
MSC ベリッシマ　夏の日本クルーズ

クルーズ料金表

2022年７月15日（金）・７月21日（木）・７月27日（水）出発
【横浜発着】
夏の西日本 周 遊クルーズ  　６泊７日

９８，９００円 １０３，５００円 １３８，０００円 ２１８，５００円 ３１０，５００円
〇  上記クルーズ代金の他、次の追加代金が別途掛かります。残金ご請求時：港湾税・MSCケア  30，250 円　ご乗船後船内にて：船内チップ、国際観光旅客税

1 室２名利用お一人様クルーズ代金

2022年７月16日（土）・７月22日（金）出発　（５出発日共通）
【大阪発着】1 室２名利用お一人様クルーズ代金

2022年８月16日（火）出発
【横浜発着】
熊野の花火と日本１周クルーズ 　９泊10日

１６９，８００円 １９９，８００円 ２４９，８００円 ３４９，８００円 ５１９，８００円
〇  上記クルーズ代金の他、次の追加代金が別途掛かります。残金ご請求時：港湾税・MSCケア  35，200 円　ご乗船後船内にて：船内チップ、国際観光旅客税

1 室２名利用お一人様クルーズ代金

2022年８月25日（木）出発
【横浜発着】
日本１周満喫・夏休みクルーズ 　９泊10日

１６９，８００円 １９９，８００円 ２４９，８００円 ３４９，８００円 ５１９，８００円
〇  上記クルーズ代金の他、次の追加代金が別途掛かります。残金ご請求時：港湾税・MSCケア  35，200 円　ご乗船後船内にて：船内チップ、国際観光旅客税

1 室２名利用お一人様クルーズ代金

2022年９月12日（月）出発
【横浜発着】
船内満喫癒しのショートクルーズ 　５泊６日

９２，０００円 １０３，５００円 １３８，０００円 満　　室 満　　室
〇  上記クルーズ代金の他、次の追加代金が別途掛かります。残金ご請求時：港湾税・MSCケア  29，150 円　ご乗船後船内にて：船内チップ、国際観光旅客税

1 室２名利用お一人様クルーズ代金

2022年９月22日（木）出発
【横浜発着】
秋の西日本 周 遊クルーズ　７泊８日

１１５，５００円 １２６，５００円 １４９，５００円 満　　室 満　　室
〇  上記クルーズ代金の他、次の追加代金が別途掛かります。残金ご請求時：港湾税・MSCケア  31，900 円　ご乗船後船内にて：船内チップ、国際観光旅客税

1 室２名利用お一人様クルーズ代金

共通のご案内

  

〇  スケジュールの詳細は別冊「MSCベリッシマ  JAPAN CRUISE GUIDE 2022」をご覧願います。
〇  ３～４人目大人料金は、上記クルーズ代金の５０％です。
〇  大人２名と、同室の３～４人目お子様（１２才未満）はクルーズ代金が無料  です。（追加代金：港湾税・MSCケア※１・船内チップ※２・国際観光旅客税のみ別途掛かります。）
〇  １名１室利用の場合は上記クルーズ代金の２００％を申し受けます。
〇  取消料については裏面をご確認願います。
※ １   MSCケアとは船上で新型コロナ感染症陽性となった場合の対応費用（検査・隔離キャビン・マスク配給等）です。
※ ２   船内チップは大人（18歳以上）14.50 USドル /泊、子供 （２歳以上）7.25 USドル /泊、幼児（２歳未満）無料 です。



お 問 合 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。）

〈本誌掲載の写真はすべてイメージです〉

受託販売

株式会社クルーズバケーション
：観光庁長官登録旅行業  第一種  第２０１０号  日本旅行業協会（JATA）会員旅行企画・実施

東京都港区海岸3-18-21  ブライトイースト芝浦１階
〒108-0022

2022年3月18日を基準としています。

　　　　　　　　 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。

　　　　　　　　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。

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。

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

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。
　　　　　　寄港地ではクルーズカードを見せるだけで自由に乗・
下船できます。停泊中も船内でお食事の用意をしていますのでご自由
にお過ごしください。寄港地 ( 船外 )での飲食は、お客様のご負担とな
ります。各寄港地での最終帰船時刻は、出港の 30~60 分前です。最終
乗船時間は船内にてご確認ください。

　　　　　　　　　　　料金のオプショナルツアーをご用意しています。
詳しくは後日ご案内します。

　　　　　　　　　　　　　当パンフレットに記載の内容は 2022 年 3
月16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

　　　　　　　　　　　　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。

　　　　　　　　　　　　　　　運賃、客室使用料、食事代、船内でのエ
ンターテインメントなど　

　　　　　　　　　　　　　　　　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。

　　　　　　　　　　●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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●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。

※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。

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/

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。

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

MSCヨットクラブ規定
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前
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７５日～４６日前 クルーズ代金の１５％

クルーズ代金の２５％

クルーズ代金の５０％

クルーズ代金の７５％

クルーズ代金の１００％
＋港湾税及び、MSCケアの全額

４５日～３１日前

３０日～１６日前

１５日～　６日前

　５日前以降

出
港
日
の
前
日

か
ら
起
算
し
て

７５日～６０日前 クルーズ代金の４０％

クルーズ代金の６０％

クルーズ代金の８０％

クルーズ代金の１００％
＋港湾税及び、MSCケアの全額

５９日～３０日前

２９日～１５日前

１４日前以降

R


