
～日本発着クルーズを行う客船としては最大～
MSCスプレンディダ（137,936トン）

（2名1室利用お1人様）（2名1室利用お1人様） （ヨットクラブデラックススイート）（ヨットクラブデラックススイート）

旅  行  代  金 ：458,000円

2019年秋の日本一周クルーズ2019年秋の日本一周クルーズ
2019年9月14日（土）～9月21日（土） 8日間

横浜
発着
横浜
発着

洋上のプライベートクラブ

ゆたか倶楽部オリジナル
全寄港地観光付

MSCヨットクラブ
10室限定募集

2018年に始まったMSCクルーズによる日本発着クルーズも2年目に突入します。スタート当初より改善が加わり、また寄港地も
厳選し8日間という短い日程でぐるっと日本を一周します。今回はMSCスプレンディダの船首に位置する「MSCヨットクラブ(デ
ラックススイート)」利用限定でゆたか倶楽部オリジナルの寄港地観光をセットしたプランをご案内いたします。カジュアル船の
気軽さとプライベートクラブの優雅さをぜひこの機会にお楽しみください。

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。

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。

客室イメージバトラー（イメージ）

ヨットクラブ
専用レストランも
同じフロアに
ございます。

15階船首のヨットクラブ
専用エリアはこちらです。



※写真は全てイメージです。

MSCヨットクラブのお客様専用の特典
①専用の優先チェックイン＆チェックアウト
②24時間対応のバトラー(執事)サービス
③24時間対応の専用コンシェルジュデスク
④各スイート備え付けのリラクゼーションアメニティ(バスローブとスリッパを含む)
⑤お部屋のミニバーも含め、ドリンクメニューをご用意
　船内全てのバー及びレストランにてお飲物が無料
⑥無料サーマルスイートとMSCアウレア・スパへの直通エレベーターアクセス
⑦ヨットクラブ専用レストランにてお好きな時間にご夕食
⑧プール、ジャグジー、ソラリウム、バーを備えた専用サンデッキ

●上記スケジュールは天候・気象などにより変更になる場合があります。
●食事条件：朝食7回、昼食6回、夕食7回（機内食を除く）
●最少催行人員：6名様（添乗員が同行いたします）
●旅行代金にセットされているゆたか倶楽部オリジナル寄港地観光を放棄され、船会社主催オプショナルツアー
　に参加される場合も、旅行代金の返金はございません。予めご了承ください。
●集合は横浜大さん橋客船ターミナルまたは山下公園、その後シャトルバスにて大黒ふ頭に移動する予定です。
　最終の確定書面はご出発の約2週間前となります。

■旅行日程 2019年9月14日（土）～9月21日（土） 8日間

旅のおすすめポイント

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

横浜
（大黒ふ頭）

酒田/山形

月日 都市名 現地時間 スケジュール日次
午後

18:00

09:00

17:00

12:00

18:00
13:00

22:00
終日

1 9/14（土）

3 9/16（月）

ＭＳＣスプレンディダのヨットクラブデ
ラックススイートに優先乗船。
出港

酒田入港
ゆたか倶楽部のお客様だけの専用車
でオリジナル観光へご案内します。
庄内地方の大地主本間家の貴重な収
蔵品の数々を展示している本間美術
館、「おしん」の舞台としてあまりにも
有名な米保管倉庫群山居倉庫へご案
内いたします。
昼食は国の登録文化財建造物に指定さ
れている相馬楼にて酒田舞妓の踊りを観
賞しながらお召し上がりいただきます。
酒田出港 

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

金沢 08:00

16:00

4 9/17（火）

5 9/18（水）

6 9/19（木）

8 9/21（土）

7 9/20（金）

金沢入港。
ゆたか倶楽部のお客様だけの専用車
でオリジナル観光へご案内します。
石川県名産のひとつ「九谷焼」。お好き
な絵柄や文字を湯呑みに描き、この世
にひとつだけの湯呑み絵付け体験へ
ご案内いたします(完成品は後日お送
りします)。
山中温泉では地元ガイドと風情ある鶴仙
渓など温泉街をのんびり散策いたします。
昼食後、ご希望の方は入浴も可能です。
金沢出港。

釜山（韓国）

鹿児島

終日航海

釜山入港。
ゆたか倶楽部のお客様だけの専用車
でオリジナル観光へご案内します。
釜山のマチュピチュ甘川文化村、釜
山市民の憩いの場龍頭山公園と、
活気あふれる国際市場へご案内い
たします。
釜山出港
鹿児島入港
ゆたか倶楽部のお客様だけの専用車
でオリジナル観光へご案内します。
島津家ゆかりの見事な庭園仙巌園、
噴火の壮絶さを物語る桜島有村展
望所へご案内いたします。
夕食は鹿児島随一の人気を誇る城山
ホテル鹿児島にて薩摩料理をお召し
上がりください。
出港

終日

【船中泊】

終日航海 終日クルージングをお楽しみください。
添乗員が13.7万トンの船内をゆっくり
ご案内いたします。

午前横浜
（大黒ふ頭）

横浜（大黒埠頭）に入港後、下船。

終日クルージングをお楽しみください。

2 9/15（日）

■旅行代金〈2名1室利用時の大人お一人様〉
客室タイプ

ヨットクラブデラックススイート
（バルコニー・バスタブ付）15階または16階 458,000円

広さ

約26㎡
大人1室3人目・4人目 229,000円

●上記代金とは別にポートチャージ28,000円が別途かかります。
　また船内チップ大人（12歳以上）1泊12.5ドル、子ども（2歳以上）1泊6.25ドルが船内会計に加算されます。
●1室1名でご利用の場合、旅行代金は上記の200%となります。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。
●1室3名様または4名様でご利用の場合、客室数に限りがございます。

旅行代金

観光付

観光付

観光付

観光付

ラグジュアリーエリア「MSCヨットクラブ」だけの専用レス
トラン、専用プール、専用ラウンジなどをお楽しみいただ
けるほか、専属のバトラー(専属のお部屋係)がクルーズラ
イフをより快適なものにいたします。

1 ラグジュアリーエリア「MSCヨットクラブ」

各寄港地ではゆたか倶楽部オリジナル観光へご案内いた
します。ゆたか倶楽部のお客様だけの専用車・専用ガイド
にて催行いたしますのでご安心ください。

2

添乗員が同行いたしますので、クルーズ中のお困り事もお
気軽にご相談いただけます。

3 添乗員同行

陽気で気軽なイタリア船。船内でのイベントも楽しく参加
できるものが多く好評です。また本場のピザや地中海料理
などのお食事も楽しみのひとつです。

4

ゆたか倶楽部オリジナル観光付

イタリア船ならではのおもてなし

添乗員同行 寄港地観光付

クルーズ専門旅行会社が厳選した観光を組み込んだオリジナルプランです。
添乗員が全行程同行しますので安心です。最高級クラス「ヨットクラブ」をお楽しみください。
クルーズ専門旅行会社が厳選した観光を組み込んだオリジナルプランです。
添乗員が全行程同行しますので安心です。最高級クラス「ヨットクラブ」をお楽しみください。

酒田港は、山形県の北部、日本海に注ぐ最上川の河口部に発展した港
で、古くから日本海沿岸や内陸河川交通の要衝として発展してきました。

本間美術館(庄内地方の大地主本間家の収蔵品を展示)、相馬楼(酒田
舞妓の踊りを見ながらご昼食)、山居倉庫(おしんの舞台となった米保管
倉庫群)。

横浜金沢

酒田

鹿児島

釜山

（O.F様 80代 女性）東京都

80歳も過ぎ、クルーズの経験もあったから、初めてのスプレン
ディダがどんな船がワクワクしながら乗った。船は大きく動くマ
ンションのよう、自室に帰るのも迷い道、でも部屋は広く収納場
所もたくさんあり安心しました。一日20時間使える14階のダ
イニングが広すぎて日本食が少しあったが探すのにひと苦労、
夜のショーは毎日内容が変わり時間は30分と短いが、楽しいひ
とときを過ごせました。今も美しい桜島の景色が目に焼き付い
ています。

（K.A様 60代 女性）神奈川県

イタリアの大型船、バルコニーでのルームサービスのコーヒー
は潮の香りと溶け合って、宇宙の味を感じました。ピザ、パスタ、
スパゲッティ、地中海の料理、たらこやイクラのちらし寿司等の
日本料理も新鮮でおいしかったです。ビンチェンゾさんのイタ
リア語教室も楽しかったな。アコーディオンや、フルートの演奏
を聞きながらイーヨソノコメスタイを覚えました。オーソレミヨ
の国は明るくて船客を幸せにしてくれました。グラッツェ！

酒田（山形）

山
居
倉
庫

山
居
倉
庫

相
馬
楼

相
馬
楼

金沢港は石川県金沢市の大野川の河口に所在する港で、金沢は江戸
時代には幕府を除いて最大の石高を誇る加賀藩（加賀百万石）の城下
町として繁栄しました。

九谷焼絵付け体験(完成品は後送)、山中温泉(昼食と案内人との温泉
街散策)。

金沢

山
中
座

山
中
座

九
谷
焼

九
谷
焼

韓国最大の港湾都市。南は海に臨み、三方を標高700m級の山 に々囲ま
れた急斜面の山と海が混合したユニークな地形で出来ています。

甘川文化村(釜山のマチュピチュと称される)、国際市場(活気溢れる庶
民の市場)。

釜山（韓国）

鹿児島港は九州の南端、錦江湾の左岸にあり、向かいに鹿児島のシン
ボル桜島を眺めることができる風光明媚な港です。

仙巌園(島津家ゆかりの庭園)、桜島(鹿児島のシンボルのひとつ)。

鹿児島

桜
島
桜
島

仙
巌
園

仙
巌
園

日本一周クルーズで
各地の観光地へご案内！！

甘
川
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化
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際
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場

国
際
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カジノカジノ スポーツジムスポーツジムライブラリーライブラリー
ご案内する主な観光地

ご案内する主な観光地

ご案内する主な観光地

ご案内する主な観光地



充実の船内施設

MSCスプレンディダ

食事
を愉しむ

寛ぎ
を楽しむ

遊び
を娯しむ

旅行条件（要約）
 

 

横浜営業所 横浜港国際客船ターミナル

一般社団法人　日本外航客船協会会員 観光庁長官登録旅行業第1294号  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

〒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

〒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.（03）5294-6451 TEL.（06）6455-0931 TEL.（045）227-8211

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

ホームページはこちら→

公式SNS Follow us!

旅行企画・実施

■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、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、観光代、食事代など。
■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（査証代、旅券印紙代、出入国カード作成料など）、国際観光旅客税など。
■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。

●30日前以降取消の場合、上記の他にポートチャージも徴収されます。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。
●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
●6名様
■この旅行条件の基準日は2019年3月8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。

YUTAKACLUB CRUISES

旅行開始日の
前日から

起算して遡って

取消日 取消料

119日前～90日前まで

89日前～60日前まで

59日前～31日前まで

旅行代金の15％

旅行代金の30％

旅行代金の50％

30日前～出発当日および
旅行開始後、無連絡不参加 旅行代金の100％

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、いつでもピッツァやハンバーガー
が用意されています。

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。

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。
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