
MSCベリッシマ
2022年日本発着クルーズ

【全コース共通事項】
■ �1人部屋利用代金は2名1室利用代金の200％
■ 3・4人目代金は2名 1室利用代金の 50％
　※ 12歳未満無料
　　（港湾税はお支払いいただきます）
■国際観光旅客税：1,000 円
　※ 2歳未満無料
　※相当額をUS$にて船上精算予定
■船内チップ（船上精算）：1泊あたりUS$14.50
　※ 2歳以上〜12歳未満半額、2歳未満無料
■�添乗員：同行しません。船のチェックイン・アウ
トはお客様ご自身となります。
■最少催行人数：1名様
■全船内泊
　※�航路は、気象・海象その他の事由により予告
なく変更になる場合があります。

日次 月日 旅行日程 出港 入港
1 8/25（木） 横浜出港 ― 19:00
2 8/26（金） 終日クルーズ ― ―
3 8/27（土） 秋田 12:00 停泊

4 8/28（日） 秋田 ― 4:00
新潟 12:00 20:00

5 8/29（月） 伏木／富山 8:00 18:00
6 8/30（火） 終日クルーズ ― ―
7 8/31（水） 釜山（韓国） 7:00 15:00
8 9/1（木） 鹿児島 10:00 20:00
9 9/2（金） 終日クルーズ ― ―
10 9/3（土） 横浜入港 8:00 ―

■ 旅行日程

■港湾税：35,200 円
■食事：朝 9回・昼 8回・夕9回

2022年8/25（木）出発
日本1周満喫・
夏休みクルーズ 10日間

横浜港発着

日次 月日 旅行日程 出港 入港
1 8/16（火） 横浜出港 ― 19:00
2 8/17（水）熊野　花火観覧 *1 18:00 22:00
3 8/18（木） 終日クルーズ ― ―
4 8/19（金） 鹿児島 7:00 17:00
5 8/20（土） 釜山（韓国） 12:00 19:00
6 8/21（日） 境港 9:00 19:00
7 8/22（月） 金沢 7:00 14:00
8 8/23（火） 函館 12:00 21:00
9 8/24（水） 終日クルーズ ― ―
10 8/25（木） 横浜入港 7:00 ―

■ 旅行日程

*1…�下船はしません。船上からの花火観覧となります。花火大会は
寄港その他の事由で中止になる場合があります。中止になった
場合でも返金等の対応はいたしません。

■港湾税：35,200円　■食事：朝9回・昼8回・夕9回

2022年8/16（火）出発
三重熊野花火と日本1周満喫・
夏休みクルーズ 10日間

横浜港発着

日次 月日 旅行日程 出港 入港
1 9/12（月） 横浜出港 ― 18:00
2 9/13（火） 終日クルーズ ― ―
3 9/14（水） 済州島（韓国） 13:00 21:00
4 9/15（木） 八代／熊本 9:00 17:00
5 9/16（金） 終日クルーズ ― ―
6 9/17（土） 横浜入港 8:00 ―

■ 旅行日程

■港湾税：29,150 円
■食事：朝 5回・昼 4回・夕5回

2022年9/12（月）出発
船内を満喫！ 癒しの
ショートクルーズ 6日間

横浜港発着

日次 月日 旅行日程 出港 入港
1 9/22（木） 横浜出港 ― 18:00
2 9/23（金） 和歌山 15:00 24:01
3 9/24（土） 高知 10:00 24:01
4 9/25（日） 終日クルーズ ― ―
5 9/26（月） 済州島（韓国） 8:00 16:00
6 9/27（火） 鹿児島 9:00 23:00
7 9/28（水） 終日クルーズ ― ―
8 9/29（木） 横浜入港 8:00 ―

■ 旅行日程

■港湾税：31,900 円
■食事：朝 7回・昼 6回・夕7回

2022年9/22（木）出発
秋の西日本
クルーズ 8日間

横浜港発着

■港湾税：30,250 円　
■食事：朝 6回・昼 5回（大阪発は6回）・夕6回

日次 旅行日程 出港 入港横浜発 大阪発
1 横浜 ― 18:00
2 1 大阪 15:00 21:00
3 2 終日クルーズ ― ―
4 3 済州島（韓国） 8:00 16:00
5 4 鹿児島 9:00 19:00
6 5 終日クルーズ ― ―
7 6 横浜 7:00 18:00

7 大阪 15:00 ―

■ 旅行日程

2022年7/15（金）・7/21（木）・7/27（水）出発

夏の西日本
周遊クルーズ 7日間

横浜港発着

大阪港発着
2022年7/16（土）・7/22（金）出発

★�詳しい旅行内容については、同梱のパンフレット「JAPAN�CRUISE�GUIDE�2022」をご覧ください。

日程・代金表

■ 旅行代金（大人お1人様・2名 1室利用）� 単位：円

出発日・コース 7/15（金）・16（土）・
21（木）・22（金）・27（水） 8/16（火） 8/25（木） 9/12（月） 9/22（木）

客室タイプ 夏の西日本周遊
クルーズ 7 日間

三重熊野花火と日本 1 周満喫・
夏休みクルーズ 10日間

日本 1 周満喫・
夏休みクルーズ 10 日間

船内を満喫！ 癒しの
ショートクルーズ 6 日間

秋の西日本
クルーズ 8 日間

内側ファンタスティカ 98,900 169,800 169,800 92,000 115,500
海側ファンタスティカ
（視界不良） ― 181,000 181,000 100,000 116,500

海側ファンタスティカ 103,500 完売 完売 103,500 126,500
海側バルコニー

ファンタスティカ（視界不良） 128,000 229,800 229,800 118,000 139,500
海側バルコニー
ファンタスティカ 138,000 249,800 249,800 138,000 149,500

海側バルコニーアウレア 151,800 262,100 262,100 151,800 163,300
スイートアウレア 218,500 349,800 349,800 設定なし 設定なし
MSCヨットクラブ
デラックススイート 310,500 519,800 519,800 設定なし 設定なし

※ 7月出発コース3/31 以降のご予約に関して、海側ファンタスティカは視界不良になる可能性がございます。



●旅行企画・実施

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、事前にご確認の上、お申し込み下さい。

●募集型企画旅行契約　
　この旅行は、（株）クルーズプラネット（以下｢当社」といいます）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（以下「旅行契約」といいます）を締結することになり
ます。旅行条件は、募集広告（パンフレット等）の各コースに記載され
ている条件によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前に
お渡しする最終日程表、確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅
行契約の部によります。
●お申し込み方法と契約の成立時期
　当社所定の申込書に予約金として下記の申込金を添えてお申し込み
ください。予約金は、旅行代金お支払の際、差し引かせていただきま
す。電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、
当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に申込書
の提出と予約金の支払をしていただきます。旅行契約は、当社が予約
の承諾をし申込書と予約金を受領したときに成立します。
●申込金

旅行代金の額 申込金（おひとり）
旅行代金が5万円以上15万円未満 3万円以上ご旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満 6万円以上ご旅行代金まで
旅行代金が30万円以上 ご旅行代金の20%以上

●旅行残金のお支払い
　旅行残金は、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって75日目にあ
たる日より前の当社が指定する日までに（お申し込みが間際の場合は当
社が指定する期日までに）お支払ください。支払に関しての猶予期間や
支払期限の延長は認められません。指定された支払期日までにお支払
いただくことが出来ない場合、予約は自動的に取消させていただきま
す。
●旅行代金の額の変更
　利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改定により、旅行代金の額を変
更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算して
15日目にあたる日より前にお知らせします。
●取消料（お客様による旅行契約の解除）
　取消料については下記をご覧ください。

内側～スイート客室
出港日の前日から起算して 取消料
75日～46日前 旅行代金の15％
45日～31日前 旅行代金の25％
30日～16日前 旅行代金の50％
15日～6日前 旅行代金の75％
5日目以降 旅行代金と港湾税の100％

MSCヨットクラブ
出港日の前日から起算して 取消料
75日～60日前 旅行代金の40％
59日～30日前 旅行代金の60％
29～15日前 旅行代金の80％
14日目以降 旅行代金と港湾税の100％

　※�上記総代金には、租税、手数料及び港湾費用、ショアエクスカーション�
（寄港地観光ツアー）、トランスファー、その他のほとんどのサービス商品
の代金は含まれません。

●旅行代金に含まれるもの
　船舶運賃、キャビン使用料、乗船中の全食事代（一部有料）、船内での
エンターテイメント、テンダーボート代など。
●旅行代金に含まれないもの
　渡航手続き諸費用、自宅から発着港間の交通費、お荷物宅配料金、船
内のアルコール類、レギュラーメニュー以外のドリンク類、ステーキ
ハウスおよびサバティーニのテーブル料、寿司バーでの飲食代、一部
のカルチャー教室、インターネット、ランドリー、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、船内でのチップ、各寄�
港地での観光（オプショナルツアー）や食事など。

　なお、租税、手数料および港湾費用はご旅行代金とあわせ別途ご請求
します。
※燃油サーチャージは2021年11月1日現在廃止されていますが、
今後の原油価格の動向によりチャージされる場合があります。

※租税、手数料および港湾費用および燃油サーチャージの代金は予
告無しに変更される場合があり、運航会社はクルーズ代金全額収
受後でも、その不足分をお支払いただく権利を有します。

※港に停泊中も船内でお食事はご用意いたしますが、オプショナル�
ツアー等で上陸し、船内でお召し上がりにならなかった場合でも、
返金はございません。

●添乗員
　・�添乗員は同行しません。
●お申し込み条件
　・�旅行開始時点で20歳未満の方は20歳以上の方の同乗が必要です。
グループまたは家族で複数の客室を使用され、両親または保護者が
同乗する場合は、各客室の最小年齢は16歳とします。最小年齢要件
を満たさない学生または若年グループの予約は受けられません。本
条件が全乗船客によって厳守されることを保証するために、保護者
の管理下にある全乗船客に対し、常に監督することに合意します。

　・�6ヶ月未満の乳児、および妊娠第24週目以降のお客様はご乗船いた
だけません。

　・�お身体の不自由な方、特別治療を要する方、車椅子をご利用の方は

予約時にお申し出の上、英文の診断書をご用意ください。なお、車�
椅子対応客室をご希望の方は、客室数が限られていますのでお早めに�
お申し込みください。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。

　・�ご旅行終了日までに有効期間が6ヶ月以上残っている旅券（パス�
ポート）をご用意ください。海外の寄港地において、上陸されない場
合でもパスポートは必要となります。

●旅行条件・旅行代金の基準日
　2022年3月16日を基準としています。
●その他
　旅行代金は2人部屋を2名でご利用いただいた場合のお一人様分を表示
しています。当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
●お客様の解除権
※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出来ます。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）”を変更される場合も取消料
の対象となります。

※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。

●個人情報について
　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。

海外クルーズ保険のおすすめ
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、クルーズ旅行にお申し込みと一緒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。

海外危険情報について
海外クルーズの場合、渡航先（国又は地域）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）：0355018162
ホームページ：https://www.anzen.mofa.go.jp/

渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫所「海外で健康に過ごすために」
ホームページ：https://www.forth.go.jp/�でご確認ください。

ご案内とご注意

■パンフレット記載事項の変更
　MSCクルーズは、パンフレットに記載された事項を遂行することに全力
を尽くしますが、状況により変更せざるを得ない場合があります。記載さ
れた旅行代金やその他料金、出発日、日程、寄港地、入出港時間、特別プ
ログラムなどは予告なしに変更される場合があります。この様な変更に
伴い発生したお客様の追加経費への補償は一切ありませんので、あらか
じめご了承ください。
●記載されたスケジュールは、天候、その他の事情などにより変更される場
合もございます。
●着岸予定の港であっても、天候その他の理由により、テンダーボートまた
は地元ボートでの上陸に変更となる場合もございます。
●テンダーボートまたは地元ボートで上陸する寄港地は、天候によっては上
陸できない場合もございます。また安全確保のため、車椅子でのテンダ�
ーボートまたは地元ボートへのご乗船はできませんのであらかじめご了�
承ください。なお、乳幼児をお連れの場合、だっこ紐等をご使用になり、両
手が自由な状態でご乗船ください。
●本パンフレットに記載の寄港地案内および写真は、一部を除きオプショナ
ルツアーまたはランドツアーでお楽しみいただけるものです。
■予約
　予約の際は下記の点を明らかにして、（株）クルーズプラネットを通じてお
申込みください。
　1.乗船者の名前、住所、電話番号、メールアドレス、緊急連絡先、生年月日
2.船名　3.クルーズのコース名　4.乗下船日及び乗下船地　5.客室の
カテゴリー　
■お申し込みについて
●旅券の取得、または取得済みの旅券が今回の旅行に有効かどうかのご確
認は、お客様ご自身でお願いいたします。

●当パンフレット内の渡航の案内は、日本国籍の方を対象とします。日本国
籍ではないお客様の旅行のお申込みは、ご自身にて自国及び渡航先の領�
事館、入国管理事務所等にお問い合わせの上、必要な手続きをお済ませ
ください。
■入港諸税について
　渡航先の国 （々または地域）によっては、その国の法律などにより渡航者
個人に対して入港税等（出入国税、税関審査料、ポートチャージ、租税、手
数料および港湾費用など）の支払いが義務付けられています。

■乗船拒否
　1）乗船の拒否及び途中下船
　船専属医より、乗客の身体的状況、精神的状態、または乗客の行動から判
断し、クルーズの継続が不可能と判断された場合、また、乗船中の他の乗
客及び乗務員に危険、被害をもたらすと判断された場合、あるいはMSC
クルーズが要求する健康状態の告知義務を怠った場合、キャプテンの権
限で乗客は何時でも乗船を拒否されたり、または乗船中のクルーズを途
中で中止し下船していただく場合があります。上記の理由による下船、ま
たはお客様が自発的に途中下船された際は、いかなる場合もかかる費用
はすべてお客様の負担となります。また、これらの理由による途中下船に
際しては一切の払い戻しはいたしません。また、MSCクルーズはお客様
への乗船券販売をお断りする権利を有します。
　2）妊婦
　クルーズ終了までに妊娠第24週目に入る妊婦の方の乗船申し込みは受
けられません。また、第24週未満の妊婦の方の乗船には、安全上の理由
により事前の申請が必要となります。
　3）�幼児・子供
　日本発着クルーズは6カ月未満の幼児の乗船申し込みは受けられませ
ん。また、6カ月～17歳までの幼児・子供の乗船人数を制限しています。
予約時にご確認ください。

　4）�未成年者
　日本発着クルーズの乗船者が20歳に満たない場合、20歳以上の大人
の同乗が必要となります。

■乗船
　乗船時間は、乗船券と一緒に送られる案内状でご案内いたします。指定
された時刻前には乗船できませんのでご注意ください。
■下船
　目的地に到着した後、約2時間は船内または港内ターミナルでお待ちい
ただきます。これは現地の政府機関により、乗客の下船前にスーツケース�
を降ろすことが義務付けられていることと、入国審査や税関手続きなど
に時間がかかるためです。
■お食事
●船内のお食事は旅行代金に含まれており、どこで何を召し上がるかはお
客様の自由です。

●メインダイニングでの夕食は、予め指定されたお時間でのご案内となります。

●その他、ビュッフェレストランやルームサービスもございますので、お好み�
でご利用ください。
■船内のお支払い
●船内通貨はUSドルです。船内はクルーズカードによるキャッシュレス・シ
ステムとなっています。
●乗船日にお客様のクレジットカード（VISA、マスター、アメリカン・エキス
プレス、JCB、ダイナースクラブのご利用可能）を登録することにより、サ
インひとつでお買い物、各種サービスを受けることができます。クレジッ�
トカードをお持ちでない方は最終日にまとめて現金でお支払いください。
■喫煙
●客室のバルコニーを含め、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。指定喫煙場所以外での喫煙が
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ります。

■両替
●船内で日本円からUSドルや現地通貨への両替はいたしませんのでご注
意ください。

■アルコール&カジノ利用における年齢制限
　20歳未満の飲酒、カジノ利用を禁止しています。20歳未満の乗船客は
23時以降カジノまたはディスコへ入ることを禁止しています。

※本パンフレットは2022年4月1日現在のもので、変更される場合がござ
います。

※現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内の
安全衛生規定をどのように強化するか、およびこの規定の強化がクルー
ズの運航にどのように影響するかを慎重に確認し実施していきます。そ
のため、今後の感染状況、寄港地の受け入れ状況、そのほかの事情により�
スケジュールや船内サービス・イベントが変更もしくは中止となる場合が
ございます。最新情報はMSCクルーズウェブサイト「安心してクルーズ
を楽しんでいただくために」ページをご確認ください。
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