
プ
レ
ミ
ア
ム
客
船
で
巡
る

　
　
新
た
な
日
本
の
船
旅

2022年3月・10月・11月
横浜発着

2022年

日本発着クルーズ日本発着クルーズ
セレブリティ・ソルスティスで航く

全出発日
JTB専属

コーディネーター
乗船！



CELEBRITY REVOLUTION
-セレブリティ・クルーズが新しく生まれ変わる-

2008年にデビューした、美と健康をコンセプトに
生まれた客船「ソルスティスクラス」。
デッキ一面に緑の絨毯を敷き詰めた、
洋上初の天然芝ガーデン「ローンクラブ」や、
海の上のスパ「キャニオンランチ・スパ」など、
海と緑の力を借りて心身がリフレッシュする上質な癒やしの空間が広がります。
日常の喧噪から離れた贅沢な時間を、たっぷりとご堪能ください。

Ship data 

セレブリティ・ソルスティス
■全長：317m 
■乗客定員：2,850名
■船籍：マルタ 
■全幅:：37m 
■乗組員数：1,246名
■総トン数：122,000トン
■就航年：2008年
　（改装 2016年10月）

30年目を迎え さらに大きな進化を遂げる

「New Luxury」
“プレミアム”な客船で “新しいラグジュアリー”な体験を

セレブリティ・クルーズは、新たなラグジュアリーブランドとしてのポジショニング確立に向けて、
ご乗船いただくすべてのお客様に真のラグジュアリー体験を提供しています。

これまでのラグジュアリーに対する認識、小型船によるトラディショナル、オールスイート、
オールインクルーシブなサービスのみがラグジュアリーブランドであるという固定的な概念を飛び越え、

大型船の優位性を活かしたラグジュアリーな体験、広 と々快適なパブリックスペース、
世界的なデザイナーによる空間デザインや洗練された客室、スイート専用のラウンジやレストラン、美食の数々、など

上質なサービスやエンターテインメントを提供し、
全てのお客様のご要望にお応えできる New Luxury なクルーズライフを追求していきます。

オールウェイズ・インクルーデッド Always included

～いつでもインクルーシブ～
2020年11月より、追加料金を設定していた人気の高い
サービスについて、スイート以外の全客室カテゴリーに
ついても料金に含まれることになりました。

【オールウェイズ・インクルーデッドサービスに含まれるもの】

◆ �ドリンクパッケージ 
クラシックアルコールパッケージ／�
1杯9ドルまでの

　飲み物が飲み放題

◆ ��船内Wifi 
サーフパッケージ�
動画視聴／ビデオ�
チャット等除く

◆船内チップ
内側、海側窓付、デラックスベランダ、コンシェルジュクラス、アクアクラス

   ザ・リトリート
スイート客室ご利用の全てのゲストは、自室のバトラーだけでなく、コン
シェルジュ付きのスイート専用ラウンジ、専用サンデッキ、専用レストラン
「ルミナ」へアクセスできるだけでなく、プレミアムドリンクパッケージや
船内WiFi、オンボードクレジット（10泊以上は400USドル）など
各種アメニティが全てインクルーシブ。スイート客室をご希望のお客様
により充実したクルーズライフをお楽しみいただけます。
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開放感溢れる天然芝ガーデン
クルーズ客船では初めてデッキ最上階に本物の天然芝生を植えた
ガーデンエリアが用意されています。パッティングの練習、クロケット
ゲーム、ワインとチーズを持ってピクニックをしたりと様々な体験がで
きます。ローンクラブでは野外コンサートなどのイベントも連日開催さ
れています。

窓一面に広がる海を眺めながら
リラックスできるスパ施設
洋上では世界最大規模となるスパ施設をご用意。　
各種マッサージや鍼など、グレードの高いリラクゼーショ
ンをご提供します。

ワインタワーがひときわ美しい
ラグジュアリーなダイニング
ワインタワーは、2デッキ分の高さを誇り、
約2,000本ものワインボトルが並んでいる
姿は圧巻。

メインダイニング  MAIN DINING 

キャニオンランチ・スパ  CANYON RANCH SPA 

大型劇場での本場シアターショーは圧巻
ブロードウェイのミュージカルレビューをはじめゲストエ
ンターティナーによるアクロバットショーやマジック、歌
やクラシック音楽など多彩な演目をお楽しみいただけ
ます。

シアターショー  THEATER SHOW

ローンクラブ  LAWN CLUB

こだわり抜いた料理とハイクオリティなワインの数々
船内には10,000本以上のワインが揃い、ソムリエがお好みやお料理に合わ
せたワインを提供させていただきます。提供するすべてのお料理はトップシェフ�
により厳しくティスティングされ、常に統一された完璧な味の提供に心がけ
ております。海外のワイン専門雑誌で権威ある「Wine�Spectator」誌に�
クルーズ会社初受賞“Award�of�Excellence”を2013年より8年連続受賞。
2020年は“Best�of�Award�of�Excellence”最優秀賞受賞。
※一部のワインは有料となります。



石垣島・沖縄・韓国クルーズ 13日間・ 15日間

内側
約15.7㎡（シャワー付）

海側窓付
約15.7㎡（窓、シャワー付）

デラックスベランダ
約19.2㎡（バルコニー、シャワー付）

コンシェルジュクラス
約21.5㎡（バルコニー、シャワー付）

アクアクラス
約23.0㎡（バルコニー、シャワー付）

スカイスイート
約28.5㎡（バルコニー、バスタブ付き）

 ◆客室設備
●朝晩2回の清掃 ●24時間ルームサービス ●マルチ機能搭載フラットテレビ 
●電話、金庫、室内温度調節器 ●バスローブ、綿100％タオル ●ヘアドライヤー 
●アメニティ（シャンプー、コンディショナー、ローション) ●ミニバー（有料） 
●110Vおよび220Vのコンセント ●トートバック ●ランドリー（有料） 
●ルームサービス：深夜サービス 4.95ドル 23時〜6時
※ すべての部屋にはベッドが2台あり、合わせて1つのクイーンサイズにするか、離し

てツインにすることができます。3名以上でご利用できる客室はダブルサイズのソ
ファーベッドまたはプルマンベッドがあります。

◆利用客室（一例）

 ◆特典＆サービス
下記客室のお客様はさまざまな特典やサービスがご利用いただけます。

特典＆サービス スカイスイート アクアクラス コンシェルジュクラス
専用ダイニング ルミナ ブルー メインダイニング利用
専用ラウンジ ザ・リトリートラウンジ ー ー
専用お世話係 バトラー ー コンシェルジュ

客室サービス

ウェルカムシャンパ
ン又はスパークリン
グワインとミネラル
ウォーター、アップグ
レード朝食、午後の
軽食のお届け、エス
プレッソ・カプチーノ
のお届け、フレッシュ
フルーツのお届け（リ
クエストに応じて）

ウェルカムスパー
クリングワインとミ
ネラルウォーター、
午後の軽食のお届
けと毎日のフレー
バーティー、フレッ
シュフルーツのお
届け（リクエストに
応じて）、スパプロ
グラム割引

ウェルカムスパーク
リングワインとミネラ
ルウォーター、午後
の軽食のお届け、フ
レッシュフルーツの
お届け（リクエストに
応じて）、専用ランチ
タイム

無料付帯 ペルシャンガーデン
（温浴室）

客室アメニティ

ブルガリのバスアメ
ニティ、スリッパ、厚
手のバスローブ、選
べる枕、傘、双眼鏡

アロマティックス
リッパ、厚手のバス
ローブ、選べる枕、
セレブリティオリジ
ナルトートバック、ヨ
ガマット貸出し、傘、
双眼鏡

厚手のバスローブ、
選べる枕、セレブリ
ティオリジナルトート
バック、セレブリティ
キーホルダー、傘、双
眼鏡

アクアクラス専用レストラン�

素材を活かした香り高いメニューを取
り揃えています。厳選された素材に
こだわった調理方法でヘルシーなお
料 理 をご 用
意。体の内側
からも美しく
なるメニュー
をご提供いた
します。

ブルー／朝・夕食時にオープン

Blu

料理の一例料理の一例イメージイメージ

2022年3月13日（日）【船内14泊】
2022年10月26日（水）、11月7日（月）【船内12泊】

コ
ー
ス
の
ポ
イ
ン
ト

1

2

セレブリティ・ソルスティスで航く日本の春・秋
30年目を迎えるセレブリティ・クルーズは“ニューラグジュアリー”
を新しいコンセプトに2020年11月に生まれ変わりました。

プレミアム客船でありながら、ラグジュアリーなサービスを提供します。

鹿児島

那覇石垣島

日本

韓国

太平洋

済州島
横浜

清水

大阪
神戸

高知

広島
長崎

終日クルージング

終日
クルージング

終日
クルージング

共通ルート

10/26・11/7共通ルート
10/26発のみ
3/13発のみ

日次 スケジュール 入港 出港

1
午後、横浜にて
セレブリティ・ソルスティス乗船　★10/26、11/7出発は19：00出港
� xxe 船中泊

ー 18：00★

2 清水o� qwe 船中泊 07：00 15：00
3/13（日）、11/7（月）出発 10/26（水）出発

3 大阪o※船は大阪に停泊します。
� qwe 船中泊 12：00 ー 3 大阪o�qwe 船中泊 12：00 23：59

4 大阪o� qwe 船中泊 ー 18：00 4 神戸o�qwe 船中泊 08：00 20：00

5 高知o� qwe 船中泊 07：00 17：00
6 終日クルージング� qwe 船中泊 ー ー
7 石垣島o� qwe 船中泊 08：30 17：30
8 那覇o  ★10/26、11/7出発は18：00出港� qwe 船中泊 08：00 17：00★
9 終日クルージング� qwe 船中泊 ー ー

10 済州島〈韓国〉o  ★10/26、11/7出発は08：00入港／17：00出港となります。
� qwe 船中泊 07：00★ 16：00★

3/13（日）出発 10/26（水）、11/7（月）出発
11 鹿児島o� qwe 船中泊 07：00 16：00 11 長崎o�qwe 船中泊 08：00 17：00

12 広島o� qwe 船中泊 09：00 18：00 12 終日クルージング� qwe 船中泊 ー ー

13 終日クルージング� qwe 船中泊 ー ー 13 横浜にて下船� qxx 06：30 ー

14
横浜o※船は横浜に停泊します。
※ご希望の方は下船可能です。
� qwe 船中泊

08：30 ー

15 横浜にて下船� qxx ー ー

●旅行代金（大人お１人様：2名様1室ご利用、［　］内はお1人部屋利用追加代金）
キャビン

タイプ
出発日

内側
約15.7㎡

（シャワー付）

海側窓付
約15.7㎡

（窓・シャワー付）

デラックスベランダ
約19.2㎡

（バルコニー・シャワー付）

コンシェルジュクラス
約21.5㎡

（バルコニー・シャワー付）

アクアクラス
約23.0㎡

（バルコニー・シャワー付）

スカイスイート
約28.5㎡

（バルコニー・バスタブ付き）

１・２名１室利用
3・4名１室利用

3月13日（日）

1VX1F-ZZZ-IN
1VX1F-ZZZ-I3
298,000円
［336,500円］

設定なし
1VX1F-ZZZ-BS
1VX1F-ZZZ-B3
408,000円
［446,500円］

1VX1F-ZZZ-CC
1VX1F-ZZZ-C3
428,000円
［466,500円］

1VX1F-ZZZ-AQ
1VX1F-ZZZ-A3
508,000円
［546,500円］

設定なし

１・２名１室利用
3・4名１室利用

10月26日（水）

1VX3D-ZZZ-IN
1VX3D-ZZZ-I3
188,000円
［221,000円］

1VX3D-ZZZ-WI
1VX3D-ZZZ-W3
208,000円
［241,000円］

1VX3D-ZZZ-BS
1VX3D-ZZZ-B3
248,000円
［281,000円］

1VX3D-ZZZ-CC
1VX3D-ZZZ-C3
288,000円
［321,000円］

1VX3D-ZZZ-AQ
1VX3D-ZZZ-A3
318,000円
［351,000円］

1VX3D-ZZZ-SS
1VX3D-ZZZ-S3
868,000円
［901,000円］

１・２名１室利用
3・4名１室利用

11月7日（月）

1VX4D-ZZZ-IN
1VX4D-ZZZ-I3
188,000円
［221,000円］

1VX4D-ZZZ-WI
1VX4D-ZZZ-W3
208,000円
［241,000円］

1VX4D-ZZZ-BS
1VX4D-ZZZ-B3
248,000円
［281,000円］

1VX4D-ZZZ-CC
1VX4D-ZZZ-C3
288,000円
［321,000円］

1VX4D-ZZZ-AQ
1VX4D-ZZZ-A3
318,000円
［351,000円］

1VX4D-ZZZ-SS
1VX4D-ZZZ-S3
868,000円
［901,000円］

●出発地�：�横浜港
●�添乗員�：�同行しませんが�
JTB専属コーディネーターが乗船します。

●最少催行人員�：�1名様
●食事�：��15日間コース：朝食14回/昼食13回/夕食14回
　　　　�13日間コース：朝食12回/昼食11回/夕食12回

※ 航路・寄港地・寄港時間は気象、海象および新型コロナウィ
ルス等の状況により急遽変更になる場合がございます。

※�o船会社主催のオプショナルツアー（別料金）でお楽しみく
ださい。詳細は出発の30日前を目安にご案内いたします。

船内はオールインクルーシブ！ 下記の内容が旅行代金に含まれ
ます。

セレブリティ・クルーズの「いつでもインクルーシブ」に含まれる特典
❶船内チップは旅行代金に含まれます　❷ドリンクパッケージ付き
❸船内インターネットWiFi無料　❹スイート客室限定 オンボードクレジット付与
客室タイプ ドリンクパッケージ 無料WiFi オンボードクレジット

スタンダード
客室※1

クラシックパッケージ�
1 杯 9ドルまでのドリンク
が飲み放題となります。

サーフパッケージ�
動画視聴 / ビデオチャット等を除く、

WiFi アクセスが可能です。
※通信状況によります

−

スカイ
スイート

プレミアムパッケージ�
1 杯 15ドルまでのドリン
クが飲み放題となります。

ストリームパッケージ�
無制限 WiFi アクセスが可能です。

※通信状況によります

お一人様あたり�
10 泊以上：400USドル

いつでもインクルーシブ

※1：内側、海側窓付、デラックスベランダ、コンシェルジュクラス、アクアクラス



※写真はすべてイメージです。

2022年3月27日（日）【船内14泊】

海東龍宮寺海東龍宮寺

セレブリティ・ソルスティスで航く日本の春・秋

2022年10月2日（日）、10月14日（金）【船内12泊】

秋の日本一周クルーズ 13日間春の日本一周クルーズ 15日間

釜山

長崎3 船内の料理はミシュラン 
3ツ星シェフ、コーネリアス・

ギャラガーが監修！
趣向を凝らした上質なお食事は、
著名なクルーズ誌で数々の栄誉
に輝いていており、日本のお客様
にも好評です。

シアターでの華やかな
ショー、本格的なカジノ、

ショッピングモール他、長めの
日程で充実した船内生活をお楽
しみください。

JTBクルーズならでは！
JTB専属コーディネーター

が乗船するから安心！
船内生活をサポートします！

鹿児島

4

5

全コース共通のご注意 ※代金は2名様1室ご利用時のものとなります。※3・4名1室利用はリクエスト手配となります。※3・4人目のお客様の旅行代金はお問い合わせください。※スカイスイートはリクエスト手配とな
ります。※バルコニー付きキャビンの場合、キャビンの広さ表示はバルコニーを含みます。※発着時間・寄港地は状況によって変更となる場合があります。※服装について：フォーマルの設定はございませんが、イブニング・シッ
ク（インフォーマル）が2回予定されています。※旅券（パスポート）の残存有効間は旅行最終日から6カ月必要となりますのでご注意ください。※現地通貨：日本円、韓国ウォンとなります。※船内通貨：USドルとなります。 
�別途必要代金（お1人様あたり）�【入港諸税、寄港料】38,500円（3/13、3/27出発）、33,000円（10/2、10/14、10/26、11/7出発） 【政府関連諸税（国際観光旅客税込）】14,700円

（3/13、3/27出発）、12,800円（10/2、10/14出発）、14,100円（10/26、11/7出発） 上記を旅行代金と合わせて、お申込販売店にお支払いください。 【船内チップ】旅行代金に含まれます。

共通ルート
10/2発ルート
10/14発ルート

日本
韓国

太平洋
釜山

横浜

清水

神戸
大阪

青森

函館

広島

終日
クルージング

終日
クルージング

終日
クルージング

日本
韓国

太平洋

釜山
横浜

清水

神戸

青森

函館

高知

広島
長崎

終日
クルージング

終日
クルージング

終日
クルージング終日

クルージング

日次 スケジュール 入港 出港

1
午後、横浜にて
セレブリティ・ソルスティス乗船
� xxe 船中泊

ー 18：00

2 清水o� qwe 船中泊 07：00 15：00

3 神戸o� qwe 船中泊 09：30 23：59

4 終日クルージング� qwe 船中泊 ー ー

5 高知o� qwe 船中泊 07：00 17：00

6 広島o� qwe 船中泊 09：00 18：00

7 終日クルージング� qwe 船中泊 ー ー

8 長崎o� qwe 船中泊 07：00 17：00

9 釜山〈韓国〉o� qwe 船中泊 07：00 17：00

10 終日クルージング� qwe 船中泊 ー ー

11

函館o� qwe 船中泊 08：00 19：00

12 青森o� qwe 船中泊 07：00 18：00

13 終日クルージング� qwe 船中泊 ー ー

14 横浜o※船は横浜に停泊します。
※ご希望の方は下船可能です。� qwe 船中泊 08：30 ー

15 横浜にて下船� qxx　　　  ー ー

●旅行代金（大人お１人様：2名様1室ご利用、［　］内はお1人部屋利用追加代金）

●旅行代金（大人お１人様：2名様1室ご利用、［　］内はお1人部屋利用追加代金）

キャビン
タイプ

出発日

内側
約15.7㎡

（シャワー付）

海側窓付
約15.7㎡

（窓・シャワー付）

デラックスベランダ
約19.2㎡

（バルコニー・
シャワー付）

コンシェルジュクラス
約21.5㎡

（バルコニー・
シャワー付）

アクアクラス
約23.0㎡

（バルコニー・
シャワー付）

スカイスイート
約28.5㎡

（バルコニー・
バスタブ付き）

１・２名１室利用
3・4名１室利用

10月2日（日）

1VX1D-ZZZ-IN
1VX1D-ZZZ-I3
188,000円
［221,000円］

1VX1D-ZZZ-WI
1VX1D-ZZZ-W3
208,000円
［241,000円］

1VX1D-ZZZ-BS
1VX1D-ZZZ-B3
248,000円
［281,000円］

1VX1D-ZZZ-CC
1VX1D-ZZZ-C3
288,000円
［321,000円］

1VX1D-ZZZ-AQ
1VX1D-ZZZ-A3
318,000円
［351,000円］

1VX1D-ZZZ-SS
1VX1D-ZZZ-S3
868,000円
［901,000円］

１・２名１室利用
3・4名１室利用

10月14日（金）

1VX2D-ZZZ-IN
1VX2D-ZZZ-I3
188,000円
［221,000円］

1VX2D-ZZZ-WI
1VX2D-ZZZ-W3
208,000円
［241,000円］

1VX2D-ZZZ-BS
1VX2D-ZZZ-B3
248,000円
［281,000円］

1VX2D-ZZZ-CC
1VX2D-ZZZ-C3
288,000円
［321,000円］

1VX2D-ZZZ-AQ
1VX2D-ZZZ-A3
318,000円
［351,000円］

1VX2D-ZZZ-SS
1VX2D-ZZZ-S3
868,000円
［901,000円］

●出発地�：�横浜港
●�添乗員�：�同行しませんがJTB専属
　コーディネーターが乗船します。
●最少催行人員�：�1名様
●食事�：��朝食14回／�

昼食13回／�
夕食14回

●出発地�：�横浜港
●�添乗員�：�同行しませんがJTB専属
　コーディネーターが乗船します。
●最少催行人員�：�1名様
●食事�：��朝食12回／�

昼食11回／�
夕食12回

※ 航路・寄港地・寄港時間は気象、海象および新型コロナウィルス等の 
状況により急遽変更になる場合がございます。

※�o船会社主催のオプショナルツアー（別料金）でお楽しみください。
詳細は出発の30日前を目安にご案内いたします。

※ 航路・寄港地・寄港時間は気象、海象および新型コロナウィルス等の 
状況により急遽変更になる場合がございます。

※�o船会社主催のオプショナルツアー（別料金）でお楽しみください。
詳細は出発の30日前を目安にご案内いたします。

日次 スケジュール 入港 出港

1
午後、横浜にて
セレブリティ・ソルスティス乗船
� xxe 船中泊

ー 19：00

2 清水o � qwe 船中泊 07：00 15：00

10月2日（日）出発 10月14日（金）出発

3 神戸o
� qwe 船中泊 12：00 23：59 3 大阪o

� qwe 船中泊 12：00 23：59

4
大阪o
※船は大阪に停泊します。
� qwe 船中泊

08：00 ー 4
神戸o
※船は神戸に停泊します。
� qwe 船中泊

08：00 ー

5 大阪o
� qwe 船中泊 ー 18：00 5 神戸o

� qwe 船中泊 ー 18：00

6 広島o� qwe 船中泊 10：00 18：00

7 終日クルージング� qwe 船中泊 ー ー

8 釜山〈韓国〉o� qwe 船中泊 07：00 17：00

9 終日クルージング� qwe 船中泊 ー ー

10 函館o� qwe 船中泊 06：30 20：00

11 青森o� qwe 船中泊 07：00 18：00

12 終日クルージング� qwe 船中泊 ー ー

13 横浜にて下船� qxx　　　  06：30 ー

三保の松原 三保の松原 
写真提供：静岡県観光協会写真提供：静岡県観光協会

大浦天主堂大浦天主堂
写真提供：（一社）長崎県観光連盟写真提供：（一社）長崎県観光連盟
写真掲載については長崎大司教区写真掲載については長崎大司教区
の許可をいただいています。の許可をいただいています。

奥入瀬渓流奥入瀬渓流

青森

清水

特別史跡五稜郭跡特別史跡五稜郭跡

函館

神戸

姫路城 姫路城 
写真提供：姫路市写真提供：姫路市

早春の仙巌園 早春の仙巌園 
写真協力：公益社団法人鹿児島県観光連盟写真協力：公益社団法人鹿児島県観光連盟

キャビン
タイプ

出発日

内側
約15.7㎡

（シャワー付）

海側窓付
約15.7㎡

（窓・シャワー付）

デラックスベランダ
約19.2㎡

（バルコニー・
シャワー付）

コンシェルジュクラス
約21.5㎡

（バルコニー・
シャワー付）

アクアクラス
約23.0㎡

（バルコニー・
シャワー付）

スカイスイート
約28.5㎡

（バルコニー・
バスタブ付き）

１・２名１室利用
3・4名１室利用

3月27日（日）

1VX2F-ZZZ-IN
1VX2F-ZZZ-I3
318,000円
［356,500円］

設定なし
1VX2F-ZZZ-BS
1VX2F-ZZZ-B3
448,000円
［486,500円］

1VX2F-ZZZ-CC
1VX2F-ZZZ-C3
468,000円
［506,500円］

設定なし 設定なし



セレブリティ・クルーズの感染症対策
〜Health at Sea protocols〜

たびレジで現地での連絡先などを登録しておくと
●旅行期間中、緊急事態発生など安全に関する情報をメールなどの方法により提供いたします。
●また、海外で大規模な事故や災害などが発生した場合、必要な支援がスムーズに受けられます。https：//www.ezairyu.mofa.go.jp/たびレジ

旅行に行くときは旅行先情報をネットで登録！

旅行条件（要約）　お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認のうえお申し込みください。
●お客様の交替・氏名変更（訂正）
お申込みに当たり、パスポート記載のローマ字のスペルを確認の上
お申込みください。お申込み後の氏名の変更（訂正）はできません。
ただし当社及び船会社が承諾した場合、1室につき1名のみ/1回に
限り旅行開始日の14日前まで変更することができます。なお、旅行
開始日の74日前以降14日前までの同行者変更はお一人様11,000
円の変更手数料を申し受けます。期日までに、正確な情報の提供が
ない場合は、船会社により予約を取消される場合がございます。
また、シングル利用の場合および代表者を含む全員を変更する場
合は一旦ご予約を取り消していただき、新規申し込みとなります。
お客様交替も一旦ご予約を取り消していただき、新規申し込みとな
ります。名前変更（訂正）についてもお客様の交替とみなされる場
合があります。
●取消料（お客様による旅行契約の解除）

取　消　日 取　消　料
旅行開始日
の前日から
起算して

74日前〜45日前 50,000円
44日前〜31日前 旅行代金の��50%
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 旅行代金の100%
◎ご注意:出発日・コースの変更は、取消・再予約となり、取消料の対
象となります。
●旅行代金に含まれるもの
船舶運賃、キャビン使用料、食事代（一部有料）、船内でのエンター
テインメント、テンダーボート代など。
●旅行代金に含まれないもの
租税、手数料及び港湾費用、国際観光旅客税、自宅から発着港間
の交通費、お荷物宅配料金、一部のドリンク類、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、入港諸税、寄港料、政府関連諸
税、国際観光旅客税はご旅行代金とあわせて別途ご請求します。

※ 燃油サーチャージは2021年7月21日現在無料ですが、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。

●お申し込み条件
・ ご旅行終了日から有効期間が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。
・�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。
日本国籍でないお客様の査証や渡航条件のご確認および渡航手
続きは、お客様ご自身でお願いいたします。
・ お客様が当社らに対して、暴力的または不当な要求行為や取引に
関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご
参加をお断りする場合があります。
・ お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を
棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加を
お断りする場合があります。

●旅行条件・旅行代金の基準日
2021年7月21日を基準としています。
●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、お客様が当社ら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“客室（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。

※ 所定の期日までに渡航に必要な書類が用意できず、出発できな
い場合でも、取消料をいただきます。

●募集型企画旅行契約
この旅行は、（株）JTB（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、下記によるほか、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と称する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下記の申込金を添えてお申し込みください。
申込金は、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翌日から起算して3日以内に申込
書の提出と申込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金を受領したときに成立します。
●�旅行代金について
コースの旅行代金は2人で1部屋をご利用いただく場合の1人分の
代金です。
●申込金

　 当社は、この商品で利用する船室の手配に際して、船室代金の全額
を船会社に支払います。このため、お申込金の金額が旅行代金の
20％を超えています。

●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって21日に
あたる日より前に（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。

区　分 申込金（おひとり）
旅行代金が50万円以上 100,000円以上旅行代金まで
旅行代金が30万円以上50万円未満 50,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで

●当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
●�旅行の実施条件について弊社では、以下の条件が整いクルーズ旅
行が再開できることを前提に、2022年以降のコースをご案内させ
ていただきます。以下の内、いずれか一つでも条件を満たすことが
出来ない場合は、やむを得ず旅行を中止させていただく場合がご
ざいます。予めご了承ください。
実施条件：�
①外務省発出の感染症危険情報レベルが1以下であること�
②入国時日本及び訪問国（経由地含む）の制限・隔離が解除されていること�
③クルーズ船の運航が行われ、日本人の乗船が認められていること�
④クルーズ船の適切な感染防止対策が確認できていること�
⑤利用交通機関が運航していること�
⑥寄港地でのホテル・レストラン・観光施設が営業していること

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
に備えて海外旅行傷害保険に必ずご加入されることをおすすめします。
当社は、一般社団法人日本旅行業協会のボンド保証会員になっておりま
す。当社との旅行契約を締結したお客様が、同協会から弁済を受けること
になった場合、まず法定の弁済業務保証金制度により弁済を受け、不足
する場合はボンド補償制度により一定の限度額（当社が預託している保
証金等の額）に達するまで弁済を受けることができます。

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いる
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。

JTBのクルーズ商品を掲載！！

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者
です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、御遠慮なく総合旅行
業務取扱管理者にお尋ねください。

JTBクルーズ 検　索

JTBクルーズ公式Facebook
クルーズの魅力を発信中！

●旅行企画・実施 ●受託販売（お申し込み・お問い合わせ）

JTBは新型コロナウイルス感染症拡大防止と旅行者への安心感を
伝えることを目的に世界ツーリズム協会（WTTC）が発行する「Safe 
Travels Stamp」を取得しました。
　「Safe Travels Stamp」は
新型コロナウイルスや同様の
感染症の集団発生に対処する
ために、観光地域のグローバル
企業·組織が参画して策定した
ガイドラインでWTTCの定める
安全基準と感染防止策に準拠
したツーリズム関連企業のみ
が取得を認められています。

セレブリティ・クルーズは、海上での健康を保つために特別な措置を講じています。医療および科学の専門家と
提携し、プロトコル（ガイドライン）の開発を指導してきました。皆様の健康と安全は最優先事項であり続けます。

JTBは安心·安全な
旅行サービスをご提供します

4495831
※掲載の写真はすべてイメージです。※表紙の画像：セレブリティ・ソルスティス、川平湾（石垣島）ⒸOCVB、金森赤レンガ倉庫（函館）、大阪城（大阪）、奥入瀬渓流（青森）、桜（神戸）、嚴島神社（広島）写真提供：広島県

運航会社：セレブリティ・クルーズ

ご案内とご注意　ご旅行をさらに快適に楽しんでいただくためにお申し込みいただく前に必ずお読みください。
4）未成年者

20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。18歳未満の未成年の
方が乗船される場合は、乗船時点で18歳以上の大人が同室あるい
は隣室に宿泊されることを条件としています。ご夫婦であれば未成
年であっても同じ客室にご宿泊いただけます。港でのチェックイン
の際、船会社の係員に結婚証明書をご提示ください。親または法的
保護者（法定後見人）の同伴のない18歳未満の未成年者をお連れ
の場合は、港でのチェックインの際、当該未成年者の渡航に加えて
緊急時の治療も認可する親または保護者の同意書を船会社係員に
ご提示ください。

5）身体障がい者
身体障がい者、精神障がい者または特別治療を要する方の予約に
関しては、事前に書面にてご通知ください。この通知義務を怠ったと
きは乗船を拒否される場合がございます。

6）車椅子の利用
車椅子をご利用の方は、必ずご自身の車椅子をお持ちください。ま
た、必ず付き添いの方の同乗が必要です。車椅子専用の客室数には
限りがございますので、お早めにお申し込みください。寄港地によっ
ては、車椅子での乗下船が難しい場合もあり、船長の判断で乗下船
をお断りする場合があります。（車椅子をご利用の場合は質問書の
提出が必要です。）

7）ペット
ペットの乗船は原則的に禁止されています。
■乗船
主要港では通常、出港の1時間前までに乗船手続きをいたします。乗
船手続きの時間は、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。
■客室について
船側の都合により、予告なく客室番号が変更となる場合もございま
す。また客室番号の指定はできません。
【2名様で1部屋をご利用の場合】
●�原則としてツインベッドをご用意いたしますが、ダブルベッドとなる場
合があります。

【3、4名で1部屋をご利用の場合】
●�3、4名1室利用の場合、2名定員の部屋に簡易ベッド（エキストラベッド
やプルマンベッド）を入れる、もしくは可動式のベッドのため大変手狭

となります。客室数に限りがあるため、リクエスト手配となります。
【お1人部屋（シングルルーム）をご希望のお客様へ】
●�1人部屋の設定がありませんので、2人用客室をお1人でお使いいた
だきます。リクエスト手配となる場合があります。

【人数変更・お部屋割りについて】
●�人数・お部屋割りを変更の場合は、お申し出の時期により取り消しの
上、再度予約が必要となりますのでご注意ください。

●�お部屋割りに関しましては、できるだけ平等を期しておりますが、異
なるデッキを同グレード、同一料金としている場合、同じツアーのお
客様に同一デッキのお部屋をご用意できない場合があります。
■お食事
●�旅行代金には、日程表に明示した食事の料金・税が含まれます。ただ
し、お客様がご注文された飲物や追加料理は、お客様のお支払いと
なります。
●�メインダイニングでの夕食は18:00（セレブリティ・セレクト・アー
リー）と20：30（セレブリティ・セレクト・レイト）の2回制で航海中は
毎日同じシーティングの指定席となります、また食事回の指定はで
きません。なお、別々にお申込みのお客様と夕食を同一テーブルに
することができない場合がありますのでご了承ください
●�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。（ご利用にならない場合の払い戻しはありません。）
■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（Sea�Pass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USドルの現金が必要で
す。（デポジットは不要）
■喫煙
●�ダイニングルーム、シアター、客室内（バルコニー含む）などは禁煙
です。喫煙は指定された場所にてお願いします。
■添乗員
同行しませんがJTB専属コーディネーターが乗船します。
■渡航手続きについて
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続きは、お客様
ご自身でお願いいたします。渡航に関する諸条件および渡航手続きに
ついては外務省、渡航先国の大使館・総領事館の指示に準じます。
■寄港地観光ツアーについて
日本国内での寄港地観光ツアー（オプショナルツアー）はセレブリティ・
クルーズが企画・実施するものです。行程・料金等の詳細は出発の30

■記載内容について
●�このパンフレットの記載内容は2022年11月出発まで有効です。な
お、スケジュール及びその他の料金、設定日、記載内容が変更となる
場合がありますので、お申し込みの際は必ずJTB販売店・またはJTB
提携販売店でご確認ください。
●�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
本国籍でないお客様は、旅行申込販売店にお問い合わせください。
■スケジュールについて
スケジュール内容については、出発の2週間〜7日前（遅くとも前日ま
で）にお渡しする「最終旅行日程表」（旅のしおり）にてご確認ください。
■ご参加の条件について
身体に障がいをお持ちの方、健康を害している方、特別な手配を必要
とされる方は事前に医師と相談の上、お申し込みいただき、必ずその
旨をお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。なお、お
客様のお申し出に基き、当社がお客様のために講じた特別な措置に要
する費用はお客様負担となります。場合により、健康診断書等の提出
をお願いする他、ご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行を
条件とする事がございます。その際、お申し出の時期により通常の取
消料がかかる場合があります。
1）�乗船の拒否および途中下船
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
中の他の乗客および乗務員に危険、被害をもたらすと判断された場
合、あるいはセレブリティ・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
払い戻しは致しません。また、セレブリティ・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24週目未満の方は船会社指定の英文診断書
の提出が必要です。状況によりご参加いただけない場合があります。
予めご了承ください。

3）幼児・子供
セレブリティ・クルーズは6カ月未満の乳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。

日前を目安に別途ご案内いたします。
■お荷物の取り扱い
荷物の安全確保には最善の努力を払いますが、全てのお手荷物は持
ち主の責任において管理をお願いしております。ハンドバッグ、鍵の掛
からないバッグ、われものなどの壊れやすい物、医薬品、旅行書類、貴
重品などは、お手荷物として常時お手元に置かれることをお勧めしま
す。現金、宝飾品、カメラ、双眼鏡、書類、その他の貴重品などを船内で
紛失された場合、一切の責任を負いかねます。これらの貴重品は、客
室内のセーフティーボックスをご利用になり、お客様ご自身で管理を
お願いいたします。船内持ち込み荷物は200ポンド（約90kg）を限度
とします。個数の制限はありません。ただし航空機の重量制限にご注
意ください。セレブリティ・クルーズ社が不適当と判断するもの、武器、
爆発物、燃料などの危険物の持ち込みは固くお断りします。ペットは乗
船できません。
■パンフレット掲載の写真について
●�パンフレット掲載の写真は、皆様にその場所のイメージをつかんで
いただくために載せております。ツアーにご参加いただいても必ず
しも同じ角度、同じ高度からの風景をご覧いただけるとは限りませ
んので予めご了承ください。
■海外危険情報
●�渡航先（国内は地域）によっては、外務省の海外危険事情等、安全関
係の情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店
にご確認ください。
●�現地の治安および病気など海外の安全に関する情報は、次のような
方法でもご確認いただけます。
外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/

■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。
■国際観光旅客税（出国税）について
●�2019年1月7日以降に出国する旅行者は、旅行代金とは別に、国際観
光旅客税（おひとり様1,000円）のお支払いが必要です。乗船時2歳
未満は対象外です。
■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。

検査とスクリーニング
乗船前、すべてのお客様は健康アンケートに回答
する必要があり、ワクチン未接種のお客様は船
会社指定の検査を受ける必要があります。また、

予防接種の状況に関係なく、すべてのお客様に検査が必要
になる場合があります。各港または各国への再入国の際、追
加の検査が必要な場合、船上で無料で実施されます。

乗船中
船首から船尾に至るまで船内すべてにおいて、
海上での健康を維持するために特別な措置を講
じています。より多くのスペースを確保し、より

少ない乗船客数で航海しています。当社の強化された洗浄
および衛生プロトコル（ガイドライン）と強化された医療セン
ターは、新しい業界標準を設定しました。

※上記の感染症対策は状況により変更になる可能性があるため、取消料発生日前までに詳細をご連絡いたします。

ワクチン
16歳以上のすべてのお客様は、出航
の少なくとも14日前に、新型コロナウ
イルス感染症のワクチン接種（2回）を

完了されている必要があります（2021年7月21
日現在、12歳以上のすべてのお客様に対象が拡
大）。乗組員はワクチン接種を受けています。

100％新鮮な
ろ過された空気
HVACシステムは、100％
新鮮にろ過された空気をす
べての船内スペースに継続
的に供給しています。

寄港中
セレブリティ・クルーズの寄港
地観光（オプショナルツアー）
は、バスの定員数を減らし、
定期的に消毒します。

24時間365日の医療体制
船内での高品質な船内医療をこれまで
以上に強化し、各船の医師と看護師を

増やし、最先端の設備を強化しました。また、新型
コロナウイルス感染症の疑いのある症例が発生し
た場合、医学的評価、迅速な検査、各船のより重要
なケア、安全で迅速な帰国の準備を整えます。


