2021年7月～9月発

日本発着史上最大の豪華客船。

で航く

日本発着クルーズ

MSCベリッシマ
総トン数：171,598トン 全長：315.83m 型幅：43m 喫水：8.75m
初就航：2019年3月 船籍：マルタ 航海速力：21.80ノット
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※情勢によりスケジュールは変更となる場合がございます。

■出港日：7/31～9/18まで
■乗船港・出発日：横浜 毎週土曜日
大阪 毎週日曜日

A料金＝下記B料金の日程を除く日程

■旅行代金 B料金＝8/7, 8/8, 9/18, 9/19

特典（OBC付与）

キャビンカテゴリー

クルーズ代金

内側ファンタスティカ

Ａ 89,800円
Ｂ 119,800円

50ドル

海側ファンタスティカ

Ａ 99,800円
Ｂ 129,800円

75ドル

バルコニーファンタスティカ

Ａ 169,800円
Ｂ 199,800円

500ドル

ヨットクラブデラックス

Ａ 309,800円
Ｂ 369,800円

600ドル

1名1室利用 追加代金

150％

3人目・4人目 追加代金
（大人／12歳以上）

50％

※12歳未満はお問合せください

※いずれも大人お一人様/２名１室利用時の金額となります。（税込表記）

※佐世保発着も可能です。詳しくはお問い合わせください。※記載のないキャビンにつきましてはお問い合わせください。
※感染対策費用として14,000円がクルーズ代金に含まれて 【別途必要代金(お一人様あたり）】 ※2021年4月1日時点
■港湾税：US＄250(約27,500円) ※大人・子供同額
おります。

■CABIN PLAN/客室イメージ（一例）
内側キャビン

（オンボードクレジット）

OBC 最大

600ドル
プレゼント!

海側キャビン

■国際観光旅客税：1,000円(船上にてUS＄支払) ※2歳未満無料
■船内ﾁｯﾌﾟ：大人(12歳以上)US＄101.5 子供(2～11歳)US＄50.75
※2歳未満無料
※船内ﾁｯﾌﾟは船内会計に自動的にチャージされます。

バルコニーキャビン

ヨットクラブデラックス

そもそも OBC(オンボードクレジット) ってなに？
オンボード・クレジットとは船内で使用できるお小遣いです。
有料レストランやバーをはじめ、スパ、ブティックショップ
でのお買い物など船内でのあらゆるお支払いに利用すること
ができます。ラグジュアリーな船内で自分へのご褒美に是非
お使いください。
※船内でのご利用金額の総額からオンボード・クレジット相当分の金額を差し引いた
金額がご精算額となります。
※ オンボード・クレジットは、１回の乗船中でのみ有効です。使い切らずに残った場
合でも、返金・繰り越しはできません。また、他者への譲渡、換金はできません。

船内新聞や、お食事メニュー、寄港地観光など、文書は
日本語でご用意します。
●チェックインにはパスポート、乗船券、船内精算用
のクレジットカードが必要となります。詳しくは最終案内をご覧ください。
●チェックインの締め切りは出港の2時間前を予定しています。最終案内に
てご確認ください。最終チェックインに遅れた場合は、予約取消となり返金
はお受けできません。●下船日は入港から下船まで通常約2~3時間かかり
ます。下船後の予定は余裕をもって計画ください。
会員の方は、MSCクルーズのリ
ピータークルーズポイントを加算することが可能ですので、ボヤジャーズの
会員番号をご予約時にご連絡ください。
客室番号の指定、隣室保証は承っておリません。
ご希望は承りますが、
ご希望に添えない場合もございます。
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）、
カフェの軽食などさまざまなお食事をご用意していま
す。
メインダイニングの夕食は3回制(1回目17:30頃〜／ 2回目19:30頃〜／
3回目21:30頃〜）
です。
ファンタスティカのお客さまは夕食時問のご希望を
承ります。

この旅行は株式会社クルーズバケーション
（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・条件はパンフレット(インターネットホームページに掲載する旅行日
程やコースごとの条件を説明したものも含みます) 。別途お渡しする旅行
条件書および出発前にお渡しする最終日程表並びに当社旅行業約款（募
集型企画旅行契約の部）によります。

当パンフレットに記載の内容は 2021 年 4

月 1 日現在のものです。現地のやむを得ない事情等により、
スケジュール、
寄港地や出発・到着時間、船内プログラム当は予告なしに変更される場
合がございます。

●新型コロナウィルス感染症についての対応は MSC クルーズに準じます

ベ
船内で日本円から US ドルヘの両替を承りますが、金額に限りが
ありご希望に添えない場合があります。また現地通貨（台湾ドル・韓国

お客様は、表で定める取消料をお支払いいただく
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。当コースは日本
発着時に貸切船舶を利用する旅行契約にあたるため、通常の取消料とは
異なります。なお、表でいう
「旅行契約の解除期日」
とは、お客様が当社のそ
れぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基
準とします。

取消料については下記をご寛ください。※MSCヨットクラブ以外
から起算して

渡航手続き諸費用、
自宅から発着港
間の交通費およびお荷物配送料金、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。船
内チップ、港湾税、国際観光旅客税。●税額は予告なく変更になる場合があ
ります。増額された場合、旅行代金を全額お支払い後でも追加徴収させて
いただきます。

ウォン）は、船内には用意がございませんので、ご乗船前にご準備くだ
さい。

ベ
客室のベランダを含め、船内はすべて禁煙です。喫煙（電子
タバコ含む）は屋外の指定エリアでお願いします。指定喫煙場所以外の
喫煙があった場合、清掃費用を申し受けます。禁煙エリアでの継続的な
喫煙が発生した際は、下船いただく場合があリます。

旅行開始日の前日

ンターテインメントなど

運賃、客室使用料、食事代、船内でのエ

ベッラのお客さまは選択できません。なお、アウレアのお客さまはメイン
ダイニングの専用エリアにて、MSC ヨットクラブのお客さまは専用レスト
ランにて、お好きな時間にお食事ができます。朝・昼はお越しいただい
た順にご案内するオープンシーティングです。
※ご夕食のメインダイニングは選択できません。
※お食事の時間は予定であり、変更となる可能性があります。
※出港時間が遅い日などダイニングルームでのご夕食は前述の 3 回制
ではなく、営業時間内にいつでもお越しいただけるオープンシー
ティングになる場合があります。オープンシーティングの日は船内
新聞や船内放送でお知らせいたします。
※アレルギーの方はご予約時またはご出発日の 50 日前までにお知らせく
ださい。船会社に出発前にアレルギーの旨申告をいたします。
ただし特別食の提供はございませんので、ご乗船後に担当ウェイターとご
確認をお願い致します。

30日前〜16日前

旅行代金の50％

15日前〜6日前

旅行代金の75％

5日前以降の解除または無連絡参加

旅行代金の100％
+港湾税

MSCヨットクラブ規定
から起算して

旅行開始日の前日

●船会社規定により旅行開始時点で20歳未満の方
は保護者または後見人との同室が必要です。未成年者と同行する保護者・
後見人は、未成年者の行為について全責任を負う必要があります。●6か月
未満の乳児、および妊娠中期(24週）以降のお客様はご乗船いただけませ
ん。妊娠中のお客さまは医師の診断書（英文）の提出がご予約時に必要と
なります。●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。お申し出いただく内容によっては
、別途、船会社所定書類のご提出が必要となります。なお、車椅子対応客室
数には限りがあります。
また車椅子をご利用の方は付き添いの方のご乗船
が必要です。船内での車椅子の貸出はございません。
●船会社規定によりご旅行終了日の時点で残存有効期間が6か月以上の
旅券（パスポート）をご用意ください。

予約完了後〜120日前
119日前〜90日前

旅行代金の5％
旅行代金の25％

89日前〜60日前

旅行代金の40％

59日前〜30日前

旅行代金の60％

29日前〜15日前
14日前以降の解除または無連絡参加

旅行代金の80％
旅行代金の100％
+港湾税

※旅行契約成立後に”お部屋（キャビンのカテゴリー）”を変更される
場合も取消料の対象となりよす。
※当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの
場合も取消料をいただきます。
2021年4月1日を基準としています。

当社は旅行をお申し込みの際にご提出いただいたお客様の個人情報
（氏名、住所、電話番号、
メールアドレスなど）について、お客様との
連絡•お申し込みいただいた旅行における運送・宿泊機関等の提供す
るサービス手配のための手続きに必要な範囲内でご利用させていた
だきます。
クルーズ旅行は、通常の旅行よりも取消料の発生日が早くなってくる
ケースや料率が高くなっているケースがあります。お客様やご同行者
の病気や怪我などでやむを得ずクルーズ旅行をお取消しになる場合
に取消料をカバーする保険がありますので、
クルーズ旅行のお申し込
みと同時にこの保険をお申し込みいただきますようにお勧めいたし
ます。詳しくは、販売員までお尋ねください。
より安心してご旅行いただくためにも、
ご旅行中の病気や事故、盗
難などに備えて、お客様ご自身で旅行保険に必ずご加入されること
をおすすめいたします。当社でも旅行保険のお取り扱いがございま
す。詳しくは販売員にお尋ねください。
海外クルーズの場合、渡航先（国または地域）によっては外務省よ
り危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出されている場
合があります。詳しくは販売店へお問い合わせください。
海外渡航関連情報は、外務省領事サービスセンター（海外安全担
当）や外務省海外安全ホームページなどでもご確認いただけます。
TEL（直通）：03-5501-8162
ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/
渡航先の「海外危険情報」
「海外感染症情報」をご確認、および「たび
レジ」のご登録をお願いします。
海外安全ホームページhttp://www.pubanzen.mofa.go.jp/
感染症情報ホームページhttp://www.forth.go.jp/
たびレジhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

●当社指定の申込書
に所定の事項を記入し、申込金としてご旅行代金の20％を添えてお申込い
ただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として
繰り入れます。
また、旅行契約は当社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いたします。●電話・郵便・ファクシミリやその他
の通信手段でお申し込みの場合、規定の期日までに申込書の提出と申込金
の支払いをしていただきます。●旅行代金は、当社が指定する期日までに
お支払いください。

お 問 い 合 わ せ ・ お 申 込 み は （ご予約時に旅行条件書をお渡ししますので、ご確認のうえ、お申込みください。）
受託販売

旅行企画・実施 ：観光庁長官登録旅行業

第一種 第２０１０号 日本旅行業協会（JATA）会員

株式会社クルーズバケーション

〒108-0022

東京都港区海岸3-18-21 ブライトイースト芝浦１階

総合旅行業務取扱管理者とは、
お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの責任者です。この旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

〈本誌掲載の写真はすべてイメージです〉

