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日本発着最新最大の外国客船

出 航



最新の設備とテクノロジーを持つベリッシマ

は、あらゆるシーズンで完璧なクルーズ体験

を提供します。専用の劇場で行われる特別な

シルクドゥソレイユ、2階建ての巨大なプロ

ムナード、壮大な屋外ウォーターパークなど

のパノラマ空間で本格的なダイニングオプ

ションを加え、全く新しいエンターテインメ

ントをお楽しみください。

MSCベリッシマ

総トン数：171.598トン

全長：315,83 m 全幅：43 m 全高：65 m 

最高速度：22,7ノット
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プールエリア
洋上で最も刺激的でエキサイティン
グなウォーターパークには、3台のツ
イストスライド、「ヒマラヤンブ
リッジ」、各種プールと、年齢を問
わないアクテビィティがあります。

シアターとアクティビティー
毎夜行われるワールドクラスの
ショーやシルクドゥソレイユ、ア
ミューズメントパーク、そして夜は
パーティーやダンスなど親子３世代
が飽きずに心から楽しむことができ
ます。

ジムとリラクゼーション
最先端のジムには様々なトレーニン
グマシンをご用意。疲れたら贅を尽
くしたMSCアウレアスパだけのリラ
クゼーショントリートメントで心身
ともにリフレッシュしてください。

キッズ＆ファミリー
パートナー企業であり同じテーマを
有するLEGO(レゴ)とChicco(キッコ)
と共に、あらゆる年齢の子供たちが
クルーズを通して最初から最後まで
楽しめる施設と、プログラムをご用
意しております。

キャビン
10種類以上のキャビンタイプをご用
意しております。

総キャビン数：2244キャビン
(内側、海側、バルコニー、スイート、
デラックススイート、ヨットクラブ
スイート）

ダイニング＆バー
カジュアルなものから有料のものま
で、あらゆる好みにマッチした様々
なレストランとバーがあります。

17種類のレストラン
20種類のバー

船内施設 Facility
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芸術的エンターテインメントの頂点「シルクドゥソレイ
ユ」によるオリジナルショーをはじめ、日夜行われる
ショーやあらゆる年齢のお子様のためのキッズスペース
など、ご家族全員が最初から最後まで楽しめる施設とプ
ログラムをご用意しています。２０１８年には「ベスト
ファミリークルーズライン」にも選ばれました。１２歳
未満のお子様は無料でご乗船いただくことができます。

魅力その①

様々な発見のある船内
魅力その②

家族全員が楽しめる

船内の４つの魅力 Attraction

魅力その③

非日常を感じられる癒し
魅力その④

多種多様で美味しい料理

24時間美しい映像が映し出されてい
る全長80ｍのLEDスカイドームと、
スワロフスキーの階段が美しいアト
リウムは必見です。一切の妥協のな
い船内は洗練されており、すべての
乗客に非日常感を体験させてくれ、
いつまでもいたいと思わせます。船
内はショッピングや食事、そして夜
にはパティ―などで様々な体験を発
見できるでしょう。

贅沢で非日常的を感じられるスパで、日々の緊張を解き
放ち心身ともにリラックスできます。スパでは伝統的な
バリ式マッサージからハイテクの美容施術まで、お客様
のご希望をすべてかなえるために健康・ウェルネスの
様々なメニューをご用意しています。クルーズが終わる
ころには、目に見える若返りを実感するでしょう。ス
パ・パッケージを事前予約すれば特別な価格で健康・美
容トリートメントを受けることができます。

お客様に美味しい料理を提供することはMSCクルーズの
DNAの核であるといえます。MSCクルーズではあらゆる
好みにマッチするハイクオリティーな料理を１２ものレ
ストランで提供しています。フォーマルなお食事から
ビュッフェでのカジュアルなお食事まで、お好みでお選
びください。美味しい料理を楽しみながら、テーブルで
の会話に花を咲かせてください。
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MSCクルーズでは「発見する」「楽しむ」「癒される」「味わう」という4つ
のテーマのもと、すべてのお客様にユニークで一生忘れられない感動を提供す
ることを約束します。



海からの壮大な眺めで日本の色彩を

楽しみながら、各地の名所で歴史と

文化を学べます。日本周遊クルーズ

ならではの体験が皆様の乗船をお待

ちしています。

新造船MSCベリッシマの最新設備

とラグジュアリーな快適さ、そして

飽きることのないアクティビティや

エンターテイメントと共に日本の素

晴らしさをお楽しみください。

日本周遊クルーズ

寄港地ガイド



日付 寄港地
入港時
間

出港時間

4月3日（土） 横浜 17:00

4月4日（日） 終日クルーズ

4月5日（月） 函館 09:00 17:00

4月6日（火） 新潟 (桜シーズン） 08:00 18:00

4月7日（水） 金沢（桜シーズン） 07:00 16:00

4月8日（木） 釜山（韓国） 13:00 19:00

4月9日（金） 終日クルーズ

4月10日（土） 静岡 11:00 20:00

4月11日（日） 横浜 08:00

春のうららかな陽気の中、日本の春を感じてもらえる旅となっています。

金沢と新潟では例年だと桜のシーズンになります。

日本の春の美しさ、そして楽しさを存分にお楽しみください。

（横浜発着 8泊9日）

2021年04月03日春のお花見クルーズ

金沢城址公園

釜山都心部のビル群

皇居
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大阪と韓国では21時まで停泊しますのでゆっくり秋の美食を楽しめます。

また高知では戻りカツオの旬なのでおいしいカツオを是非お召し上がりください。

東北では紅葉に染まった美しい景色も楽しめ、日本の秋を堪能してもらえます。

日付 寄港地 入港時間 出港時間

10月23日（土） 横浜 17:00

10月24日（日） 大阪 14:00 21:00

10月25日（月） 高知 09:00 17:00

10月26日（火） 鹿児島 09:00 18:00

10月27日（水） 釜山（韓国） 13:00 21:00

10月28日（木） 終日クルーズ

10月29日（金） 秋田 07:00 19:00

10月30日（土） 青森 07:00 19:00

10月31日（日） 終日クルーズ

11月1日（月） 横浜 07:00

2021年10月23日
(横浜発着9泊10日 )

日本の秋の美しさを発見

食い倒れの街大阪

鹿児島桜島

高知高知城跡
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日付 寄港地 入港時間 出港時間

11月28日（日） 横浜 19:00

11月29日（月） 終日クルーズ

11月30日（火） 鹿児島 07:00 15:00

12月1日（水） 那覇 12:00 19:00

12月2日（木） 石垣 09:00 19:00

12月3日（金） 基隆（台湾） 08:00

12月4日（土） 基隆（台湾） 17:00

12月5日（日） 終日クルーズ

12月6日（月） 終日クルーズ

12月7日（火） 横浜 08:00

冬が近づき、だんだんと寒くなってくる時期に暖かい南国の島々に出かけましょう。

まさにアジアの中のカリブといっていい美しい海を楽しめます。

台湾では1泊するので朝から晩まで台湾を楽しむことができます。

2021年11月28日
横浜発着 9泊10日

アジアの美しい南国クルーズ

那覇国際通りのシーサーのお土産

台湾大龍峒保安宮

鹿児島指宿の砂風呂

Cruise guide | ８



９ |  MSC Bellissima 

Bon Voyage!
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www.msccruises.jp
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