
コスタクルーズ MSCクルーズ

〈共通事項〉
必ずお読みください。

【共通事項】■催最少催行人数 ■食食事回数 ■添添乗員の有無 ■燃燃油サーチャージの額（12/20目安） ■別船内チップ・諸税等（燃油サーチャージ以外）別途必要代金の合計額（12/20現在目安額）　※各コース全船内泊
※特別な表記がない場合は、2021年出発となります。　※3・4名1室利用はできません。また、相部屋は不可となっております。　※寄港地観光にかかる施設入場料等は旅行代金に含まれません。　※写真はすべてイメージです。　※クレジットカードはスカイウォーカーカードのみご利用になれます。　
※US$1=104.07円（12/18三井住友銀行TTS）　※詳しい旅行条件を説明した書面をご用意しておりますので、事前にご確認のうえ、お申し込みください。※お客様の個人情報の取り扱いについて、詳細はホームページをご覧ください。https://www.cruiseplanet.co.jp/pp_info.htm

掲載しているツアーは、今後の情勢、行政・自治体からの要請、出入国管理の
事情などにより変更・中止になる可能性があります。予めご了承ください。

クルーズ船では、お客様に安全で快適な船旅を提供するために各種感染症対策に取り組んでいます。
船内の清掃から乗客のスクリーニングおよび公衆衛生検査まで、各クルーズ船は、乗客と乗組員を健康に保つために日々努力をしています。

船内清掃・消毒の強化 換気システムや空気清浄設備の強化 乗船前の新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）検査の義務化

乗船時の健康チェック
（検温・健康質問票など）の強化

公共エリアでの
マスク着用義務化、検温の実施 手指消毒設備の増強、手指消毒の励行

レストランや劇場などでの
フィジカルディスタンスの確保、

衛生管理の強化

船内で新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）が疑われる
症状が出たお客様へ検査の実施

コスタクルーズ・MSCクルーズが取り組む

安全・衛生・感染症対策
写真提供：MSCクルーズ★各船会社の取り組みは、

　当社ホームページより
　ご覧いただけます。

MSCクルーズ
安全のための最新テクノロジー

リストバンドを着用していただくことで、行動履歴か
ら接触者まで常に記録されます。またこの記録は14 
日間保存され下船後に発症したお客様がいた場合で
も接触者の特定が可能です。またクルーがお客様と
接近しすぎた場合、振動して通知してくれます。

あけましておめでとうございます。 2021年は陽気なイタリア客船でクルーズ・リスタート!

Ship Data
全長：315m
全幅：43m

総トン数：171,598トン
乗客定員：5,686名

MSCベリッシマコスタ セレーナ

Ship Data
全長：290.2m
全幅：35.5m
総トン数：114,500トン
乗客定員：3,780名

選りすぐりの８コース1/3（日）～1/20（水）開催中!11:00

日本初就航日本初就航

有楽町 03-6865-9600☎
コールセンター 03-6685-8020☎
横 浜 045-224-8050☎

210103朝日東
広告コード

〈旅行企画・実施〉

〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館ビル6階

株式
会社

観光庁長官登録旅行業第1739号 日本旅行業協会正会員

日本発着
ツアーセンター 03-6685-7878※横浜支店・コールセンターは1/3（日）休業、1/4（月）10時より営業となります。※ただし横浜支店は1/4（月）～6（水）のみ18時まで営業。

お問い合わせ・お申し込み・資料請求は 営業時間 平日：10：00～17：00 土･日･祝：休業

どちらの店舗へ
お電話されても
先着順は変わりません。

https://www.cruiseplanet.co.jp/

横浜

那覇

鹿児島

基隆

石垣島

★★

■旅行代金（大人お1人様・2名1室・
バルコニー客室利用）

9.7万円
■燃：なし　■別：41,500円

※1人部屋追加代金：48,500円　※3・4名1室利用はできません

■旅行代金（大人お1人様・2名1室・内側利用）

5.2万円
■燃：なし　■別：11,400円

■旅行代金（大人お1人様・2名1室利用） 
 ※（）は1人部屋追加代金

※福岡発着は+5,000円
※3・4名1室利用はできません

羽田・大阪・
中部発着

52,000円
（52,000円）

59,000円
（59,000円）

内側 海側
78,000円
（78,000円）

バルコニー

■旅行代金（大人お1人様・2名1室・海側利用）

7.3万円
■燃：なし　■別：22,800円

■旅行日程：①東京港出港②終日クルーズ③函館④終日クルーズ⑤ウラジオストク(ロシア)⑥⑦終日ク
ルーズ⑧東京港入港　■催 1名様　■食船19回（朝7回・昼6回・夕6回）　■添なし（日本語スタッフが乗船し
てお世話いたします）※通常代金とは、2020年9月1日より当社パンフレットに掲載した代金を指します。

★★

★★東京東京

★★

2021

1/5（火）12:00より電話受付開始！

50組
100名様
限定

オンライン予約可羽田、大阪、
中部、福岡の
各空港発着

往復航空券付き!
各地 ⬅➡ 札幌(新千歳)特典

お部屋　　　アップグレード無料
US50$船上クレジット特典

ロシア
超ショート
クルーズ4日間

ロシア
超ショート
クルーズ4日間

5/5（水・祝）出発

1/3（日）11:00より電話受付開始！

25組
50名様
限定

オンライン予約可2021

北海道・ロシア
ぐるっとクルーズ
8日間

北海道・ロシア
ぐるっとクルーズ
8日間

5/8（土）・15（土）・
22（土）のいずれか出発
ご出発日はお選びいただけません。

4/29（木）出発

1/4（月）12:00より電話受付開始！

50組
100名様
限定

オンライン予約可横浜港
発着

東京港
発着 ■旅行日程　※出発コース決定日：2/3（水）：①横浜港出港②～⑦どこへ行くかはお楽しみ⑧横浜港入港

＜寄港地予定地＞済州島(韓国)、八代、鹿児島、大阪、油津、広島、松山、清水のいずれか
■催 1名様　■食船20回（朝7回・昼6回・夕7回）　■添なし（日本語スタッフが乗船してお世話いたします）

2021

■旅行代金（大人お1人様・2名1室利用）
　※（）は1人部屋追加代金

※3・4名1室利用はできません

73,000円 83,000円
通常代金 81,000円 通常代金 112,000円

（73,000円） （83,000円）
内側代金で
海側

海側代金で
バルコニー

海側 バルコニー

■旅行代金（大人お1人様・2名1室・内側利用）

3.9万円
■燃：なし　■別：18,000円

■旅行日程：①東京港出港②終日クルーズ③鹿児島④釜山(韓国)⑤終日クルーズ⑥広島港入港　■催 1名様　■食
船13回（朝5回・昼4回・夕4回）　■添なし（日本語スタッフが乗船してお世話いたします）　■航：日本航空、ANA

■旅行日程：①羽田/大阪/中部/福岡空港より札幌へ、お客様ご自身にて小樽港へ、小樽港出港②コル
サコフ(ロシア）③稚内④小樽港入港、空路帰国の途へ、羽田/大阪/中部/福岡空港到着後、解散
■催 1名様　■食船8回（朝3回・昼2回・夕3回）　■添なし（日本語スタッフが乗船してお世話いたします）　
■航：日本航空、ANA、ピーチ、スカイマーク　

1/5（火）12:00より電話受付開始！

50組
100名様
限定

オンライン予約可2021

2021

東京から広島へ
片道クルーズ6日間
東京から広島へ
片道クルーズ6日間

東京港発
広島港着

■旅行代金（大人お1人様・2名1室利用）
　※（）は1人部屋追加代金

※3・4名1室利用はできません

39,000円
内側

53,000円 75,000円
（39,000円）（53,000円）（75,000円）

海側 バルコニー

■旅行代金
（大人お1人様・2名1室・内側ベッラ利用）

10.8万円
■燃：なし　■別：44,800円

■旅行日程　※出発コース決定日：2/3（水）：①横浜港出港②～⑨どこへ行くかはお楽しみ⑩横浜港入港
＜寄港地予定地＞釜山(韓国)、基隆(台湾)、大阪、高知、鹿児島、秋田、青森、那覇、石垣島、のいずれか　
■催 1名様　■食船26回（朝9回・昼8回・夕9回）　■添なし（日本語スタッフが乗船してお世話いたします）

■旅行代金（大人お1人様・
2名1室・？？利用）

20.21万円
■燃：なし　■別：41,500円

■旅行日程：①横浜港出港②終日クルーズ③鹿児島④終日クルーズ⑤那覇⑥基隆(台湾)⑦石垣島⑧⑨終日
クルーズ⑩横浜港入港　■催 1名様　■食船26回（朝9回・昼8回・夕9回）　■添なし（日本語スタッフが乗船し
てお世話いたします）※通常代金とは、2020年10月15日より当社パンフレットに掲載した代金を指します。

1/3（日）11:00より電話受付開始！

50組
100名様
限定

オンライン予約可2021

どこのお部屋になるかはお楽しみ!!

GW南国
クルーズ10日間

どこのお部屋になるかはお楽しみ!!

GW南国
クルーズ10日間

横浜港
発着

※1人部屋追加代金：101,050円　※3・4名1室利用はできません

小樽

厳島神社（広島）

バルコニー客室

桜咲く五稜郭公園（函館）

仙巌園（鹿児島）

50万円
■燃：なし　■別：27,500円

■旅行代金（大人お1人様・2名1室・
ヨットクラブデラックススイート利用）

■旅行日程：①横浜港出港②終日クルーズ③鹿児島④済州島(韓国)⑤終日クルーズ⑥大阪⑦清水⑧横浜港
入港　■催 1名様　■食船20回（朝7回・昼6回・夕7回）　■添なし（日本語スタッフが乗船してお世話いたします）

1/4（月）12:00より電話受付開始！

各出発日
5組10名様
限定

オンライン予約可2021

新緑の鹿児島と大阪・
清水めぐるクルーズ 
8日間

新緑の鹿児島と大阪・
清水めぐるクルーズ 
8日間

横浜港
発着

感染対策費込み
お2人で
感染対策費込み
お2人で

※1人部屋利用はできません
※3・4名1室利用はできません  

ヨットクラブ 
デラックススイート

コスタ セレーナ 日本語スタッフ乗船予定

コスタ セレーナ 日本語スタッフ乗船予定

■旅行代金（大人お1人様・2名1室・内側利用）

6.0万円
■燃：なし　■別：18,000円

■旅行日程：①広島港出航②別府③長崎④釜山（韓国）⑤終日クルーズ⑥広島港入港　
■催 1名様　■食船14回（朝5回・昼4回・夕5回）　■添なし（日本語スタッフが乗船してお世話いたします）

5/27（木）出発

1/5（火）12:00より電話受付開始！

25組
50名様
限定

オンライン予約可2021

韓国・九州
周遊クルーズ6日間
韓国・九州
周遊クルーズ6日間

広島港
発着

龍頭山公園（釜山）
川平湾（石垣島）

坂本竜馬像（高知）

コスタ セレーナ 日本語スタッフ乗船予定

MSCベリッシマ 日本語スタッフ乗船予定
1/4（月）12:00より電話受付開始！

50組
100名様
限定

オンライン予約可横浜港
発着

2021

MSCベリッシマ 日本語スタッフ乗船予定

MSCベリッシマ 日本語スタッフ乗船予定

MSCベリッシマ 日本語スタッフ乗船予定

コスタ セレーナ 日本語スタッフ乗船予定

5/17（月）出発 8/27（金）出発

広島から東京までの　　 航空券付き広島から東京までの　　 航空券付き片道片道
＋5,000円で
新幹線利用
各地→東京（往路）
広島→各地（復路）
にアレンジ可能
※各地：新大阪・名古屋・福岡

東京／新大阪／名古屋／
博多／新神戸←→広島の
往復新幹線チケット付き

■旅行代金（大人お1人様・2名1室利用）
　※（）は1人部屋追加代金

※名古屋発着は+5,000円
※東京発着は+10,000円
※3・4名1室利用はできません

60,000円
内側

70,000円 95,000円
（60,000円）（70,000円）（95,000円）

海側 バルコニー

広島広島
★★

釜山

別府

長崎

飲み放題
パッケージ付き!

特典

スイート客室 5部屋
バルコニー以上確約!

さらに
10組に1組はスイートに泊まれる!?

特典

出発日おまかせ
福袋クルーズ
8日間

出発日おまかせ
福袋クルーズ
8日間

US200$
バルコニー

US100$
内側

船上クレジットプレゼント!（お1人につき）
特典

※お部屋の確定は乗船券
　でのご案内となります
　（出発1か月前目安）

出発日おまかせ
福袋クルーズ10日間
出発日おまかせ
福袋クルーズ10日間
10/23（土）・11/28（日）の
いずれか出発 ご出発日はお選びいただけません。

4/23・5/8・5/15発
横浜港発着
類似コースもございます！

5/22（土）出発 ヨットクラブ
限定

バルコニー
限定

※1人部屋追加代金：108,000円　※3・4名1室利用はできません  

通常代金より
バルコニーで2.7万円
スイートで7.7万円

通常代金より
バルコニーで2.7万円
スイートで7.7万円

お得!!お得!!

★★


