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MSCスプレンディダは日本発着クルーズを運航する
客船の中で最も大型、かつ最新の客船になります。
洗練されたイタリアンデザインと
地中海スタイルの明るく陽気なサービスを
お楽しみください。

舞鶴
Maizuru

釜山
Busan

金沢
Kanazawa

2018年5月6日（日）～5月15日（火）

～日本の美を再発見する10日間

新緑の
日本一周と韓国

天橋立

甘川洞文化村

兼六園

98,000円9898この内容でこの価格！
船室には限りがございます。

※写真はすべてイメージです。

（内側ベッラ2名1室利用時のお一人様
旅行代金）別途、船内チップ、ポート
チャージが必要です。

鹿児島
Kagoshima

高知
Kochi

四万十川

桜島

横浜
発着

（オンボードクレジット）
バルコニーファンタスティカ（B2）
お申込みのお客様へ

（2017年8月15日（火）締切）

船内で使える
お小遣い

1部屋50ドル
プレゼント

New!

MSCスプレンディダ（137,936トン）で航く
ゆたか倶楽部
登録会員限定

早期申込 

10% 割引設定！
（内側ベッラを除く）（2017年8月31日（木）締切）
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MSCスプレンディダMSC Splendida

環境にやさしいテクノロジーと贅沢なくつろぎ空間が融合した客船。洗練されたイタリアン・デザインと地中海スタイルの明るく陽気なサービス
で、お客様に至福に満ちた安息の場所をご提供いたします。

6つのレストラン、17のバー（ヨットクラブ専用を含む）を擁し、世界
一流のシェフがイタリア船ならではのイタリアン料理や地中海料理
をご提供します。天気の良い朝は、屋外のテラス席で朝食を。ブッフェ
では20時間、いつでもピッツアやハンバーガーが用意されています。

ザ・ストランド・シアターでは、世界一流のエンターテイメントを日替わりで毎
晩上演しています。変化に富み、忘れられなくなるほど魅了される世界へお連
れします。他にも、外国客船ならではのカジノで運試しはいかがでしょう。

■総トン数：137,936トン　■全長：333.3m
■全幅37.92m　■就航：2009年7月
■乗客定員：4,363名

■日程　2018年5月6日（日）～5月15日（火）
日次 月日 寄港地 入港 出港
1 5月6日（日） 横浜（大黒ふ頭） 16:30

2 5月7日（月） 終日クルーズ ー ー

3 5月8日（火） 伏木（富山県） 12:00 20:00

4 5月9日（水） 金沢（石川県） 8:00 20:00

5 5月10日（木） 舞鶴（京都府） 7:00 19:00

6 5月11日（金） 釜山（韓国） 13:00 19:00

7 5月12日（土）鹿児島（鹿児島県） 13:00 21:00

8 5月13日（日） 高知（高知県） 13:00 22:00

9 5月14日（月） 終日クルーズ ー ー

10 5月15日（火） 横浜（大黒ふ頭） 午前
●上記スケジュールは、天気、海象などにより、予告なく変更になる場合があ
ります。寄港地は天候などのやむを得ない事由により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（添乗員が同行いたします）　●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。

●上記旅行代金とは別にポートチャージ29,000円が別途かかります。また船
内チップ大人（12歳以上）12.5ドル／泊、子ども（2歳以上）6.25ドル／泊が船
内合計に加算されます。 ●1室を1名でご利用の場合、旅行代金は上記の
200%となります。また、ポートチャージも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。 ●バルコニーファンタスティカの50ドルオンボー
ドクレジットプレゼントは、2017年8月15日（火）まで申込の場合に適用。

客室タイプ 旅行代金

内側ベッラ I1 98,000円
内側　
ファンタスティカ I2 109,800円
オーシャンビュー
ベッラ O1 118,000円
オーシャンビュー
ファンタスティカ O2 129,800円
バルコニー　
ファンタスティカ B2 229,800円
バルコニー　
アウレア B3 250,000円
ヨットクラブ おすすめ
デラックススイート YC1 478,800円
ヨットクラブ　
エグゼクティブファミリースイート YC2 598,000円
ヨットクラブ　
ロイヤルスイート YC3 698,000円

■ご旅行代金（２名１室使用の大人お一人様）

船内での過ごし方はさまざま。大海原を眺めながらのランニング、プールサ
イドでの読書、本格的スパでのマッサージ。慌ただしい日常から離れ、満た
された静寂の中に身を委ねてみては。
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遊
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び

寛
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ぎ

BUSAN

鹿児島鹿児島
日本本土最南端に位置し、世界有数の活火山桜島をシンボルとする
緑豊かな鹿児島。桜島は現在も活発に活動しており、ときには2000
～3000m上空まで噴煙を拭き上げることもあります。

釜山（韓国）山（韓国）
韓国第一の港町、釜山。
近郊には、高麗末期に海に面して建てられ、
海を眺められる景観が美しい
「海東竜宮寺」があります。

MSCクルーズ社自主運航としては初の
日本発着クルーズ。日本発着クルーズ
史上、最も大型かつ最新の客船です。
約13.8万トンのイタリアンスタイルの
大型客船で、内側98,000円とリーズナ
ブルな価格でお楽しみいただけます。
この機会をお見逃しなく。
新緑まぶしい過ごしやすい季節に、
是非横浜発着で日本一周クルーズに
お出掛けください。

旅のポイント
１

2

3
海東竜宮寺

桜島

國の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、
今でも美しい出格子があり古い街並みが残る
「ひがし茶屋街」などの観光スポットが有名です。

金沢駅(鼓門・もてなしドーム)

金沢金沢
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ひがし茶屋街

釜 山

海東竜宮寺

今でも美しい出格子があり古い街並みが残る
「ひがし茶屋街」などの観光スポットが有名です。「ひがし茶屋街」などの観光スポットが有名です。

ゆたか倶楽部登録会員限定　早期申込 10%割引（内側ベッラ客室以外）
ゆたか倶楽部登録会員の方で、2017年8月31日（木）までにご予約手続（申
込金のご入金と申込書提出）をお済ませいただいた場合、上記旅行代金か
ら10%割引となります。※内側ベッラは5％割引
※現在、ゆたか倶楽部登録会員でないお客様でも、早期申込割引適用期日までに登録会員の手続
（入会金お一人様5,000円、年会費ご家族様3,000円のお支払いと入会申込書の提出）をお済ませ
いただければ、早期割引を適用いたします。

※写真はすべてイメージです。

満

満

舞鶴

伏木（富山）

舞鶴
1階は船揚場、2階は居室として使われている舟屋が約230軒、伊根湾を取り囲
むように連ねている伊根浦など自然や歴史に育まれた京都への玄関口です。

伏木（富山）（富山）
4月～6月の期間でしか見るこ
とのできない雪の大谷では高
さ20ｍにも及ぶダイナミック
な迫力の雪の壁を間近で楽し
むことができます。

高知高高高高知知
四国最長の大河で、最後の清流として知られ
る「四万十川」や、景勝地「桂浜」が有名です。

雪の大谷

桂浜

伊根浦

1部屋につき50ドルの
オンボードクレジット

プレゼント



〒231-0002
横浜市中区海岸通１ｰ１
横浜港国際客船
ターミナル　2階

総合旅行業務取扱管理者
クルーズコンサルタント
富永哲也

TEL.（045）227-8211

横浜営業所 横浜港国際客船ターミナル

観光庁長官登録旅行業第1294号 一般社団法人　日本外航客船協会会員  一般社団法人　日本旅行業協会正会員 

〒101-0044
東京都千代田区
鍛冶町2ｰ5ｰ15
ゆたか倶楽部ビル

総合旅行業務取扱管理者
クルーズマスター
永井ひろみ

TEL.（03）5294-6451

〒530-0001
大阪市北区梅田
1ｰ11ｰ4
大阪駅前第4ビル 2階

総合旅行業務取扱管理者
クルーズコンサルタント
大久保俊之

TEL.（06）6455-0931

大阪営業所  大阪駅前第4ビル本　社 JR神田駅　東口前

クルーズのゆたか倶楽部株式会社

YUTAKACLUB CRUISES

旅行企画・実施

旅行条件（要約）
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。

取消日 取消料

旅行開始日の
前日から

起算して遡って

120日前まで 無料

119日前～90日前まで 旅行代金の15％

89日前～60日前まで 旅行代金の30％

59日前～31日前まで 旅行代金の50％

30日前～当日および
開始後、無連絡不参加

旅行代金の100％

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。
●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。

■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。
申込金は下記金額を申し受けます。

旅行代金 15万円未満 15万円以上～30万円未満 30万円以上

申込金 30,000円 50,000円 100,000円
●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、120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、食事代、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、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

（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。
■オプショナルツアーについて
船会社主催のオプショナルツアーは現地法人が実施し、それぞれの実施事業
者が所在する国または州や地域の法に準拠します。当社の旅行条件は適用され
ません。当社とお客様との契約は、手配旅行契約となり、催行に関する責任は当
社にはありません。（略）天候、その他の事情によりスケジュールや会場の変更、
またはツアー催行を中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■最少催行人員　催行決定しております。
■この旅行条件の基準日は2017年7月20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。

MSCヨットクラブ（デラックススイート）で上質な時間を
船上のプライベートクラブ

MSCスプレンディダには究極の豪華クルージングを味わっていただくため、限定のエリア・ヨットクラブ
が船首という最高の場所に設けられています。ヨットクラブ専用のコンシェルジュ・レセプションやバト
ラーサービスをご利用いただける、プライベートクラブの雰囲気を持つ安らぎの場所です。

内側　約13～24㎡（シャワー付） オーシャンビュー 約12～29㎡（シャワー付） バルコニー 約17～42㎡（シャワー付）

エレガントでモダンなクルージング客船で快適な
船旅を、お得な料金でお楽しみいただけます。
設備の整ったキャビンでゆっくりくつろいだ後は、
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キャビンをお選
びできます。
デリバリー料金のかからない24時間対応のルーム
サービスのほか、メインダイニングでのお食事時間を
優先的にお選びできます。

優先チェックインで乗船した後は、上層階のキャビ
ンでくつろぎのひとときを。
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ほかドリンク飲み
放題やスパ料金も含まれております。
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高  知
KOCHI
高  知
KOCHI

釜 山
BUSAN
釜 山
BUSAN

鹿 児 島
KAGOSHIMA
鹿 児 島
KAGOSHIMA

伏  木
FUSHIKI
伏  木
FUSHIKI

横  浜
YOKOHAMA
横  浜
YOKOHAMA

ヨットクラブ　設備・サービスの一例
■ 24時間のバトラーサービス、専用コンシェルジュデスク

■ 豊富なスペシャルメニューと無料のお飲み物

■ 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

■ MSCアウレア・スパ（専用エレベーター完備）

1日24時間バトラー（執事）サービスがご利用可能。困ったときはもちろん、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。 

MSC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ご堪能いただけます。

MSCヨットクラブ専用プール・専用ラウンジを完備。優雅な船旅をより快適にお過ごしいただけます。

MSCヨットクラブ専用のお部屋で、心身ともにリフレッシュできます。

ヨットクラブ デラックススイート

※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。


