
寒 い日本 を 抜 け 出して温 暖 な 常 夏 の 島々へ

2020年3月28日［土］～4月7日［火］11日間

［デラックス内側］

セレブリティクルーズの新クラス｢セレブリティ･エッジ｣。
美しい意匠と斬新な施設を備えた新しい客船をお楽しみください。

デザイン アイデア

［インフィニットベランダ］
658,000円 858,000円旅行代金

（2名１室利用）

究極のデザインシップ
Ultimate
Design
Ship 

「セレブリティ・エッジ」12.9万
トン

8名様
催行

可動式オープンデッキ
「マジックカーペット」

多彩な楽しみ方ができる
｢ルーフトップガーデン｣

グルメとエンターテインメントをアートのように融合された
｢エデン｣

Roof Top GardenMagic Carpet Eden

大阪（伊丹・関空）～東京（羽田・成田）
往復国内線無料！

西カリブ海 クルーズ
～

スペシャルプレゼント

1.   船内でのアルコールやソフトドリンク
が無料のビバレッジパッケージ

3.   広さ2,000㎡を誇るスパ施設
｢ザ･スパ｣。クルーズ中1回
体験ご招待。

2.   オンボードクレジット1部屋につき
＄300

(インフィニットベランダお申込みの方に適用)
2020年1/9（木）までにインフィニットベ
ランダをお申込みの方に下記3つの特
典をお付けします。



月日 都市名 現地時間 スケジュール

1 3/28
（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

成田空港

マイアミ

午前～夕刻

午後～夜

空路、マイアミへ。（アメリカ国内都市経由）
－日付変更線通過－
マイアミ到着。
ホテルへ。 マイアミ泊

2 3/29
マイアミ

フォートローダー
デール

（アメリカ）

午前
昼頃

15:30

フォートローダーデールへ。
「セレブリティ･エッジ」にご乗船。

 
出港。 船中泊

3 3/30 キーウエスト
(アメリカ）

7:00

17:00

キーウエスト入港。
自由行動または　　「ヘミングウェイ
の家とスロッピー・ジョーズ（約$49/約2.5
時間）」などのオプショナルツアーでお
楽しみください。

  

キーウエスト出港。 船中泊

4 3/31 終日航海日 終日クルージング。 船中泊

5 4/1

コズメル島
（メキシコ)

8:00

17:00

コズメル入港。
自由行動または　　「トゥルムの遺跡観光
（$99/約8時間）」などのオプショナル
ツアーでお楽しみください。
コズメル出港。 

 

船中泊

6 4/2

コスタ･マヤ
(メキシコ)

7:00

16:00

7 4/3 ジョージタウン
(グランドケイマン島)

10:00

18:00

ジョージタウン入港。
自由行動または　　「アカエイの餌付け
（$89/約3時間）」などのオプショナルツ
アーでお楽しみください。
ジョージタウン出港。 

 

船中泊

8 4/4 終日航海日 終日 終日クルージング。 船中泊

9 4/5
フォートローダー

デール
マイアミ

7:00

午前
午後

入港。下船後、マイアミへ。

マイアミ観光
ホテルへ。 マイアミ泊

10 4/6 マイアミ 早朝～午前 空路、成田へ。（アメリカ国内都市経由）
－日付変更線通過－ 機中泊

11 4/7 成田空港 午後～夕刻 成田着後、解散。

■旅行日程 2020年3月28日（土）～4月7日（火）

●スケジュールは天候・現地事情などにより変更になる場合がございます。予めご了承ください。
●食事条件：朝食8回、昼食8回、夕食8回（機内食を除く）
●最少催行人員：8名様（添乗員が同行いたします。）
●利用予定航空会社：アメリカン航空、ユナイテッド航空、日本航空、デルタ航空、全日空など（エコノミークラス）
●利用予定ホテル（マイアミ）：ハイアットリージェンシーマイアミ他同等クラス
●　　は、船会社主催のオプショナルツアー（別料金・英語ガイド・混乗車）です。上記は一例で変更に
なる場合があります。詳細は改めてご案内いたします。
●4/3ジョージタウンはテンダーボートでの上陸になります。天候によってはボートが欠航になり上陸
できない場合がございます。

客室タイプ 旅行代金
658,000円
（248,000円）

858,000円
（418,000円）

●（ ）は船室・ホテル客室をお1人様利用の追加代金です。
●ビジネスクラス利用追加代金につきましてはお問い合わせください。
●国内線について、大阪(伊丹･関空)～東京(羽田･成田)の往復
国内線は無料でお付けいたします。　ただし、弊社指定便と
なります。なお、羽田↔成田間の交通費はお客様負担となりま
す。その他の発着地の国内線はお問い合わせください。
●旅行代金には、成田空港施設使用料2,610円、海外空港諸税約
7,700円、燃油特別付加料約15,000円、国際観光旅客税
1,000円、寄港料/雑費約25,000円、政府関連諸税および港湾
施設使用料約15,000円、船内チップ（1泊US$14.5×7泊分）
が含まれておりません。残金と合わせてご請求させていただきま
す。諸費用は料金改訂および為替レートによって変動します。
●往復のスーツケース宅配サービス（お一人様1個）が付いています。
●アメリカ電子査証(ESTA)が必要です。また、2011年3月1日
以降に、イラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメ
ンに渡航または滞在歴がある方、その該当の国と二重国籍の
方は米国査証が必要となります。詳細は改めてご案内します。

■旅行代金（2名1室利用お一人様）

気温表（3月） 平均最高気温 平均最低気温
東京（日本） 15℃ 6℃

フォートローダーデール（アメリカ） 29℃ 18℃
コズメル島（メキシコ） 31℃ 24℃

ジョージタウン（グランドケイマン） 32℃ 23℃

  寄港地案内   航路MAP   

西カリブ海クルーズに
ご乗船された「お客様の声」

キーウエスト（アメリカ）
フロリダ州のマイアミから車で約４時間のキーウェス
ト島はアメリカ本土の最南端の地です。『老人と海』
でノーベル文学賞を受賞したアーネスト・ヘミングウ
ェイもかつてキーウェストに住んでおり、その家が博
物館となって観光名所のひとつになっています。

世界中のダイバーが訪れるコズメル島の海はカリ
ブ海でも随一の美しさと言われ世界屈指の透明度
を誇っています。一方で、高度な石造建築が有名な
マヤ文明トゥルムの遺跡も訪れることができます。

英国領のケイマン諸島は３つの島からなり、その中で
最も大きい島グランドケイマン島に首都のジョージタ
ウンがあります。グランドケイマン島は、サンゴ礁に囲
まれ古くからダイバーの楽園として知られています。

船体の片側に突き出た全長約30mの｢マジック
カーペット｣は、デッキ16からデッキ２まで上下に移
動する可動式オープンデッキです。上層デッキでは
ラウンジとしてアルコールが楽しめ、デッキ２ではお
客様がデンダーボートに乗りこむステーションにも
なります。

オープンデッキエリア｢ルーフトップガーデン｣は、木をモ
チーフにしたデザインが印象的で、まるで洋上の庭園にい
るかのようなリラックスした時間をお過ごしいただけます。日
中はヨガ教室や音楽演奏、ガーデン内の｢ルーフトップグリ
ル｣ではバーベキューなどもお楽しみいただけます。野外ス
クリーンでは映画が上映され、名作映画を鑑賞しながら映
画にちなんだ美食を堪能できるイベントも開催されます。

ジョージタウン（グランドケイマン）

コズメル島（メキシコ）

ゴッドマザー（名付け親）は、ノーベル平和賞受賞者マララ･ユスフザイ氏
世界中で女子教育への運動を続けるマララ氏。2014年に史上最
年少でノーベル平和賞を受賞、現在もマララ財団を通じてすべて
女子が教育を受ける権利のために活動しています。
このたび、セレブリティクルーズはマララ氏を｢セレブリティ･エッジ｣
のゴッドマザーに迎えました。

Celebrity
Edge

可動式オープンデッキ
「マジックカーペット」

多彩な楽しみ方ができる
｢ルーフトップガーデン｣

バラエティーに富んだ
｢美食の数 ｣々

【セレブリティ･エッジSHIP DATA】
総トン数：129,500トン
全　　長：306m     全幅：39ｍ
乗客定員：2,918名
就航年：2018年12月

Roof Top Garden Main DiningMagic Carpet

神奈川県 N.A様（80代 女性）

Userʼs Voice

©Malin Fezehai/Malala  Fund

マジックカーペット

ルーフトップガーデン

ソラリウム

トスカーナ

ローオンファイブ

セレブリティ・
エッジ
船内外観や新施設｢マジックカーペット｣を、ドバイの７つ
星ホテル｢ブルジュ･アル･アラブ｣を手掛けたトム･ライト氏
がデザインした「セレブリティ･エッジ」。

フォートローダーデール
マイアミ

成田よりアメリカ

メキシコ

カリブ海

成田へ

キーウエスト

ゴズメル島

コスタ･マヤ

ジョージ
タウン

ミシュランで３つ星を獲得したレストランのシェフ・
コーネリアス･ギャラガーの独創的なレシピを楽しん
でいただけます。セレブリティ･エッジは、４か所のメイ
ンダイニングが設置されています。スペシャリティレ
ストラン｢ローオンファイブ｣では、新鮮な海の幸を
使ったお料理や日本食をベースとした寿司や刺身を
ご提供いたします。

スペシャルプレゼント
1. 船内でフリードリンクとなる

ビバレッジパッケージ
（お一人様1泊$55相当額×7泊分=$385）

2. オンボードクレジット
（船内でご利用いただけるお小遣い）
（１部屋につき300ドル）

3. 広さ2,000㎡を誇るスパ施設
「ザ・スパ」にてスパ体験
（クルーズ中1回、スパコースはお1人様上限$150）

※上記はインフィニットベランダに2020年1/9(木)ま
でにお申込みの方に適用。

インフィニットベランダ
お申込のお客様

コズメル島沖から小船でユカタン半島のプラヤ･
デル･カルメンへ。そこからバスでトゥルム遺跡に
向かった。マヤ文明の当時の繁栄が想像できる
遺跡だった。一方、グランドケイマン島は透き通る
ような海がとても美しかった。ツアーではアカエイ
の餌付けをした。人になれたエイでどんどん周りに
寄ってきてかわいいものであった。西カリブ海は、
カリブ海クルーズでもバラエティーに富んだ寄港
地が多くとても楽しめる船旅であった。

コスタ･マヤ入港。
自由行動または　　「コフンリッチ遺跡
観光（$99/約6.5時間）」などのオプシ
ョナルツアーでお楽しみください。
コスタ･マヤ出港。 

 

船中泊

※写真はすべてイメージです。写真はオプショナルツアーで訪れる場所も含まれます。

10 デラックス内側

E3 インフィニットベランダ



JR神田駅　東口前本　社
観光庁長官登録旅行業第1294号

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

〒101-0044
東京都千代田区
鍛冶町2-5-15
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

大阪駅前第4ビル大阪営業所
一般社団法人　日本外航客船協会会員

〒530-0001
大阪市北区
梅田1-11-4
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

横浜港国際客船ターミナル横浜営業所
一般社団法人　日本旅行業協会正会員

〒231-0002
横浜市中区海岸通１-１
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

旅行条件（要約） 

船内客室のご案内

●約22.6㎡　シャワー・ベランダ付き
｢インフィニットベランダ客室｣は、ベランダ部分と客室を一体化させたような
驚きのデザインです。客室内にいながら従来のベランダのように海を眺める
ことができ、いったん窓を開放すればベランダを客室の一部のように使用で
きます。このデザインにより、ソルスティスクラスと比べ客室の広さは23％、
バスルームは10%増になりました。

●約18.8㎡　シャワー付き

新客室カテゴリー「インフィニットベランダ客室」

デラックス内側

■服装
日中の船内や寄港地では、カジュアルな服装でお寛ぎください。客室
内は温度調節が可能ですが、パブリックエリアについては冷房がよく
効いている場合があります。
朝夕の冷え込みに備えて上着をお持ちください。ウインドブレーカーや
運動靴などがあるとデッキに出るときや寄港地観光の際に便利です。
航海中の夜(午後5：30頃から)の服装は、イブニングシック、スマート・
カジュアルのドレスコードが指定されます。ドレスコードは船内新聞
にて毎日ご案内します。

【イブニングシック】男性はパンツ、デザイナーズ･ジーンズなどに
ドレスシャツ、ボタンダウンシャツ、セーターなど。
女性はカクテルドレス、スカートやパンツ、デザイ
ナーズ･ジーンズなどにエレガンスなトップス。

イブニングシックの目安は「スマートカジュアルよりドレスアップして、
フォーマルほどかしこまらない」服装です。
【スマートカジュアル】パンツ、スカートに襟付きシャツ・ブラウス、

セーターなど。
7泊8日クルーズ：イブニングシック2回、スマートカジュアル5回
（クルーズにより若干異なる場合がございます。）
■食事
フルコースの食事をご提供するメインダイニングルーム、イタリアンやス
テーキなど多彩な専門レストラン、エレガントな特別レストラン、気軽な
ビュッフェレストラン、ハンバーガーショップなどバラエティに富んだスタ
イルでご堪能いただけます。

■船内通貨
船内でのお支払いをクレジットカード払いで登録した場合、カジノを除き
現金は必要ありません。現金精算を登録した場合、下船前にUSドルの支
払いが必要となります。
チェックイン時、シーパスカードにお持ちのクレジットカードを登録し、お
渡しします。このシーパスカードは、各寄港地から再乗船する際に提示す
る身分証明書、客室のカギの機能もついていますので、常に携帯し、紛失
しないようにご注意ください。

船内生活と注意事項

■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、79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、航空代、食事代、観光代、空港⇔自
宅へ（お1人様1個）の往復荷物宅配サービス料など。

■旅行代金に含まれないもの
●燃油特別付加料、海外空港税、成田空港使用料、国際観光旅客
税、寄港料／雑費、政府関連諸税および港湾施設使用料、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）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。

※47日前以降取消の場合、上記の他に寄港料/雑費も徴収され
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
●8名様
■この旅行条件の基準日は2019年６月５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。

取消日 取消料

旅行開始日の
前日から

起算して遡って

78日前まで 取消料なし
77日前～48日前まで 旅行代金の20％
47日前～34日前まで 旅行代金の25％
33日前～出発当日まで 旅行代金の50％
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％

ホームページはこちら▶

Follow Us!
公式SNS

お部屋見取図

※客室のデザインやレイアウトは若干異なる場合がございます。




