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16万円の追加代金で全寄港地観光付きに変更可能

世界遺産  ジェロニモス修道院（リスボン） 旅行日程   （入港／出港時間の目安）

1 11（日）

成田または羽田空港（21:40～ 25:20発
目安）・関西空港（23:45発目安）より
乗継便にてリスボンへ
〈機内泊〉 

2 12（月）
リスボン（ポルトガル）  ―／（停泊）
着後、送迎車にて港へ、乗船手続き
〈船内泊〉 船

3 13（火）

リスボン（ポルトガル）  ―／14:00
世界遺産  リスボン半日観光
●ジェロニモス修道院　◎ベレンの塔　
◎発見のモニュメント
〈船内泊〉 船船 船

4 14（水）

カディス（スペイン）  09:00／22:00
 セビリア終日観光（ご昼食付き）

◎ 世界遺産  セビリア大聖堂　◎ヒラルダ
の塔　● 世界遺産  アルカサル（スペイン
王室の宮殿）
〈船内泊〉 船船 船

5 15（木）

ジブラルタル（英国領）  07:00／14:00
 ジブラルタル半日観光

◎ヨーロッパポイント　◎ジブラルタル
ロック　●聖ミカエルの洞窟
〈船内泊〉 船船 船

6 16（金）イビサ島（スペイン）  16:00／（停泊）
〈船内泊〉 船船 船

7 17（土）

イビサ島（スペイン）  ―／21:00
 世界遺産  イビサ徒歩半日観光

◎旧市街ダルトビラ　◎サンタマリア大
聖堂　◎ネクロポリス
〈船内泊〉 船船 船

8 18（日）

バルセロナ（スペイン）  08:00／（停泊）
 世界遺産  ガウディ建築半日観光

（パエリアのご昼食付き）
●サグラダファミリア　○カサバトリョ　
○カサミラ
〈船内泊〉 船船 船

9 19（月）

バルセロナ（スペイン）  ―／15:00
 聖地モンセラート奇岩群と

修道院半日観光●
〈船内泊〉 船船 船

10 20（火）

サントロペ（フランス）  08:00／（停泊）
 コートダジュールの鷲ノ巣村巡り

（ご昼食付き）
〈船内泊〉 船船 船

11 21（水）
サントロペ（フランス）  ―／22:00
フリータイムをお楽しみください
〈船内泊〉 船船 船

12 22（木）

モンテカルロ（モナコ）  08:00／（停泊）
モナコ公国・イタリア国境の町マントン・
鷲ノ巣村エズを訪れる終日観光
（ご昼食付き）
◎モナコ大聖堂　◎カジノ　●ジャンコ
クトー美術館　エズ村散策
〈船内泊〉 船船 昼

13 23（金）

モンテカルロ（モナコ）  ―／―
下船後、送迎車にてニース空港へ
乗継便にて帰国の途へ
〈機内泊〉 船

14 24（土）
成田または羽田空港（06:35～ 22:45目
安）・関西空港（17:15目安）着後、
入国・通関手続き、解散
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●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
○：車窓観光
：ご希望の方向けの有料ツアーです。観光内容は変更となる場合
がございます。
※教会等の宗教施設は、宗教行事などにより、見学できない場合がご
ざいます。その場合は、外観からご覧いただきます。

2019年

16世紀ポルトガルで栄えたマヌエル様式の代表的傑作。かつての大航海時代の栄華の記憶をとどめる海や船などをモチーフとした装飾
が多いのが特徴です。

クリスタル・セレニティ
リスボンからモナコへ ジブラルタル海峡・
イベリア半島を巡る地中海クルーズ 14日間

旅のみどころ

1. リスボンから、ジブラルタル、イビサ島、バルセロナ、コートダジュールを巡り、モンテカルロへ至る貴重なコース。

2. ジブラルタル海峡では、アフリカ大陸とヨーロッパ大陸の間を航行する、クルーズならではの体験をお楽しみください。

コロンブスゆかりの地には、世界で三番目の大きさを誇る大聖堂があ
ります。イスラム文化が融合した雰囲気と、白い街並みが特徴です。
 ※オプショナルツアー

イビサ島リスボン

カディス

ジブラルタル

バルセロナ

サントロペ

モンテカルロ
世界遺産  セビリア大聖堂（カディス）

2019年
8/11（日）出発
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ビジネスクラス利用東京・関空・名駅発着

大人お 1人様・２名１室利用（東京・関空・名駅発着共通）客室タイプと旅行代金

＊空港施設使用料/旅客保安サービス料/国際観光旅客税/海外空港税/燃油サーチャージ/政府関連税/港湾税/船内
チップはすべて旅行代金に含まれます。燃油サーチャージの増減または廃止があった際も旅行代金の変更はございません。

客室タイプ エコノミークラス利用 ビジネスクラス利用 1人部屋追加
代金（共通）

B1 デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約25㎡） 1,120,000円 1,570,000円 280,000円

A1 デラックス・ステートルーム
（ベランダ、バスタブ付き 約25㎡） 1,180,000円 1,630,000円 320,000円

PH ペントハウス 特典
（バトラー、ベランダ、バスタブ付き 約38㎡）1,550,000円 2,000,000円 800,000円

■食事：昼1回、船31回 ■添乗員：同行いたします ■最少催行人員：12名様 ■利用予定航空会社： 
【東京】EK／TK／AF／NH／ LH 【関西】EK  特典 24時間体制バトラーサービス

＊取消料：旅行開始日前日から起算して、90～46日前＝旅行代金の10％、45～31日前＝旅行代金の25％、
30日前～当日＝旅行代金の50％、旅行開始後の解除または無連絡不参加＝旅行代金の100％

名古屋駅発着のご案内
名古屋方面のお客様は、エミレーツ航空シャトルバスで名古屋駅⇔関西空港を往復することができます。
※シャトルバスの代金は旅行代金に含まれます。添乗員は関西空港出発から関西空港到着まで同行します。

※写真はすべてイメージです。



全室海側バスタブ付きのゆとりある客船で提供する世界最高峰のホスピタリティ

クリスタル・クルーズ

世界に誇る至上のホスピタリティで、この上
なく贅沢なくつろぎの時間を提供するクリスタ
ル・クルーズ。ゆったりご滞在いただけるよう、
洗練された客室は全室海側バスタブ付き（*1）

で、広さも19㎡～125㎡とさまざまなタイプ
をご用意。洋上でラグジュアリーで安心した
日 を々お過ごしいただけます。

＊本ページは主にクリスタル・セレニティ／シンフォニーについてのご紹介です。リバークルーズのクリスタル・ラヴェル／ドビュッシーは、P.18～ 21をご覧ください。

くつろぎの日本人向けサービスが充実

■日本人乗組員による
　安心サポート
船内には「アジアン・ホスト／ホ
ステス」と呼ばれるスタッフが乗
船し、日本のお客様のお手伝い
をします。

■日本語版の船内新聞を
　ご用意
船内イベント情報などを掲載した船
内新聞「リフレクションズ」、レストラ
ンメニューを日本語でご用意。また、
全ての客室にバスローブに加えてゆ
かたが用意されています。

日本のお客様が安心してクルーズを満喫できる多彩な日本食、日本語サービス、「和」のおもてなしが充実しています。

8～10泊のクルーズで1回、11泊～16泊のクルーズで2回の「ブラッ
クタイ・オプショナル」と呼ばれるフォーマル・デイがあります。7泊
以下のクルーズではクリスタル・カジュアル（スマートカジュアル）の
みです。ドレスコードは船内新聞でご確認ください。

ドレスコード／ブラックタイ・オプショナル

男性：ダークスーツやタキシード（ジャケット着用、タイ自由）
女性：カクテルドレス、イブニングドレス、フォーマルスーツ、
 和服（訪問着）など

●全室海側バスタブ付き*1　●24時間利用可能なルームサービス
●ルームサービスでコースメニューもオーダー可能*2　●船内Wi-Fi利用無料
●24時間対応のバトラーサービス*3　●アメニティはイタリアのエトロ社製
●コンシェルジュは権威ある国際組織レ・クレドール・インターナショナルに所属
●お気に入りの枕を選べるピローメニュー
*1：一部、車イス用客室を除く　*2：メインダイニングの営業時間内　*3：ペントハウス客室以上ペントハウスのリビングルーム（一例）

ペントハウスのベッドルーム（一例）

12 ※写真はすべてイメージです。



C r y s t a l  C r u i s e s

多彩な日本食サービス

■ウミ・ウマ＆
　寿司バー
松久信幸氏プロデュースの
レストランでは、世界中に
展開され、高い評価を得る
「NOBU」の味をお楽しみい
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
わったお寿司が味わえます。
メインダイニングやビュッフェスタイルレストランでは、朝食
時に和食もお選びいただけます。

飽きさせない美食のレストラン

■ウォーターサイド
シックなデザインに生まれ変わったメインダイニング。夕食時もオープンシーティングでのご案内
となります。

■プレゴ
ロサンゼルスの人気レストラン「バレンチノ」と提携した、北
イタリアの郷土料理を堪能できるレストラン。

■マーケットプレイス＆シュハスカリア
日中はビュッフェスタイルでお食事をご提供。ディ
ナータイムはシュラスコ・バー・スタイルのカジュア
ルなレストランになります。

■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・
昼は飲茶や麺類をご用意。

■パームコート
リドデッキ船首側の明るく開放的なティーサロン＆
バー。

クリスタル・クルーズのオールインクルーシブ
旅行代金に含まれているもの
●船内でのお食事
●ワインやビール、カクテルなどのアルコール類 *4、ソフトドリンク
●ルームサービス　●基本のチップ　●Wi-Fiインターネット接続
●スポーツ施設、ライブラリー、コンピューター・ルームの利用
●ミュージカルやコンサートなどのエンターテインメント鑑賞
●語学教室、絵画教室などの学習プログラムの利用
*4：ヴィンテージ・ワインなど一部のアルコール飲料は有料

スペシャリティレストランでのお食事
無料（各レストラン1回まで）
ディナータイムの座席
ウォーターサイド…オープンシーティング
ドレスコード
ブラックタイ・オプショナル（左ページ参照）
客船の規模（シンフォニー、セレニティ）
総トン数：約5万1000トン～約6万8000トン
乗客定員：約800名～約980名

13※写真はすべてイメージです。


