
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

川平湾/イメージ

2022年夏休みチャーター特別企画 
日本寄港史上最大客船 MSCベリッシマで航く

8月2日(火)出発

MSCべリッシマ/イメージ

九分/イメージ

旅行企画・実施

■旅行代金(大人お1人様•2名1室利用)

168,000円～1,090,000円
※諸税•船内チップ等別途必要です。

速報版 　　有効期限：5月13日迄

めんそ～れ沖縄

美ら海クルーズ10日間

横浜港発着

美ら海水族館/イメージ

初めてでも安心!

日本語 
サービス
エイチ•アイ•エス 
スタッフも多数乗船!!

石垣島
那覇

台北

神戸と那覇・石垣島・台湾を巡る

神戸港/イメージ 

神戸



 

 

日付 寄港地 朝 昼 夕
1 8月2日 

(火)
指定集合場所へご集合、乗船手続き 
横浜(出港18:00)　　　　　　　　　  [船中泊] - -

2 8月3日 
(水)

神戸(入港15:00) 
自由行動またはオプショナルツアー(有料)にて
お楽しみください。 
神戸(出港23:00)　　　　　　　　　  [船中泊]

船 
内 
全 
26 
回 
の 
食 
事 
付 
き

3 8月4日 
(木)

終日航海 
船内イベント等でお楽しみください    [船中泊]

4 8月5日 
(金)

那覇(入港10:00) 
自由行動またはオプショナルツアー(有料)にて
お楽しみください。　　　 (那覇停泊)[船中泊]

5 8月6日 
(土)

自由行動またはオプショナルツアー(有料)にて
お楽しみください。 
那覇(出港17:00)　　　　　　　　　  [船中泊]

6 8月7日 
(日)

石垣島(入港9:00) 
自由行動またはオプショナルツアー(有料)にて
お楽しみください。 
石垣島(出港19:00)                          [船中泊]

7 8月8日 
(月)

基隆/台北(台湾)(入港7:00) 
自由行動またはオプショナルツアー(有料)にて
お楽しみください。 
基隆/台北(台湾)(出港20:00)             [船中泊]

8 8月9日 
(火)

終日航海　船上夏祭り開催！ 
船内イベント等でお楽しみください    [船中泊]

9 8月10日 (水)
終日航海 
船内イベント等でお楽しみください    [船中泊]

10 8月11日 (木•祝)
横浜(入港8:00) 
着後、解散。下船までに2~3時間要します。 - -

■食事：全26回(朝9回/昼8回/夕9回)■添乗員：同行しませんが、
船内では日本語スタッフがお世話します。■最小催行人員：1人■
宿泊：船内泊(MSCべリッシマ)

旅行日程

※航路は気象条件等により変更となる場合があります。

HISチャータークルーズの安全対策
お申し込み時の安全対策

乗船するHISスタッフの安全対策

ご乗船中の安全対策

ご乗船時の安全対策

●最大乗船人数は国の指導に従い、ガイドラインが定める規定に基づいて決定い 
　たします。 
●乗船日より遡って14日以内に体調異変(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。 
●新型コロナウイルス接触アプリ(COCOA)への事前登録のご協力をお願いします。 
●政府当局の要請によりご乗船されるお客様全員(またはグループ代表者1名様) 
　のメールアドレスのご登録が必要です。

●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、手消毒の励行をお願いします。 
●当社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あります。

●乗船当日は受付会場にて、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、時間を分けたスムーズなチェックイン。

●新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン2回以上接種者のみが乗船します。 
●乗船当日に感染症検査を受け、検査結果に問題ないスタッフのみが乗船します。 
●マスクの着用や手指の消毒など感染症対策を徹底します。 
●毎日の検温など体調管理に努めます。 
●「感染症対策チーム」を設置し、お客さまが公共エリアでの密にならないよう 
　に気を配り、人数制限の実施や検温、手指消毒の励行を促します。※2022年3月時点。今後の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。

お得な2大ツアー特典

②5月13日(金)までのご予約で!

①18歳未満のお子様は
3～5人目旅行代金無料!!

※諸税と船内チップは別途必要です。(2歳以上) 
※3～5人目代金とは1室を3～5名でご利用の場合の3～5人目の旅行代金です。

2     リピーター割引万円
最大

過去に1度でも弊社主催クルーズ旅行をご利用のお客様は1室最大２名様まで、 
客室カテゴリーに応じてお1人様あたり以下の金額を割引いたします。

※海側以下の客室は割引対象外です。 
※MSCボヤジャーズクラブの割引は適用できません。

海側バルコニー…10,000円 
スイート…15,000円　　ヨットクラブ…20,000円

魅了的な寄港地

台北/イメージ

基隆/台北(台湾)
台北の海の玄関口として栄えた街。食べ歩きに
ぴったりの屋台グルメ街・基隆廟口夜市が有名で
す。基隆から台北へはバスで30分なので台北市
内観光をすることもできます。九分などの人気観
光地には寄港地観光ツアーでお出かけください。

横浜

神戸 石垣島

那覇

石垣島/イメージ

首里城(守礼門)/イメージみなとみらい/イメージ

乗船前や下船後には
みなとみらい21地
区や中華街など周辺
の観光もお楽しみい
ただけます。

神戸の中心・三宮駅
までポートライナー
で5分の好立地港。
市内観光はもちろん
大阪・京都まで足を
のばすことも可能。

沖縄本島はな南北に
100km以上ある大
きな島。国際通りや
那覇市街の人気ス
ポットや、島内各所
の観光地へ訪れてみ
てください。

美しい珊瑚礁に囲ま
れた八重山諸島の中
心。年間を通して穏
やかな気候で原色の
花々が咲き誇りま
す。

※イベント等は主催者都合により変更・中止となる場合があります。

2022年夏休みチャーター  
MSCベリッシマ 感染症対策プラン詳細はこちら　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　（随時更新）

平均気温
横浜 27℃
神戸 28.6℃
那覇 31.8℃
石垣島 29.4℃
基隆 29.1℃

神戸港/イメージ



 

【旅行代金に関する補足事項】※上記旅行代金はお1人様あたりの金額です。大人・子どもは同額となり、添い寝の設定はありません。※1室を1名で利用する場合は2
名1室の150%です。上記代金表をご参照ください。※3～5人目代金は18歳以上…2名1室代金の50%、18歳未満…無料です。上記代金表をご参照ください。※3～5人
目代金は1室を3名～5名でご利用された場合の3～5人目の方の旅行代金です。ソファベッドまたはプルマンベッド(壁に収納式の2段ベッド)またはバンクベッド(常設の
2段ベッド)を利用します。3名以上でご利用できる客室には限りがあります。※船会社規定により、出発時に6ヶ月未満のお子さまはご乗船できません。※別途かかる
費用の金額は予告なく変更になる場合があります。増額された場合は、旅行代金全額をお支払い後でも追加徴収いたします。※原油価格高騰の場合には、燃油サー
チャージが別途必要になる場合があります。その場合は事前にご連絡いたします。※寄港地観光にかかる費用は、お客さま負担です。

【別途必要な代金(お1様あたり)】※2歳未満無料 
■港湾税(事前徴収)：29,900円■船内チップ(事前徴収)：大人(18歳以上)15,000円子ども(2歳～17歳)7,500円 
■国際観光旅客税(船上徴収)：1,000円相当のUSドル■1名1室利用代金：2名1室代金の150%

※1…1人部屋専用のため1名1室代金です。2名以上のご利用はできません。 
※2…船外施設(テンダーボートなど)により、一部視界が遮られます。 
※3…バルコニーが金属製のため、透過しません。 
※4…庇が大きく突き出しているため、見晴らしが悪い場合があります。 
※5…5名様利用限定客室です。4名様以下ではご利用できません。 
※6…4名様利用限定客室です。3名様以下ではご利用できません。

旅行代金
客室タイプ 

(エクスペリエンス) 特記事項 食事時間 最小～最大 
収容人数 末尾 通し 

番号 2名1室代金 3～5人目代金 
(18歳以上)

内側
ベッラ

ー 選択不可 1～4 IB ① 168,000円 84,000円
1人部屋専用 選択不可 1 IS ② 248,000円 ー

ファンタスティカ ー 選択可 1～4 IF ③ 178,000円 89,000円

海側
ベッラ 一部視界不良 選択不可 1～2 OB ④ 198,000円 ー

ファンタスティカ ー 選択可 1～4 OF ⑤ 208,000円 104,000円

海側 
バルコニー

ベッラ
眺望不良 選択不可 1～4 BBA ⑥ 218,000円 109,000円
一部視界不良 選択不可 1～4 BBB ⑦ 228,000円 114,000円

ファンタスティカ

眺望不良 選択可 1～4 BFB ⑧ 238,000円 119,000円
ー 選択可 1～4 BF ⑨ 258,000円 129,000円
船尾 選択可 1～4 BFC ⑩ 278,000円 139,000円

アウレア ー 専用ｴﾘｱ選択不要 1～4 BA ⑪ 324,000円 162,000円

スイート
ファンタスティカ ﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟ/船尾 選択可 5 SF5 ⑫ 444,000円 222,000円
アウレア ー 専用ｴﾘｱ選択不要 1～4 SA ⑬ 434,000円 217,000円

MSC 
ヨット 
クラブ

ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽｽｲｰﾄ ﾒｿﾞﾈｯﾄ式客室

ヨットクラブ 
専用レストラン 
選択不要

4 YSD ⑭ 630,000円 315,000円
内側スイート 内側客室 1～2 YCI ⑮ 488,000円 ー

デラックス 
スイート

ー 1～4 YCD ⑯ 598,000円 299,000円
船首 1～2 YCB ⑰ 698,000円 ー

ロイヤルスイート ー 1～4 YCR ⑱ 1,090,000円 545,000円

※1 ※1

※2

※4

※3

※2

※3

※3

※3

※3

※6

※5

18歳未満 無料!!ツアーコード：TL-FTM2202-□□ 
(2名様1室利用時/大人お1人様あたり)※諸税•船内チップ等別途必要です。

客室詳細は右記QRコード 
よりご確認いただけます。

※4…庇による 
眺望不良 
の一例。 ※2…視界不良の一例。 ※3…金属製バルコニーの一例。

船会社の安全対策
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人が集まることを避ける 
●乗船人数は密を避け安全が確保できる人数に抑えて運行する 
●シアターの入場人数は安全な距離を保てる人数まで制限 
●マスクの着用を促すサインを船内各所に配置する

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う 
●船内には100か所以上の手消毒ステーションを設置 
●船内の空気は循環させず、100%新鮮な外気を取り込む 
●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を設置

徹底した検査の実施
●乗船前にお客さま全員に対して新型コロナウイルス感染症検査を実施 
●船内に感染症検査装置を配備し疑わしい場合は船内にて検査を実施 
●サーモグラフィーを船内の至る所に設置し常に検温(37.5度以上は乗船拒否も 
　しくは隔離) 
●クルーは全員、新型コロナウイルスワクチン2回以上接種を完了しており、ま 
　た乗船前には感染症検査を実施

不測の事態への対応
●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する 
　(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) 
●客室の一部は隔離施設として運用し疑わしいお客さまや濃厚接触者を隔離する 
●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う

※2022年3月時点。今後の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。 船内アプリ

船内 
デジタル 
サイネージ

MSCクルーズ 
衛生と安全に関する 
プロトコル紹介動画



ご案内とご注意
■日本語案内　船内新聞や、お食事メニュー、寄港地観光
など、文書は日本語でご用意します。また、エイチ・アイ・
エスのスタッフが乗船し、お客さまをサポートします。 
■当クルーズは、株式会社エイチ・アイ・エス、株式会社ク
ルーズプラネット、株式会社ベストワンドットコムの3社協
業となります。 
■乗船日・下船日　●チェックインにはパスポート、乗船
券、船内精算用のクレジットカードが必要となります。詳
しくは最終案内をご覧ください。●最終チェックインに遅
れた場合は、予約取消となり返金はお受けできません。●
下船日は入港から下船まで通常約2～3時間かかります。下
船後の予定は余裕をもって計画ください。〈横浜での乗
船〉●乗船当日は指定集合場所へお越しいただき、感染症
検査後、チェックイン手続きとなります。指定集合場所は
後日ご案内します。チェックイン時間は最終案内でお知ら
せします。乗船後は船から出ることはできません。〈横浜
での下船〉●横浜港大黒ふ頭で下船し、解散となります。
※新型コロナウイルス感染症の状況により変更になる場合
があります。 
■リピーター(ボヤジャーズ)会員　このクルーズは、チャー
タークルーズのため、MSCクルーズのリピーター会員の方
への特典はありませんのでご了承ください。※クルーズポイ
ントを加算することは可能ですので、会員の方は、ボヤ
ジャーズの会員番号をご予約時にご連絡ください。 
■お部屋について　客室番号の指定、隣室保証は承ってお
りません。ご希望は承りますが、ご希望に添えない場合も
ございます。 
■お食事　基本のお食事(メインダイニングとビュッフェレ
ストラン)は旅行代金に含まれます。その他、予約制のスペ
シャリティレストラン(カバーチャージが必要)、カフェの軽

食などさまざまなお食事をご用意しています。メインダイニ
ングの夕食は3回制(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)です。ファンタ
スティカのお客さまは夕食時間のご希望を承ります。ベッ
ラのお客さまは選択できません。なお、アウレアのお客さ
まはメインダイニングの専用エリアにて、MSCヨットクラ
ブのお客さまは専用レストランにて、お好きな時間にお食
事ができます。朝・昼はお越しいただいた順にご案内する
オープンシーティングです。 
※ご夕食のメインダイニングは選択できません。また、開 
　始時間は変更になる場合があります。 
※ファンタスティカのお客さまの夕食時間は、1・2回目ま 
　たは3回目のご希望を承ります。1回目と2回目のいずれかと 
　いうご希望は承れません。またお時間の選択もできません。 
※アレルギーの方はご予約時またはご出発日の50日前までにお 
　知らせください。船会社に出発前にアレルギーの旨申告をいた 
　します。ただし特別食の提供はございませんので、ご乗船 
　後に担当ウェイターとご確認をお願いいたします。 
※新型コロナウイルス感染症の状況により変更になる場合 
　があります。 
■喫煙　客室のバルコニーを含め、船内はすべて禁煙です。
喫煙(電子タバコ含む)は屋外の指定エリアでお願いします。
指定喫煙場所以外での喫煙があった場合、清掃費用を申し
受けます。禁煙エリアでの継続的な喫煙が発生した際は、
下船いただく場合があります。 
■両替　船内で日本円からUSドルへの両替を承りますが、
金額に限りがありご希望に添えない場合があります。また
現地通貨(台湾ドル)は、船内には用意がございませんので、
ご乗船前にご準備ください。 
■寄港地　各寄港地ではクルーズカードを見せるだけで自由
に乗・下船できます。停泊中も船内でお食事の用意をして

いますのでご自由にお過ごしください。寄港地(船外)での飲
食は、お客さまのご負担となります。各寄港地での最終帰
船時刻は、出港の1時間前です。最終乗船時間は船内にてご
確認ください。 
■寄港地での観光　別料金のオプショナルツアーをご用意し
ています。詳しくは後日ご案内します。 
■その他費用　変更や中止が生じた場合、お客さまがご負
担されている費用等(交通費や宿泊費、観光ツアーなど)、そ
れに係る取消料等の諸費用はお客さまのご負担となります。 
■乗船制限 
1)酸素ボンベ・酸素濃縮器等の呼吸器疾患医療機器をご利
用のお客さまは、船上での適切な医療体制の確保が非常に
困難なため、ご乗船いただけません。 
2)クルーズ終了までに妊娠第24週目に入るお客さまのご乗
船はお断りいたします。また、第24週未満の妊婦の方のご
乗船には、事前の申請が必要となります。 
■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3月31日現在のものです。台湾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イルス感染症(COVID-19)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、必ず事前にお渡しする旅行条件書(全文)をご確認の上お申込みください。
■募集型企画旅行契約　この旅行は株式会社エイチ・ア
イ・エス(以下「当社」という)が企画・実施する旅行であり、
この旅行に参加されるお客さま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。旅行契約の内容・条件は､パ
ンフレット(インターネットホームページに掲載する旅行日
程やコースごとの条件を説明したものも含みます)、別途お
渡しする旅行条件書および出発前にお渡しする最終日程表
並びに当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。 
■旅行代金に含まれるもの　航海運賃、客室使用料、食事
代(飲み物は一部別料金)、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　渡航手続き諸費用、自宅か
ら発着港間の交通費およびお荷物配送料金、船内のアル
コール類、スペシャリティレストランのカバーチャージ、
バーやカフェのソフトドリンク、コーヒーやアイスクリー
ム、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。なお、船内チップ、港湾税、国際観光
旅客税(船上払い)は別途かかる費用としてご旅行代金とあわ
せてお支払いいただきます。●別途かかる費用の金額は予
告なく変更になる場合があります。増額された場合、旅行
代金を全額お支払い後でも追加徴収させていただきます。 
■お申し込み条件　●船会社規定により旅行開始時点で20
歳未満の方は保護者または後見人との同室が必要です。未
成年者と同行する保護者・後見人は、未成年者の行為につ
いて全責任を負う必要があります。●6か月未満の乳児、お
よび妊娠中期(24週)以降のお客さまはご乗船いただけませ
ん。妊娠中のお客さまは医師の診断書(英文)の提出がご予約
時に必要となります。●お身体の不自由な方、特別治療を
要する方は予約時にお申し出のうえ、英文の診断書をご用
意ください。お申し出いただく内容によっては、別途、船
会社所定書類のご提出が必要となります。なお、車椅子対
応客室数には限りがあります。また車椅子をご利用の方は
付き添いの方のご乗船が必要です。電動車椅子をご持参の
方は、事前に折りたたみの可否、サイズ、重量、バッテリー
の種類を船会社所定の書面にてご申告が必要です。船内で
の車椅子の貸出はございません。●船会社規定によりご旅
行終了日の時点で残存有効期間が6か月以上の旅券(パス
ポート)をご用意ください。●当社が指定する期日までに、

乗船券発券に必要な旅券(パスポート)情報をお知らせいただ
きます。●「2022年夏休みチャーター MSCベリッシマ 感
染症対策プラン」をご確認の上お申し込みください。 
■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い　●当社指定の
申込書に所定の事項を記入し、申込金を添えてお申し込み
ください。申込金は旅行代金をお支払いいただく時にその
一部として繰り入れます。また、旅行契約は当社が契約の
締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといた
します。●電話・郵便・ファクシミリやその他の通信手段
でお申し込みの場合、規定の期日までに申込書の提出と申
込金の支払いをしていただきます。●旅行代金は、当社が
指定する期日までにお支払いください。 
■申込金(お1人様) 

■お客さまの解除権 
お客さまは、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できます。当コー
スは日本発着時に貸切船舶を利用する旅行契約にあたるた
め、通常の取消料とは異なります。なお、表でいう「旅行
契約の解除期日」とは、お客さまが当社のそれぞれの営業
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。 
■取消料(お客さまによる旅行契約の解除) 
取消料については下記をご覧ください。 

※旅行契約成立後に“お部屋(キャビンのカテゴリー)”を変更
される場合も取消料の対象となります。※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。 

■旅行条件基準日　2022年3月31日を基準としています。 

■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さま
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、お客さまとの連絡・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。 
海外クルーズ保険のおすすめ 
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。お客さま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、クルーズ旅行のお申し込みと同時にこの
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。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、お客さまご自身で旅行保険に必ずご加入されること
をおすすめいたします。当社でも旅行保険のお取り扱いが
ございます。詳しくは販売員にお尋ねください。 

海外危険情報について 
海外クルーズの場合、渡航先(国または地域)によっては外務
省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出さ
れている場合があります。詳しくは販売店へお問い合わせ
ください。海外渡航関連情報は、外務省領事サービスセン
ター(海外安全担当)や外務省海外安全ホームページなどでも
ご確認いただけます。 
TEL(直通)：03-5501-8162 
ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/ 
渡航先の「海外危険情報」「海外感染症情報」をご確認、
および「たびレジ」のご登録をお願いします。 
海外安全ホームページ http://www.pubanzen.mofa.go.jp/ 
感染症情報ホームページ http://www.forth.go.jp/ 
たびレジ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ 

旅行代金 申し込み金(お1人様)
旅行代金が5万円以上 

15万円未満 3万円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上 

30万円未満 6万円以上旅行代金まで

旅行代金が30万円以上 旅行代金の25％以上

運航会社：MSCクルーズ

●お問合せ・お申し込みは・・・

旅行開始日の 
前日から 
起算して

59日前～30日前 旅行代金の50%
29日前～15日前 旅行代金の75%
14日前～当日 旅行代金の100%

http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.pubanzen.mofa.go.jp/
http://www.forth.go.jp/

