
パンフレット有効期間
2022年 7月15日～ 12月29日

MSCMSCベリッシマベリッシマでで航く航く

同室利用の
3～5人目のお客様は 
ご旅行代金

半額!
タモンビーチ／グアム（米国）タモンビーチ／グアム（米国）

2022年12月出発

大阪港・横浜港 発着

ニュニューーイヤイヤー ー グアムグアム
チャチャーータターークルクルーーズズ  1010日間日間

◀�船内動画 
公開中！

2次元バーコードより 
ご覧いただけます！

船上にて新年のカウント
船上にて新年のカウントダウンパーティー開催
ダウンパーティー開催！！

出発 帰着

12 /29
（木）

30
（金）

31
（土）

1/1
（日・祝）

2
（月・振休）

3
（火）

4
（水）

5
（木）

6
（金）

7
（土）

8
（日）

出発 帰着

209209,,000000円円 ～ ～ 11,,299299,,000000円円
［内側ベッラ］ ［MSCヨットクラブ ロイヤルスイート］

大阪発着

横浜発着

99
（月・祝）（月・祝）

帰着後が祝日のため帰着後が祝日のため、、最後まで最後まで
年始休みを満喫できま年始休みを満喫できますす！！

➡➡

旅行代金〈大人お1人様 ： 2名1室利用時〉

−年末年始
年末年始

−



JTBチャータークルーズ 安心・安全への取り組み
❶❶ ご出発前の安全対策
◆ 本チャーターの最大乗船人数は国の指導やガイドラインに従いながら決定いたします。
◆ 乗船日より遡って14日以内に体調不良（強いだるさ、倦怠感、息苦しさ）や37.5度以上の
発熱があった場合、ご本人様およびご同行者、ご家族を含め乗船をお断りします。

◆ 政府当局の要請によりご乗船されるお客様全員（または同居のご家族につき1アドレス）の
メールアドレスのご登録が必要となります。

❷❷ ご乗船時の安全対策
◆ 乗船当日は指定集合場所やチェックイン会場にて、非接触での体温測定、健康質問票の記入
をお願いします。

◆ 乗船当日は指定集合場所または港にて感染症検査の実施を予定しています。
◆ 密にならないよう、時間を分けたチェックインを行います。

❸❸ ご乗船中の安全対策
◆ 公共エリアではマスク着用をお願いし、状況によって人数制限をお願いする場合があります。
◆ フロントや各デスク利用の際には代表者のみでのお越しをお願いします。
◆ オプショナルツアーのバスには消毒液を用意します。手指消毒の励行をお願いします。
◆ JTBスタッフや船内スタッフの指示に従っていただけない場合や業務の遂行を妨げる恐れが
ある場合、乗船をお断りすることがございます。

❹❹  乗船するJTBスタッフの安全対策
◆ 新型コロナウィルスワクチン2回接種者のみが乗船します。
◆ 乗船当日に感染症検査を受け、検査結果に問題のないスタッフのみが乗船します。
◆ マスク着用や手指の消毒など感染症対策を徹底します。
◆ 毎日検温を行います。体調管理を徹底いたします。

エンターテインメント & スポーツ & スパ
エンターテインメントエリアでは最先端のスリルと興奮を味わうことができ、スパではお客様のご希望をすべてかなえるために健康・ウェルネスの様々なメニューをご用意しています。

カジノ 有料 F1シミュレーター 有料 XDインタラクティブシネマ 有料 ボーリング 有料 ヒマラヤンブリッジ

アリゾナアクアパーク

ウォータースライダー MSCアウレアスパ 有料 ジム設備（テクノジム）

その他の施設

アトリウム

プロムナード 
ガレリア

ブティック 有料

アクティビテアクティビティィややアトラクショアトラクションンでで11日中楽日中楽しめるしめる！！

ロンドンシアター

JTBは安心・安全な
旅行サービスをご提供します！

船内は動くアミューズメントパーク！

※JTBチャータークルーズ　安心・安全への取り組みおよび船内の安全対策は変更となる場合がございます。

S
シュウレイ

hureiによるイリュージョン 
マジックショー！

Profile／2代目引田天功に師事のマジシャン。1988年、BBC
テレビ「THE BEST OF MAGIC」出演にてプロデビュー。アメ
リカ、ヨーロッパ、アジア各国での公演にも多数出演し、1993年、
世界の若手マジシャンによって開催された「インターナショナル・
マジック・ユニバーシアード」にてグランプリを受賞。日本奇術協
会「優秀演技賞」「ベスト・スライハンド賞」等も獲得し、現在は、
新感覚のイリュージョンショーWonderIllusionを展開。企業イ
ベント、ホテル、テーマパーク、豪華客船などを中心に公演中。

和の音一座
～わらく～

和の音一座～わらく～は和太鼓を
中心に津軽三味線や唄、鳴り物な
どを織り交ぜた伝統と創作を融合
させたエンターテイメントチーム。
伝統的なリズムから新しくポップ
なメロディーまで、新しくもどこか
懐かしい楽曲をお贈りいたします。

JTBチャーター オリジナルエンターテイナー

2　※写真はすべてイメージです。

シアターでは
ブロードウェイ

スタイルの
ショーなどを上演！

MSC ヨットクラブ

MSC アウレアスパ

コマンドデッキ

シアター

ショコラトリー

ガレリアショッピング
レセプション

バー

プールエリア

MSC ジム

スカイラウンジ

アクアパーク

キッズクラブ

ビュッフェ

カルーセルラウンジ

メインダイニング

メインダイニング

ボーリング

カジノ

キッズエリア

プール

屋内プール

寿司バー / 鉄板焼き

ステーキハウス

キッズエリアの一部は
レゴ®グループとキッコの

協力のもと夢のような
空間になっています！

アクアパークでは3種類の 
ウォータースライダーから 

お好みのものに挑戦！

全長80mの 
LEDスカイドームは、 
24時間美しい映像を 
映し出しています！



JTBチャータークルーズ ならではの

オリジナル イベント
※船内イベントは予告なく変更となる可能性がございます。

船内の安全対策
❶❶ 密集の回避
◆ 事前予約にて集合時間を指定することでターミナルに多くの人が集まることを
避けます。

◆ 船内の定員数は、ソーシャルディスタンスが十分に確保できる数に限定します。
◆ シアターなどの船内施設を人数制限します。
◆ キャビンにマスクが提供され、着用を促します。

❷❷ 徹底した検査の実施
◆ 乗船前にお客様全員に対しての抗原検査を実施します。
◆ 船内にPCR検査装置を配備し疑わしい場合は船内にて検査を実施します。
◆ サーモグラフィーを船内のいたる所に設置し常に検温します（37.5度以上は
乗船不可もしくは隔離）。

◆ クルーは自宅、乗船前、そして乗船後14日間の隔離後の3回のPCR検査を
実施します。

❸❸ 強化された衛生管理
◆ 病院レベルの消毒剤を使用し船内の徹底した消毒を行います。
◆ 船内には100カ所以上の手指消毒ステーションを設置します。
◆ 船内の空気は循環させず、100％新鮮な外気を取り込みます。
◆ 医療センターの空調システムは病院レベルの専用フィルター
を設置します。

❹❹ 不測の事態への対応
◆ 船内には感染症対策に特化した専属の医師と看護師が常駐し
ており、常に専門的な検査が可能です。

◆ リストバンドを装着することで船内の行動履歴、濃厚接触者を
常に記録します（記録は14日間記録され、下船後に発症した
お客様との濃厚接触者も特定します）。

◆ キャビンの10％は隔離施設として運用され、疑わしいお客様
ならびに同行者を隔離します。

◆ 国または各港の保健当局と連携し、下船または船内で隔離の
判断を行います。

船内専用アプリ
MSC for Me

船内デジタルサイネージ
Interactive 

Digital Screens

JTBチャーター オリジナルイベント　謎解き&宝探し
船の中に隠された秘宝を探す 

宝探しをやるよ！

力を合わせて宝の地図の 
謎を解こう！

シースコアを見つけたら、 
そこに書かれたキーワードを 

メモするんだね！

アジトに発見のキーワードを 
持ってくるんだ

困ったときは俺たちのアジトに 
来ればヒントを出すぜぃ

わーい！宝物を見つけたぞ！ 
発見のキーワードをメモしよう！

発見者には、 
抽選で宝物を山分けだ！

ストーリー
世界の七割は海で出来ている。海は広く 
美しく、時に荒々しく、人々を魅了する。 
海は数々の命をはぐくみ、恵みをもたらす。 
そして、海には数多の秘密が眠っている。

JTBチャーター 船内イベント
❶�船上で新年の�
カウントダウン�
パーティーを開催！！

船上で普段とは一味違った年越しを
体験してみませんか？JTBならでは
の新年カウントダウンパーティーを
お楽しみください！

❷お正月イベント
餅つき大会を開催予定！！�
獅子舞も登場します！ ※画像はイメージです。一部実際のものとは異なります。※画像はイメージです。一部実際のものとは異なります。

MSCベリッシマの船内イベント ピックアップ！
シアターでのショー ＭＳＣベリッシマのレゴを作ろう！

船内でしか�
販売していない�
限定品です！
※�レゴは船内で�※�レゴは船内で�
購入していただく�購入していただく�
ため、有料の�ため、有料の�
イベントとなります。イベントとなります。

◦ 映画上映　　◦ 英会話教室　◦ イタリア語教室　
◦ ダンス教室　◦ クラフト作り　◦ ワインテイスティング その他にも楽しいイベントが 

盛りだくさん！！

飲食施設一覧
レストラン 内容 デッキ

ポシドニア メインダイニング 5
ライトハウス メインダイニング 6
イル・チリエッジョ／ル・セリジエ メインダイニング 6
オラ！レストラン ラテンアメリカ料理 6
ブッチャーズカット アメリカンステーキハウス 7
海渡寿司バー 日本料理 7
海渡鉄板焼き 鉄板焼きレストラン 7
マーケットプレイス ビュッフェレストラン 15

バー／ラウンジ 内容 デッキ
インフィニティバー バー 5

ベリッシマバー＆ラウンジ ライブミュージックと
ダンスフロア併設のバー 6

ジャン・フィリップ ショコラ&カフェ チョコレートファクトリー＆コーヒー 6
ジャン・フィリップ クレープ＆ジェラート アイスクリーム＆クレープ 6
シャンパンバー シャンパンが揃うバー 7
マスターズ・オブ・ザ・シー 英国風パブ 7
TVスタジオ＆バー スタジオとミニステージ 7
アトモスフィアバー・ノース アウトドアプールバー 15
アトモスフィアバー・サウス バー 15
アトモスフィア・アイスクリームバー アイスクリームバー 15
エッジカクテルバー カクテルバー 15
スポーツバー ドリンク＆ホットドッグ 16
アッティッククラブ ナイトクラブ／ディスコバー 18
スカイラウンジ ピアノラウンジ＆バー 18
ホライズンバー サンデッキバー 18
アリゾナバー アイスクリームバー 19

船内の
ほとんどの施設利用・

食事・イベントが旅行代金に
含まれています！

※ドリンクや一部サービスは�
　有料のものもございます。

入賞者には
景品を
ご用意！

MSCクルーズの
衛生と安全に関する
プロトコル紹介動画

レストラン・バー
MSCクルーズではあらゆる好みにマッチする様々な料理やお飲み物を様々な
レストランで提供しています。フォーマルなお食事からカジュアルなお食事ま
でお好みでお選びいただけます。美味しい料理を楽しみながらテーブルでの
会話に花を咲かせてください。また船内には10種以上のバーがあり様々な
美味しいお飲み物をお楽しみいただけます。

イル・チリエッジョ／ル・セリジエ

ブッチャーズカット 有料 オラ！レストラン 有料

船内は動くアミューズメントパーク！

※2022年7月時点の安全対策です。感染症対策の進展等に応じて変更となる場合があります。 ※写真はすべてイメージです。　3

シアターでは
ブロードウェイ

スタイルの
ショーなどを上演！



横浜
大阪

グアム
（米国）

■旅行代金 （大人お1人様 ： 2名1室利用時）
コース番号

-

航空

-

ホテルコード 【コース番号の見方】LOOKSにて
右記コース番号と航空、下記ホテル
コードを左記の順番で入力Z Z Z

2022/8/11発 JTB夏休み
チャータークルーズにご予約
いただいていた方（左記※A）

通常申込

大阪発着 横浜発着 大阪発着 横浜発着
コース番号（1・2名1室） 1VMTA 1VMXA 1VM7A 1VMAA
コース番号（3名1室） 1VMVA 1VMYA 1VM8A 1VMBA
コース番号（4・5名1室） 1VMWA 1VMZA 1VM9A 1VMCA

客室タイプ（エクスペリエンス） 客室内設備 特記事項 最少～最大 
利用人数 レストラン ホテル

コード 旅行代金

内側
ベッラ

シャワー付き

̶ 1～4

メインダイニング

I1 209,000円
1人部屋専用※1 1 IS 299,000円

ファンタスティカ ̶ 1～4 I2 219,000円

海側
ベッラ

窓・シャワー付き
一部視界不良※2 1～2 O1 299,000円

ファンタスティカ ̶ 1～4 O2 309,000円

海側バルコニー

ベッラ

バルコニー・シャワー付き

眺望不良※3

1～4

B1 379,000円
一部視界不良※2 BX 389,000円

ファンタスティカ

眺望不良※3 BY 389,000円
眺望不良※4 BZ 389,000円

̶ B2 399,000円
アウレア ̶ 1～4 メインダイニング

専用エリア B3 459,000円

スイート
ファンタスティカ バルコニー・バスタブ付き ファミリータイプ／船尾 1～5 メインダイニング S2 699,000円
アウレア※3

専用ジャグジー付き
展望バルコニー・シャワー付き

̶
1～4 メインダイニング

専用エリア
S3 799,000円

グランドスイート アウレア※3 ̶ SG 1,199,000円

MSC
ヨットクラブ

内側スイート シャワー付き 内側客室 1～2

ヨットクラブ
専用レストラン

YI 599,000円
デラックススイート バルコニー・大型シャワー付き ̶ 1～4 YC 729,000円

デュープレックススイート※3
専用ジャグジーバス付き
バルコニー・バスタブ付き

メゾネット式客室 1～4 YD 1,199,000円
ロイヤルスイート※3 ̶ 1～4 YR 1,299,000円

旅行代金についての補足
※ 旅行代金に記載されている価格は、2名1室利用時の大人お1人様の代金
となります。
※ 同室利用の3～5人目の方の旅行代金は、全客室タイプにおいて、上記旅
行代金の50％となります。
※ 1名1室利用の場合、追加代金を申し受けます。追加代金は全客室タイプ
において、上記旅行代金の100％となります。※3～5名1室利用の客室数
には限りがございます。

港湾諸税・チップ等について
※ 港湾諸税40,000円と船内チップ17,000円（9泊合計、2～17歳は8,500
円、2歳未満は無料）を旅行代金とあわせて販売店にお支払いください。
※ 国際観光旅客税10USドルは船内払いとなります。船内会計に加算され
ます。
※ 2歳以上～18歳未満：港湾諸税、船内チップ、国際観光旅客税が必要
です。
※2歳未満：港湾諸税のみ必要です。

客室についての特記事項
※1　 1人部屋専用のため1名1室代金となります。2名1室利用はできま

せん。
※2　 船外施設（テンダーボートなど）により一部視界をさえぎられる客室

です。
※3　 バルコニーが金属製のため、手すりの下段部分が透過しません。
※4　 庇（ひさし）：屋根が大きく突き出ているため、見晴らしが悪い場合が

あります。

■最少催行人員 ： 1名　　■添乗員 ： 同行しませんが船内ではJTBスタッフがご案内します。
■食事 ： q 9回・w 9回・e 9回　　■フォーマル回数 ： 1回
■JTB主催オプショナルツアーは10月下旬頃に発表予定です。
■ 乗船当日は指定集合場所へお越しいただきます。シャトルバスにて乗船ターミナルへ向かい、
感染症検査後、チェックイン手続きをする予定です（感染症の検査場所は変更となる場合が
ございます）。
■ 新型コロナウイルスおよびその他の感染症の感染防止の観点から、寄港地での外出はJTB
が感染症対策を調査した上で企画・実施するオプショナルツアーに限らせていただく場合が
ございます。

MSCベリッシマ 年末年始グアムチャータークルーズ催行条件
1 グアム、大阪、横浜にて入国時のCIQ（税関、出入国管理、検疫）対応に問題ないこと
が確認されること。

2
上記CIQ（税関、出入国管理、検疫）対応のほか、日本、アメリカの両国政府当局から、
クルーズ船による出国、入国の際に求められる事項が滞りなく実施できること。条件付
きでの渡航となる場合、内容を確認のうえ、催行可否の判断をします。

3 本クルーズの受入港湾となる大阪、横浜、グアムにて受入許可が得られ、医療体制・
隔離施設の確保等に関する地元の合意が形成されること。

4 世界情勢および外務省発出の危険情報レベル等が、旅行の安全かつ円滑な実施が可
能であると当社が判断できる状況にあること

（2022年7月8日現在）
※A　 2022年6月13日までご予約をキャンセルされて

いなかったことが条件となります。

SHIP DATA
■総トン数：171.598トン
■全長：315.8m
■全幅：43m
■客室数：2,217室　
■乗客定員：5,686名

■乗組員数：1,564名
■巡航速力：約22ノット
■就航：2019年3月
■船籍：マルタ

2022年 年末年始！ 大阪・横浜発着 10日間

ニューイヤーグアムチャータークルーズニューイヤーグアムチャータークルーズ

−

ファミリーにもうれしい！！

−3～5人目の 
同室利用の 
お客様は

旅行旅行
代金代金半額半額!!

■日程 ：  12022年 12月29日（木）～2023年 1月7日（土） 大阪発着 
22022年 12月30日（金）～2023年 1月8日（日） 横浜発着

日次 1大阪発着スケジュール 2横浜発着スケジュール

12/29（木） 1
［午　後］MSCベリッシマ乗船
［16：00］大阪（天保山）出港
 XXe【船中泊】

12/30（金） 2
［13：00］横浜（大黒ふ頭）入港
［22：00］横浜（大黒ふ頭）出港
 qwe【船中泊】

［午　後］MSCベリッシマ乗船
［22：00］横浜（大黒ふ頭）出港
 XXe【船中泊】

1

12/31（土） 3 ［終　日］クルージング qwe【船中泊】
船上で新年のカウントダウンパーティーを開催！ 2

1/1（日・祝） 4 ［終　日］クルージング qwe【船中泊】 3

1/2（月・振休） 5 ［終　日］クルージング qwe【船中泊】 4

1/3（火） 6
［08：00］グアム（米国）入港
B JTB主催オプショナルツアー（別料金）
船はグアムに停泊します qwe【船中泊】

5

1/4（水） 7 B JTB主催オプショナルツアー（別料金）
［15：00］グアム出港 qwe【船中泊】 6

1/5（木） 8 クルージング qwe【船中泊】 7

1/6（金） 9 クルージング qwe【船中泊】 8

1/7（土） 10
［17：00］大阪（天保山）入港
下船・解散
 qwX

［17：00］大阪（天保山）入港
［20：00］大阪（天保山）出港
 qwe【船中泊】

9

1/8（日） ［17：00］横浜（大黒ふ頭）入港
下船・解散 qwX 10

※ 出入国手続きの関係上、大阪発着のお客様は12月30日横浜での下船はできません。また、横浜発着のお客様は1月
7日大阪での下船はできません。

44　　※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。



安心＆快適  JTBチャータークルーズの船内サービス
Point クルーズに精通したJTBスタッフが クルーズに精通したJTBスタッフが 

多数乗船多数乗船!!
お客様の船内生活や寄港地観光をサポートいたします。 
また、船内の情報を分かりやすくまとめたJTB通信をお届けします。

Point 毎日、船内に『JTBデスク』をオープン毎日、船内に『JTBデスク』をオープン
船内生活についてのご相談などお気軽にお立ち寄りください。 
（時間と場所は「船内新聞」でお知らせします）

Point 船内にて乗船・下船・寄港地説明会開催船内にて乗船・下船・寄港地説明会開催!!
乗船後・下船前に船内で説明会を開催するので、安心してクルーズを楽しめます。

Point JTBチャーターオリジナルグッズ JTBチャーターオリジナルグッズ 
プレゼントプレゼント
ここでしか手に入らない限定品！ 記念にどうぞ！

JTBチャータークルーズならではのできること
Point ご家族、グループの ご家族、グループの 

お客様は近くの客室を お客様は近くの客室を 
ご用意いたしますご用意いたします
追加代金：なし   
※ 必ずしも隣の客室になるとは限りません。また、客室タイプによって
は近くの部屋がない場合がございます。

Point ご夕食時間指定プランご夕食時間指定プラン
追加代金：お1人様�¥5,000

MSCベリッシマの夕食時間
ファーストシーティング① 17：00～
ファーストシーティング② 17：30～
セカンドシーティング① 19：15～
セカンドシーティング② 20：00～
サードシーティング 21：30～

※ サードシーティング（3回目）21：30～は乗船人数によっては設定されない場合が
あるため、選択できません。
※ コネクティングルームプランおよび夕食時間指定プランは数量限定となります。
※ 海側バルコニーアウレア、スイートアウレア、MSCヨットクラブは乗船後に夕食時間
の希望を承ります。夕食時間指定プランは選択できません。
※ 出港時間によってはフリーシーティング（時間指定なし）となる日が設定される場合も
ございます。

Point コネクティングルームプランコネクティングルームプラン
追加代金：1部屋につき�¥5,000   

※対象キャビン ：  海側バルコニーベッラ（B1）、 
海側バルコニーファンタスティカ（B2）、 
海側バルコニーアウレア（B3）

※4名1室部屋同士のコネクティングルームの設定はございません。

販売店の方へ
※LOOKS受付番号が複数ある場合は必ず関連受付Noをご入力ください。
※コネクティングルームプランはLOOKS「追加プラン（ホテル）」→「コネクティングルーム」でご予約ください（両記録とも）。
※ご夕食時間指定プランはLOOKS「追加プラン」→「選べる観光・食事プラン」でご予約ください。

緊急時のサポート緊急時のサポート
もご安心くださいもご安心ください
「大丈夫」と思っていても、
発生するのがアクシデント。
お留守宅からの緊急連絡
や、体調を崩したなどJTB
スタッフにお気軽にご相談
ください。万が一の時にも
安心です。

※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。　　55



−Guam
's Gourmet

−
商業施設やレストラン
が充実しており、日本
語が通じるお店も多い
ので、海外旅行が初め
てという方や小さなお
子様がいるファミリー
にもおすすめです。

★
アプラ港

タモンビーチタモンビーチ

チャモロ
ビレッジ
チャモロ
ビレッジ

グアム記念公園グアム記念公園

タロフォフォの滝タロフォフォの滝

バレー・オブ・ザ・ラット・
アドベンチャー・パーク
バレー・オブ・ザ・ラット・
アドベンチャー・パーク

イナラハン天然プールイナラハン天然プール

グアム
アドベンチャーズ
グアム
アドベンチャーズ

孤独の聖母砦孤独の聖母砦

セラ湾展望台セラ湾展望台

恋人岬恋人岬

ハプット・ビーチハプット・ビーチ

ココパームガーデンビーチココパームガーデンビーチ
リティディアン岬リティディアン岬

 1 日目
10日目横浜
12/30㈮
出港時間 22:00

1/8㈰
入港時間 17:00

12月～1月の気温　2～12℃

 1 日目
10日目大阪
12/29㈭
出港時間 16:00

1/7㈯
入港時間 17:00

12月～1月の気温　2～12℃

6日目・7日目

グアム
（米国）

1/3㈫
入港時間 08:00

1/4㈬
出港時間 15:00

1月の気温　25～30℃

タモンビーチ
透明度が高く遠浅なタモンビーチはお子様も安心して遊ぶことができます。
このビーチ沿いのタモン地区にはグアムの繁華街が連なっています。

恋人岬
グアム随一の絶景スポッ
トとして知られる恋人岬
は、スペインの総督に見
初められた美しいグアム
の乙女が、チャモロ人の恋
人と永遠の愛を誓い合い、
身を投げたという悲しい
伝説が残されています。 

タロフォフォの滝
豊かなジャングルに
抱かれたタロフォフォ
の滝は、自然への畏
敬を感じるパワース
ポット。深い緑に覆わ
れた滝の周辺は、戦
争の歴史を物語るス
ポットも。

アメリカの準州の
グアムには

絶品グルメバーガー
の店がたくさん。
ボリュームも味も
本場アメリカ級。

グアムの
伝統料理、
チャモロ料理も
ぜひ味わって
みたい。

Photo by Janine

GUNDAM 
FACTORY
YOKOHAMA

GUNDAM 
FACTORY
YOKOHAMA

横浜港大さん橋
国際客船ターミナル
横浜港大さん橋
国際客船ターミナル

山下公園山下公園

港の見える丘公園港の見える丘公園
横浜中華街横浜中華街

横浜
赤レンガ倉庫

横浜
赤レンガ倉庫

みなとみらい21地区みなとみらい21地区
新港ふ頭客船ターミナル
（横浜ハンマーヘッド）
新港ふ頭客船ターミナル
（横浜ハンマーヘッド）

横浜ランドマーク
タワー
横浜ランドマーク
タワー

★

大黒ふ頭客船ターミナル

横
浜
ベイ
ブ
リ
ッ
ジ

横
浜
ベイ
ブ
リ
ッ
ジ

★
天保山客船ターミナル

ユニバーサル・
スタジオ・ジャパン
ユニバーサル・

スタジオ・ジャパン

海遊館海遊館
大阪文化館・天保山大阪文化館・天保山

天保山大観覧車天保山大観覧車
天保山ハーバービレッジ天保山ハーバービレッジ
天保山公園天保山公園

大阪港駅大阪港駅

大阪
メトロ

中央
線

大阪
メトロ

中央
線

みなと
通

みなと
通

グアム・プレミア・アウトレット Photo by nekotank

免税店 
Photo by Geoffrey Rhodes

66　　※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。※ JTB主催オプショナルツアーは10月下旬頃に発表予定です。※停泊予定地は変更になる場合がございます。※ JTB主催オプショナルツアーは10月下旬頃に発表予定です。※停泊予定地は変更になる場合がございます。



−Guam
's Gourmet

−

選べるエクスペリエンス
各客室タイプは船上での体験（エクスペリエンス）の違い
で分類されます。 ベッラ ファンタスティカ アウレア ヨットクラブ

サービス
優先乗船と手荷物の優先お預かり（乗船日のみ） ● ● *1
24時間対応ルームサービス（デリバリー料金無料） ● ● ●
お部屋での朝食（無料のコンチネンタル・ブレックファスト）      *2 ● ● ●

お食事と
お飲み物

1日20時間オープンのビュッフェレストラン ● ● ● ●
お飲み物が24時間いつでも飲み放題 ● *3 ●
専用レストランでお好きな時間にお食事 ● *5 ●

スポーツ＆
アクティビティ

ブロードウェイ・スタイルのショー、エンターテイメント、
アクティビティ ● ● ● ●

プールや屋外スポーツ施設、展望窓付きジムの無料利用 ● ● ● ●
フィットネスクラス（ヨガ等）とパーソナルトレーナーの
利用料金50％割引 *6 ● ●

お子さま向けアクティビティ
（外国語学習ゲームやドレミシェフ料理教室など）*4 ● ● ● ●

幼児・お子さま向け施設、キッズ・クラブなどの利用 ● ● ● ●

リラクゼーション
と健康

プライベートなサンデッキ（大人のみ） ● ●
バリ式マッサージ30分 ● 
キャビン備え付けのアメニティキット（顔、髪、体用）、
バスローブとスリッパなど ● ●

ア
ウ
レ
ア
の
ド
リ
ン
ク
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
バ
リ
式
マ
ッ
サ
ー
ジ
30
分
は

Ｊ
Ｔ
Ｂ
チ
ャ
ー
タ
ー
オ
リ
ジ
ナ
ル
特
典
で
す
！

●専用の優先チェックイン＆優先下船
●24時間対応のバトラー（執事）サービス（英語対応）
●24時間対応の専用コンシェルジュデスク（英語対応）
●MSCアウレア・スパ内サーマルスイートへの無料アクセス
● 大理石のバスルーム、プラズマテレビ、ミニバーを備えた 
贅沢な内装のスイートには、上質のアメニティをご用意 
（バスローブとスリッパを含む）
●お部屋のミニバーも含め、MSCヨットクラブエリア内の 
お飲み物が無料
●ご要望に応じて、客室へ新聞コピーのデリバリーサービス
●インターネットパッケージが無料で利用可能 
（2デバイス利用可能）
●ドリンクメニューをご用意している船内すべてのバー 
およびレストランにてお飲物が無料
●MSCヨットクラブの専用レストランでお食事をご用意
●バー、アフタヌーンティーサービス、軽食をお楽しみいただ
けるトップセイルラウンジの利用が可能
●プール、ジャグジー、ソラリウム、バーを備えた 
専用サンデッキの利用が可能

※特典内容は、船会社より予告なく変更となる場合がございます。※特典内容は、船会社より予告なく変更となる場合がございます。

*1： バトラーが同行。　　*2： 朝食代は無料ですが、デリバリー料として3.5USドルが発生します。　　*3： 一部銘柄、スペシャリティレストラン等の一部場所を除きます。また、アウレアは6USドル以下のお飲み物に限ります（イージーパッケージ）。
*4： 空き状況により、ご希望に添えない場合もございます（一部有料イベント有り）。　　*5： メインダイニングの専用エリアでのお食事となります。　　*6： 大人のみ、予約状況により限りがあります。

ヨットクラブ特典

CabinPlanCabinPlan  客室案内
ヨットクラブロイヤルスイート

約58㎡ +専用ジャグジーバス付きバルコニー
バスタブ・シャワー付き

（客室の一例）（客室の一例）

ヨットクラブデラックススイート
約26㎡ + 
バルコニー・大型シャワー付き

（客室の一例）（客室の一例）

定員1〜4名 定員1〜4名

ヨットクラブデュープレックススイート
約59㎡ +専用ジャグジーバス付きバルコニー
バスタブ・シャワー付き・
メゾネット式キャビン

（客室の一例）（客室の一例）

ヨットクラブ内側スイート
約15㎡　 
シャワー付き

（客室の一例）（客室の一例）

定員1〜4名 定員1〜2名

スイートアウレア／グランドスイートアウレア
スイートアウレア：約27㎡
グランドスイートアウレア：約39㎡
+専用ジャグジーバス付き 
展望バルコニー・シャワー付き

（客室の一例）（客室の一例）

〈メイン階〉
リビング兼ダイニングルーム、 
ダブルベッドに変更可能なソファベッド、
シャワー付きバスルーム
〈上階〉
マスターベッドルーム、
ウォークインクローゼット、
バスタブ付きバスルーム

スイートファンタスティカ
約25㎡ +バルコニー・バスタブ・
シャワー付き
※ 3～5人目はバンクベッド（2段ベッド）
とソファベッド（1人用）となります。

（客室の一例）（客室の一例）

定員1〜4名 定員1〜5名

※客室はツインに変更可能なダブルベ
ッドです（一部客室を除く）。

※各客室タイプにはバリアフリーなハン
ディキャップルームの設定もございま
す。詳細はお問い合わせください。

※同じタイプの客室でも、サイズやレイ
アウト、室内設備など表示と異なる
場合があります。

※バルコニー付き客室の広さには、バ
ルコニーの広さを含みません。

※3～5人目はソファベッドまたはプル
マンベッド（跳ね上げ式ベッド）または
バンクベッド（2段ベッド）での対応と
なります。

※定員とは各部屋の最大収容人数をさ
します。

※海側客室には、船外施設（テンダー
ボートなど）により一部視界をさえぎ
られる客室があります。また、バルコ
ニー付き客室には、バルコニーが金
属製のため透過しない客室、庇（ひさ
し：屋根）が大きく突き出ているため見
晴らしが悪い客室が一部ございます。

海側バルコニー 海側 内側
約 17㎡ + 
バルコニー・シャワー付き 

約12～16㎡　窓・シャワー付き
※ベッラの定員は2名になります。

約15㎡　シャワー付き
※1人部屋専用は10㎡。

（客室の一例）（客室の一例） （客室の一例）（客室の一例） （客室の一例）（客室の一例）

全客室
共通の設備

クローゼット／タオル／インタラクティブテレビ／電話／インターネットアクセス（有料）／ミニバー（有料）／セイフティ
ボックス／エアコン／ドライヤー／アメニティ（シャンプー、ハンドソープ、ボディーソープ）

定員1〜4名 定員1〜4名 定員1〜4名

MSCヨットクラブ 〜専用の洗練された安息の地〜
MSCヨットクラブとは、プライバシーを大切にしたワンランク上のサービスをご堪能いただ
ける特別な場所。ファーストクラスの様なラグジュアリーな空間で至福のひとときを過ごした
り、船上の多彩なレジャー施設や各種エンターテイメントを心ゆくまでお楽しみいただけます。

※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。　　77



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。
■お申し込みについて
●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。日本国籍ではないお客様は、旅行お申込み販売店にお問
い合わせください。
●お客様が当社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なった場合
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の信用
を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行なった場合は、ご
参加をお断りする場合があります。

■記載内容について
●このパンフレットの記載内容は2022年12月出発まで有効で
す。スケジュールおよびその他の料金、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。

■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
身体に障害をお持ちの方、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。

■乗船拒否
1）乗船の拒否および途中下船
　原則、お客様都合による途中乗船・下船はお受けできません。
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MSC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。左記の理由によ
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
いたしません。

2）妊婦
クルーズ終了時に妊娠24週未満の方は、医師の診断書の提
出が必要です。クルーズ終了時に妊娠24週以降となる方の乗
船、申し込みは受けられません。

3）幼児・子供
日本発着クルーズは乗船時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。

4）未成年者
乗船者が20歳に満たない場合、20歳以上の大人の同室が必
要となります（親権者の方の同意書提出が必要な場合があり
ます）。

5）身体障害者
身体障害者、精神障害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。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。

6）ペット
ペットの乗船は原則的に禁止されています。

■ご宿泊について
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。

【3～5名で1部屋をご利用の場合】
●3～5人目はソファベッドまたはプルマンベッド（跳ね上げ式ベッ
ド）またはバンクベッド（2段ベッド）での対応となります。また、
リクエスト対応となります。

【お1人部屋（シングルルーム）をご希望のお客様へ】
●内側ベッラ以外は1人部屋の設定がありませんので、2人用の
お部屋をお1人でお使いいただきます（客室数に限りがありま
す）。また、リクエスト対応となります。

【キャビンの設備・備品】
●キャビンのお部屋には歯ブラシ、髭剃り、パジャマの用意がさ
れていません。日本からお持ちになることをお勧めします。
●客室内には110ボルト／220ボルトの電源がございます。
■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2回または3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。（1回目17:00ま
たは17:30より／2回目19:15または20:00より／3回目
21:30より）乗船人数により3回目は設定されない場合がござ
います。なお、別々にお申込みのお客様と夕食を同テーブル
にすることはできません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ドルのデポジットが必要となります。

■喫煙について
指定場所以外での喫煙はご遠慮ください。キャビン内およびバ
ルコニーは禁煙です。

■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。

■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、政府関連諸税など）の支払いが義務付けられてい
ます。

■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。

■スケジュールの変更
当パンフレットに記載の内容は2022年7月8日現在のもので
す。韓国を含む寄港地における現地情勢および政府機関から
の指導等のやむを得ない事情等により、入港または下船不可
となる場合があります。スケジュール、寄港地や出発・到着時間、
船内プログラム等は予告なしに変更される場合があります。
※現在の新型コロナウィルス感染症の状況を受け、船内の安全
衛生規定にどのように影響するかを慎重に確認して実施して
いきます。そのため、今後の感染状況、寄港地の受け入れ状況、
その他の事情によりスケジュールや船内イベントが変更、もし
くは中止となる場合があります。

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。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、（株）JTB（東京都品川区東品川2-3-11 観光庁長
官登録 旅行業第64号。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
面およ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成立の時期
当社または「受託販売欄」に記載された当社の受託営業所（以
下「当社ら」といいます）にて必要事項をお申し出のうえ、下記
に記載した申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅
行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。
また、旅行契約は、当社らが契約の締結の承諾をし申込金を受
領したときに成立するものといたします。
●申込金

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
旅行代金が10万円以上15万円未満 20,000円以上旅行代金まで

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
金額を船会社に支払います。このため、お申込金の金額が20％
を越えています。
●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
目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。
●お客様の交換・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。ただし当社および船会社が承諾した場合、1室につき／1
回に限り旅行開始日の15日前まで変更することができます。な
お、旅行開始日の75日前以降15日前までの同行者変更はお一
人様11,000円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、船会社による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。
●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
ターテインメントなど。
●旅行代金に含まれないもの
港湾諸税、国際観光旅客税、船内チップ、自宅から発着港間の交
通費、お荷物宅配料金、船内のアルコール類、レギュラーメニュー
以外のドリンク類、インターネット、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。港湾諸税、船内チップはご旅行代金と
あわせ別途ご請求します。
※ 燃油サーチャージは2022年7月8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。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2022年7月8日を基準としています。旅行代金
は大人お1人様分を表示しています。当社はいかなる場合も旅
行の再実施はいたしません。
●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。

※ 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。

●キャンセル規定
取消日 取消料

旅行開始日の
前日から
起算して

75日前～60日前まで 旅行代金の25％
59日前～30日前まで 旅行代金の50％
29日前～15日前まで 旅行代金の75％
14日以降 旅行代金の100％

◎ご注意： 人数変更、旅行者交替も取消料の対象または変更手
数料の対象となります。

●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事を前
提に、本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、条件を満たす事が出来ない場合は、やむ得ず旅行
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。

MSCベリッシマ 年末年始グアムチャータークルーズ催行条件

1
グアム、大阪、横浜にて入国時のCIQ（税関、出入国管理、検
疫）対応に問題ないことが確認されること。

2

上記CIQ（税関、出入国管理、検疫）対応のほか、日本、アメリ
カの両国政府当局から、クルーズ船による出国、入国の際に
求められる事項が滞りなく実施できること。条件付きでの渡
航となる場合、内容を確認のうえ、催行可否の判断をします。

3
本クルーズの受入港湾となる大阪、横浜、グアムにて受入許
可が得られ、医療体制・隔離施設の確保等に関する地元の合
意が形成されること。

4
世界情勢及び外務省発出の危険情報レベル等が、旅行の安
全かつ円滑な実施が可能であると当社が判断できる状況に
あること

（2022年7月8日現在）

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、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
クルーズ約款が適用されるクルーズ旅行は、通常の旅行
よりも取消料の発生日が早くなってく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。

※本パンフレットに掲載の写真はすべてイメージです。

 旅行に行くときは旅行先情報をネットで登録!
検 索 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

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。

4495851

●旅行企画・実施 お申し込み・お問い合わせ

観光庁長官登録旅行業第64号　
日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11  〒140-8602 〒141-0061

東京都中央区銀座4－3－1 並木館4階

営業時間：10：00～18：00　
休業日：祝日・振替休日・年末年始
総合旅行業務取扱管理者  後藤 正喜

または 03-6731-9978
0120-713-355

JTBクルーズ 本店

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 本店

（並木館内）
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JTBクルーズ公式アカウント
クルーズの
魅力を発信中！

●受託販売（お申し込み・お問い合わせ）

運航会社：MSCクルーズ

各地で説明会を開催中！ 
WEB説明会もご覧いただけます！
詳しくは 右記2次元バーコードよりご確認ください！

JTBは安心・安全な旅行サービスをご提供します
JTBは新型コロナウイルス感染拡大防止と旅行者へ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。

−年末年始
年末年始

−

〔MSCクルーズ指定代理店〕
㈱ダイワグループ
クルーズ旅行センター（法人営業部）
☎　０３ー５３７７－１３８１

〇 ダイワグループのクルーズサイトに戻る >＞
〇 仮予約はこちらより　＞＞

http://www.cruiseryoko.com/tokyobay_cruise.html
http://www.cruiseryoko.com/msc_cruise.kariyoyaku.html



