
2008年 3月～11月

イタリアン・クルーズで巡る、魅力あふれる

ヨーロッパクルーズ
個人旅行

洋上のリゾートホテルで快適に過ごしながら、憧れのヨーロッパを巡ります。

スーツケースを持ち運ぶこともなく、目的地に到着。快適な旅をお約束します。

 このクルーズ・パッケージ・プランには、送迎、前泊ホテル、　

 諸税が含まれておりますので、航空券のみを手配していただければ、　

 簡単にクルーズ旅行にご参加いただけます。　

 また、特別プランとして、　

 船上ウェディングと地中海沿岸でのゴルフ・プランもご紹介しております。　

日本人コーディネーター乗船



■ゆったり滞在型の旅
まさに客船がホテルであり、
移動手段です。わずらわし
い荷物の持ち運びやバス、
列車などの長距離移動がな
く、客室に一度荷物を置いてしまえば、あとは
ゆったりと寄港地観光をお楽しみいただけます。

■日本人コーディネーターが乗船
お気軽に安心してクルーズライフをお過ごしい
ただけるようお客様を様々な面でサポートしま
す。船内イベントや食事時間などの情報満載の
船内新聞やレストランのメニューなども日本語で
ご用意します。

■充実したお食事サービス
定評あるイタリア料理を中心とした多彩なメ
ニューでおもてなし。朝食と昼食はブッフェスタ
イルとアラカルト、夕食はアラカルトのフルコース
でご用意。ルームサービス、プールサイドでのカ
ジュアルなアウトドアランチ、カフェ、ミッドナイト
ブッフェなど、お好きなスタイルでどうぞ。

■贅沢なクルーズライフ
クルーズでは、寄港地観光はもちろんですが、船
内でお過ごしいただく時間がまさにクルーズな
らでは楽しみ、贅沢なひとときです。長い船旅で
退屈では、といった心配は無用。多彩なエンター

テイメント、様々なアクティビ
ティや施設が用意され、まさに
普段の生活では体験できな
い楽しみと出会いが待って
います。

■朝～午前

朝起きたらデッキへ出て、さわや

かな海風と朝日を浴びる。

朝食は近づいてくる島や街の景

色を眺めながらゆったりと。

寄港地に降り立ち、観光やショッピングを満喫。

■昼～午後

船に戻って昼食。

午後はプールサイドで昼寝したり、船内のイベ

ントに参加して盛り上ったり…。カフェでアフタ

ヌーンティーも楽しみ。

ディナーに備えてジムでひと汗流したら、ドレス

アップ前なのでエステも体験。

朝、目覚めれば、そこは
違う異国の街。
クルーズの魅力は、ご自
身での移動やスーツケー

スの荷造りや荷ほどきせずに、観光地を
巡り、船上では贅沢なリゾートライフを満
喫できることです。クルーズの旅では、海
上から眺める美しい街の姿など、列車や
バスの旅では体験できない感動が待っ
ています。
MSCとは“Mediterranean Shipping
Company（メディタレニアン・シッピンン

グ・カンパニー）”の略で、まさに地中海の
船会社。、海運会社としては世界第2位の
規模を誇る地中海生まれのクルーズで、
魅力あふれるMSCクルーズの旅をお楽
しみください。

客船ターミナル

ジェノバ

乗船場所：STAZIONE MARITTIMA
スタチオーネ・マリティマ
交通：ジェノバ空港より車で約20分、市内より約
５～10分。
客船ターミナルは、プリンチペ駅から徒歩約5分
の場所に位置しています。

ベニス

乗船場所：
VENEZIA TERMINAL PASSENGGERI
ベネチア・ターミナル・パッセンジェーリ
交通：ベニス空港より車で約30分、市内中心より
水上タクシーで約20分。
客船ターミナルはベニス本島にあり、ローマ広場
の裏側に位置します。ローマ広場からは無料の
シャトルバスが客船ターミナルまで運行していま
す（所要時間約3分で30分に1本）。

02

憧れの地中海・北欧クルーズ
MSCクルーズの魅力

トラベル・インフォメーション

クルーズでの
1日はこんな感じ…



送 迎
このパンフレットでご紹介しているクルーズ・パッ
ケージ・プランの送迎は、下記のようになります。
1.英語を話すアシスタントがお客様の名前（ロー
マ字）が書かれたボードを持って各空港の到
着ロビーにてお待ちしております。（北欧ク
ルーズはドライバーが空港到着ロビーにてお
客様をお迎えいたします。）

2.アシスタントが専用車に案内し、一緒にホテル
に向かいます。到着後各自チェックイン。

3.翌日アシスタントがホテルロビーでお客様を
出迎え、客船ターミナルまで同行してクルー
ズのチェックインをします。（ミラノ、コペンハー
ゲン、アムステルダム市内泊の場合には、ドラ
イバーがホテルにお迎えに伺います。）

4.下船し、通関後アシスタントがお待ちしていま
す。専用車にて空港までお送りいたします。
（北欧クルーズおよびミラノ空港出発は、ドライ
バーがお迎えし、空港までお送りします。）

日本から各空港へのアクセス

ミラノ空港

日本からの直行便及びヨーロッパの都市経由に
て到着できます。

ジェノバ空港

ヨーロッパの都市経由では便数が少ないですが、
ローマ／ミラノおよびパリから直行便が飛んでい
るので便利です。ミラノ・マルペンサ空港からジェ
ノバ市内までは180km、車で約2時間です。

ベニス空港

イタリア国内線はもとよりヨーロッパの大都市から
は比較的便数も多く飛んでいます。

コペンハーゲン空港／アムステルダム空港

日本からの直行便およびヨーロッパの都市経由
にて到着できます。

宿泊ホテル
●ミラノ

ミラノ市内の「ジョリー・ツーリング・ホテル」を予
定、又は同等クラス。

●ジェノバ

ジェノバ市内の「ジョリー・プラザ・ホテル」、ジョ
リー系列ホテルを予定、または同等クラス。

●ベニス

ホテルは本土（メストレ地区）側とベニス本島側
に分かれます。
本土（メストレ地区）の場合：「ラグーナ・パレス」、
「ホリデー・イン」クラスを予定。
ベニス本島の場合：「ソフィテル・ホテル・ベニ
ス」クラスを予定、または同等クラス。

●コペンハーゲン

コペンハーゲン市内の「ラディソンSAS」、「マリ
オット・ホテル」クラスを予定、または同等クラス。

●アムステルダム

アムステルダム市内の「チューリップ・イン」、
「パーク・プラザ・ビクトリア」クラスを予定、または
同等クラス。

クルーズ・パッケージ・プラン
●プランに含まれるもの

クルーズ料金、ポート税、燃油サーチャージ、送迎
およびアシスタント代（＊コペンハーゲン空港お
よびアムステルダム空港ではドライバーが直接
到着ロビーにてお客様をお出迎えします。）、ホ
テル宿泊費（前泊用）。
※キャビンカテゴリーの指定はできません。
●プランに含まれないもの

航空券、船上でのチップ（お１人様1泊に付き６
ユーロ）、船上での有料なものや個人差が生じる
ものなど。海外旅行傷害保険、クルーズ保険。

ご予約に際してのご注意
ご希望のキャビンタイプがお取りできない場合
があります。早めのご予約をお勧めいたします。
このパンフレットでご紹介しているコースはパッ
ケージツアーではありませんので、各コースのお
申し込みと同時に、別途、日本発着の航空券を
合わせてご予約いただく必要があります。下船
日のフライトに関しましては、午後の便の予約を
お願いいたします。
詳しくは最寄りの旅行代理店へお問い合わせく
ださい。

コペンハーゲン

乗船場所：
COPENHAGEN CRUISE TERMINAL
コペンハーゲン・クルーズ・ターミナル
（COPENHAGEN FREEPORT）
交通：カストロップ国際空港から港まで約12km、
約30分。コペンハーゲン中央駅から港まで約
3km、車で約10分。

アムステルダム

乗船場所：
PASSENGER TERMINAL OF AMSTERDAM
パッセンジャー・ターミナル・オブ・アムステルダム
（PTA）
交通：アムステルダム空港より市内まで車で約
30分。アムステルダム中央駅より約800m東に位
置。中央駅から車で約5～10分です。

■夕方～夜

気づくと、夕陽が海に沈ん

でいく。世界がオレンジ色

に染まる感動的な瞬間。

夕食は豪華なフルコース

を堪能。

食事の後はエンターテイメントショーを鑑賞。続

いてカジノで運試しと、エキサイティングなナ

イトライフ。

最後はバーでお気に入りのカク

テルを片手に、明日は何をしよう

かな…とゆったりと落ち着いたひ

とときで1日の締めくくり。

トラベルインフォメーション
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MSCオーケストラ

憧れの4カ国周遊クルーズ7泊

日数 寄港地 入港 出港

1 日本出国。直行便またはヨーロッパ都市経由

ミラノまたはジェノバへ。到着後、英語係員と

共に専用車にてホテル送迎。

ミラノまたはジェノバ市内泊

2 英語係員と共に専用車にてホテルより客船

ターミナル送迎。（ミラノ泊の場合はドライバー

のみで送迎。）

ジェノバ（イタリア）　 乗船 17:00

3 ナポリ（イタリア） 11:00 19:30

4 パレルモ（イタリア） 07:00 19:00

5 チュニス（チュニジア） 07:00 13:00

6 パルマ・デ・マジョルカ
13:00 01:00

（バレアレス諸島／スペイン）

7 バルセロナ（スペイン） 09:00 18:00

8 マルセイユ（フランス） 08:00 19:00

9 ジェノバ（イタリア） 09:00

下船通関後、英語係員と共に専用車にて空港

へ送迎。（ミラノ空港の場合はドライバーのみで

送迎。） 機内泊

10 日本帰国

●2007年就航の“MSCオーケストラ”。日本人にも

人気の中華レストランがあります。
●世界遺産のある4都市に寄港：ジェノバ（ラ・ストラ

ダ・ヌオーヴァとパラッツィ・ディ・ロッリの設備群、

ナポリ（歴史地区／ポンペイの考古地区）、チュニ

ス（旧市街）、バルセロナ（ガウディの作品群／カタ

ルーニャ音楽堂とサン・パウ病院）
●イタリア、チュニジア、スペイン、フランスの4カ国

を周遊。　（クルーズルート→青線）

MSCシンフォニア

魅力ある街を巡る西地中海クルーズ7泊

日数 寄港地 入港 出港

1 日本出国。直行便またはヨーロッパ都市経由

ミラノまたはジェノバへ。到着後、英語係員と

共に専用車にてホテル送迎。

ミラノまたはジェノバ市内泊

2 英語係員と共に専用車にてホテルより客船

ターミナル送迎。（ミラノ泊の場合はドライバー

のみで送迎。）

ジェノバ（イタリア）　 乗船 17:00

3 モンテカルロ（モナコ） 07:00 14:00

4 バレンシア（スペイン） 14:00 22:00

5 終日クルーズ ----- -----

6 ラ・バレッタ（マルタ） 13:00 18:00

7 チュニス（チュニジア） 08:00 13:00

8 チビタベッキア（イタリア） 08:00 20:00

9 ジェノバ（イタリア） 09:00

下船通関後、英語係員と共に専用車にて空港

へ送迎。（ミラノ空港の場合はドライバーのみで

送迎。） 機内泊

10 日本帰国

●世界遺産のある5都市に寄港：ジェノバ（ラ・ストラ

ダ・ヌオーヴァとパラッツィ・ディ・ロッリの設備群、

バレンシア（ラ・ロンハ・デ・ラ・セダ）、ラ・バレッタ

（市街）、チュニス（旧市街）、チビタベッキア（バチ

カン市国／ローマの歴史地区）
●イタリア、モナコ、スペイン、マル

タ、チュニジアの5カ国を周遊。
●終日クルーズ日が1日あるので、ク

ルーズライフものんびりとお楽し

みいただけます。

（クルーズルート→橙線）

◆クルーズ・パッケージ・プラン

MSCオーケストラ 憧れの4カ国周遊クルーズ7泊 （単位：USドル／2名1室ご利用時のお1人様料金）

クルーズ キャビンタイプ 内側キャビン 海側バルコニー付きキャビン（小） 海側バルコニー付きキャビン（大） バルコニー付きスイート
出発日K 宿泊都市 ミラノ泊 ジェノバ泊 ミラノ泊 ジェノバ泊 ミラノ泊 ジェノバ泊 ミラノ泊 ジェノバ泊

3/16～5/4 毎G曜 OGMCM1S OGGGG1S OGMCM3S OGGGG3S OGMCM4S OGGGG4S OGMCM5S OGGGG5S

10/5～10/26 毎G曜 2,480 1,690 2,950 2,170 3,220 2,440 3,960 3,180

5/11～6/22 毎G曜 OGMCM1L OGGGG1L OGMCM3L OGGGG3L OGMCM4L OGGGG4L OGMCM5L OGGGG5L

9/14～9/28 毎G曜 2,750 1,960 3,220 2,440 3,490 2,710 4,170 3,380

6/29～7/20 毎G曜 OGMCM1M 0GGGG1M OGMCM3M OGGGG3M OGMCM4M OGGGG4M OGMCM5M 0GGGG5M

8/24～9/7 毎G曜 2,950 2,170 3,490 2,710 3,800 3,020 4,440 3,650

7/27～8/17 毎G曜
OGMCM1H 0GGGG1H 0GMCM3H 0GGGG3H OGMCM4H OGGGG4H OGMCM5H OGGGG5H

3,220 2,440 3,830 3,040 4,170 3,380 4,840 4,060

大人3、4人目料金（上記プランコード-34）：　ミラノ泊  2,640／ジェノバ泊  1,860　　　　　　　シングル追加料金（上記プランコード-SGL）：　100％

MSCシンフォニア 魅力ある街を巡る西地中海クルーズ7泊 （単位：USドル／2名1室ご利用時のお1人様料金）

クルーズ キャビンタイプ 内側キャビン 海側キャビン スイート
出発日K 宿泊都市 ミラノ泊 ジェノバ泊 ミラノ泊 ジェノバ泊 ミラノ泊 ジェノバ泊

SGMCM1S SGGGG1S SGMCM2S SGGGG2S SGMCM5S SGGGG5S
3/31～5/5 毎A曜

2,550 1,760 3,090 2,300 3,560 2,770

5/12～6/16 毎A曜 SGMCM1L SGGGG1L SGMCM2L SGGGG2L SGMCM5L SGGGG5L

9/15～10/13 毎A曜 2,680 1,900 3,120 2,340 3,630 2,840

6/23～7/21 毎A曜 SGMCM1M SGGGG1M SGMCM2M SGGGG2M SGMCM5M SGGGG5M

8/25～9/8 毎A曜 2,820 2,030 3,150 2,370 3,760 2,980

SGMCM1H SGGGG1H SGMCM2H SGGGG2H SGMCM5H SGGGG5H
7/28～8/18 毎A曜

3,020 2,230 3,490 2,710 4,170 3,380

大人3、4人目料金（上記プランコード-34）：　ミラノ泊  2,640／ジェノバ泊  1,860　　　　　　　シングル追加料金（上記プランコード-SGL）：　100％

西地中海クルーズ
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ナポリ

ラ・バレッタ

モンテカルロ

ローマ



MSCポエジア

新造船で巡る東地中海クルーズ7泊

日数 寄港地 入港 出港

1 日本出国。直行便またはヨーロッパ都市経由

ベニスへ。到着後、英語係員と共に専用車にて

ホテル送迎。

ベニス・メストレ地区または本島泊

2 英語係員と共に専用車にてホテルより客船

ターミナル送迎。

ベニス（イタリア）　 乗船 17:00

3 バーリ（イタリア） 10:00 15:00

4 カタコロン（ギリシャ） 08:00 13:00

5 イズミール（トルコ） 09:00 15:00

6 イスタンブール（トルコ） 07:30 17:00

7 終日クルーズ ----- -----

8 ドブロブニク（クロアチア） 11:30 16:30

9 ベニス（イタリア） 08:30

下船通関後、英語係員と共に専用車にて空港

へ送迎。 機内泊

10 日本帰国

●2008年4月デビューの新造船“MSCポエジア”。

日本人にはうれしい寿司バー完備。
●世界遺産のある5都市に寄港：ベニス（ベネチアと

その潟）、バーリ（アルベロベッロのトゥルッリ）、カタ

コロン（オリンピアの考古遺跡）、イスタンブール

（歴史地区）、ドブロブニク（旧市街）
●イタリア、ギリシャ、トルコ、クロアチアの4カ国を

周遊。
●終日クルーズが1日あるので、ク

ルーズライフものんびりとお楽し

みいただけます。

（クルーズルート→赤線）

MSCムジカ

エーゲ海クルーズ7泊

日数 寄港地 入港 出港

1 日本出国。直行便またはヨーロッパ都市経由

ベニスへ。到着後、英語係員と共に専用車にて

ホテル送迎。

ベニス・メストレ地区または本島泊

2 英語係員と共に専用車にてホテルより客船

ターミナル送迎。

ベニス（イタリア）　 乗船 18:00

3 バーリ（イタリア） 11:00 18:00

4 カタコロン（ギリシャ） 12:30 18:30

5 サントリーニ（ギリシャ） 07:00 15:00

ミコノス（ギリシャ） 20：00 02:00

6 ピレウス（ギリシャ） 09:00 17:30

7 コルフ（ギリシャ） 14:30 20:00

8 ドブロブニク（クロアチア） 08:30 14:30

9 ベニス（イタリア） 08:00

下船通関後、英語係員と共に専用車にて空港

へ送迎。 機内泊

10 日本帰国

●2006年就航の“MSCムジカ”。日本人にはうれし

い寿司バー完備。
●世界遺産のある5都市に寄港：ベニス（ベネチアとそ

の潟）、バーリ（アルベロベッロのトゥルッリ）、カタコロ

ン（オリンピアの考古遺跡）、ピレウス（アテネのアク

ロポリス）、ドブロブニク（旧市街）
●イタリア、ギリシャ、クロアチアの3

カ国を周遊。

（クルーズルート→緑線）

◆クルーズ・パッケージ・プラン

MSCポエジア 新造船で巡る東地中海クルーズ7泊 （単位：USドル／2名1室ご利用時のお1人様料金）

クルーズ キャビンタイプ 内側キャビン 海側バルコニー付きキャビン（小） 海側バルコニー付きキャビン（大） バルコニー付きスイート
出発日K 宿泊都市 ベニス・メストレ泊 ベニス本島泊 ベニス・メストレ泊 ベニス本島泊 ベニス・メストレ泊 ベニス本島泊 ベニス・メストレ泊 ベニス本島泊

4/19～5/3 毎F曜 PVVMV1S PVV IV1S PVVMV3S PVV IV3S PVVMV4S PVV IV4S PVVMV5S PVV IV5S

10/4～11/8 毎F曜 1,890 2,060 2,370 2,530 2,640 2,800 3,310 3,480

5/10～6/28 毎F曜 PVVMV1L PVV I V1L PVVMV 3L PVV I V3L PVVMV 4L PVV I V4L PVVMV5L PVV I V5L

9/13～9/27 毎F曜 2,160 2,330 2,750 2,920 3,040 3,210 3,720 3,880

7/5～7/19 毎F曜 PVVMV1M PVV IV1M PVVMV3M PVV IV3M PVVMV4M PVV IV4M PVVMV5M PVV IV5M

8/23～9/6 毎F曜 2,370 2,530 2,910 3,070 3,310 3,480 4,050 4,220

PVVMV1H PVV IV1H PVVMV 3H PVV IV3H PVVMV 4H PVV IV4H PVVMV 5H PVV IV5H
7/26～8/16 毎F曜

2,570 2,730 3,310 3,480 3,380 3,540 4,390 4,560

大人3、4人目料金（上記プランコード-34）：　メストレ泊  1,920／本島泊  2,090　　　　　　　　シングル追加料金（上記プランコード-SGL）：　100％

MSCムジカ エーゲ海クルーズ7泊 （単位：USドル／2名1室ご利用時のお1人様料金）

クルーズ キャビンタイプ 内側キャビン 海側バルコニー付きキャビン（小） 海側バルコニー付きキャビン（大） スイート
出発日K 宿泊都市 ベニス・メストレ泊 ベニス本島泊 ベニス・メストレ泊 ベニス本島泊 ベニス・メストレ泊 ベニス本島泊 ベニス・メストレ泊 ベニス本島泊

3/16～5/4 毎G曜 MVVMV1S MVV IV1S MVVMV3S MVV IV 3S MVVMV4S MVV IV 4S MVVMV5S MVV IV 5S

10/5～10/26 毎G曜 1,760 1,920 2,230 2,400 2,500 2,670 3,310 3,480

5/11～6/15 毎G曜 MVVMV1L MVV IV1L MVVMV3L MVV IV3L MVVMV4L MVV IV4L MVVMV5L MVV IV5L

9/14～9/28 毎G曜 2,160 2,330 2,500 2,670 2,840 3,000 3,720 3,880

6/22～7/20 毎G曜 MVVMV1M MVV IV1M MVVMV3M MVV IV 3M MVVMV4M MVV IV 4M MVVMV5M MVV IV 5M

8/24～9/7 毎G曜 2,300 2,460 2,700 2,870 3,040 3,210 3,990 4,150

MVVMV1H MVV IV1H MVVMV3H MVV IV3H MVVMV4H MVV IV4H MVVMV5H MVV IV5H
7/27～8/17 毎G曜

2,570 2,730 3,180 3,340 3,450 3,610 4,260 4,420

大人3、4人目料金（上記プランコード-34）：　メストレ泊  1,920／本島泊  2,090　　　　　　　　シングル追加料金（上記プランコード-SGL）：　100％

東地中海クルーズ
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ドブロブニク

サントリーニ

イスタンブール アテネ



MSCリリカ

壮大なる自然フィヨルドクルーズ7泊

日数 寄港地 入港 出港

1 日本出国。直行便またはヨーロッパ都市経由

コペンハーゲンへ。到着後、専用車にて

ホテル送迎。（ドライバーのみ）

　コペンハーゲン市内泊

2 専用車にてホテルより客船ターミナル送迎

（ドライバーのみ）。

コペンハーゲン（デンマーク） 乗船 18:00

3 キール（ドイツ） 08:00 16:00

4 オスロ（ノルウェー） 13:00 19:00

5 スタヴァンゲル（ノルウェー）12:00 18:00

6 フロム（ノルウェー） 09:00 18:00

7 ヘルシルト（ノルウェー） 09:00 10:00

ゲイランゲル（ノルウェー） 11:00 18:00

8 終日クルーズ ----- -----

9 コペンハーゲン（デンマーク）09：00

下船通関後、専用車にて空港へ送迎。

（ドライバーのみ） 機内泊

10 日本帰国

●世界遺産のある2都市に寄港：コペンハーゲン（近

郊のロスキレ大聖堂）、ゲイランゲル（西ノルウェー

フィヨルド群）
●デンマーク、ドイツ、ノル

ウェーの3カ国を周遊。
●終日クルーズが1日あ

るので、クルーズライフ

ものんびりとお楽しみい

ただけます。

◆クルーズ・パッケージ・プラン

MSCリリカ 壮大なる自然フィヨルドクルーズ7泊 （単位：USドル／2名1室ご利用時のお1人様料金）

クルーズ キャビンタイプ 内側キャビン 海側キャビン スイート
出発日K 宿泊都市 コペンハーゲン泊 コペンハーゲン泊 コペンハーゲン泊

LCCCC1S LCCCC2S LCCCC5S
5/17F

2,100 2,500 3,250

LCCCC1L LCCCC2L LCCCC5L
5/31F  6/14F

2,170 2,570 3,540

6/28F
  
7/12F LCCCC1M LCCCC2M LCCCC5M

7/26F
  
8/23F 2,300 2,710 3,580

LCCCC1H LCCCC2H LCCCC5H
8/9F

2,440 2,640 3,920

大人3、4人目料金（上記プランコード-34）：　2,120 シングル追加料金（上記プランコード-SGL）：　100％

北欧フィヨルドクルーズ

06

コペンハーゲン オスロ

ゲイランゲル

コペンハーゲン

フロム

ゲイランゲル・フィヨルド

アムステルダム



MSCリリカ

世界遺産を巡るバルト海クルーズ7泊

日数 寄港地 入港 出港

1 日本出国。直行便またはヨーロッパ都市経由

コペンハーゲンへ。到着後、専用車にて

ホテル送迎。（ドライバーのみ）

　　　　　　　　コペンハーゲン市内泊

2 専用車にてホテルより客船ターミナル送迎。

（ドライバーのみ）

コペンハーゲン（デンマーク）　乗船 18:00

3 キール（ドイツ） 08:00 16:00

4 ヴィスビー（スウェーデン） 14:00 19:30

5 ストックホルム（スウェーデン）08:30 16:30

6 タリン（エストニア） 09:00 16:00

7 サンクトペテルブルグ（ロシア）07:00 19:00

8 クルーズ ----- -----

9 コペンハーゲン（デンマーク）09：00

下船通関後、専用車にて空港へ送迎。

（ドライバーのみ） 　　機内泊

10 日本帰国

●世界遺産のある5都市に寄港：コペンハーゲン（近

郊のロスキレ大聖堂）、ヴィスビー（ハンザ同盟都

市）、タリン（歴史地区）、サンクトペテルブルグ（歴

史地区）、ストックホルム（ドロットニングホルム宮

殿／スコーグスシルコ

ゴーデンの森林墓地／

ビルカとホヴゴーデン

の遺跡）
●デンマーク、ドイツ、ス

ウェーデン、ロシアの4

カ国を周遊。

（クルーズルート→赤線）

MSCアルモニア

北欧7カ国周遊バルト海クルーズ10泊

日数 寄港地 入港 出港

1 日本出国。直行便またはヨーロッパ都市経由

アムステルダムへ。到着後、専用車にて

ホテル送迎。（ドライバーのみ）

　　　アムステルダム市内泊

2 専用車にてホテルより客船ターミナル送迎。

（ドライバーのみ）

アムステルダム（オランダ）　乗船 18:00

3 ブレーマーハーフェン（ドイツ）10:00 18:00

4 終日クルーズ ----- -----

5 ヴィスビー（スウェーデン） 13:00 18:00

6 ヘルシンキ（フィンランド） 12:00 17:00

7 サンクトペテルブルグ（ロシア）08:00 21:00

8 終日クルーズ ----- -----

9 コペンハーゲン（デンマーク）13:00 19:00

10 終日クルーズ ----- -----

11 ドーバー（イギリス） 09:00 18:00

12 アムステルダム（オランダ）09:00

下船通関後、専用車にて空港へ送迎。

（ドライバーのみ） 　　機内泊

13 日本帰国

●世界遺産のある5都市に寄港：アムステルダム（防

衛線の要塞／リートフェルト設計のシュレーダー

邸）、ヴィスビー（ハンザ同盟都市）、ヘルシンキ（ス

オメンリンナ要塞）、サンクトペテルブルグ（歴史地

区）、コペンハーゲン（近郊のロスキレ大聖堂）
●オランダ、ドイツ、スウェーデン、フィンランド、ロシ

ア、デンマーク、イギリスの7カ国を周遊。
●終日クルーズが2日あるので、クルーズライフもの

んびりとお楽しみいただけます。

（クルーズルート→緑線）

◆クルーズ・パッケージ・プラン

MSCリリカ バルト海クルーズ7泊 （単位：USドル／2名1室ご利用時のお1人様料金）

クルーズ キャビンタイプ 内側キャビン 海側キャビン スイート
出発日K 宿泊都市 コペンハーゲン泊 コペンハーゲン泊 コペンハーゲン泊

LCCCC1S LCCCC2S LCCCC5S
5/10F  5/24F

2,100 2,500 3,250

LCCCC1L LCCCC2L LCCCC5L
6/7F

2,170 2,570 3,540

6/21F
  
7/5F LCCCC1M LCCCC2M LCCCC5M

7/19F
  
8/30F 2,300 2,710 3,580

LCCCC1H LCCCC2H LCCCC5H
8/16F

2,440 2,640 3,920

大人3、4人目料金（上記プランコード-34）：　2,120 シングル追加料金（上記プランコード-SGL）：　100％

MSCアルモニア バルト海クルーズ10泊 （単位：USドル／2名1室ご利用時のお1人様料金）

クルーズ キャビンタイプ 内側キャビン 海側キャビン スイート
出発日 宿泊都市 アムステルダム泊 アムステルダム泊 アムステルダム泊

AAACA1L AAACA2L AAACA5L
5/14C

2,460 3,070 3,740

7/7A  7/27G AAACA1M AAACA2M AAACA5M

9/5E 2,530 3,200 3,880

AAACA1H AAACA2H AAACA5H
8/16F

2,730 3,470 4,150

大人3、4人目料金（上記プランコード-34）：　2,020 シングル追加料金（上記プランコード-SGL）：　100％

バルト海クルーズ
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ヴィスビー

ストックホルム

サンクトペテルブルグ

タリン

ヘルシンキ
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MSCアルモニア

北欧・北極圏クルーズ11泊

日数 寄港地 入港 出港

1 日本出国。直行便またはヨーロッパ都市経由

アムステルダムへ。到着後、専用車にて

ホテル送迎。（ドライバーのみ）

アムステルダム市内泊

2 専用車にてホテルより客船ターミナル送迎。

（ドライバーのみ）

アムステルダム（オランダ） 乗船 18:00

3 ブレーマーハーフェン（ドイツ）10:00 18:00

4 終日クルーズ ----- -----

5 オーレスン（ノルウェー） 09:00 14:00

6 終日クルーズ ----- -----

7 ホニングスボーグ（ノルウェー）15:00 02:30

8 トロムソ（ノルウェー） 14:00 20:00

9 終日クルーズ ----- -----

10 ベルゲン（ノルウェー） 13:00 19:00

11 終日クルーズ ----- -----

12 ドーバー（イギリス） 09:00 18:00

13 アムステルダム（オランダ）09:00

下船通関後、専用車にて空港へ送迎。

（ドライバーのみ） 機内泊

14 日本帰国

●ヨーロッパ最北端ノールカップ岬の玄関口ホニン

グスボーグへ。
●世界遺産のある2都市に寄港：アムステルダム（防

衛線の要塞／リートフェルト設計のシュレーダー

邸）、ベルゲン（ブリッゲン地区）
●オランダ、ドイツ、ノルウェー、イギリスの4カ国を

周遊。
●終日クルーズが4日あるので、クルーズ

ライフも存分にお楽しみいただけます。

MSCアルモニア

地中海・黒海クルーズ11泊

日数 寄港地 入港 出港

1 日本出国。直行便またはヨーロッパ都市経由

ミラノまたはジェノバへ。到着後、英語係員と

共に専用車にてホテル送迎。

ミラノまたはジェノバ市内泊

2 英語係員と共に専用車にてホテルより客船

ターミナル送迎。（ミラノ泊の場合はドライバー

のみで送迎。）

ジェノバ（イタリア） 乗船 17:00

3 ナポリ（イタリア） 12:30 18:30

4 終日クルーズ ----- -----

5 ピレウス（ギリシャ） 09:00 17:00

6 終日クルーズ ----- -----

7 ヤルタ（ウクライナ） 09:00 17:00

8 オデッサ（ウクライナ） 07:00 13:00

9 イスタンブール（トルコ） 09:00 18:00

10 終日クルーズ ----- -----

11 メッシーナ（イタリア） 14:00 20:00

12 サレルノ／アマルフィ
07:00 13:00

（イタリア）

13 ジェノバ（イタリア） 09:00

下船通関後、英語係員と共に専用車にて空港

へ送迎。（ミラノ空港の場合はドライバーのみで

送迎。） 　　機内泊

14 日本帰国

◆クルーズ・パッケージ・プラン

MSCアルモニア 北欧・北極圏クルーズ11泊 （単位：USドル／2名1室ご利用時のお1人様料金）

クルーズ キャビンタイプ 内側キャビン 海側キャビン スイート
出発日K 宿泊都市 アムステルダム泊 アムステルダム泊 アムステルダム泊

5/24F  6/4C AAACA1B AAACA2B AAACA5B

6/15G  6/26D 2,230 2,790 3,790

大人3、4人目料金（上記プランコード-34）：　1,910 シングル追加料金（上記プランコード-SGL）：　100％

MSCアルモニア 地中海・黒海クルーズ11泊 （単位：USドル／2名1室ご利用時のお1人様料金）

クルーズ キャビンタイプ 内側キャビン 海側キャビン スイート
出発日K 宿泊都市 ミラノ泊 ジェノバ泊 ミラノ泊 ジェノバ泊 ミラノ泊 ジェノバ泊

4/1B 4/12F 9/26E AGMCM1 AGGGG1 AGMCM2 AGGGG2 AGMCM5 AGGGG5

10/7B  10/29C 3,080 2,290 3,550 2,770 4,430 3,640

大人3、4人目料金（上記プランコード-34）：　ミラノ泊  2,660／ジェノバ泊  1,880　シングル追加料金（上記プランコード-SGL）：　100％

北欧・北極圏クルーズ ＆ 地中海・黒海クルーズ

●世界遺産のある5都市に寄港：ジェノバ（ラ・ストラ

ダ・ヌオーヴァとパラッツィ・ディ・ロッリの設備群、

ナポリ（歴史地区／ポンペイの考古地区）、ピレウス

（アテネのアクロポリス）、イスタンブール（歴史地

区）、サレルノ／アマルフィ（ポンペイの考古地区）
●イタリア、ギリシャ、ウクライナ、

トルコの4カ国を周遊。
●終日クルーズが3日あるので、ク

ルーズライフも存分にお楽しみい

ただけます。

ベルゲン

ヤルタ

イスタンブール

オデッサ

ポンペイ

タオルミーナ



ゴルフ好きの方なら、せっかくヨーロッパまで行くのなら、
ぜひヨーロッパのゴルフコースを体験したい、と思われることでしょう。
MSCクルーズでは、クルーズの合間に立ち寄れる、
寄港地近くのゴルフ場をセレクト。
美しい地中海を望みながら、
本格的なコースでゴルフをお楽しみいただけます。

寄港地：チビタベッキア■（ローマ／イタリア）
お1人様 370 USドル

ゴルフ場：GOLF CLUB TARQUINIA -

MARINA VELCA

1969年にオープンしたイタリア有数のゴルフコー
スです。フェアウェイはローマ水道の自然の起伏
に調和しています。
設備：ドライビングレンジ、パッティンググリーン、
レンタルカートなど
http://www.tarquiniacountryclub.com/

対象クルーズ
● MSCシンフォニア

魅力ある街を巡る西地中海クルーズ7泊

（4ページ参照）

寄港地：バルセロナ■（スペイン）
お1人様 720 USドル

ゴルフ場：PGA GOLF DE CATALUNYA

プロからアマチュアまでハイレベルなゴルフプレ
イが楽しめるヨーロッパ有数のコース。18ホール
の個性的なレイアウトが特長です。
設備：プロショップ、レンタルカート、キャディー、練
習用グリーン、ショートゲーム設備など
http://www.pgacatalunya.com/

対象クルーズ
● MSCオーケストラ

憧れの4カ国周遊クルーズ7泊

（4ページ参照）

寄港地：パルマ・デ・マジョルカ■（スペイン）
お1人様 430 USドル

ゴルフ場：GOLF COURSE SON VIDA

島内で最も美しいコースのひとつ。豊かな自然
とパルマ湾の景観を望みながらプレーをお楽し
みいただけます。
設備：クラブハウス、プロショップ、会議室、パッ
ティンググリーン、ピッチングエリアなど
http://www.sonvidagolf.com/

対象クルーズ
● MSCオーケストラ

憧れの4カ国周遊クルーズ7泊

（4ページ参照）

寄港地：パレルモ■（シチリア島／イタリア）
お1人様 600 USドル

ゴルフ場：GOLF CLUB LE MADONIE

山 と々湾に挟まれ、独特のラフやオリーブ、オレ
ンジなど数千本を超える木々のおかげで挑戦し
がいのあるコースです。
設備：クラブハウス、パッティンググリーン、ピッチ
ンググリーン、チッピンググリーン、ドライビングレ
ンジなど
http://www.lemadoniegolf.com/

対象クルーズ
● MSCオーケストラ

憧れの4カ国周遊クルーズ7泊

（4ページ参照）

寄港地：ピレウス■（アテネ／ギリシャ）
お1人様 290 USドル

ゴルフ場：GLYFADA GOLD COURSE

1966年オープン。木々に彩られた、ゆるやかな起
伏のある丘に位置しています。
設備：プロショップ、ドライビングレンジ、パッティン
ググリーン、会議室など
http://www.athensgolfclub.com/

対象クルーズ
● MSCムジカ

エーゲ海クルーズ7泊（5ページ参照）
● MSCアルモニア

地中海・黒海クルーズ（8ページ参照）

寄港地：マルセイユ■（フランス）
お1人様 450 USドル

ゴルフ場：GOLF DE LA SAINTE BAUME

雄大なサントボーム山地にあり、プロヴァンスの
地形と周辺の自然を活かしたコースは変化に富
み、世界的にも有名です。
設備：クラブハウス、パッティンググリーン、ピッ
チンググリーン、ピッチンググリーン、プロショッ
プなど
http://www.opengolfclub.com/

対象クルーズ
● MSCオーケストラ

憧れの4カ国周遊クルーズ7泊

（4ページ参照）

● ゴルフパッケージに含まれるもの

往復の送迎代（車はゴルフ場に待機）、プレイ
代、カート代
● ゴルフパッケージに含まれないもの

送迎時のアシスタント、ショップ・レストランなどで
の個人的費用、レンタルクラブ、ボール、グラブ、
ゴルフ場により異なりますが電動カートなど。

クルーズ with ゴルフ

クルーズの合間に
ヨーロッパの本格コースでゴルフを満喫
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海外ゴルフプラン

＜ご注意＞
●ゴルフ場の都合により、ご予約がお取りできない場合

がございますので、ご了承ください。お早めのご予約

をお待ちしております。
●取り消し料についてはお申し込み時にご確認ください。



果てしない大海原に抱かれ、洋上で挙げる結婚式…。
これほど思い出に残る、素敵なロケーションはないでしょう。
そんな夢のような結婚式がMSCクルーズでは叶えられます。
空と大地の間でのユニークな結婚式がお望みなら、
ロケーションにMSCクルーズの客船をお選びください。
結婚式の他、誕生日や結婚記念日など、特別な日のお祝いにも、
MSCクルーズでは一生思い出に残る、素敵なセレモニーを演出します。
準備はMSCウェディング・コーディネーターに安心してお任せください。
準備にかかるストレスや手間に煩わされることなく、挙式までゆったりとお過ごしいただき、
あとは夢のウェディングを待つだけです。
●MSCクルーズでは、2007/2008年シーズンより3種類のウェディング・パッケージをご用意しています。

お好きなパッケージをお選びください。

シルバー・パッケージ■ 710 USドル
●挙式者および参列者の優先チェックインサービス
●コーディネーターがセレモニーのお世話をします
●船のオフィサーがセレモニーに立ち会い、お二人

を祝福します
●CDによるウェディングセレモニーミュージック
●ブーケをご用意
●MSCクルーズ社発行の結婚記念証明書をご用意
●お二人のお名前入りウェディングケーキをご用意
●お祝いのアスティ・スパークリング・ワインを1ボト

ルご用意
●船内プロフォトグラファーがセレモニーの様子を写

真撮影（所要約1時間）
●記念写真1枚（20×25cm）／他の写真も船内

フォトショップで購入可能

ウェディング オン ボード
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船上挙式プラン

MSCクルーズで
ロマンティックな船上ウェディング



プラチナ・パッケージ■ 1,100 USドル
●リムジンまたは豪華自動車で港まで送迎（15km）
●挙式者および参列者の優先チェックインサービス
●ご乗船日にVIPキャビンサービスをご用意（シャン

ペン1ボトル、お持ち帰り可能なMSCグラスを2

つ、フィンガーカナッペ）
●コーディネーターがセレモニーのお世話をします
●船のオフィサーがお式に立ち会い、お二人を祝福

します
●CDによるウェディングセレモニーミュージック
●ブーケをご用意
●MSCクルーズ社発行の結婚記念証明書をご用意
●お二人のお名前入りウェディングケーキをご用意
●お祝いのアスティ・スパークリング・ワインを1ボト

ルご用意
●船内プロフォトグラファーがセレモニーの様子を

写真撮影（所要約1時間）
●記念写真20枚（20×25cm）／他の写真も船

内フォトショップで購入

可能
●ウェディングフォトアル

バム
●MSCクルーズ船の記念

写真
●コンチネンタル・デラッ

クス・ブレックファース

トをキャビンにご用意

ゴールド・パッケージ■ 890 USドル
●挙式者および参列者の優先チェックインサービス
●ご乗船日にVIPキャビンサービスをご用意（シャン

ペン1ボトル、お持ち帰り可能なMSCグラスを2

つ、フィンガーカナッペ）
●コーディネーターがセレモニーのお世話をします
●船のオフィサーがセレモニーに立ち会い、お二人

を祝福します
●CDによるウェディングセレモニーミュージック
●ブーケをご用意
●MSCクルーズ社発行の結婚記念証明書をご用意
●お二人のお名前入りウェディングケーキをご用意
●お祝いのアスティ・スパークリング・ワインを1ボト

ルご用意
●船内プロフォトグラファーがセレモニーの様子を写

真撮影（所要約1時間）
●記念写真10枚（20×25cm）／他の写真も船内

フォトショップで購入可能
●ウェディングフォトアル

バム
●コンチネンタル・デラッ

クス・ブレックファース

トをキャビンにご用意

シップデータ
MSCポエジア

総トン数：89,600トン

全長：293.8m

全幅：32.2m

初就航：2008年4月

乗客デッキ：13層

乗客数（2名1室）：2,550名

乗組員数：987名

MSCオーケストラ

総トン数：89,600トン

全長：293.8m

全幅：32.2m

初就航：2007年5月

乗客デッキ：13層

乗客数（2名1室）：2,550名

乗組員数：987名

MSCムジカ

総トン数：89,600トン

全長：293.8m

全幅：32.2m

初就航：2006年6月

乗客デッキ：13層

乗客数（2名1室）：2,550名

乗組員数：987名

MSCリリカ

総トン数：59,058トン

全長：251.25m

全幅：28.8m

初就航：2003年6月

乗客デッキ：9層

乗客数（2名1室）：1,560名

乗組員数：700名

MSCシンフォニア

総トン数：58,625トン

全長：251.25m

全幅：28.8m

初就航：2002年4月

乗客デッキ：9層

乗客数（2名1室）：1,554名

乗組員数：700名

MSCアルモニア

総トン数：58,625トン

全長：251.25m

全幅：28.8m

初就航：2001年6月

乗客デッキ：9層

乗客数（2名1室）：1,554名

乗組員数：700名

ウェディング オン ボード

＜その他ご案内＞
●船内の美容院にてヘア＆メイクが可能です（別途料金

必要）。あらかじめイメージ写真等をご持参いただくと

よいでしょう。
●船内にはチャペルがございません。クルーズ船ならで

はのロケーションを利用し、効果的な演出が可能です。
●セレモニーのスタイルは人前挙式。オフィサークラス

（キャプテン等）が立ち会います。
●日本人コーディネーターが乗船している船について

は、式運営および日本語通訳のお手伝いをいたします。

＜ご注意＞
●船が運航中あるいは非常事態発生の際は、キャプテン

等オフィサークラスが立ち会えない場合がございま

す。その際はセレモニーのお日取りを変更させていた

だく場合がございますので、ご了承ください。
●ドレスおよびウェディングに関わるアクセサリー、タキ

シード等の船内レンタルはございません。予め日本よ

りご持参ください。
●人前挙式のため、宗教の式次第に則った厳粛な儀式で

はありません。イタリアの明るく、陽気で、フレンドリー

なスタイルでセレモニーを執り行います。
●パッケージに含まれているウェディングセレモニー

ミュージックはCDによるものです。生演奏をご希望の

場合は追加料金が必要です。
●表示の料金、内容は予告なしに変更されることがあり

ます。ご予約時にご確認ください。
●船上ウェディングのご予約はクルーズをお申し込みの

方に限ります。
●船上ウェディング諸費用の取消料は出航日の前日から

起算して60日目から発生します。
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■ ご予約方法
下記の事項をご確認の上、最寄りの旅行会社を通じてお申し

込みください。

1）乗船者名

2）生年月日

3）パスポートデータ（パスポート番号／発行年月日／

有効期限／国籍）

4）性別　

5）船名／クルーズのコース名　

6）乗下船日および乗下船地

7）キャビンタイプ

8）ダイニングリクエスト

（ファースト・シーティング／セカンド・シーティング）

■ お支払い
● 予約確認後2週間以内にクルーズ・パッケージ・プラン料

金の10％のデポジットが必要です。受領後、正式予約に

なります。残金は出港日の前日から起算して61日前まで

に全額お支払いください。
● 残金お支払い期限が過ぎてからの新規予約の場合は、ク

ルーズ・パッケージ・プラン料金全額を予約確認後早急に

お支払いください。
● 期限までにお支払いが無い場合は、予約がキャンセルさ

れることがありますのでご注意ください。

■ クルーズ・パッケージ・プラン
● 表示通貨：料金はすべてUSドルにて表示されています。
● 表示料金：表示されている料金は、1キャビンを2名様で

使用した際の大人お1人様あたりの料金が基本になって

います。
● プラン料金に含まれているもの：クルーズ料金、ポート税、

燃油サーチャージ、送迎およびアシスタント代（コペン

ハーゲン空港およびアムステルダム空港ではドライバー

のみ）、ホテル宿泊費（前泊用）。
● プラン料金に含まれないもの：航空券、船上でのチップ

（お1人様1泊に付き6ユーロ）、船上での有料なものや個

人差が生じるものなど。
● キャビンの1人使用：キャビンをお1人様で使用する場

合、1人用追加代金が必要です。追加代金は、ご予約時に

適用される料金に、該当コースのクルーズ・パッケージ・

プラン料金表に記載されている料率をご加算ください。
● 3人目／4人目の料金：大人2人と1つのキャビンを共有

する3人目および4人目の特別料金がございます。該当

コースのクルーズ・パッケージ・プラン料金表にてご確認

ください。キャビンの定員数によりお受けできない場合も

ございますのでご確認の上お申し込みください。

前泊ホテルでの3人目、4人目については、複数の部屋に

なる場合があります。
● 子供代金：18歳未満に適用される子供料金がございま

す。この料金は、1キャビンあたり大人2人と同室を利用

する子供に適用されます。また、キャビンの定員数により

ご利用いただけない場合もございます。
● 燃油、各寄港地の乗船および下船にかかわる費用および

税金などの価格変動等の諸事情により、このパンフレット

に記載されている料金は変更になることがございます。

■パスポート、査証、旅行必要書類
乗船日数＋6ケ月以上の残存有効期間のあるパスポートが

必要です。寄港国によっては機械読取式パスポートが必要な

場合もございます。査証、予防接種証明書などが必要な場

合、お客様の責任において取得していただきます。詳細はお

申し込みの旅行会社にお問い合わせください。なお、イスラ

エル入国記録があるパスポートをお持ちの方はリビアへ入

国できませんのでご注意ください。パスポートの取得や有効

期限の確認、訪問国の査証、その他の必要書類の取得および

記入についてはお客様の責任においてお願いします。また、

寄港地により予防接種証明書が必要な場合がございます。詳

しくは、お申し込み先の旅行会社にご確認ください。これら

の旅行必要書類の不備のために乗船できなかった場合、払

い戻し等はございません。また、ご予約のお名前とパスポー

トのお名前が異なる場合、乗船を拒否されることもございま

すのでご注意ください。

■健康状態・身体に障害をお持ちの方
● クルーズ終了までに妊娠28週目に入る妊婦の方の乗船

申し込みはお受けできません。
● 妊婦の方は必ず医師の許可を得たうえで、英文診断書を

お持ちください。
● 何らかの介護を必要とされる方、障害をお持ちの方は大

人の健常者の方の付き添いが必要です。
● 車椅子をご使用の方はご自身の車椅子をご用意くださ

い。
● 船により車椅子対応のキャビンをご用意していますの

で、ご希望の方はお申し出ください。ただし、車椅子対応

の客室数には限りがありますので、お早めにお申し込み

ください。
● テンダーボート利用の寄港地では車椅子での上陸ができ

ない場合がございますのでご了承ください。
● その他、特別な対応もしくは健康上の問題がある方は、予

約時に書面にてお知らせください。また、通院中の方、持

病のある方は医師にご相談の上、英文診断書をお持ちに

なることをお勧めします。
● 船医によりお客様の健康上の理由で航海継続が不可能と

判断された場合、乗船拒否あるいは強制的に下船してい

ただくことがあります。この際、クルーズ・パッケージ・プ

ラン料金は返金されません。また、下船によって生じる交

通機関等の費用についてMSCクルーズ社は一切責任を

負いません。

■ 取り消し条件
旅行契約成立後お客様の都合で契約を解除される場合は、

必ず書面にてお申し出ください。MSCクルーズ社の規定に

より、下記の取り消し料を申し受けます。

取消日 取消料（お1人様）

出港日の前日から起算して

60日～46日目にあたる日
プラン料金の10％

出港日の前日から起算して

45日～31日目にあたる日
プラン料金の25％

出港日の前日から起算して

30日～16日目にあたる日
プラン料金の50％

出港日の前日から起算して

15日～5日目にあたる日
プラン料金の75％

出港日の前日から起算して

4日目以降
プラン料金の100％

※ お取消し通知が土・日・祝日にあたる場合、翌営業日のお

取り扱いとなります。

■ 責任事項
MSCクルーズ社はクルーズの運行およびスタッフによる

サービスに対してのみ責任を負い、ご乗船地まで／からの移

動中および寄港地での交通機関、観光、レストラン、宿泊施設

などで起こった損害、紛失、事故等については責任の対象外

となります。

■ スケジュール変更・中止
● やむを得ない事情および気象などにより、スケジュール、

航路、寄港地、出発・到着時間、船内プログラム等が予告な

しに変更されることがあります。それらの変更に対する払

い戻し等は一切ございません。
● このパンフレットに記載された内容は、諸事情により予告

なく変更またはキャンセルになることがございます。これ

らの変更によりお客様に生じた経費の補償はございませ

んのでご了承ください。

■ お荷物・貴重品
● 個人的な所持品は各自の責任で管理していただきます。

MSCクルーズ社はこれらの紛失に関して一切責任を負

いかねます。貴重品は船内のセーフティボックスをご利用

ください。高価な宝石類や多額の現金はお持ちにならな

いようお勧めします。

■ 乗船制限・乗船拒否
● 保護者なしの18歳未満のお子様の乗船はできません。レ

ストランでの食事、プールの使用、その他施設では必ず保

護者の同伴をお願いします。
● 生きている動物、火器、爆発物その他危険物とみなされる

ものの持ち込みは禁止されています。
● 状況により、クルーズを続けるのに支障が出たり、他人に

危害がおよぶと船長が判断した場合には、乗船拒否また

は強制的に下船していただくことがあります。この際、ク

ルーズ代金は返金されません。また、下船によって生じる

交通機関等の費用についてMSCクルーズ社は一切責任

を負いません。

■ 寄港地での訪問客
お客様および本船の安全のため、寄港地における船内への

訪問客は原則的に禁止されております。

■ 乗 船
● お申し込みされたお客様以外の方のご乗船はできません。
● 出港日および各寄港地において船に乗り遅れた場合は、

いかなる理由であってもMSCクルーズ社は責任を負い

ません。乗り遅れたために生じる交通機関、ご宿泊等の費

用はお客様負担となります。また、ご利用いただけなかっ

た区間のクルーズ代金についても払い戻しはございま

せん。

■ 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。

■ 海外旅行傷害保険
ご旅行中の盗難、けが、病気、荷物の破損など万一の事故に

備えて、ご出発前に海外旅行傷害保険に加入されることを

お勧めします。また、万一のお客様のご旅行取り消しに備え

て、保険会社のクルーズ保険のご加入をお勧めいたします。

MSC Cruises Japan
MSCクルーズ ジャパン

〒105-0021 東京都港区東新橋2-18-3
ルネパルティーレ汐留601

Tel. 03-5405-9211   Fax. 03-5405-9212
E-mail:info@msccruises.jp
http://www.msccruises.jp/（日本語版）
http://www.msccruises.com（外国語版）

ご旅行用件（抜粋）


