
ご旅行条件
■ 募集型企画旅行契約
この旅行はクルーズのゆたか倶楽部株式会社（東京都千代田区鍛冶町 2-5-15 ゆたか倶楽部ビル、ツアー名：
ゆたか倶楽部 / 観光庁長官登録旅行業第 1294 号、以下当社という）が企画・募集し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を締結することになります。契約の内容・条件は、
募集パンフレット、別途お渡しする確定書面（ご予約確認書）および当社旅行業約款によります。
■ 旅行のお申込み
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金をお支払い下さい。申込金は100,000 円を申し受けます。
●当社は電話・郵便・ファックスなどによる募集型企画旅行の予約申込を受け付けることがあります。この場合、
電話などによる予約申込から起算して 10 日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申
込書と申込金を提出されない場合、申込みはなかったものとして取り扱います。
●残金は、旅行開始日の前日から起算して遡り、121日前までにお支払いいただきます。
■ 旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した船代、食事・船内イベント参加費用など。
■ 旅行代金に含まれないもの
●ポートチャージ、船内チップ、オプショナルツアー代、国際観光旅客税、渡航手続き関係諸費用（旅券印紙代、
出入国カード作成料など）など。
■ 旅程保証
●契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお支払いいたします。ただし､次の場合は
変更補償金をお支払いいたしません。天災地変､戦乱､暴動､官公署の命令､運送・宿泊機関などの旅行サービ
スの提供の中止､当初の運行計画によらない運送サービスの提供､旅行参加者の生命または身体の安全確保の
ため必要な措置。なお変更補償金は旅行者1名に対し、1募集型企画につき旅行代金の15％を限度とします。
また変更補償金が千円未満である時は、変更補償金はお支払いいたしません。
■ お客様の責任
●お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の規定を守らなかったこ
とにより、当社が損害を被った時は、お客様に対し損害の賠償を申し受けます。
■  取消料等（取消日は旅行出発日の前日から起算します。）
●お申込みの後、お客様のご都合により取消になる場合、および旅行代金が所定の期日までに入金がなく、
当社が参加をお断りした場合、旅行代金に対し下記の料率で取消料（または違約料）を申し受けます。

本クルーズは通常のツアーとは取消料の規定が異なります。「クルーズ旅行取消費用特約（海外旅行保険）」
をご用意しておりますので、ツアーお申込みと同時に、保険に加入されることをお勧めいたします。

阿部賢一 大久保俊之 富永哲也

ホームページはこちら→

公式SNS   Follow   us !　

旅行企画・実施

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

取消日
  120日前
  119日前～ 90日前まで
  89日前～ 60日前まで
  59日前～ 31日前まで

  30 日前～出発当日
旅行開始後の解除又は無連絡不参加

  取消料
  無料
 旅行代金の15%
 旅行代金の30%
 旅行代金の 50%

 旅行代金の100%

MSCが新しい旅のカタチを提案、理想の旅を実現するエクスペリエンス

洋上のエレガンスと贅沢を体現したMSCヨットクラブで最高の休日をお過ごしください。
ヨットクラブのお客様限定のエリアを船首に設け、専用のコンシェルジュやバトラーサービスをご提供します。
まるで居心地の良いプライベートクラブで過ごすような、至福の時間をお約束いたします。

エクスペリエンス（体験）とは、ご自身のニーズに合わせて理想の旅をカスタマイズできる新しい料金体系のことです。

洋上のプライベートクラブ　
MSCヨットクラブ

エレガントでモダンなクルーズをお得な料金でお楽
しみいただけます。設備の整った客室でゆっくり寛
いだ後は、船上のレストランでバラエティに富んだ料
理をご堪能ください。

上層階に位置するワンランク上の客室をご利用いた
だけます。デリバリー料金のかからない 24 時間対
応のルームサービスの他、メインダイニングでのお
食事時間を優先的にお選びいただけます。

優先チェックインで乗船した後は、上層階の客室でお
寛ぎください。メインダイニングでの専用エリアでは、
お好きな時間にお食事をお楽しみいただける他、フリー
ドリンクやスパの料金（一部）も含まれております。

    ベッラ
エレガントで近代的な客船で快適なクルーズを

    アウレア
心と身体を癒すオールインクルーシブの快適なクルーズを

●キャンセルにより、1 室の利用人数が減った場合は、規定の取消料以外に発生するお部屋の追加料金がか
かります。「クルーズ旅行取消費用特約」は利用人数の変更による追加料金は補償されません。
■ お客様に対する責任及び免責事項　
●当社は募集型企画旅行約款の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、
その損害を賠償する責を任じます。なお、お手荷物の場合にはお1人最高 15 万円を限度とします。また、
お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、賠償の責を負いません。
（a）天災地変・戦乱・暴動又は、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは、旅行の中止。（b）運送・
宿泊機関の事故もしくは火災又は、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。（c）官公
署の命令又は伝染病による隔離。（d）自由行動中の事故。（e）食中毒。（f）盗難。（g）運送機関の遅延、
不通又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは、目的地滞在の短縮。
■ 確定書面（最終日程表）
●確定された最終日程表は、旅行開始日の14日前までに交付いたします。
■ 特別補償
●当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様
の旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害補償について、あらかじめ定める額の
補償金及び見舞金をお支払いいたします。ただし、お客様の故意、酒酔い運転または危険な運動中の事故
によるものであるときは、上記の補償金・見舞金はお支払いいたしません。
■ 募集型企画旅行契約約款について
●この旅行条件及び以外の条項は全て、観光庁認可の当社旅行業約款によります。約款をご希望の方は
ご請求ください。※車椅子でご参加希望の方はお問い合わせください。
■ 最少催行人員　2名様
■ この旅行条件の基準日は 2019 年 10月10日です。
■ 個人情報の取り扱いについて
●個人データ第三者への提供当社は、お申込みいただいた旅行の手配の為に、運送・宿泊機関等及び手
配代行者に対し、お客様の氏名、年齢、住所、電話番号、婚姻の有無、旅行中の緊急連絡先、及び生年
月日等の個人情報を予め郵便、電子的方法等で送付することによって提供いたします。
※当ツアーはご旅行の全行程の５０％以上を船舶で宿泊するツアーのため通常の約款と異なるクルーズ約
款が適用となり、取消料の規定が変わってまいります。
■ 特別補償
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体または手荷物の上に被った一
定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
■ 旅程保証
当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第 29 条別表左
欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は同条に定めるところによる変更補償金をお支払いいたします。
■ 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2019 年 10月10日を基準としています。
■ その他
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。※子供代金は、旅行開始日を基準に満２歳以上１２
歳未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日を基準に満２歳未満で、航空座席および客室にお
けるベッドを専用で使用しない方に適用します。
個人情報の取り扱いについて　個人情報の取り扱いについては、別途お渡しする「ご旅行条件書」にてご
確認ください。

松山

和歌山

四日市

済州島

★24時間のバトラーサービス、専用コンシェルジュデスク
1 日 24 時間バトラー（執事）サービスがご利用可能。
困った時にはもちろん、靴のお手入れやクリーニングサービス（有料）、
船内ショッピングの手配まで承ります。
★豊富なスペシャルメニューとフリードリンク
ヨットクラブ専用レストランのお食事とお飲み物を無料でお楽しみいただけます。

★展望ラウンジやザ・ワン・プールなどのプライベートエリア
ヨットクラブ専用プール、専用ラウンジを完備。
優雅なクルーズをより快適にお過ごしいただけます。

★MSCアウレア・スパのリラックスエリア（専用エレベーターで直通）
ヨットクラブ専用のリラックスエリアをご用意しています。
専用エレベーターで周囲の目を気にすることなく、バスローブのままお出かけください。

道後温泉

和歌山城

伊勢神宮

城山日出峰

MSC史上最大かつ、日本来港史上最大客船MSCベリッシマ
最新のテクノロジーが生んだ優美で巨大なイタリア客船で
これまでにない船上体験をお楽しみください

厳島神社世界
遺産

世界
遺産

東京発
横浜着

（内側ベッラI1 2名1室利用 大人お一人様旅行代金）

MSCヨットクラブ デラックススイート　

※写真はすべてイメージです。

※客室のデザイン・レイアウトなどは若干異なる場合がございます。

MSCヨットクラブの特典
ヨットクラブの特別施設＆サービス（一例）

    ファンタスティカ
より快適でフレキシブルなクルーズを

東京

横浜四日市
和歌山広島

松山済州島

日本列島と

～日本の港に新しい歴史を刻む～

日本来港客船史上最大171,598トン新造船MSCベリッシマで航く

秋色に染まる
自然美の クルーズ済州島
2020年10月17日（土）～10月26日（月）10日間

表紙裏表紙



東京

横浜
四日市

和歌山広島

松山済州島

日程表　2020 年 10月17日（土）～10月26日（月）

ご旅行代金（2名1室使用の大人お一人様）

●上記スケジュールは、天候、海象状況などにより、予告なく変更になる
場合があります。また寄港地は上記の理由で変更または抜港となる場合
があります。　●食事条件：朝食９回、昼食８回、夕食９回　●最少催行人員：
2 名様（添乗員は同行いたしませんが、船内では船会社の日本語スタッフが
お世話いたします。）　●各寄港地では、船会社が提供するオプショナルツ
アー（別料金）が予定されています。詳細は別途お送りします。

厳島神社と原爆ドームの二つ世界遺産を抱
える広島。多島美と称される瀬戸内海の絶
景、サイクリストの聖地『しまなみ海道』、
豪華絢爛な広島神楽、清流と緑の峡谷美
を誇る三段峡など、見どころは尽きません。

四日市市は三重県の北部に位置し、西は
鈴鹿山系、東は伊勢湾に面した温暖な地
域です。太古より市内各所に古墳が築か
れ、名所・史跡が残ります。

伊勢神宮　地元の方から「お伊勢さん」
と呼ばれ、古くから「日本人の心のふるさと」
として親しまれてきた伊勢神宮。広大な森
林の澄んだ空気に心が洗われます。

和歌山城　徳川御三家のひとつ、紀州徳川家の居
城として幕府の西の要の役割を果たした和歌山
城。日本 100 名城に数えられます。

伊勢海老
日本のご馳走は三重県
にあり！伊勢志摩サミッ
トで世界をもてなした豪
華な海の幸をお楽しみく
ださい。

厳島神社　海を敷地とした大胆・ユニーク
な構成と寝殿造りの粋を極めた荘厳華麗な
建築美は、日本有数の名社にふさわしい貫
禄です。12 世紀、平清盛によって現在の
姿に造営されました。

広島風お好み焼き
生地やそば、具材を重ねて
仕上げるのが特徴。発祥
は戦後の屋台からと言われ
る広島のソウルフード。

済州島は、「東洋の真珠」と呼ばれている美
しいビーチに代表される自然の輝きにあふれ
た島。人気のリゾートアイランドとして、ゴル
フ場、カジノなどの娯楽施設も充実しています。

道後温泉　日本三古湯の一つに数えられる温
泉郷で、3000 年の歴史を持つとも言われてい
ます。夏目漱石をはじめ多くの著名人に愛さ
れてきた日本最古と言われる名湯。

鯛めし
真鯛が特産の愛媛名物。焼いた鯛を昆
布だしで炊き込む「松山風」と鯛のお
刺身を使った「宇和島風」があります。

黒豚のサムギョプサル
豚ばらの三枚肉を焼いた代表的な韓国
料理。肉厚でジューシーな済州島産の
黒豚が絶品。

柿の葉すし
和歌山県の郷土料理と
して知られ、酢飯に鯖
や鮭の切り身を合わせ、
柿の葉で包んで押した
寿司。

南北に長い和歌山県は、海と山に恵まれ、温泉・
観光・グルメと旅の醍醐味がいっぱい。熊野古道
を歩くなら気候の良い秋がおすすめです。市内に
は、徳川御三家の城下町として栄えた名残の名所・
旧跡が残ります。

旅のポイント
日本来港客船史上最大 171,598 トンの大人気客船 MSC
ベリッシマに乗船。MSC ベリッシマは 2019 年 3 月デ
ビューのハイテクノロジーを駆使した最新型客船です。

就航年 :2019 年 3月　乗船人数 :5,686 名　総トン数 :171,598トン
全長 :315m　最高速度 :22.7ノット　船籍 :イタリア

全てが規格外！優美な巨大客船MSCベリッシマの魅力

熊野古道
古より浄不浄、貴賤も問わず、女
性も病気の人も平等に受け入れて
きた熊野三山へと通じる参詣道
の総称。和歌山、三重、奈良、
大阪へと跨るこの道は、多くの人
が信仰に救いを求めて歩いた祈り
の道です。

四日市

松山城や大洲城、宇和島城などの城郭も豊富
で、城巡りをするのも楽しい。石鎚国定公園
や足摺宇和海国立公園など、自然の景観を楽
しむことのできるスポットも随所に存在します。

▲ ベリッシマ・ガレリア
ブティック、レストランが並ぶ 96メートルの
長さの中央プロムナードの天井は、480 ㎡
洋上最大の LED スクリーンで覆われてい
ます。時間ごとに変わるスクリーンの美し
さにため息がこぼれます。

▲ アトモスフィア・プール
プールサイドスペースは、お客様の専
有面積にこだわった船上の最もゆった
りとした空間です。美しい照明と巨大
なスクリーンがあり、日没後も楽しめ
ます。

洗練されたイタリアデザインと最新のテクノロジーが融合し、居心地の良い至極の空間が生まれました。
目覚めてからまた眠るまで、クリスタルのように煌めく娯楽、魅惑の食彩、優美な癒しのオンパレードがまさに最高の休日を演出します。

テクノロジーが実現した船上のオアシス！ 12か所の様 な々味が楽しめるレストランや20ヵ所のバー！ ワールドクラスのショーに感動、刺激的なウォーターパークも完備！

◀ シルク・ドゥ・ソレイユとの独占提携
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 2 種類の
オリジナルショーをご覧いただけます。

アリゾナアクアパーク▶
グランドキャニオンをテーマにした洋上の最も刺
激的でエキサイティングなウォーターパーク。

◀ メインレストラン
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。メニューは日替わりでご用意して
います。

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米国風レストラン。

◀ ¡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お届けします。

オーシャンビュー　約 15 ～ 12 ㎡ バルコニー　約 12 ～ 22 ㎡

秋の爽やかな風が過ごしやすいベストシーズンに日本列島
を巡ります。各寄港地では、秋景色の観光地と秋の味覚
をお楽しみください。

和歌山と広島では停泊いたしますので寄港地をゆったり
お楽しみいただけます。

客室のランクだけでなく様々なサービスなど、ご自身の
ニーズに合わせて理想の船旅をカスタマイズできる料金体
系をご用意しています。納得のいく料金で最高の船旅を！

●上記旅行代金以外に、ポートチャージなど 30,800 円が別途かかります。
また船内チップ大人 (12歳以上 )14.50ドル /泊、子供（2歳以上）7.25ドル /
泊、国際観光旅客税1,000円が船内会計に加算されます。　●1室 1名様で
ご利用の場合、旅行代金は上記の200％となります。また港湾税も200％か
かります。シングル利用のキャビンは数に限りがあります。　●デッキの
階数、客室の位置、客室番号の指定はお受けできません。　

 日次 日付 寄港地 入港 出港

 1 10月17日（土） 東京   17:00

 2 10月18日（日） 和歌山  14:00 停泊

 3 10月19日（月） 和歌山 停泊 15:00

 4 10月 20日（火） 広島 9:00 停泊

 5 10月 21日（水） 広島 停泊 2:00

   松山 7:00 19:00

 6 10月 22日（木） 終日クルーズ - -

 7 10月 23日（金） 済州島（韓国） 7:00 19:00

 8 10月 24日（土） 終日クルーズ - -

 9 10月 25日（日） 四日市 8:00 17:00

 10  10月 26日（月） 横浜 7:00

内側ベッラ（約12～22㎡ シャワー付）

内側ファンタスティカ（約12～22㎡ シャワー付）

オーシャンビューベッラ（一部視界不良）
（約 15～22㎡ シャワー付） 

オーシャンビューファンタスティカ
（約15～22㎡ シャワー付） 

バルコニーベッラ（約12～22㎡ シャワー付）

バルコニーファンタスティカ（約12～22㎡ シャワー付）

バルコニーアウレア（約12～22㎡ シャワー付）

MSCヨットクラブデラックススイート
（約 24～28㎡ シャワー付） 

SHIP DATA

伊勢神宮

原爆ドーム

和歌山城

厳島神社

道後温泉

熊野古道

和歌山

広島

済州島

松山

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

１

2

3
4

城山日出峰

規格外の
大きさ！

Amazing! 規格外の
楽しさ！

Fantastic!規格外の美味
しさ！

Fabulous!

※写真はすべてイメージです。

※客室のデザイン・レイアウトなどは若干異なる場合がございます。

客室タイプ 旅行代金

121,000円

132,000円

143,000円

154,000円

209,000円

220,000円

264,000円

385,000円

I1

I2

O1

O2

B1

B2

B3

YC1

空高く澄んだ空気に包まれて、秋の気配が旅情をそそる日本列島
秋色に染まる日本の美景を巡る、癒しと食彩の旅

P2P1



ご旅行条件
■ 募集型企画旅行契約
この旅行はクルーズのゆたか倶楽部株式会社（東京都千代田区鍛冶町 2-5-15 ゆたか倶楽部ビル、ツアー名：
ゆたか倶楽部 / 観光庁長官登録旅行業第 1294 号、以下当社という）が企画・募集し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を締結することになります。契約の内容・条件は、
募集パンフレット、別途お渡しする確定書面（ご予約確認書）および当社旅行業約款によります。
■ 旅行のお申込み
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金をお支払い下さい。申込金は100,000 円を申し受けます。
●当社は電話・郵便・ファックスなどによる募集型企画旅行の予約申込を受け付けることがあります。この場合、
電話などによる予約申込から起算して 10 日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申
込書と申込金を提出されない場合、申込みはなかったものとして取り扱います。
●残金は、旅行開始日の前日から起算して遡り、121日前までにお支払いいただきます。
■ 旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した船代、食事・船内イベント参加費用など。
■ 旅行代金に含まれないもの
●ポートチャージ、船内チップ、オプショナルツアー代、国際観光旅客税、渡航手続き関係諸費用（旅券印紙代、
出入国カード作成料など）など。
■ 旅程保証
●契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお支払いいたします。ただし､次の場合は
変更補償金をお支払いいたしません。天災地変､戦乱､暴動､官公署の命令､運送・宿泊機関などの旅行サービ
スの提供の中止､当初の運行計画によらない運送サービスの提供､旅行参加者の生命または身体の安全確保の
ため必要な措置。なお変更補償金は旅行者1名に対し、1募集型企画につき旅行代金の15％を限度とします。
また変更補償金が千円未満である時は、変更補償金はお支払いいたしません。
■ お客様の責任
●お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の規定を守らなかったこ
とにより、当社が損害を被った時は、お客様に対し損害の賠償を申し受けます。
■  取消料等（取消日は旅行出発日の前日から起算します。）
●お申込みの後、お客様のご都合により取消になる場合、および旅行代金が所定の期日までに入金がなく、
当社が参加をお断りした場合、旅行代金に対し下記の料率で取消料（または違約料）を申し受けます。

本クルーズは通常のツアーとは取消料の規定が異なります。「クルーズ旅行取消費用特約（海外旅行保険）」
をご用意しておりますので、ツアーお申込みと同時に、保険に加入されることをお勧めいたします。

阿部賢一 大久保俊之 富永哲也

ホームページはこちら→

公式SNS   Follow   us !　

旅行企画・実施

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

取消日
  120日前
  119日前～ 90日前まで
  89日前～ 60日前まで
  59日前～ 31日前まで

  30 日前～出発当日
旅行開始後の解除又は無連絡不参加

  取消料
  無料
 旅行代金の15%
 旅行代金の30%
 旅行代金の 50%

 旅行代金の100%

MSCが新しい旅のカタチを提案、理想の旅を実現するエクスペリエンス

洋上のエレガンスと贅沢を体現したMSCヨットクラブで最高の休日をお過ごしください。
ヨットクラブのお客様限定のエリアを船首に設け、専用のコンシェルジュやバトラーサービスをご提供します。
まるで居心地の良いプライベートクラブで過ごすような、至福の時間をお約束いたします。

エクスペリエンス（体験）とは、ご自身のニーズに合わせて理想の旅をカスタマイズできる新しい料金体系のことです。

洋上のプライベートクラブ　
MSCヨットクラブ

エレガントでモダンなクルーズをお得な料金でお楽
しみいただけます。設備の整った客室でゆっくり寛
いだ後は、船上のレストランでバラエティに富んだ料
理をご堪能ください。

上層階に位置するワンランク上の客室をご利用いた
だけます。デリバリー料金のかからない 24 時間対
応のルームサービスの他、メインダイニングでのお
食事時間を優先的にお選びいただけます。

優先チェックインで乗船した後は、上層階の客室でお
寛ぎください。メインダイニングでの専用エリアでは、
お好きな時間にお食事をお楽しみいただける他、フリー
ドリンクやスパの料金（一部）も含まれております。

    ベッラ
エレガントで近代的な客船で快適なクルーズを

    アウレア
心と身体を癒すオールインクルーシブの快適なクルーズを

●キャンセルにより、1 室の利用人数が減った場合は、規定の取消料以外に発生するお部屋の追加料金がか
かります。「クルーズ旅行取消費用特約」は利用人数の変更による追加料金は補償されません。
■ お客様に対する責任及び免責事項　
●当社は募集型企画旅行約款の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、
その損害を賠償する責を任じます。なお、お手荷物の場合にはお1人最高 15 万円を限度とします。また、
お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、賠償の責を負いません。
（a）天災地変・戦乱・暴動又は、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは、旅行の中止。（b）運送・
宿泊機関の事故もしくは火災又は、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。（c）官公
署の命令又は伝染病による隔離。（d）自由行動中の事故。（e）食中毒。（f）盗難。（g）運送機関の遅延、
不通又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは、目的地滞在の短縮。
■ 確定書面（最終日程表）
●確定された最終日程表は、旅行開始日の14日前までに交付いたします。
■ 特別補償
●当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様
の旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害補償について、あらかじめ定める額の
補償金及び見舞金をお支払いいたします。ただし、お客様の故意、酒酔い運転または危険な運動中の事故
によるものであるときは、上記の補償金・見舞金はお支払いいたしません。
■ 募集型企画旅行契約約款について
●この旅行条件及び以外の条項は全て、観光庁認可の当社旅行業約款によります。約款をご希望の方は
ご請求ください。※車椅子でご参加希望の方はお問い合わせください。
■ 最少催行人員　2名様
■ この旅行条件の基準日は 2019 年 10月10日です。
■ 個人情報の取り扱いについて
●個人データ第三者への提供当社は、お申込みいただいた旅行の手配の為に、運送・宿泊機関等及び手
配代行者に対し、お客様の氏名、年齢、住所、電話番号、婚姻の有無、旅行中の緊急連絡先、及び生年
月日等の個人情報を予め郵便、電子的方法等で送付することによって提供いたします。
※当ツアーはご旅行の全行程の５０％以上を船舶で宿泊するツアーのため通常の約款と異なるクルーズ約
款が適用となり、取消料の規定が変わってまいります。
■ 特別補償
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体または手荷物の上に被った一
定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
■ 旅程保証
当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第 29 条別表左
欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は同条に定めるところによる変更補償金をお支払いいたします。
■ 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2019 年 10月10日を基準としています。
■ その他
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。※子供代金は、旅行開始日を基準に満２歳以上１２
歳未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日を基準に満２歳未満で、航空座席および客室にお
けるベッドを専用で使用しない方に適用します。
個人情報の取り扱いについて　個人情報の取り扱いについては、別途お渡しする「ご旅行条件書」にてご
確認ください。

松山

和歌山

四日市

済州島

★24時間のバトラーサービス、専用コンシェルジュデスク
1 日 24 時間バトラー（執事）サービスがご利用可能。
困った時にはもちろん、靴のお手入れやクリーニングサービス（有料）、
船内ショッピングの手配まで承ります。
★豊富なスペシャルメニューとフリードリンク
ヨットクラブ専用レストランのお食事とお飲み物を無料でお楽しみいただけます。

★展望ラウンジやザ・ワン・プールなどのプライベートエリア
ヨットクラブ専用プール、専用ラウンジを完備。
優雅なクルーズをより快適にお過ごしいただけます。

★MSCアウレア・スパのリラックスエリア（専用エレベーターで直通）
ヨットクラブ専用のリラックスエリアをご用意しています。
専用エレベーターで周囲の目を気にすることなく、バスローブのままお出かけください。

道後温泉

和歌山城

伊勢神宮

城山日出峰

MSC史上最大かつ、日本来港史上最大客船MSCベリッシマ
最新のテクノロジーが生んだ優美で巨大なイタリア客船で
これまでにない船上体験をお楽しみください

厳島神社世界
遺産

世界
遺産

東京発
横浜着

（内側ベッラI1 2名1室利用 大人お一人様旅行代金）

MSCヨットクラブ デラックススイート　

※写真はすべてイメージです。

※客室のデザイン・レイアウトなどは若干異なる場合がございます。

MSCヨットクラブの特典
ヨットクラブの特別施設＆サービス（一例）

    ファンタスティカ
より快適でフレキシブルなクルーズを

東京

横浜四日市
和歌山広島

松山済州島

日本列島と

～日本の港に新しい歴史を刻む～

日本来港客船史上最大171,598トン新造船MSCベリッシマで航く

秋色に染まる
自然美の クルーズ済州島
2020年10月17日（土）～10月26日（月）10日間

表紙裏表紙


