客船

クリスタル仕様に造られた、ラグジュアリーなゆとりの空間

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・リバー・クルーズ

クリスタル・バッハ
クリスタル・マーラー

クリスタル・ドビュッシー
クリスタル・ラヴェル

CRYSTAL SYMPHONY CRYSTAL SERENITY

CRYSTAL RIVER CRUISE
CRYSTAL BACH
CRYSTAL MAHLER
CRYSTAL DEBUSSY
CRYSTAL RAVEL

【クリスタル・シンフォニー スケジュール】 ※代金は１部屋２名様でのご利用の場合のお一人様代金です。

出発日 泊数 エリア 寄港地 クルーズ代金

2020年
9月27日 7泊 地中海 ローマ/チビタベッキア→ソレント→フィレンツェ/リボルノ→

コルシカ島/アジャクシオ→マルセイユ→モンテカルロ US$2,649～

2020年
10月4日 7泊 地中海

モンテカルロ→コルシカ島/アジャクシオ→
サルディーニャ島/アルゲーロ→パルマデマヨルカ→
バレンシア→バルセロナ

US$2,499～

2021年
1月6日 9泊 東南アジア 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→シンガポール US$2,349～

2021年
2月11日 8泊 東南アジア 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→バンダルスリブガワン→シンガポール US$2,549～

2021年
4月24日 7泊 地中海

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/チビタベッキア

US$2,449～

2021年
5月1日 10泊 地中海

ローマ/チビタベッキア→ソレント→
タオルミーナ/ジャルディーニナクソス→サントリーニ島→
クレタ島/アイオスニコラオス→ロードス島→クシャダス→
ミコノス→アテネ/ピレウス

US$3,449～

2021年
5月11日 7泊 地中海

アテネ/ピレウス→サントリーニ島→クレタ島/ソーダベイ、ハニア
→バレッタ→シラクサ→アマルフィ→
ローマ/チビタベッキア

US$2,649～

【クリスタル・セレニティ スケジュール】 ※代金は１部屋２名様でのご利用の場合のお一人様代金です。

出発日 泊数 エリア 寄港地 クルーズ代金

2020年
10月22日 8泊 カナダ/

アメリカ東海岸
ニューヨーク→ニューポート→ボストン→バーハーバー→
プリンスエドワード島/シャーロットタウン→ケベック US$3,149～

2020年
12月2日 7泊 カリブ海 マイアミ→コスタマヤ→ベリーズシティ→コズメル→

キーウェスト→マイアミ US$2,399～

2021年
6月6日 7泊 英国諸島 ロンドン/ドーバー→エイドフィヨルド→スタバンゲル→

コペンハーゲン→ロンドン/ドーバー US$2,999～

2021年
6月13日 14泊 ノースケープ

ロンドン/ドーバー→ベルゲン→ヘルシルト→
ガイランゲル→オー・イー・ロフォーテン→グラブダル→
トロムソ→ホニングスヴォーグ→フロム→
スタバンゲル→オスロ→コペンハーゲン

US$6,549～

2021年
6月27日 11泊 バルト海 コペンハーゲン→ベルリン→グディニャ→ヘルシンキ→

サンクトペテルブルク→タリン→ストックホルム US$5,099～

2021年
9月17日

8泊 カナダ＆
アメリカ東海岸

ニューヨーク→ニューポート→ボストン→バーハーバー→
プリンスエドワード島/シャーロットタウン→ケベック

US$2,999～

2021年
10月3日 US$3,049～

【クリスタル・リバー・クルーズ スケジュール】 ※代金は１部屋２名様でのご利用の場合のお一人様代金です。

テーマ 出発日 泊数 クルーズ船 寄港地 クルーズ代金

チューリップと風車
（ライン川）

2021年
3/29、4/5、4/12、4/19 7泊 クリスタル・ドビュッシー アムステルダム→ホールン→キンデルダイク→

ロッテルダム→アントワープ→ヘント→ミデルブルフ→
アムステルダム

US$4,199～（3/29、4/5）
US$5,399～（4/9、4/12、4/16、4/19）
US$4,799～（4/23）2021年

4/9、4/16、4/23 7泊 クリスタル・バッハ

リバークルーズの
ベストシーズン

（ドナウ川・マイン川）

2021年
＊4/3、◎4/11、＊4/17、
◎4/25、＊5/1、◎5/9、
＊5/15、◎5/23

7泊 ＊クリスタル・マーラー
◎クリスタル・ラヴェル

フィルスホーフェン→リンツ→（パッサウ→ヴァッハウ
渓谷景観クルージング→メルク＊）→デュルンシュタイン
→ウィーン→ブダペスト　
＊順番は入れ替わることがあります

US$3,899～（4/3）、US$4,199～（4/11）
US$4,349～（4/17）、US$4,849～（4/25）
US$5,299～（5/1、5/9、5/23）
US$4,799～（5/15）

クリスマス・マーケット
南へ（ライン川）

2021年
◎11/28、＊12/9、

◎12/15
7泊

＊クリスタル・ドビュッシー
◎クリスタル・バッハ

アムステルダム→ケルン→コブレンツ→リューデスハイ
ム→マンハイム→ストラスブール→バーゼル

US$3,449～（11/28）
US$3,599～（12/9、12/15）

クリスマス・マーケット
北へ（ライン川）

2021年
＊12/2、＊12/16 7泊 バーゼル→ストラスブール→マンハイム→リューデンス

ハイム→コブレンンツ→ケルン→アムステルダム US$3,599～

PH ペントハウス
36㎡（ベランダ含）
ベランダ、バスタブ付・
バトラー付

S1 S2
デラックス・スイート
23.5㎡
シャワー、開閉式窓付
バトラー付

PH ペントハウス
38.3㎡（ベランダ含）
ベランダ、バスタブ付・
バトラー付

A1 B1  デラックス 
ステートルーム

23.6㎡（ベランダ含）
ベランダ、バスタブ付

S4
プチ・スイート
17.5㎡
シャワー、開閉式窓付
バトラー付

A1 B1  デラックス 
ステートルーム

24.8㎡（ベランダ含）
ベランダ、バスタブ付

C1  デラックス 
ステートルーム

19.2㎡  
バスタブ付

C1  デラックス 
ステートルーム

19.8㎡  
バスタブ付

お部屋の一例お部屋の一例

お部屋の一例お部屋の一例

お部屋の一例お部屋の一例

お部屋の一例お部屋の一例

お部屋の一例お部屋の一例
プールプール

お部屋の一例お部屋の一例

お部屋の一例お部屋の一例 お部屋の一例お部屋の一例

客室のご案内

客室のご案内

客室のご案内全室バスタブ付

全室スイートタイプ・バトラー付

全室バスタブ付

オールインクルーシブ

オールインクルーシブ

オールインクルーシブ

ショアー・エクスカーション無料

クリスタル・クリスタル・
クルーズ専門クルーズ専門 のの
担当スタッフが担当スタッフが

窓口になり、窓口になり、
手配担当いたします手配担当いたします

現地空港⇔港間の送迎を現地空港⇔港間の送迎を
手配いたします（有料）手配いたします（有料）

クリスタル・リバークルーズでは
乗下船日に限り、無料で現地空港⇔
港間の送迎のご用意がございます。

前後泊のご宿泊前後泊のご宿泊
および、船までのおよび、船までの

送迎アレンジ送迎アレンジ
いたしますいたします

　　　　 航空券の航空券の
　　　　 お手配もお手配も
　　　　 いたしますいたします
　　航 空会社のご希望

　　など お申付けください

日本語版船内案内冊子、日本語版船内案内冊子、
ショアー・エクスカーションショアー・エクスカーション

（船社主催）の（船社主催）の
簡易和訳をご旅行前に簡易和訳をご旅行前に

　　お渡しします　　お渡しします

郵船クルーズオリジナル

往復宅配無料サービス付き往復宅配無料サービス付き
（おひとり様1個）（おひとり様1個）

※出発時（ご自宅から空港まで）と帰国時（空港からご自
宅まで）にご利用いただけます。※空港は、羽田空港/成
田国際空港/関西国際空港/中部国際空港のみです。

■取消料〈クルーズオンリー〉 ※予約時に25％のデポジットをお支払いいただきます。

取消料 13泊以下のクルーズ
乗船日の前日より起算して

14〜21泊の
クルーズ

22泊以上の
クルーズ

25% 150〜91日前まで 180〜121日前まで 210〜151日前まで

50% 90〜61日前まで 120〜91日前まで 150〜121日前まで

75% 60〜31日前まで 90〜61日前まで 120〜91日前まで

100% 30日〜乗船当日 60日前〜乗船当日 90日〜乗船当日

お申し込みはお申し込みは
お早めがお得！お早めがお得！

旅行出発の10ヵ月前までにクルーズ
代金を全額お支払いいただくと、

クルーズ代金が2.5％割引になります

※船の紹介はP.4をご覧ください。

※船の紹介はP.2
　をご覧ください。

クリスタル・クルーズを
よく知るエキスパートが
安心の船旅をご案内します

イヤホンガイド付き
観光地では、ガイドの説明が
耳元で聞こえるように
イヤホン（受信機）を利用して
ご案内します。

船上では、
郵船クルーズ主催
プライベートパーティーに
ご招待早めのお申込みがお得です！

150日前までにお申込みいただくと、30,000円（おひとり様）割引

クルーズ後の
ご宿泊ホテルでは、
バスタブ付きの客室を
ご用意します

航空機・船会社の
燃油サーチャージは、
旅行代金に
含まれます

ご出発前に同行する添乗員から安心コール
ご出発3日前までに、同行の添乗員がお電話でご挨拶させていただきます。
旅のご不安なこと、現地の気候や服装など、お気軽にお尋ねください。

各寄港地にて、充実したツアーをご用意しています
【クリスタル・シンフォニー】各寄港地では、専用車にて観光へご案内します。
※エイラットでは、添乗員が散策へご案内いたします。

【クリスタル・ラヴェル】寄港地では、船会社主催の無料 OPオプショナルツアー
（英語）にご参加いただけます。※一部有料コースもございます。

スーツケースの宅配を
往復無料でご利用いただけます
�※出発時（ご自宅から空港まで）と帰国時（空港からご自宅まで）　
�※空港は、羽田空港・成田国際空港・関西国際空港・中部国際空港のみです。

渡航手続書類を
無料で作成
いたします
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ツアー
掲載ページ

P.4

ツアー
掲載ページ

P.2



ご案内とご注意

旅行条件（要約）　（詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申込みください。）

ご相談・お申し込みは下記の販売店をご利用ください。

観光庁長官登録旅行業 第892号
総合旅行業務取扱管理者：池田栄一
一般社団法人 日本旅行業協会正会員
〒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
TEL.045-640-5351

●旅行企画・実施

郵船クルーズ株式会社

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引に関する責任者です。この
旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者に
お尋ねください。

表紙の写真：クリスタル・シンフォニー、ペトラ遺跡、クリスタル・ラヴェル、ウィーンのクリスマスマーケットⓒANTO/Harald Eisenberger （すべてイメージ）

（クリスタル・クルーズ専用）

■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頂きます。これら
の手続代行については、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。日本国籍ではないお客様は、ご自身で自国・渡航
先国の大使館、入国管理事務所へお問合せください。
●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ヵ月以上と余白が4ページ以
上残っている旅券が必要です。
●査証（ビザ）について：日本国籍の方はヨルダン入国の際、査証
（ビザ）が必要ですが、船上にて取得の予定です（料金未定）。
その他の国では査証取得が不要です。
■航空機について
●ビジネスクラスご利用のお客様は基本コースのご予約と同時に
お申し出ください。座席のご希望も併せて予約時にお申し出くだ
さい。お申し込み後の手配のため、ご希望に沿えない場合があり
ます。
■海外の空港税等について
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。お支払いいただく合計金額は、ご出発の150日
前に確定し、ご請求させて頂きます。それ以降の為替変動による追
加徴収、返金は致しません。

■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、「外務省海外安全ホームページ（http://www.anzen.
mofa.go.jp/）」でもご確認できます。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」
（https://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-terrorism.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
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で利用させて頂
きます。その他、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とその手続き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。当社は、お申し込み頂いた旅行の手配の為に、運
送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、性別、年齢、
生年月日、住所、電話番号、パスポート番号等の個人情報を、予め郵
便、電子的方法等で送付することによって提供致します。また、当社

は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜の為、お客様の氏名、性
別、パスポート番号、及び搭乗される航空便名等を土産物店に予め
郵便、電子的方法等で送付することによって提供致します。
■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ください。
■時間帯の目安

■マークの見方
a：飛行機の旅　OP：オプショナルツアー（別料金）　
：食事なし　 ：朝食あり　 ：昼食あり　 ：夕食あり　
：機内食
◎：入場観光　○：下車観光　●：車窓観光

■募集型企画旅行契約
この旅行は、郵船クルーズ株式会社（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20%以上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、その一部として取り扱います。
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
し込みの場合には、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ときに成立致します。また、電話、
郵便、ファクシミリ、電子メールその他の通信手段でお申し込み
の場合であっても、クレジットカード決済による旅行契約は、当社
らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場
合には、当社らがその通知を発したときに成立し、当社らが電子
メール等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その
通知がお客様に到達したときに成立するものとします。

■旅行代金のお支払い
この旅行商品で利用するクリスタル・シンフォニーおよびクリスタ
ル・ラヴェルを手配するにあたり、その運賃の金額の支払いが必
要となります。このため、この旅行商品の旅行代金は、お申し込み
時にお支払いいただく申込金のほか、クリスタル・シンフォニーは
2020年5月22日（金）まで、クリスタル・ラヴェルは2020年7月
1日（水）までに残額をお支払いいただきます。各船に関し、上記
日程以降にお申し込みの場合は、ご予約時に全額をお支払いい
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、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。
1人1部屋追加代金、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・解散地点まで
の交通費や宿泊費等、希望者のみが参加するオプショナル・ツアー
の料金など）
■取消料
お客様は右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、お申し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人部屋追加代金
が必要となります。
■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の変更、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2月1日を基準としています。また、旅行
代金は2020年2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。

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。

ご注意 取消料について　� ＜フライ＆クルーズ旅行＞

旅行契約の解除期日 取消料

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

151日前まで 無料
150日～ 91日前まで 旅行代金の12.5％
90日～ 61日前まで 旅行代金の25％
60日～ 31日前まで 旅行代金の37.5％

30日～当日まで 旅行代金の50％
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％

海外旅行保険

東京海上日動
 0120-868-100

早朝
04：00 06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00 04：00

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

リピーター割引リピーター割引
（クリスタル・ソサエティ・メンバー割引） 船上予約割引船上予約割引 早期一括支払割引早期一括支払割引
一度クリスタル・クルーズにご乗船
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、割引などの特典がお楽しみい
ただけます。お申込の際にクリスタ
ル・クルーズのリピーターである旨、
お申し出ください。
＊乗船回数に応じて各種特典があります。

ご乗船中に先のクルーズにお申込みいただいた場合、各カテゴ
リーに応じた定額の割引を適用します。
＊船上にてお申込みいただいたご予約は、必ず船内でレシートをお受け取りください。
＊�船上予約の際にお一人様＄100以上のご予約金が必要となり、代金支払い時に
相殺させていただきます。
＊�キャンセル料発生期間内に入ってからキャンセルされた場合、ご予約金は払い戻
しできませんので予めご了承ください。
＊船上予約割引は、１回限り振替が可能です。
＊�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ヵ月以内に決
定していただかないと自動的にキャンセルとなりますのでご注意ください。

各コースご乗船の10ヵ月前までに、
ご旅行代金全額をお支払いいただくと、
全キャビンとも早期一括支払割引（ク
ルーズ代金の2.5％）を適用します。
＊�代金全額一括支払後、コースやキャビンカテゴ
リー等の変更で、代金に変更が生じた場合、本
割引は無効になる場合があります。

クリスタル・クルーズの３つの割引制度クリスタル・クルーズの３つの割引制度（添乗員同行ツアーでは適用外）


