
東京発／横浜着  17万トンの大型新造客船　MSCベリッシマで航く

広島・四国・済州島クルーズ 10日間
2020年10月17日㈯～10月26日㈪

121,000円
（内側 ベッラ／大人2名1室利用）

~385,000円
（MSCヨットクラブ デラックススイート／大人2名1室利用）

いつも新しい発見がある。

いつも新しい発見がある。

東京発／横浜着
2020年10月

MSC Bellissima

日本語
通訳 
スタッフ
乗船
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横浜

和歌山

四日市

広島

済州島

松山

エンターテイメント施設一覧 内容

ロンドンシアター ブロードウェイスタイルのオリジナルショーを上演

カルーセルラウンジ シルク・ドゥ・ソレイユのショーのために設計されたラウンジ

インペリアルカジノ カジノバー

バーチャルゲーム&ボウリング ビデオゲーム&ボウリング

VR迷路 バーチャルリアリティを体験

XDインタラクティブシネマ ゲーム感覚で楽しめる映画

F1シミュレーター 運転シミュレーション

アティッククラブ ディスコ／バー

飲食施設一覧 内容

ポシドニア メインダイニング

ライトハウス メインダイニング

イル・チリエージョ／ル・スリジェ メインダイニング
¡HOLA! タパスバー by ラモン・フレイシャ スペイン料理

ラトリエ・ビストロ フランス料理

ブッチャーズカット アメリカンステーキハウス

海渡鉄板焼きレストラン&寿司バー 日本料理、鉄板焼き

マーケットプレイス・ビュッフェ ビュッフェレストラン

スポーツ施設一覧 内容

フィットネスクラス お好きなクラスの選択が可能

アトモスフィアプール プールデッキ

グランドキャニオンプール 室内プール

ホライズンプール 屋外プール

MSCテクノジム フィットネスセンター

スポーツプレックス サッカーやテニスを楽しめるコート

アリゾナ・アクアパーク ウォータースライダーやアスレチック

客室（キャビン）のご案内　※ツインベッドに変更可

内側 定員 ： 2～4名
約12～22㎡（シャワー付）

海側 定員 ： 2～4名
約15～22㎡（窓・シャワー付）

海側バルコニー 
定員 ： 2～4名
約12～22㎡ 
（バルコニー・シャワー付）

スイート 定員 ： 2～5名
約23～39㎡
（  専用ジャクジーバス付 
展望バルコニー・シャワー付）
ファンタスティカ： 
バルコニー・バスタブ付

 MSCヨットクラブ〈洋上でのエレガンスと贅沢を体現〉
MSCヨットクラブの特典

◦優先チェックイン&チェックアウト 
および寄港地での優先乗下船
◦24時間対応のバトラーサービス
◦24時間対応のコンシェルジュデスク
◦スパ内サーマルエリア利用可能
◦MSCヨットクラブエリア内の飲物無料
◦インターネットパッケージが無料
◦船内バー、レストランの飲物無料
◦MSCヨットクラブ内の 
専用レストランで食事
◦専用ラウンジ／サンデッキが利用可能

デラックススイート 
定員 ： 4名
約24～28㎡
（バルコニー・シャワー付）

出発日／2020年 10月17日㈯～10月26日㈪ 10日間
日次 スケジュール

1 10/17（土） 東京 ［午後］集合

［午後］受付後、  MSCベリッシマ乗船 
［17：00］出港 〈船中泊〉xxE

2 10/18（日） 和歌山 ［14：00］入港
B ：オプショナルツアー、散策等でお楽しみください
船は和歌山に停泊します 〈船中泊〉QWE

3 10/19（月） 和歌山 B ：オプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［15：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 10/20（火） 広島 ［09：00］入港
B ：オプショナルツアー、散策等でお楽しみください
船は広島に停泊します 〈船中泊〉QWE

5 10/21（水） 広島
松山

［02：00］出港
［07：00］入港
B ：オプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 10/22（木） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

7 10/23（金） 済州島
（韓国）

［07：00］入港　B ：（例）C済州島島内観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 10/24（土） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

9 10/25（日） 四日市 ［08：00］入港
B ：オプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 10/26（月） 横浜 ［07：00］入港　朝食の後、下船

解散 Qxx

＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取り式旅券が必要です。
※外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様自身でお済ませい
ただきますようお願い申し上げます。

1

17万トンの新造大型船MSCベリッシマの船内に
は、12カ所の世界各国のダイニングレストランや
20カ所のバーがあります。エンターテイメントは 
2種類のシルク・ドゥ・ソレイユや 
ウォーターパークをお楽しみください。

2 日本の景観が最も美しい秋に和歌山、広島、 
松山、四日市を巡ります。

3 和歌山、広島では1泊停泊のため、近郊の街々も
ゆっくり観光ができます。

4 日本人スタッフが乗船。船内新聞、レストラン 
メニューも日本語版をご用意します。

おすすめポイント

スペシャリティレストラン〈有料／一例〉

¡HOLA! タパスバー byラモン・フレイシャ
ミシュラン2つ星を獲得したスペイン料理の有
名シェフ、ラモン・フレイシャによる素晴らし
い料理体験を満喫できるタパスバー。

ブッチャーズカット
世界中の厳選された極上の肉を、重厚なニュー
ワールドワインと自慢のカクテルと共に提供す
るアメリカンスタイルのステーキハウスです。

海渡鉄板焼きレストラン&寿司バー
伝統と新しさが共存する、スタイリッシュな
鉄板焼きと職人によるお寿司を店内で楽しめ
ます。

ラトリエ・ビストロ
アットホームでフレンドリーな雰囲気の中、伝
統的なフランス料理を味わえます。

船内施設

ガレリア・ベリッシマ
魅力的なブティック、レストランが並ぶ96mに
もおよぶプロムナード。夜になると、音楽、パー
ティー、エンターテインメントが満ち溢れます。

インフィニティ・アトリウム
スワロフスキーのクリスタルを敷きつめた階段
が輝く、3層吹き抜けの華やかなロビー。

レストラン&バー
基本のお食事〈無料／一例〉

ポシドニア（メイン・ダイニング）
ファーストクラスレベルの地中海料理をはじ
め、世界各国の伝統料理をエレガントな雰囲
気の中でお楽しみいただけます。
※メイン・ダイニングは3つあります。

マーケットプレイス・ビュッフェ
1日20時間営業のオープンキッチンのビュッ
フェは、カジュアルで美味しい地中海料理を
お楽しみいただくのにぴったりです。

最新17万トンクラス MSCベリッシマ

■  旅行代金表 （2名１室利用／大人お一人様、［　　］内は1名1室利用の場合の旅行代金） 
 ツアーコード：CE-MKMS-□□□□□□

キャビンタイプ エクスペリエンス コースコード 基本代金 3・4人目代金
13歳以上 12歳未満

内側
約12～22㎡
（シャワー付）

ベッラ  40004A 121,000円
［121,000円］ 60,500円

無料

ファンタスティカ  40004B 132,000円
［132,000円］ 66,000円

海側
約15～22㎡
（窓・シャワー付）

ベッラ
※一部視界不良

 40004C 143,000円
［143,000円］ 71,500円

ファンタスティカ  40004D 154,000円
［154,000円］ 77,000円

海側バルコニー
約12～22㎡
（バルコニー・シャワー付）

ベッラ  40004E 209,000円
［209,000円］ 104,000円

ファンタスティカ  40004F 220,000円
［220,000円］ 110,000円

アウレア  40004G 264,000円
［264,000円］ 132,000円

スイート
約23～39㎡
（  専用ジャクジーバス付 
展望バルコニー・ 
シャワー付）
ファンタスティカ： 
バルコニー・バスタブ付

ファンタスティカ  40004H 275,000円
［275,000円］ 137,500円

アウレア  40004I 308,000円
［308,000円］ 154,000円

デラックススイート
約24～28㎡
（バルコニー・シャワー付）

MSC 
ヨットクラブ  40004J 385,000円

［385,000円］ 192,500円

港湾費用 30,800円

キャンセル料：MSCクルーズ120日前パターン
※本コースは「フライ＆クルーズ旅行」に適用される取消条件となります。詳細は、裏表紙をご覧ください。

※一部のキャビンは眺望不良、視界不良となります。
※船内チップ……お１人様（13歳以上）：1泊あたり12.5米ドル／（2～12歳）：1泊あたり6.25米ドルが船内会計
に自動的にチャージされます（船内払い）。 2歳未満は無料。

※国際観光旅客税（1,000円／大人・子供同額）がかかります。旅行代金とあわせてお支払いください。

エクスペリエンスのご案内
各客室タイプはさらに船上での体験（エクスペリエンス）の違いで分類されます

特　典 ベッラ ファンタ
スティカ アウレア MSC

ヨットクラブ

1日20時間オープンのビュッフェレストラン ● ● ● ●
メインダイニング（夕食）時間のリクエスト ● 専用エリア 専用レストラン

無料の船内アクティビティ ● ● ● ●
シアターショーの観賞 ● ● ● ●
ジムの使用 ● ● ● ●
上層階もしくは快適な階のキャビン ● ● ●
24時間対応のルームサービスデリバリー（料理代金は有料） ● ● ●
幼児・お子様向け施設、キッズ・クラブなどの使用 ● ● ● ●
乗船中1回のスパ付き ●
優先乗船　等 ● ●

エンターテイメント

photo ©Axel Laramée 

シルク・ドゥ・ソレイユ
カルーセル・ラウンジではシルク・ドゥ・ソレイ
ユによるオリジナルショーをご覧いただきなが
ら、最高の料理を味わうことができます。
※有料。※船会社の都合により演目は変更となる場合があります。

アリゾナ・アクアパーク
洋上の最も刺激的でエキサイティングなウォー
ターパークのひとつ。グランドキャニオンをテー
マにしています。

インペリアルカジノ
本格的なカジノで運試しはいかがですか。
※日本の領海内では営業いたしません。

XDインタラクティブシネマ
ゲーム感覚で映画をお楽しみください。
※有料。

Facilities

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、船内では日本語通訳スタッフが乗船しています
■食事（機内食は除く）／Q9回、W8回、E9回

photo ©Axel Laramée 



日本の景観が最も美しい秋の日本をMSCベリッシマで周遊

熊野那智大社／和歌山
悠久の昔から信仰を集めた熊野や高
野山、海のすぐ近くで湧き出る豊富
な温泉など、どこか厳かで神秘的な
雰囲気を持つスポットが多く存在し
ています。

原爆ドーム／広島
世界遺産は原爆ドームや宮島の厳島
神社と霊山・弥山。尾道の千光寺、
ロケ地としても人気の鞆の浦、歴史
を物語る呉の大和ミュージアムと見
どころも豊富です。

松山城／松山
愛媛県の県庁所在地・松山。夏目漱
石の『坊っちゃん』や司馬遼太郎の『坂
の上の雲』の舞台としても知られ、松
山城や日本最古の温泉「道後温泉本
館」が有名です。

城山日出峰／済州島
済州島は、美しい海や自然が楽しめ
るリゾート地。様々な韓国ドラマのロ
ケ地としても知られており、定番の
可愛いカフェや美しい海に加え、世
界遺産などの観光も楽しめます。

伊勢神宮／四日市
日本人の心のふるさとと表現される
伊勢神宮は、伝統と歴史を持ち、日
本随一のパワースポットとしても有名
です。内宮・外宮を中心に宮社があり、
全125社の総称が、伊勢神宮です。

SHIP DATA

■就航：2019年
■総トン数：171,598トン
■全長：315.83m

■全幅：43m

■客室数：2,217室
■乗客定員：5,686名
■乗組員数：1,564名

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うえ、お申し込みください。

旅行条件は、本パンフレットによるほか、旅行条件書、確定書面、当
社旅行約款募集型企画旅行契約の部によります。

●募集型企画旅行契約／この旅行は、名鉄観光サービス（株）（愛
知県名古屋市中村区名駅南2丁目14番18号、観光庁長官登録第
55号。以下「当社」といいます。）が企画実施するものであり、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。旅行契約の内容・条件は
下記によるほか別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確
定書面（最終日程表）および当社旅行業務約款募集型企画旅行契
約の部によります。
●お申込み方法と契約の成立時期／当社所定の申込書に下記の申
込金を添えてお申込みください。当社は、電話、郵便、FAX等により予
約いただいた場合は、当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌
日から起算して7日以内に申込み手続きをお願いします。当社が契約
の締結を承諾し、申込金を受領したときに契約が成立します。
●申込金／  〈旅行代金が30万円以上〉旅行代金の20％以上旅行代金まで。 

  〈旅行代金が30万円未満〉60,000円以上旅行代金まで。
●旅行代金のお支払い／旅行代金は、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって取消料が発生する日より前（お申込みが間際の場
合は当社が指定する日まで）に全額お支払いください。
●旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示された以下のものが
含まれます。※航空運賃および船舶・鉄道運賃等※バス代金・ガイド代
金・入場料等の観光代金※宿泊代金および税・サービス料金（二人部
屋にお2人様宿泊を基準とします）※食事代金および税・サービス料金
※団体行動中の心付※添乗員が同行するコースの同行代金※その他
パンフレット等で含まれる旨明示したもの。前記の諸費用は、お客様の
ご都合により一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
●旅行代金に含まれないもの／上記の他は旅行代金に含まれませ
ん。その一部を例示します。※渡航手続諸経費※日本国内における自
宅から発着空港等集合・解散場所までの交通費、宿泊費等※日本国
内の空港施設使用料※超過手荷物料金※クリーニング代金、電報電
話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食等個人
的性質の諸経費、税・サービス料※傷害・疾病に関する医療費※日本
国外の空港税・出国税・国際旅客航路料等の諸税・料金（ただし空港
税等が含まれていることを明示したコースを除きます。コースによって
は、空港税等を出発前に日本にてお支払いいただく場合もあります）

●取消料／お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくこ
とにより旅行契約を解除することができます。

取消日 取消料

旅行開始日の
前日から
起算して
さかのぼって

120日前まで 無料
119日前～90日前まで ご旅行代金の15％
89日前～60日前まで ご旅行代金の30％
59日前～31日前まで ご旅行代金の50％
30日前～旅行開始後の解除
または無連絡不参加

ご旅行代金の100％
＋港湾費用

●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は2019年10月
31日を基準としています。また、旅行代金は、2019年10月31日現在
有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または2019
年10月31日現在国土交通大臣に認可中の航空運賃・適用規則を
基準として算出しています。
●パンフレットの表示について
◆スケジュール中のマークについて／ 
Q：朝食　W：昼食　E：夕食　X：食事なし
◆スケジュール中の観光について／天候や道路事情により観光先
を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。（現地空
港税及び燃油サーチャージの合算額は2019年10月31日現在の社
内レートを元に算出しております。この金額については出発時為替
レートにより差額が生じましてもご返金、ご請求をしないことを予め
ご了承ください。）
◆スケジュール中の予定時間／
早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜

03：00 06：0008：00 12：00 13：00 17：0019：00 23：00 03：00

海外クルーズ保険ご加入のおすすめ
クルーズ約款が適用されるクルーズ旅行は通常の旅行よりも取消料
の発生が早くなってくるケースや取消料率が高くなっているケースが
ございます。お客様やご同行者の方の病気や怪我などでやむを得ず
クルーズ旅行をお取消になる場合に取消料をカバーする保険がござ
いますので、クルーズ旅行にお申し込みと一緒にこの保険をお申込み
されることをお勧めいたします。詳しくは係員までお尋ねください。

お申し込み・お問い合わせは

旅行企画・実施　

●名鉄観光クルーズホームページ　http://www.mwt.co.jp/cruise/ 観光庁長官登録旅行業第55号

※本パンフレットに掲載の画像は全てイメージです。

〒141-0031　東京都品川区西五反田8-3-6　TK五反田ビル3階
T-19-10-003

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の点があれば、
ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

MSC Bellissima　MSCベリッシマ
最新鋭の17万トンクラスの客船。ス
タイリッシュ&ハイクオリティな船内に
は12カ所の世界各国のダイニングレ
ストランや20カ所のバーをご用意し
ています。エンターテイメントは、2種
類のシルク・ドゥ・ソレイユ、ウォーター
パークなど、子どもから大人まで満喫
いただけます。

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。夕食時以降はドレスコードがあり、MSCクルーズの 
ドレスコードは以下の 4種類です。

ガラ【GARA】 インフォーマル【INFORMAL】

フォーマル、 
いわゆる正装です。

おしゃれなレストランや 
ホテルでの食事と同様です。

男 性 　  タキシード、ダークスーツ 
（ネクタイ着用）など

女 性 　  着物、ロングドレス、カクテルドレス、
丈の長いワンピースなど

男 性 　  ジャケットまたはブレザー 
（ネクタイ着用）

女 性 　ワンピースやスーツなど

カジュアル【CASUAL】 テーマ【THEME】

普段着で可。ただし、夕食なので 
ちょっとおしゃれに。

その日のイベントに合わせて。 
（船内新聞に記載されます）

男 性 　襟付きのシャツにスラックスなど
女 性 　  ブラウスとスカートや 

パンツスーツ、サンドレスなど

男 性 　襟付きのシャツにスラックスなど
女 性 　  ブラウスとスカートやパンツスーツ、 

サンドレスなど（イタリアンナイトの 
場合、緑・赤・白の服装など）

厳島神社／広島

お食事

●  メイン・ダイニングでのご夕食は 3回制です。時間は乗
船後に確定されますが、ファンタスティカは時間をリク
エストいただけます（最終決定は乗船時となります）。
●  ルームサービス：コンチネンタル・ブレックファストの
ルームサービスは無料。サンドイッチや飲み物は有料。
※ベッラはデリバリも有料。

キャビンアメニティ

バスタオル、ハンドタオル、ヘアドライヤー、シャンプー、
ボディソープ、シャワーキャップ、ハンドソープ

電圧

電圧は 110V／ 220V。日本の電化製品をそのまま利用
できます。

インターネット（Wi-Fi接続）

指定場所とキャビン内で利用できます（有料）。


