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〈早期予約特典キャンペーン〉

13泊14日
14日間

■出発地：横浜港大さん橋 
■最少催行人員：1名 
■食事：船内全食事付き（朝13回・昼

12回・夕13回） 
■添乗員：同行しませんが、船内では

日本人コーディネーター、船内係員
がご案内します。 

■寄港地は天候などのやむを得ない
事由により変更または抜港となる場
合があります。

日 月日 曜日 寄港地 入港 出港
1 4月13日 土 横浜（大さん橋） 17:00
2 4月14日 日 清水 7:00 15:00
3 4月15日 月 神戸 11:00
4 4月16日 火 神戸 18:00
5 4月17日 水 高知 7:00 18:00
6 4月18日 木 広島 9:00 18:00
7 4月19日 金 終日クルーズ
8 4月20日 土 済州島［韓国］ 7:00 18:00
9 4月21日 日 釜山［韓国］ 7:00 16:00
10 4月22日 月 終日クルーズ
11 4月23日 火 函館 9:00 21:00
12 4月24日 水 青森 7:00 18:00
13 4月25日 木 終日クルーズ
14 4月26日 金 横浜（大さん橋） 8:30
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セレブリティ・ミレニアムで航く

クルーズ春の日本一周
Premium Cruise

NIPPON

B e a u t y

春 美

うるわしの国を、優雅に旅して。

客室タイプ 旅行代金
スタンダード内側 270,000円
スタンダード海側 400,000円
デラックス海側 450,000円

コンシェルジュクラス 500,000円
アクアクラス 570,000円
スカイスイート 1,100,000円

※旅行代金は1室を2名で利用した場合のお一人様あたりの金額です。大人・
子供同額となります。

写真はイメージです。

 旅行代金（2名1室お一人様）

内側～デラックス海側 77,250円／コンシェルジュ～アクアクラス 
78,000円 ／スイート 82,650円
※別途費用の内訳は、寄港料38,500円、政府関連諸税および港湾施設使用
料15,400円、国際観光旅客税1,000円、船内チップ（内側～デラックス海側
22,350円、コンシェルジュ/アクアクラス23,100円、スイート27,750円） です。

※清水・神戸・高知・広島・済州・釜山
からの乗船、済州・釜山・函館・青森で
の下船など区間乗船もできます。その
場合も旅行代金の割引はありません。
※一泊延泊し4月27日横浜下船に変
更可能です。（追加料金なし）

（スタンダード内側客室2名1室利用時のお一人様旅行代金）別途、船内チップ、寄港料、政府関連諸税および港湾施設使用料、
国際観光旅客税が必要です。寄港地での観光は旅行代金に含まれません。

・飲み放題「クラシックビバレッジパッケージ」お一人様$55×泊数相当分
 指定ビール（$6まで）、グラスワイン（$9まで）、スピリット・カクテル（$8まで）
・オンボードクレジット $300（１室あたり）

2018年10月29日（月）16:00までのご予約で
以下2つの特典をプレゼント

※期間中にお申し込みの海側客室以上で1室1名または2名でご利用のお客様。

 別途かかる費用（お一人様）



海水を使ったプール＆ジャグジーはタラソテラピー
効果抜群。

大型シアターで鑑賞する、珠玉のエンターテイン
メント。

著名な建築家達が手がけたスタイリッシュな空間
デザイン。

お問い合わせ・お申し込み

C-03-1-1807

クルーズカンパニー
〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル
観光庁長官登録旅行業1100号 
日本旅行業協会（JATA）正会員
ボンド保証会員 
総合旅行業務取扱管理者 根本由美子
運航会社：セレブリティクルーズ

【旅行企画・実施】
セレブリティクルーズ日本総代理店

株式会社ミキ・ツーリスト

■お申し込み お申し込みの際はご希望の出発日、客室タイプ、
客室ごとのお名前（パスポートのローマ字）、生年月日、パスポート番
号・有効期限、国籍、住所、連絡先をお知らせください。＊1泊延泊し、
4/27に横浜下船をご希望の方、途中乗・下船をご希望の方は必ずお
申し込み時に申告ください。
■最終案内 出発2週間前頃に詳細を記した最終書類を代表者
の方へご郵送いたします。
■ドレスコード 日中はカジュアルな服装でお過ごしください。夜は
ドレスコードがあり、おしゃれをするイブニングシックナイトを2回予定して
います。男性はジャケット、女性はワンピースなどをご持参ください。
■乗船日 出航の90分前までにチェックインを終了してください。遅
れた場合は予約取り消しとなり返金は致しかねます。ご乗船にはパス
ポートが必要です。横浜出航の4日前までにオンラインチェックインをお
済ませください。その際、セレブリティクルーズのリピーター会員（キャプ
テンズクラブ）の番号をお持ちの方は登録ください、船内で若干の会

＊旅行開始日とは2019年4月13日横浜出航日になります。（途中乗
船の場合も同様です）＊取消日とは当社の営業日・営業時間内（土・
日・祝祭日を除く9：30-18：00）に当社が書面を受理した日時を基準と
します。
■個人旅行取り扱いについて 当社および受託旅行業者
は、旅行申し込みの際に提出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いただくほか、旅行サービスの手配に必要な範
囲内で利用させていただきます。詳細は当社ホームページをご参考くだ
さい。

員特典を受けられます。尚、横浜乗船の方はご自宅からお客様の客室
にお荷物をお届けする宅配サービス（有料）がありますので便利です。

（途中乗船港、および下船日のサービスはありません）
■お食事 基本のお食事（メインダイニングとビュッフェレストラン）は
旅行代金に含まれます。その他、予約制のスペシャリティレストラン（カ
バーチャージが必要）、カフェの軽食、24時間ご利用可能なルーム
サービス（深夜はサービス料が必要）などさまざまなお食事をご用意して
います。レストランは客室タイプにより異なります。スイートクラスは「ルミ
ナ」アクアクラスは「ブルー」の専用レストランをご利用いただき、その
他の客室タイプはメインダイニングとなります。メインダイニングの夕食
は2回制で、お時間は最終書類でご案内します。お時間のご希望は承
りません。
■アルコール アルコール飲料の持ち込みはできません。ただし、
出航日に限り1客室2本までワインまたはシャンパンが持ち込めます。

■喫煙 客室のベランダを含め、船内はすべて禁煙です。喫煙は屋
外の指定エリアでお願いします。
■寄港地観光 船会社設定の寄港地観光ツアーに参加いただく
か、各自自由にお過ごしください。各寄港地の帰船時間は出航の30
～60分前までです。
■保険 募集型企画旅行約款特別補償規定により、傷害について
は一定の範囲内で補償はありますが、疾病については補償がありませ
ん。安心してご旅行いただくためにお客様自身で海外旅行保険（含む
携行品）に加入されることをおすすめします。
■スケジュールの変更 当パンフレットに記載の内容は2018
年7月現在のものです。現地のやむを得ない事情により、スケジュー
ル、寄港地や、出発・到着時間、船内プログラム、各種料金サービス等
は予告なしに変更される場合があります。これらの場合でも返金はあり
ません。

■募集型企画旅行契約 この旅行は下記掲載の旅行会社
（以下「当社」という）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を締結することになります。
旅行契約の内容・条件はセレブリティクルーズ日本語ホームページの
当コースの紹介ページに掲載している旅行条件書（募集型企画旅
行）によります。
■旅行代金に含まれるもの 航海運賃、客室使用料、食事代

（飲み物は一部別料金）、船内でのエンターテインメントなど。
■旅行代金に含まれないもの 渡航手続き諸費用、自宅から
発着港間の交通費、船内のアルコール類、スペシャリティレストランの
カバーチャージ、バーやカフェのソフトドリンク、コーヒーやアイスクリー
ム、インターネット、クリーニング、電話代、マッサージ、美容院等の個人
的な費用、各寄港地での観光（オプショナルツアー）や食事など。な
お、船内チップ、寄港料、政府関連諸税および港湾施設使用料、国
際観光旅客税は別途かかる費用としてご旅行代金とあわせてお支払
いいただきます。＊別途かかる費用の金額は予告なく変更になる場合
があります。

■お申し込み条件 ・旅行開始時点で18歳未満の方は18歳以
上の方との同室が必要です。 ・両親以外の方と同行の18歳未満の
お子様は両親の承諾書が必要です。 ・乗船時に6ヶ月未満の乳児、
および乗船中に妊娠中期（24週）以降のお客様はご乗船いただけま
せん。 ・お身体の不自由な方、特別治療を要する方は予約時にお申し
出の上、英文の診断書をご用意ください。車いすをご利用の方は付き
添いの方のご乗船が必要です。 ・ご旅行終了日の時点で残存有効
期間が6ヶ月以上の旅券（パスポート）をご用意ください。
■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い 下記申
込金を受領した時に契約が締結します。申込金は旅行代金に充当し
ます。旅行代金は旅行開始日の前日から起算して78日前までにお支
払いください。

クルーズのご案内

ご旅行条件（抜粋）

ミシュランの三ツ星で腕をふるったシェフ、コーネ
リアス・ギャラガーが監修する美食の数々。

施設やサービスの詳細はセレブリティクルーズの日本語ホームページでもご覧いただけます。
www.celebritycruises.jpセレブリティクルーズ

Welcome to 
Celebrity Cruises

The Celebrity Renovation

2019年春、今年もセレブリティ・ミレニアムが日本にやってきます。
船内は大幅改造がなされ、さらにグレードアップした施設をご堪能いただけます。
船内に入ると、そこはもう海外。洗練された空間と笑顔のクルーがお出迎えします。
春爛漫の日本を巡りながら海外旅行気分も満喫できる、新しい旅のご提案です。

セレブリティ・ミレニアムが大きく生まれ変わります。

客室のデザインを一新。よりスタイリッ
シュな空間に生まれ変わりました。

スイート客室専用のオープンデッキ「ザ・リ
トリート」を新設。

白を基調としたエレガントなメインダイニン
グでフルコースを。

バーやラウンジも華麗に変身。くつろぎの
ひとときをお過ごしください。

申込金 50,000円(お一人で1室利用は100,000円）

取消日 取消料（お1人様）
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって78日前まで 無料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって77日目にあ
たる日以降48日目にあたる日まで

50,000円
1名1室室利用の場合は

100,000円
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって47日目にあ
たる日以降34日目にあたる日まで 旅行代金の50％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあ
たる日以降、または無連絡不参加 旅行代金の100％

■取消料


