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 H I S
グループ クルーズ旅行なら、安心の専門店へ。旅行企画　実施

https:// www.cruiseplanet.co.jp

観光庁長官登録旅行業第1739号

■日本語案内　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。また、クルーズプラネットのスタッフが
乗船し、お客さまをサポートします。

■乗船日・下船日　●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。●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。
〈横浜での乗船〉●乗船当日は指定集合場所へお越しいただき、シャト
ルバスにて大黒ふ頭へ向かいチェックイン手続きとなります。指定集
合場所は後日ご案内します。チェックイン時間は最終案内でお知らせ
します。乗船後は船から出ることはできません。
〈横浜での下船〉●横浜港大黒ふ頭で下船し、解散となります。
※新型コロナウィルス感染症の状況により変更になる場合があります。

■リピーター（ボヤジャーズ）会員　このクルーズは、チャーター
クルーズのため、MSCクルーズのリピーター会員の方への特典はあり
ませんのでご了承ください。 ※クルーズポイントを加算することは可
能ですので、会員の方は、ボヤジャーズの会員番号をご予約時にご連
絡ください。

■お部屋について　客室番号の指定、隣室保証は承っておりません。
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。

■お食事

お1人様あたり  5,000円にて夕食時間帯のご希望を承ります。
(12歳以下無料)

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。また、開始時間は変
更になる場合があります。
※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いたします。

※新型コロナウィルス感染症の状況により変更になる場合があります。

■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ドルへ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（大韓民国ウ
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　各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、お客さまのご負担と
なります。各寄港地での最終帰船時刻は、出港の1時間前です。最終
乗船時間は船内にてご確認ください。

■寄港地での観光　別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。

■その他費用　変更や中止が生じた場合、お客さまがご負担されて
いる費用等（交通費や宿泊費、観光ツアーなど）、それに係る取消料等
の諸費用はお客さまのご負担となります。

■乗船制限
1） 酸素ボンベ・酸素濃縮器等の呼吸器疾患医療機器をご利用のお客
さまは、船上での適切な医療体制の確保が非常に困難なため、ご乗船
いただけません。
2）クルーズ終了までに妊娠第24週目に入るお客さまのご乗船はお
断りいたします。また、第24週未満の妊婦の方のご乗船には、事前
の申請が必要となります。

■スケジュールの変更　当パンフレットに記載の内容は2022年
10月26日現在のものです。韓国を含む寄港地における現地情勢およ
び政府機関からの指導等のやむを得ない事情等により、入港または下
船不可となる場合があります。スケジュール、寄港地や出発・到着時
間、船内プログラム等は予告なしに変更される場合があります。

※現在の新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船
内の安全衛生規定にどのように影響するかを慎重に確認して実施
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、
その他の事情によりスケジュールや船内イベントが変更、もしくは
中止となる場合があります。

ご案内とご注意

旅行条件（要約）　お申し込みの際には、必ず事前にお渡しする旅行条件書（全文）をご確認のうえお申し込みください。

■募集型企画旅行契約　この旅行は株式会社クルーズプラネッ
ト（以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に
参加されるお客さま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。

■旅行代金に含まれるもの　航海運賃、客室使用料、食事代（飲み
物は一部別料金）、船内でのエンターテインメントなど。

■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。なお、船内チップ、港湾税、国際観光旅客税は別
途かかる費用としてご旅行代金とあわせてお支払いいただきます。●別
途かかる費用の金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。

■お申し込み条件　●18歳未満の方は親権者の同意書が必要で
す。また、旅行開始時点で15歳未満の方は親権者の同行を条件とさ
せていただく場合があります。また、各国の法令、クルーズ乗船規則
により未成年者のみで利用できない場合や、保護者の同伴同室利用が
条件となるものがございます。未成年者の年齢定義においても19～
20歳を含める場合があります。●6か月未満の乳児、および妊娠中期
（24週）以降のお客さま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うえ、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。電動車椅子をご持参の方は、事前に折りたたみの可否、
サイズ、重量、バッテリーの種類を船会社所定の書面にてご申告が必
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。

■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い　●当社指定の申込
書に所定の事項を記入し、申込金を添えてお申し込みください。申込
金は旅行代金をお支払いいただく時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。

■申込金（お1人様）　

■お客さまの解除権
お客さまは、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、お客さまが当社のそ
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。

■取消料（お客さま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。

※旅行契約成立後に”お部屋(キャビンカテゴリー)”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。

■旅行条件基準日　2022年10月26日を基準としています。

■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さまの個人情
報（氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど）について、お客さま
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。お客さまやご
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、お客さま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。

海外危険情報について
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
海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/

渡航先の「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。
感染症情報ホームページ https：//www.forth.go.jp/
たびレジ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

旅行代金の額 申し込み金（お1人様）
旅行代金が5万円以上

15万円未満 3万円以上旅行代金まで

旅行代金が15万円以上
30万円未満 6万円以上旅行代金まで

旅行代金が30万円以上 旅行代金の25%以上

※感染症対策のため、各
店舗の営業日・営業時間
が変更になっています。
最新情報はホームページ
でご確認ください。

旅行代金の15%120日前～ 90日前

旅行代金の30%89日前～ 60日前

旅行代金の50%59日前～31日前

旅行代金の100%30日前～当日

旅行代金の100％旅行開始後の解除または無連絡不参加

日
前
の
日
始
開
行
旅

て
し
算
起
ら
か

OFFICIAL TWITTER : @fareast_cruise
OFFICIAL INSTAGRAM : @fareastreggaecruise
OFFICIAL FACEBOOK : fareastreggaecruise

最新情報は FAR EAST REGGAE CRUISE SNS をご覧下さい

OFFICAL HP

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、スペシャリティレストラン、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17:00または
17:30より／2回目19:15または20:00より／3回目21:30より）です。



アーティスト
ライブショー
メインデッキでは
国内外アーティスト
によるコンサートが

毎晩開催！

ラウンジ・DJ
パーティー
メインデッキを見下ろす大人な
雰囲気漂う SKY LOUNGE で
様々なジャンルの音楽が

プレイされるクラブイベントが
毎晩開催！

サウンド& DJ
パーティー
全長 80メートルの

LED天蓋のもと繰り広げられる
国内外から集結した
サウンド、DJ による

クラブイベントが毎晩開催！

クルーズでは一度に数カ所をまたぎ様々な場所をめぐることができます。
日中は、寄港地での観光や船内のアクティビティーを楽しみ、夜は船内での
アーティストショーやパーティーを楽しみ、遊び疲れてぐっすり眠っていると、
船が次の寄港地へと運んでくれるのです。

朝起きたら、まずはデッキから新しい港をご覧ください。毎日違った風景が
待っている、それがクルーズ旅行の楽しみです。またクルーズでは、
一旦乗船したら下船日まで、大きく重いスーツケースを持ち運んだりパッキング
し直したりする必要がありません。客室では気兼ねなく荷物を広げて存分に
クローゼットを使ってください。船は移動手段であると同時に、快適な居住空間
でもあります。つまりクルーズとは、究極の楽々旅なのです。

多数ある施設の中から
一部をご紹介！

１

船内では、毎日アーティストショーやパーティーそこかしこで多彩なプログラムが
開催されています。また、プールやシアター、フィットネスマシンといった設備も
整ってます。退屈するどころか、時間が足りないと感じる方がほとんどです。
お好み次第で自由な過ごし方ができるのもクルーズの魅力で、そのために
必要なのが、「船内新聞」。毎日各客室に配布される小冊子で、
開催されるイベントの時間、バーやレストランのオープン時間など大切な
情報が掲載されています。楽しいクルーズライフを過ごすために、
必ず目を通しておきましょう。

代金は、食事やエンタメ込み。
クルーズ代金には、先に書いたとおり寄港地間の移動費、宿泊＋α、船内での食事やイベント・施設利用料
などが含まれてます。つまり、プールやアーティストショー、パーティーなどもフリーパス感覚で楽しめる
のです。「クルーズは高価」というイメージがあるかもしれませんが、決してそんなことはないとおわかり
いただけると思います。

●メインダイングやビュッフェでの食事 (朝・昼・夜 )
●ティータイム・夜食などの軽食●プール・フイットネスルーム●船内の施設利用料
●ショーやパーティーや各種イベントなどの料金

●ソフトドリンクやアルコール飲料 ●バーでの飲食 ●有料レストラン利用 ●船内での買い物
●カジノ ●エステ ●美容室 ●ランドリーサービス ●医療費 ●寄港地観光
●通信費　※港湾税、船内サービス料なども別途必要

含まれるもの   クルーズ代金に (一例 )

含まれないもの   クルーズ代金に (一例 )

4
クルーズでは、乗客お1人につき1枚の「クルーズカード」が発行されます。
このカードは主に「身分証明書」「船内支払い用のクレジットカード」「客室のカギ」
という３つの役割を果たし、便利で快適なクルーズを実現してくれます。
●身分証明
船内にはもちろん、各寄港地での乗下船時のセキュリティチェック時に、身分証明
として機能します
●船内精算用のクレジットカード
船内でのショッピングや、アルコール類などの代金は、クルーズカードを提示してサイン
することで支払いが可能。MSCべリッシマでは、カジノでのゲーム用コインやチップ購入
などにも使えます。船内で現金を持ち歩く必要がほとんどないので安心です。
クルーズカードで支払った代金は、最終日にまとめて精算します。クレジットカードで
精算する場合は、乗船後にクレジットカード登録します。
●客室のカギ

5客室は多彩。ニーズに合わせて選べます
クルーズ客船のキャビン (客室 ) は、設備や眺望により「カテゴリー」分け
されています。船内での過ごし方や予算により、あなたにぴったりなお部屋が
見つかるはずです。船室は、ツインまたはダブルの個室が基本でおもに以下ような
カテゴリーがあります。

窓がない部屋。夜は寝るだけ、あとはパブリッ
クスペースを活用したい方におすすめです。

外側に位置するため窓があります。陽光と毎日
変わる景色を楽しむことができます。

      内側 (約 15m² 目安 )           　　　   海側 (約 16㎡ 目安 ) 

海側バルコニー(約 17㎡ 目安 )               スイート (25～27㎡目安 ) 

外側でバルコニーがついている部屋です。
非常に人気の高いカテゴリーです。

様々な種類がありますが、概ね25㎡ 以上と
広々。



■食事／船14回（朝5回・昼4回・夜5回）　■添乗員／同行しませんが、船内では日本語スタッフがお世話します。　
■最少催行人員／1名様　■全船内泊　■乗船当日は指定集合場所へお越しいただき、
シャトルバスにて大黒ふ頭へ向かいチェックイン手続きとなります。指定集合場所は最終案内にてご案内します。
※乗船後は船から出る事はできません

●クルーズへのご乗船には
パスポートが必要です

●クルーズメイト募集
（相部屋希望の方 )

●海外旅行保険加入の
ご案内

クルーズプラネットでは全てのお客
様に海外旅行保険加入を強くお勧め
致します。詳しくはクルーズプラネ
ットへお問合せ下さい。

ファーイースト・レゲエクルーズはお一人様で
の参加も可能ですが、ルームメイトを募集する
Facebook 交流グループがございます。
ぜひ興味のある方はご利用ください

海外旅行同様に下船日から６ヶ月以
上の有効期間のあるパスポートのご
用意をお願いいたします

＊1 … MSCヨットクラブのお客さまは専用レストランにて、お好きな時間にご夕食となります。
★メインダイニングは複数ありますが、ご夕食場所を選択することはできません。また、開始時間は変更になる場合があります。
★各部とも座席数に限りがあるため、ご希望に添えない場合があります。★朝食・昼食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。

メインダイニングでのご夕食は3回制です(＊1)。
通常は前もって割り振られた時間帯でのご夕食となり、時間帯をお選びいただくことはできませんが、チャータークル
ーズでは追加代金（12歳以下無料）にて夕食時間のご希望を承ります。※キャンセル料発生前までにお申し付けください

1回目  17:00～ または 17:30～
2回目  19:15～ または 20:00～
3回目  21:30～

※全日程通じての時間帯となります。日毎に
別な時間帯を指定することはできません。
※各回内での時間選択はできません。

追加代金：5,000円
（お 1人様あたり／全日程分）

ご夕食時間指定プラン

アーティスト、サウンド＆DJによる
洋上のエンターテイメント毎晩開催！
アーティスト、サウンド＆DJによる
洋上のエンターテイメント毎晩開催！

メインデッキで毎晩行われる国内外アーティストによるコンサートや、全長80メートルの
LED天蓋のもと繰り広げられるクラブイベントなど、非日常たっぷりの洋上音楽都市を体験しよう！

メインデッキで毎晩行われる国内外アーティストによるコンサートや、全長80メートルの
LED天蓋のもと繰り広げられるクラブイベントなど、非日常たっぷりの洋上音楽都市を体験しよう！

BANA

M  C  

RORY STONE LOVE MASSIVE B / HOT97 RED SPIDER DJ PUFFY

FUJIYAMA SOUND CAPTAIN-C KING JAM

JAH WORKS EMPEROR TOMOYUKI TANAKA (FPM) DJ MAGARA

DJ SARASA DJ KOCO DJ SN-Z DJ LEAD

S  O  U  N  D  S  &  D  J  S

アーティストライブショー
メインデッキでは国内外アーティストによるコンサートが

毎晩開催！

ラウンジ・DJパーティー
メインデッキを見下ろす大人な雰囲気漂う SKY LOUNGE で

様々なジャンルの音楽がプレイされるクラブイベントが毎晩開催！

サウンド& DJパーティー
全長 80メートルの LED天蓋のもと繰り広げられる国内外から
集結したサウンド、DJ によるクラブイベントが毎晩開催！

and MORE!!
Artists!

Mighty Crownからメッセージ

MASTA SIMON 
from MIGHTY CROWN

世界中飛び回って思ったことは、音楽は人種、性別、
年齢関係なくみんなが一つになって楽しめるという事。

「生きてる間に楽しいと思える事を３０年間の最後にや
ろう！」と思いついたのが日本で誰もやった事がない 
世界最大級の音楽クルーズ。

 「やれば良かった」じゃなくて 「やって良かった」
「行けば良かった」じゃなくて 「行って良かった」

みんながそう思える究極の「人生の新しい旅」を
保証します。

シップデータ
初 就 航：2019 年
総トン数：171,598 トン
全　 長：315.83ｍ／全幅：43ｍ
デッキ数：19層（うち客室用デッキは 15層）
乗組員数：約 1,564 名
データや情報は予告なく変更されることがございます。
※お体の不自由なお客さま対応キャビン 55室を含む。

MSCベリッシマ

(12 歳以下無料 )

主催 / イベント企画・制作 : MIGHTY CROWN ENTERTAINMENT
※旅行企画・実施 : 株式会社クルーズプラネット / 船会社 : 株式会社 MSC クルーズ
は一切責任を負う事はできません。予めご確認をお願い致します

PUSHIM RYO the SKYWALKER TAKAFIN, JUMBO MAATCH & BOXER KID
from MIGHTY JAM ROCK RUDEBWOY FACE

CHEHON J-REXXX PAPA B

GUANCHAI YOYO-C Spinna B-ILL

KIYOSAKU from MONGOL800

ANARCHY

HOME GROWN

A  R  T  I  S  T

Rueed

横山剣 from CRAZY KEN BAND

Zeebra



船上生活体験

①ご予約・お申込み
ファーイースト・レゲエクルーズ予約ページにて必要事項を記入しお申込み後、
1 週間以内に予約金のお支払いとなります。

必要事項
●ご参加されるお客様全員のお名前 ( 漢字、ローマ字 ) 及び生年月日   
●ご希望のお部屋タイプ  
●代表者様のご住所および電話番号

※船会社規定によりパスポートの残存期間が、旅行最終日から 6ヶ月以上が必要です。
※お名前 ( ローマ字 ) はパスポート記載または予定の綴りを正確にお知らせください。
 予約が無効になる場合があります。※外国籍のお客様につきましては、ご自身にて自国
及び渡航先の領事館、入国管理事務所等へお問合せの上、必要な手続きをお済ませく
ださい。※お部屋の譲渡は不可となります

●お申込みの氏名（スペル）の変更および訂正について
お申込みの際および申込書への記入において氏名（スペル） はご旅行に使用されるパス
ポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名（スペル）を誤ってお申
込みされた場合、お客様の交替と同様の取り扱いとなります。変更 および訂正には
関係する機関への氏名訂正 などが必要になり、所定の手数料 (10,000 円 ) をいただきま
す。また運送・ 宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められない場合、旅行契約を解
除し所定の取消料をいただく場合もございます

②ご旅行契約の成立
予約を承り、ご希望の予約が整い次第、旅行会社担当者より電話または E メールにて回
答を差し上げます。
＊旅行申込書、＊申込金請求書、＊予約確認書、＊ご出発までのご案内
上記書類を送付いたしますのでご確認ください。届きましたら申込書にご記入のうえご
返送をお願いいたします。また申込金は所定の期日までに弊社指定銀行口座宛てにお振
込みまたはクレジットカードにてお支払いいただきますよう、お願いいたします。
※申込金の受理をもって旅行契約の成立とさせていただきます。

 ③ご旅行代金のご請求
旅行代金 ( 残金 ) の請求書を送付いたします。内容をご確認のうえ、所定の期日までに弊
社指定銀行口座宛てにお振込みまたはクレジットカードにてお支払いをお願いいたします
。お預かりしております申込金は旅行代金の一部に充当いたします。

Q1

A

予約の流れを教えてください。
CRUISE  TICKET

Guest(s) RYUICHI OSHIRO 

Ship MSC BELLISSIMA

Cabin 15021

Port Dubai,U.Arab Emirates 

Embarkation Date 06/05/2022

Booking number 40971612

Dear Guest, 
Welcome to MSC Bellissima and to Cruising Re-Imagined!  We are
delighted that you have chosen to cruise with us.

MSC Cruises is a family-owned company. Like you, we know how
much it means to enjoy holiday times together. For your safety, we
have put  in  place rigorous protocols  overseen by international
health experts to ensure one of the safest holiday environments
possible  at  sea.  Throughout  the  ship,  you  will  find  guidelines
designed to maintain what you love the most in a cruise vacation. 
In the following pages, you will find all the information you need to
prepare for your holiday, to help you embark smoothly and to
assist in ensuring a truly wonderful - and carefree - experience
during your stay with us.
We look  forward  to  welcoming  you  very  soon to  Cruising  Re-
Imagined! 

Pierfrancesco Vago
Executive Chairman, MSC Cruises
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Q3 船は安全ですか？

乗船時は国際空港と同等のセキュリティチェックが行われ、乗客以外は乗船でき
ないよう確認が行われています。また全員参加の避難訓練を実施するほか、天候
などの安全情報を臨機応変に分析し、最も安全なコースを運行します。ただし、
どうしても台風を避けられない時は欠航や抜港になることもあります。MSC クル
ーズ独自の衛生と安全に関するプロトコルに基づいた船内管理が行われています。

A

Q4 船は揺れるのでは？船酔いが心配です

客船は、その時期ごとに天候の安定した海域を選んで運行していますので、ほと
んど揺れる事はありません。また、横揺れをコンピューターで制御する「フィン
・スタビライザー」が完備しており、揺れを抑える役割をしています。ただ、予
想外の悪天候の場合は揺れを感じることもございますので、酔い止め薬やバンド
をご利用される方もいらっしゃいます。

A

Q5 医療施設はありますか？

軽度のケガや病気は船内の医務室にて船専属のドクターまたはナースが対応致
します ( 有料 )。海外旅行と同じ扱いになる為、場合によっては高額になります。
また、大きなケガ（骨折や緊急手術を要する場合）は船から近くの陸地の病院
までヘリコプター等で搬送することになります。 その際は莫大な費用がかかりま
すので海外旅行傷害保険への加入を強くお勧めします。

A

Q2 お子様のご予約に関して

年齢に関わらず、ご参加されるお子様のご予約が必要となります。必ずお子様を
含めた人数分でのご予約をお願いいたします。添い寝はございません。A

Q6 英語は喋れないのですが大丈夫ですか？

A 日本語対応可能なスタッフが船内各所に配置しています。船内アナウンスや毎
日のスケジュールやイベントが記載された船内新聞、メニュー等すべて日本語
にて提供いたします。ゲストサービスデスクなどの主要施設や船内新聞、お食
事メニューなど日本語で対応しておりますので安心です。ただ、英語での簡単
な挨拶やお願い事などを予習しておけば、客室係やウェイターと仲良くなれて
クルーズをより楽しめます。

Q7 船内での支払い方法は？日本円は使えますか？

日本円はお使いいただけません
乗船後、お部屋の鍵および身分証明証でもある「クルーズカード」にクレジットカードを
登録すると船内では基本的にキャッシュレスとなります。船内でのお買い物はすべてクル
ーズカードで行うため、現金でのやりとりはありません。現金での精算を希望される方は
クレジットカードの登録は必要ありませんが、デポジット US ドルが必要となります。
船内で利用した代金は登録したカード会社により皆様の口座から引き落とされます。
カードをお持ちでない方は現金での支払いも可能です。その場合、最初に船内利用最低金
額（デポジット US ドル）を船に払い、そこから船内で利用した代金を引き落としていき
ます。（乗船中に足りなくなった場合はデポジットを追加入金できます） 最終日にフロント
デスクで現金で精算となります。

A

Q9 船内にお酒を持ち込めますか？タバコは吸えますか？

食品やアルコール飲料は持ち込みいただけません。
船内は原則禁煙で、船内に設置された喫煙可能エリアでのみ吸うことができます。キャ
ビン（船室）内やバルコニーをはじめ、喫煙 OK と明確に表記されていない場所、灰皿
が設置されていない場所での喫煙は（電子タバコを含む）禁止されています。

A
Q10 船内でインターネットは使えますか？

船内で「MSC インターネットパッケージ」を購入して船内専用 Wi-Fi を利用する
ことができます。使用できるデバイス数と、データ上限によりプランが異なりま
す。

A

Q8 チップは必要ですか？

スタッフへの個人的なチップのお支払いは不要です。１泊当たりのホテルサービ
スチャージが設定されており、船内精算にてお客様のアカウントに自動的に加算
されます。

A

クルーズの旅ってどういうものなの？万が一病気になったらどうしよう ... 初めての方の疑問や不安にお答えします

Q11 旅行代金には何が含まれていますか ?

宿泊費、食事代、船内施設の利用、航海運賃、各種アクティビティやショー、
エンターテインメントなどが含まれます。※スペシャリティレストラン、アル
コールなどの一部飲食、エステやカジノなどの個人的支出に関しては有料と
なります。

A

Q13 料金にはどのような食事が含まれてますか ?

基本のお食事（メインダイニング / ビュッフェレストラン）は旅行代金に含まれ
ます。その他、スペシャリティレストラン、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。※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いたします。

A

Q14 どんなショーが行われますか。

毎晩海風を感じるメインデッキでテーマを決めたバンドショーが行われ、その
後 80 メートルにおよぶ LED の天蓋の下でクラブイベントが朝まで繰り広げら
れます。出演者などの詳細、またその他の船内の各スペースでのアクティビテ
ィやイベントなど、随時オフィシャル SNS / WEB サイトなどでお知らせしてま
いりますので是非フォローしてください。

A

Q12 1 人での参加は可能ですか ?

客室は大人 2 名 1 室利用で料金が設定されていますが、お 1 人でご利用される
場合のシングルユース プランをご用意していますので、ご参照ください。また、
ファーイースト・レゲエクルーズではお一人様での参加も可能ですが、ルーム
メイトを募集する Facebook 交流グループがございます。ぜひ興味のある方は
ご利用ください。※上段の QR コードからご確認ください

A

Q15 服装はどうしたらいいですか ?

ドレスコードは特にございません。レストランでのディナーやバー、プールの
ご利用、夜間海風にあたる甲板でのライブショー、広い船内探索など様々なシ
ーンがございますので TPO にあわせたご用意なさることをお勧めします。

A

Q16 子供も楽しめますか ? / 子供料金はありますか？

魔法をテーマにしたレゴグループとコラボで開発されたキッズエリアには子供
たちのための専用施設やキッズ & ファミリー向けのアクティブで多種多様なエ
ンターテインメント、プログラムが用意されています。客室のご利用は大人 2
名 1 室が基本となります。たとえば同室大人２人で、3 人目 4 人目が 12 歳以下
のお子様の場合は無料となります。大人１人＋子供（12 歳以下）1 人の場合は
大人 2 人料金となります。※3 名以上対応可能な客室数には限りがございます。※港湾税と船内サー
ビス料は別途必要となります。（2 歳以上）。

A

Q18 ペットと一緒に乗船できますか ?

船の規定によりペットは乗船できません。事前に書面で申告し承認を得た補助犬
のみ同伴が可能です。予約時にお知らせください。

A

チャータークルーズを企画・実施する旅行会社の安全対策

●新型コロナウィルス（SARS-CoV-2）ワクチン3回以上接種者のみが乗船します。
●マスク着用や手指の消毒など感染症対策を徹底します。
●毎日の検温など体調管理に努めます。

乗船する旅行会社スタッフの安全対策

●密にならないよう、時間を分けたスムーズなチェックイン。
●乗船当日は受付会場にて、 非接触での体温測定、 健康質問票の記入をお
願いします。

ご乗船時の安全対策

●公共エリアではマスク着用をお願いし、状況によって人数制限をお願いする場合があります。
●フロントや各デスク利用の際には代表者のみでのお越しをお願いします。
●オプショナルツアーのバスには消毒液を用意し、手指消毒の励行をお願いします。
●当社スタッフの指示に従っていただけない場合や業務の遂行を妨げる恐れがある場合、乗船
をお断りすることがございます。

ご乗船中の安全対策
●最大乗船人数は国の指導に従い、ガイドラインが定める規定に基づいて決定
いたします。
●乗船日より遡って14日以内に体調異変（強いだるさ、倦怠感、息苦しさ）や
37.5度以上の発熱があった場合、ご本人様およびご同行者、ご家族を含め乗
船をお断りします。
●政府当局の要請によりご乗船されるお客さま全員（またはグループ代表者1
名様）のメールアドレスのご登録が必要となります。

お申し込み時の安全対策

※旅行会社、MSCクルーズ、ともに2022年10月時点の安全対策です。今後の新しい知見や社会全体の感染症対策の進展等に応じて変更となる
　場合があります。最新情報は旅行会社までお問い合わせください。

MSCクルーズの安全対策

●事前予約にて集合時間を指定することでターミナルに人が集まることを避ける

●乗船人数は密を避け安全が確保できる人数に抑えて運航する

●マスク着用を促すサインを船内各所に配置する

密集の回避　
●船内に感染症検査装置を配備し疑わしい場合は船内にて検査を実施

●サーモグラフィーを船内のいたる所に設置し常に検温（37.5度以上は乗船拒否もしくは
隔離）

●クルーは全員、新型コロナウィルス（SARS-CoV-2）ワクチン2回以上接種を完了してお
り、また乗船前には感染症検査を実施

徹底した検査の実施

●病院レベルの消毒剤を使用し船内の徹底した消毒を行う

●船内には手指消毒ステーションを設置

●船内の空気は循環させず、100％新鮮な外気を取り込む

●医療センターの空調システムは病院レベルの専用フィルターを設置

強化された衛生管理

●船内キャビンの一部は隔離施設として運用し疑わしいお客さまや濃厚接触者を隔
離する

●国または各港の保健当局と連携し、下船または船内で隔離の判断を行う

不測の事態への対応

Q17 分割やローンなどの支払いプランはありますか？

クレジットカード分割払い、Orico ショッピングクレジットをご用意しており
ます。詳細はお問合せください。

A

Q&Aは随時更新していきます。記載のないものは旅行会社
(株 ) クルーズプラネット日本発着ツアーセンターへお問い合わせください。

全キャビンカテゴリー１部屋につき大人 2 名様分のクルーズ代金を
お支払いになられた場合、

同室利用の 12歳以下の
お子様のクルーズ代金は無料

3 人目、4 人目の方の年齢に応じた料金設定となります。12 歳以下は無料、13 ～ 18 歳は
1 ～ 2 人目旅行代金の 25％、19 歳以上は 1 ～ 2 人目旅行代金の 50％
2 歳以上のお客様は港湾税 / 船内チップは別途必要です



朝 体を動かすのも。お部屋でゆっくり過ごすのも。

お部屋でゆっくり過ごすのはもちろん、身体を動かして目覚めたい方は、海風を感じながら
ヨガや体操、デッキでウォーキングするのも爽快です。

朝食 お好みの雰囲気で朝食を

寄港地での観光。終日クルーズでも退屈する心配はありません。

ビュッフェレストランで、サラダやフルーツ、卵料理など気分にあったお食事を
好きなだけご自由にお召し上がりください。
少し落ち着いた雰囲気をお望みなら、ウェイターが注文を取りに来てくれるメインダイニングへ。
またルームサービスを頼みバルコニーで朝食も。海を眺めながらの食事で優雅な気分で 1日をスタートできます

クルーズの醍醐味のひとつ、船内のあちこちで催されるイベントへの参加や、寄港地での観光、ショッピングなど
さまざまなイベントに参加していると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。どんな 1日にするのか、
船内新聞を読んで計画を立てるのも楽しみのひとつです。

日中
ファーイースト・レゲエクルーズでは、済州島 ( 韓国 )、熊本へ周遊し寄港地での観光やショッピングが楽しめます。終日クルーズの日でも船内
ではさまざまなイベントが開催され、あらゆる設備が整っています。アクティブに過ごしたい方、のんびりしたい方、日々のつかれを取りたい方
も .. お好きな過ごし方で船内を満喫してください

リラックスして過ごす

夕食

夜

夜

お子様がいても安心
お子様向けの託児サービスもあり

大人だけでゆっくりしたい時も安心です

船上生活体験

ファーイースト・レゲエクルーズではフルコースディナーを楽しむ事ができます。
このチャータークルーズではドレスコードは特にもうけていませんが、いつもと違ったオシャレをして
フルコースディナーへご参加いただければいつもと違った雰囲気でディナーを楽しめます。
MSCベリッシマには 4つのメインダニングやビュッフェ（無料）の他に、各種スペシャリティレストラン
（有料、船上予約制）もございます大切な演出の相談、ぜひしてくださいね

フルコースディナーを楽しむ。

メインデッキでアーティストライブを楽しむ。

ファーイースト・レゲエクルーズでは毎晩MSCベリッシマのメインデッキ (Atmosphere Pool) にて
MIGHTY CROWNがプロデュースする国内外から集合したアーティストライブを毎晩開催。日本のトップレゲエ
アーティストと本場ジャマイカから乗船したジャマイカアーティストのショーをお楽しみいただけます。

 バンドサウンドでショーを楽しむ

● PUSHIM ● RYO the SKYWALKER

● HOME GROWN ● TAKAFIN,JUMBO MAATCH & BOXER KID

● MIGHTY CROWN

ジャパニーズ NO.1 ダンスホール・レゲエ・バンド
HOME GROWN バンドによるタイトで迫力のある
バンドショー！

夜をまだまだ楽しむ

メインデッキ (Atmosphere Pool) でのアーティストライブを楽しんだ後は、全長 80メートル
の LED天蓋のある屋内プロムナード ( ベリッシマ・ガレリア ) とメインデッキを見下ろす大人
なスカイラウンジで繰り広げられる国内外から集結した一流のサウンド、DJ によるクラブイベ
ントが毎晩開催されます。もちろん合間にお部屋で一休みしたり、カジノやバーをまわったり
と夜を存分に楽しむ事ができます

ライブの合間に
カジノやバーで

日本の領海を出たら本格的なカジノが楽しめます。
初心者もOKなルーレット、カードゲーム、スロッ
トマシンなど洋上のスリルを体感して下さい

MSCベリッシマでは、20種類のバー を幅広く取り
揃えています。 すべてのバーにユニークな雰囲気と
特別ドリンクがあります。 リラックスした 雰囲気を
好むお客様にも、アクティビティ満載のエキサイテ
ィングな場所を求めるお客様にもぴったり合う バー
が見つかります。

● ベリッシマ・ガレリア

● スカイラウンジ

アクティブに過ごす 済州島 (韓国 )、熊本といった寄港地での観光、ショッピングはもちろん
終日クルーズでも、あらゆる施設をご用意

●済州島観光 ●熊本 ( 八代 ) 観光 ●船内ショッピング

●アクアパーク ●ウォータースライダー ●キッズクラブ

MSCベリッシマには癒しの為のサービス
も充実しています。

●MSCアウレア・スパ ●サーマルエリア

©熊本県観光連盟



乗船までの準備も旅の楽しみ。出発前からしっかりとご用意をすることで、より心地良く安全に、
船上生活を楽しむことができます。

乗船券・
クルーズドキュメント
出発前に、書類を宅配、またはデータ
としてメールに添付しておくります。
クルーズドキュメントには、パスポート番号や
緊急連絡先など記載して乗船時に提出する書類や、
乗船案内、荷物タグなどが含まれます。ご出発の
際は忘れずにお待ちください

CRUISE  TICKET

Guest(s)

RYUICHI OSHIRO 

Ship

MSC BELLISSIMA

Cabin

15021

Port

Dubai,U.Arab Emirates 

Embarkation Date

06/05/2022

Booking number

40971612

Dear Guest, 
Welcome to MSC Bellissima and to Cruising Re-Imagined!  We are

delighted that you have chosen to cruise with us.

MSC Cruises is a family-owned company. Like you, we know how

much it means to enjoy holiday times together. For your safety, we

have put  in  place rigorous protocols  overseen by international

health experts to ensure one of the safest holiday environments

possible  at  sea.  Throughout  the  ship,  you  will  find  guidelines

designed to maintain what you love the most in a cruise vacation. 

In the following pages, you will find all the information you need to

prepare for your holiday, to help you embark smoothly and to

assist in ensuring a truly wonderful - and carefree - experience

during your stay with us.

We look  forward  to  welcoming  you  very  soon to  Cruising  Re-

Imagined! 

Pierfrancesco Vago

Executive Chairman, MSC Cruises

C O N T E N T S

01. Embarkation form

2

Mandatory Health

Questionnaire

02. Your cruise

4

ItineraryBooking Information

What is Included

03. Your purchased services

6

04. Cruise destinations

8

05. Enhance your cruise

8

Discover the MSC for ME App

06. Get ready for departure

10

07. Important COVID-19

information

10

08. Main steps for embarkation
11

09. Safety and code of conduct

on board

12

10. Luggage tags

13

 

ご自身での取得をお願いします。
原則としてクルーズでは、下船日
から６ヶ月以上の有効期間があるパスポートが
必要です。また、渡航先によってはビザが必要と
なる場合があり、こちらについてもご自身で取得
をお願いしております。

パスポート

ご 出発の準備

荷物の準備
衣類や洗面用具、常備薬、日焼け
対策グッズ、各種充電器、雨具など。
スーツケースはお土産を入れる余裕
のあるサイズを。持病のある方は英文
処方箋があると安心です。なお、
食品・飲料は手荷物としても船内に
持ち込めません

クルーズ旅行便利グッズ
●洗濯ロープや洗濯バサミ、洗剤

●羽織れるもの

●スリッパやパッとはけるサンダル

船内での洗濯は有料のため、靴下などを室内で
サッと洗濯できるセットをもっていると便利！

暖かい寄港地でも、船内は寒い時もあるので持っていると安心。

室内用スリッパがあると快適！ですが、そのまま船内を
歩くことはできません。ちょっとお部屋からでる
ときのため、楽なサンダル等もあると便利！

チェックイン
チェックインカウンターで、乗船券、
パスポート、健康アンケートなどの
必要書類を提出、乗船手続きを行います

乗 船まで

スーツケース預かり
スーツケースなど大きな荷物には出発前にお送りする、
お名前と客室番号が記載された荷物タグを、港到着前に
取り付けておいてください。そちらを港の荷物預け場所
に預けると客室まで運んでくれます。ただし乗船券、パス
ポート、貴重品、乗船後すぐ使うもの ( お薬、カメラ等 )
は手荷物に入れましょう

税関・出国審査
船で出国する場合は、ターミ
ナルで税関・出国審査を受け
ます。お手元にパスポートの
ご用意を。税関申告のある方
は、税関に用意されている外
国製品持ち出し届けと、持ち
出しする外国製品の現物を提
示ください。審査後はターミ
ナルや港外に戻れません。

安全確認
乗客の安全のため、手荷
物検査を実施しています。
船のギャングウェイ ( 乗船
口 ) にて行う、X線検査
と金属探知機での検査に
ご協力ください。アイロン
や電気ポットなどの熱機器
刃物類などは持ち込み
できません

クレジットカードの登録手続きを船内に
ある機械や、ゲストサービスデスク ( フロ
ント ) にて行います。クレジットカードを
お持ちでない方はデポジット (US ドル ) と
して現金を預けます。

クレジットカード登録 クルーズカードの作成

ご 出発の準備

クルーズカードは船内での支払い用カード、
キャビン ( 客室 ) のカードキー、そしてクルーズ中の身分証
明でもあるので、クルーズ旅行中は常に携帯します。そのため、
ネックストラップなどを準備しておくと便利です。また磁気
式の場合は、携帯電話や磁石の留め金など強い磁気を発する
ものの近くに置くと、磁気データが破損する場合があるので
ご注意下さい。

キャビン確認

入室後、部屋のカギや金庫、シャワー、
トイレなどに不備がないかご確認下さい。
なにか不備があればすぐにスタッフやゲストサービス
デスク ( フロント ) に伝えてください

ゲストサービスデスク
ホテルのフロントにあた
る場所。質問や、両替、
船内精算、紛失物の問い
合わせなどはこちらへ
どうぞ。

乗船中は必ず一度、緊急避難訓練が実地さ
れます。国際法で、乗客全員の参加が義務
づけれています。
船内放送で避難訓練の警笛がならされたら
すぐに客室に戻り、指示に従って客室の扉
内側に掲示されている指定場所に集合します
※内容は変更になる場合があります。

避難訓練
避難訓練をすませ、荷物の片付けを終えたら、船内マップ
と船内新聞を持って船内探索へ。広い船内では、船首・
船尾を意識しながら行動すると、迷い
にくくなります。よく行くダイニングや
劇場、その他気になる場所の位置確認
しながら、お気に入りのスポットを見つ
けてみませんか

船内を探索してみよう

出 港

出港
港によっては出港前、地元の人
によるお見送り式が開催されま
す。デッキから眺めているうち
に出港の汽笛がなり、船がゆっ
くり動き出します。ふ頭で手を
振る人に手を振り返す瞬間、心
を通じ合えたような不思議な感
動があります。

夕食・パーティー
船では夕食は３回制になっており、乗客ごとに早い
時間帯か遅めの時間帯に指定されます。また夕方か
らはメインデッキでのアーティストショー、ショー
が終了後にはプロムナード、スカイラウンジでDJ・
サウンドによるパーティーが朝まで開催される予定
です

船上生活体験



ポシドニア （デッキ5） 
POSIDONIA RESTAURANT
地中海料理をはじめ世界各国
の伝統料理を日替わりでいただ
けます。有名シェフによる特別メ
ニューもご用意。 イル・チリエッジョ/

ル・セリジエ （デッキ6） 
IL CILIEGIO/LE CERISIER

ライトハウス （デッキ6） 
LIGHTHOUSE RESTAURANT
船尾の展望レストラン。

ブッチャーズカット
（デッキ7） BUTCHER'S CUT
ファミリーで楽しめるアメリカンスタイルの
ステーキハウス。※有料

海渡 鉄板焼きレストラン
&寿司バー （デッキ7） 
KAITO TEPPANYAKI/KAITO SUSHI BAR
鉄板焼きや伝統的なアジア料理、職人による
寿司がスタイリッシュな店内で楽しめます。
※有料

オラ・タコス＆
カンティーナ （デッキ6）
HOLA TACOS & CANTINA

ラテンアメリカの料理や飲み物をイ
メージした新しいカジュアルなストリー
トダイニング。※有料※改装予定

マーケットプレイス （デッキ15）
MARKETPLACE BUFFET
オープンキッチンのビュッフェ。

メインダイニング ビュッフェレストラン

スペシャリティレストラン

飲食施設一覧
レストラン
ポシドニア
ライトハウス

イル・チリエッジョ／ル・セリジエ
オラ・タコス＆カンティーナ
ブッチャーズカット
海渡寿司バー
海渡鉄板焼き
マーケットプレイス

デッキ
5
6
6
6
7
7
7
15

内容
メインダイニング
メインダイニング
メインダイニング
ラテンアメリカ料理

アメリカンステーキハウス
日本料理

鉄板焼きレストラン
ビュッフェレストラン

バー／ラウンジ
インフィニティバー

ベリッシマバー＆ラウンジ
ジャン・フィリップ ショコラ&カフェ
ジャン・フィリップ クレープ＆ジェラート

エッジカクテルバー
シャンパンバー

マスターズ・オブ・ザ・シー
TVスタジオ＆バー

アトモスフィアバー・ノース
アトモスフィアバー・サウス

アトモスフィア・アイスクリームバー
スポーツバー
アッティッククラブ
スカイラウンジ
ホライズンバー
アリゾナバー

デッキ
5
6
6
6
6
7
7
7
15
15
15
16
18
18
18
19

内容
食前酒バー

ライブミュージックとダンスフロア併設のバー
チョコレートファクトリー＆コーヒー
アイスクリーム＆クレープ
食前カクテルバー

20種類のシャンパンが揃うバー
英国風パブ

船内放送のスタジオとミニステージ
アウトドアプールバー
24時間営業のバー
アイスクリームバー
ドリンク＆ホットドッグ

ナイトクラブ／ディスコバー
ピアノラウンジ＆バー
サンデッキバー
アイスクリームバー

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
サービスは無料でご利用いただけます。
バルコニー付き客室なら、景色を見ながら
の朝食も。
※MSCヨットクラブ以外の客室は、朝食
以外のルームサービスではデリバリー代金
が別途必要になります。

TVスタジオ&バー （デッキ7）
TV STUDIO & BAR
スタジオから、ゲームやクイズ、タレントコンテストなど楽
しい番組を船内で放送。カラオケバー、生演奏の会場
にもなっています。※有料

マスターズ・オブ・ザ・シー （デッキ7） 
MASTERS OF THE SEA
伝統的なイングリッシュ・パブ。※有料

シャンパンバー （デッキ7）
CHAMPAGNE BAR
20種類のシャンパンが揃うクラシックな定番
バー。※有料

ジャン・フィリップショコラ&カフェ 
クレープ＆ジェラート（デッキ6）
JEAN-PHILIPPE CHOCOLAT & CAFE
CR ÊPE & GELATO
パティシエ世界チャンピオンに輝くジャン・フィリップ・
モーリーのショップ。※有料

カフェ＆バー

※写真は全てイメージです。船内施設は姉妹船の写真も含みます。写真と同じ料理が提供されるとは限りません。

フード&ドリンク
Food & Drink
4つのメインダイニングやビュッフェに加えてスペシャリティレストランやバーをご用意 プールで遊んでスパでリラックス終日クルーズも楽しみいっぱい

スポーツ&ビューティー
Sports & Beauty

アトモスフィアプール （デッキ15）
ATMOSPHERE POOL
851のデッキチェアと大型スクリーンを備えた大型屋
外プール。

グランドキャニオンプール （デッキ15）
GRAND CANYON POOL
全天候でご利用いただける屋内プール。

スリル満点の3種類のウォータースライダー、海上80メートルの高さで船を
横断するヒマラヤンブリッジ、小さなお子さま向けのアクアプレー・スプレー
エリアなど、大人も子供も一緒に楽しめるアクティビティ施設です。

アリゾナ・アクアパーク （デッキ19）   
ARIZONA AQUAPARK

ウォータースライダー ヒマラヤンブリッジ
※7歳以上、身長107cm以上利用可 ※7歳以上、身長122cm以上利用可

アウレア・スパ （デッキ7）
AUREA SPA

サーマルルーム

サウナルーム マッサージルーム ヘアサロン

※有料

スポーツプレックス （デッキ16・18）
SPORTPLEX
身体を動かしたくなったらここ。バスケットボール、テニ
ス、サッカー、バレーボールで遊べます。

MSC テクノジム（デッキ16）
MSC GYM POWERED BY TECHNOGYM
専門的なフィットネスサービス、パーソナルトレーニン
グ、クラスレッスンなどたくさんのメニューがあります。

スポーツ&美容施設一覧

※写真は全てイメージです。船内施設は姉妹船の写真も含みます。

MSCアウレアスパ
アウレア・スパレセプション

ヘアーサロン
メイクアップ

コスメ＆スパショップ
ジーン・ルイス・デビット
マニキュア＆ペディキュア
マッサージ＆トリートメント

メディスパ
ソラリウム
タラソルーム
サーマルエリア

デッキ
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

内容
スパ関連施設の受付

美容室
美容サービス

ヘアケア、スキンケアなどのブランドショップ
ヘアーサロン
ネイルサロン

マッサージ、フェイシャルトリートメント
アンチエイジング、鍼治療
最先端日焼けマシン

海水や海藻など海の恵みを活用した自然療法
サウナやジャグジー等の施設

スポーツ＆フィットネス
フィットネスクラス
アトモスフィアプール
グランドキャニオンプール
ホライズンプール
MSCテクノジム

パワーウォーキングトラック
スポーツプレックス
アリゾナ・アクアパーク

トップ19エクスクルーシブソラリウム

デッキ
7
15
15
16
16
16
16・18
19
19

内容
お好きなクラスの選択が可能

プールデッキ
室内プール
屋外プール

フィットネスセンター
328ｍのウォーキングトラック

サッカーやテニスを楽しめるコート
ウォータースライダーやアスレチック
アウレア専用ジャグジー（お子さま不可）



キッズ&ファミリー
Kids & Family
「 魔法 」をテーマにしたキッズエリアには、子供たちのための専用施設やアクティブで多種多様な
                                                                                                                                     エンターテインメント、プログラムが用意されています。

キッコ・ベビークラブ 
CHICCO Baby Club
（デッキ18） 
チャイルドケアブランドのキッコと提
携して開発されたアクティビティや
ゲームを楽しむことができます。

0～2歳

お子さま向け施設一覧
キッズ&ファミリー
キッコ・ベビークラブ
ミニクラブ
ジュニアクラブ
ヤングクラブ
ティーンズクラブ
ドレミラボ
ドレミスタジオ

デッキ
18
18
18
18
18
18
18

内容
キッコと提携したお子さま向け施設（0～2歳）
レゴと提携したお子さま向け施設（3～6歳）
レゴと提携したお子さま向け施設（7～11歳）

12～14歳向けのエリア
15～17歳向けのエリア
お子さま向けのテックラボ

お子さまとご家族向けのシアター

ミニクラブ＆ジュニアクラブ （デッキ18） 
Mini Club and Juniors Club
レゴグループとコラボレートした夢のような空間。家族みんなで参加できるレゴの終日イベント
も行われます。

3～11歳

ヤングクラブ　　  ＆ティーンクラブ  　　（デッキ18） 
Young Club and Teen Club
どちらのクラブでも、専用アクティビティや最新のゲーム機などを備えた専用施設を設けています。映画館、
ゲームルーム、ディスコとしても利用できるティーン限定のエリアもあります。

12～14歳 15～17歳

MSCのマスコット「ドレ
ミ」ちゃん（写真左）や
レゴのキャラクターは
子供たちに大人気。

プラザ・ベリッシマ （デッキ6）
PLAZA BELLISSIMA

ガッレリア・ベリッシマに面した一角、プラザ・ベリッ
シマには、香水&コスメ、時計&サングラスのショッ
プ、ミニモール（お菓子や日用品）が並びます。

ブティック （デッキ6）MSCショップ （デッキ6）

スワロフスキー

ショップ一覧
ショップ
ブティック

ファッション／ジュエリー
時計&ジュエリー
ラグジュアリーショップ

ミニモール
MSCショップ

香水＆コスメショップ
時計＆サングラス
ザギャラリー

デッキ
6
6
6
6
6
6
6
6
7

内容
洋服(男女・子供）

ファッション／ジュエリー
高級時計／ジュエリー

高級ブランド
タバコ、酒類、スナック類
MSCオリジナルグッズ
香水＆コスメ

ファッション時計＆サングラス
高級ジュエリー

ブルガリ

※免税品の販売は日本領海外での営業となります。

ガッレリア・ベリッシマ

ショッピング
Shopping

※写真は全てイメージです。船内施設は姉妹船の写真も含みます。

船の中心部のプロムナード「ガッレリア・ベリッシマ」には、さまざまなショップと200以上
のトップブランドの商品が揃っています。

CabinPlan

ヨットクラブ

 

+約26㎡ バルコニー・大型シャワー付き

（客室の一例）

定員1～4名

スイート 約25㎡+ バルコニー・バスタブ またはジャクジー・シャワー付き

（客室の一例）

定員1～4名

海側バルコニー 約17㎡
バルコニー・シャワー付き

 

（客室の一例）

定員1～4名

内側 約15㎡  シャワー付き

（客室の一例）

定員1～4名

海側 約16㎡ 窓・シャワー付き

（客室の一例）

定員1～4名

クルーズがはじめての人にこそ体験してほしいのがバルコニー付き客室。
開放感のあるお部屋でどこまでも広がる水平線を眺めながらのんびり。
遊び疲れた朝、デッキに出て潮風を感じながらルームサービスでモーニ
ングを楽しむのもおススメ

※客室はツインに変更可能なダブルベッドです（一部客室を除く）。※各客室タイプにはバリアフリーなハンディキャップルームの設定もございます。詳細はお問い合わせください。
※表示サイズには、スタンダード・キャビンとお身体の不自由なお客さま対応キャビン(ゆったりサイズ）が含まれています。※同じタイプのキャビンでも、サイズやレイアウト、室内設備など表示と異なる場合があります。
※バルコニー付き客室の広さには、バルコニーを含みません。※3・4人目はソファベッドまたはプルマンベッドまたは2段ベッド（バンクベッド）での対応となります。※Zoe(ゾーエ)は日本語に対応していません。
※定員とは各部屋の最大収容人数をさします。※海側客室には、船外施設（テンダーボートなど）により一部視界をさえぎられる客室があります。また、バルコニー付き客室には、バルコニーが金属製のため透過しない客室、
庇が大きく突き出ているため見晴らしが悪い客室があります。

ワードローブ／タオル／インタラクティブテレビ／電話／インターネットアクセス（有料）／ミニバー／
セイフティボックス／ドライヤー ／ アメニティ(リンスインシャンプー、ハンドソープ、ボディーソープ）
音声対応人工知能装置世界初デジタル・クルーズ・アシスタントのZoe(ゾーエ)※日本語非対応

全客室タイプ
共通の設備

バルコニー付き客室がオススメ

客室案内

MSC BELLISSIMA

MSC BELLISSIMA

スプレンディダデッキ 19
ディヴィーナデッキ 18

シービューデッキ 16
プレチオーサデッキ 15

ワールドクラスデッキ 14
マニフィカデッキ 13

グランディオーサデッキ 12
ベリッシマデッキ 11

シーサイドEVOデッキ 10
シーサイドデッキ 9
メラビリアデッキ 8

ファンタジアデッキ 7
ムジカデッキ 6
オペラデッキ 5
リリカデッキ 4

MSCヨットクラブ

イタリア船
なので

デッキ17は
ありません

各デッキには
名前が

ついています
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