
M S C  ベリッシマ
JAPAN CRUISE GUIDE 2022 C R U I S E S

THE  W ORLSD’ S MOST B E AU TIFU L SHIP



最新の設備とテクノロジーを兼ね備えた

MSCベリッシマは、オールシーズン全世代

に対して完璧なクルーズ体験を提供します。

毎夜シアターで行われる船上でのオリジナ

ルショー、2階建ての巨大なプロムナードや

壮大な屋外ウォーターパーク、キッズエリ

ア、そしてそこに本格的なダイニングオプ

ションを加えた今までにない新体験のエン

ターテインメントをお楽しみください。

ガレリア

シアター

コマンドデッキ

ショコラトリー

受付

イタリアレストラン

カジノ

ショッピングメインダイニング

カルーセル
ラウンジ

バー

レストラン

ビュッフェ

プール

キッズクラブ

屋内プール

ボーリング

アクアパーク

キッズエリア

スカイラウンジ

MSCジム
by TECHNOGYM®

ウォーキングトラック

寿司バー / 鉄板焼き

ステーキハウス

プールエリア

日本発着史上

最新最大の豪華客船

総トン数：171,598トン

1 |  MSC Bellissima 

MSC ヨットクラブ

MSC アウレアスパ



・サッカーコート63 個分のデッキ表面積 ・使い捨てプラスチックストロー0 本

・全 2,217 室

・バルコニーキャビン 1,418 室
・最大乗客数 5,568 人

・キッズ専用ルーム７部屋

・キッズルーム総面積 700 ㎡
・ LEGO®のキッズルーム 123 ㎡

・全長 96 ｍのプロムナード

・80 ｍのＬＥＤドーム

・985 席の大劇場

・プールの数 4 つ

・12 カ所あるレストラン

・20 か所のバー＆ラウンジ

・シャンパンバーで提供される

シャンパンの種類 91 種類

数字で見るMSCベリッシマ
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キャビン ファミリー

食事 エンターテイメント

その他



24時間美しい映像が映し出されている全長80ｍのLEDスカイドームと、スワロフス

キーの階段が美しいアトリウムは必見です。またプールサイドスペースは海の上で

最もゆったりとした空間です。一切の妥協がなく洗練された船内。すべてのお客様

に非日常感を体験させてくれるMSCベリッシマは、いつまでもいたいと思わせます。

船内ではショッピングや食事、そして夜にはダンスパーティーや魅力的なショーな

ど様々な体験を発見して下さい。

様々な発見のある船内
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エンターテイメント

・ロンドンシアター

・カルーセルラウンジ

・カジノ

・ボーリング

・VR迷路

・XDインタラクディブシネマ

・F1シミュレーター

・MSCジムby Technogym©

・スポーツコート

・MSCアウレアスパ

デッキ5－6

デッキ7

デッキ7

デッキ16

デッキ16

デッキ16

デッキ16

デッキ16

デッキ16

デッキ７

アクアパーク

・アリゾナアクアパーク

・アトモスフィアプール

・グランドキャニオンプール

・ホライゾンプール

・ソラリウム（ヨットクラブ）

デッキ19

デッキ15

デッキ15

デッキ16

デッキ19

キッズクラブ

・キッコベイビークラブ

・ドラミラボ

・ドレミスタジオ

・ジュニアクラブLEGO©

・ミニクラブLEGO©

・ヤングクラブ

・ティーンクラブ

デッキ18

デッキ18

デッキ18

デッキ18

デッキ18

デッキ18

デッキ18



■アクアパーク
MSCベリッシマには洋上で最も爽快なアクアパークがあります。

３種類あるアクション満載のウォータースライダーの中からお好

みのものをお選びください。小さなお子様はアクアプレー・スプ

レーエリアでお楽しみください。大人も子供も楽しめるアクティ

ビティーが満載です。

■ショー
全９７５席ある巨大なロンドン・シアターでは毎夜日替わりで６

種類のショーを上演します。ニューヨークでしか見ることのでき

ない最上級のショーをブロードウェイスタイルの劇場で楽しむこ

とができます。国際的なアーティストによる最高のシアター

ショーをお届けします。またカルーセルラウンジでは、さらにエ

キサイティングなショーを、お酒やお食事を楽しみながら楽しむ

ことができます。

■最先端エンターテインメント
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

ことができます。本格的なF1シミュレーターや４つの世界をリア

ルに体験できるインタラクティブXDシネマ、フルサイズのボウ

リング、多種多様なアーケードゲームなど船内では飽きることな

く遊ぶことができます。

■スポーツエリア
３９０㎡の広さを誇るスポーツレックスでは一日中様々なアク

ティビティやトーナメントが開催されており、スポーツや試合を

楽しめます。バスケットボールやテニス、バレーボール、サッ

カーにトライしたり、オープンデッキにある専用のランニングト

ラックでジョギングすることもできます。

■ナイトライフ
ナイトクラブではお友達とのパーティー、おやすみ前の一杯、夜

が更けるまでのダンスを楽しむことができます。またテレビスタ

ジオ＆バーではラジオとテレビ局を備え、ゲームやクイズ、タレ

ントコンテストなど楽しい番組を船内に向けて放送しています。

また、コメディクラブやカラオケバー、生演奏の会場にもなって

います。
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家族全員で楽しめる船内

「クルーズクリティック誌」ベストクルーズ

ファミリー部門

エンターテイメント部門

2019年受賞

MSCベリッシマは家族のニーズを深く理解しており、お子様のための様々な専用施設やキッズスペース、またアクティブで

多種多様なエンターテインメントプログラムを用意してますので、ご家族全員が乗船から下船まで笑ったり踊ったり思いっ

きり楽しむことができます。MSCクルーズのファミリープランは世界的にも評価されており、2018年、2019年と「ベスト

ファミリークルーズライン」にも選ばれました。
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■ベイビークラブ
ベビーケアにおいて好評のChicco®との提携で3歳以下のベビーと

幼児に配慮した専用のプレイエリアと設備を用意しています。お

子様をMSCクルーズのベビーケアスタッフに預けるか、お子様と

一緒にChicco®の特別な遊具やゲームで遊ぶことができます。音

楽やリズミックアクティビティでお子様の探求心をくすぐります。

■ミニ＆ジュニアクラブ
パートナであるLEGO®の協力のもと、ミニクラブとジュニアクラ

ブには３～１１歳向けの様々なレゴブロックがあります。またす

べてのクルーズでレゴの終日イベントが行われ、家族みんなで参

加することができます。

■ドレミラボ＆ドレミスタジオ
本物のテレビスタジオのようにカメラ、ステージ、スクリーン

を用意しているドレミスタジオでは、ご家族みんなで楽しめる

アクティビティがあります。また、お子さま向けのドレミラボ

では最新技術を愛するお子様必見のプログラムをお楽しみいた

だけます。

■ヤング＆ティーンクラブ
MSCベリッシマには若者のためにヤングクラブ（１２歳～１４

歳）とティーンクラブ（１５歳～１７歳）という２つのクラブを

提供します。どちらのクラブでも、専用アクティビティや最新

ゲーム機を備えた専用施設を設けています。また映画館、ゲーム

ルーム、ディスコとしても利用できる若者限定のエリアもありま

す。
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贅沢なスパで、日々の緊張を解き放ち心身ともにリラックスできます。スパでは伝統的なバリ式マッサージからハイテクの美

容施術まで、 お客様のご希望をすべて叶えられるよう健康・ウェルネスの様々なメニューをご用意しています。クルーズが終

わるころには、 目に見える若返りを実感するでしょう。さらに、ジムやサウナで汗を流したりジャグジーや専用のデッキでの

日光浴など日常を離れて身体的・精神的な癒しを体験して下さい。

非日常を感じながらの癒し
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■アウレアスパ
クルーズは自分のために時間をかけて人生のあらゆ

る楽しみに浸るチャンスです。完全にリラックスす

るにはMSCアウレアスパほど最適な場所はありませ

ん。広さ１，１００㎡の本格的なバリ式スパにはサ

ウナや最新のハイテク技術を使ったビューティート

リートメントを各種取り揃えております。香りも楽

しめる美容液とアロマオイルがとどまることのない

静寂とリラックス空間へと誘います。

スイスラインは約３０年間にわたり、

最新技術と贅沢な成分でスキンケアに

革命を起こしてきました。スイスで開

発、製造されたこれらのトリートメン

トは、思わず振り返って見たくなるよ

うな若く健康的なお肌を実現します。

タルゴは１９６４年以来マリンスパ

の最前線におり、全方向からのアプ

ローチでスキンケアとボディケアに

関する幅広いトリートメントを提供

しています。

特許を取得したPRX-T33®の処方は

「針のいらないバイオリバイタライ

ザー」として知られており、あらゆ

る年齢の方に対して効果的な治療法

です。肌に関する様々な悩みに対し、

トリートメント及び治療が可能です。

■MSC ジム
by TECHNOGYM®

運動をすることで日常のストレスを軽減し、健康の

維持と促進を計ることができます。MSCベリッシマ

には５７０㎡の専用ワークスペースと３２８ｍのパ

ワーウォーキングトラックを備えた専用ジム「ＭＳ

Ｃジム by テクノジム®」があり、健康的な船上ライ

フを過ごすことが可能です。ここでは８つの専門的

なフィットネスサービス、パーソナルトレーニング、

クラスレッスンや本格的な器具などあらゆるお客様

のニーズを満たします。
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お客様に美味しい料理を提供することはMSCクルーズの核であるといえます。MSCベリッシマではあらゆる好みにマッチする

ハイクオリティーな料理やお飲み物を8種のレストラン、20種のバーで提供しています。フォーマルなお食事からビュッフェで

のカジュアルなお食事までお好みに合わせてお選びいただけます。そして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。

多種多様で美味しい料理

▪ メインレストラン（３つ）

イル・チリエッジョ/ル・セリジエ

ライトハウス

ポジドニア

▪ マーケットプレイス・ビュッフェ

レストラン

デッキ6

デッキ6

デッキ5

デッキ15

▪ ブッチャーズカット

▪ 海渡鉄板焼き

▪ 海渡寿司バー

▪ ＨＯＬＡ！

デッキ７

デッキ７

デッキ７

デッキ６

スペシャリティレストラン

▪ アティッククラブ

▪ ベリッシマバーラウンジ

▪ カルーセルラウンジ

▪ シャンパンバー

▪ エッジカクテルバー

▪ グランドキャニオンバー

▪ インペリアルカジノ

▪ インフィニティーバー

▪ チョコレート＆カフェ

▪ クレープ＆ジェラート

▪ マスターオブザシー

▪ スカイラウンジ

▪ スポーツバー

▪ ＴＶスタジオ＆バー

デッキ18

デッキ6

デッキ7

デッキ7

デッキ6

デッキ15

デッキ7

デッキ5

デッキ6

デッキ6

デッキ7

デッキ18

デッキ16

デッキ7

バー＆ラウンジ
▪ アトモスフィアバー・ノース

▪ アトモスフィアバー・サウス

▪ アトモスフィアアイスクリームバー

▪ アリゾナバー

▪ ホライゾンバー

デッキ15

デッキ15

デッキ15

デッキ19

デッキ18
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■メインレストラン
３つあるMSCベリッシマのメインレストランでは、ファーストク

ラスレベルの地中海料理をはじめ、世界各国の伝統料理をエレガ

ントな雰囲気の中でお楽しみいただけます。メニューは日替わり

でご用意しています。

■マーケットプレイス・ビュッフェ
1日20時間営業のビュッフェでは、素晴らしい大海原の眺めと共

に、カジュアルで美味しい地中海料理をお楽しみ頂けます。オー

プンキッチンや、モッツァレラチーズ製造コーナーではゲストの

皆様にシェフが新鮮な料理をご用意している様子を実際にご覧い

ただけます。世界各国の料理やヘルシーメニュー、その他多種多

様なお料理が味わえる、多機能なコーナーを備えています。

■ブッチャーズカット
肉料理好きな人にとってブッチャーズカットほど食欲を満たして

くれる場所はありません。世界中の厳選された極上の肉を、重厚

なニューワールドワインと自慢のカクテルと共に提供するアメリ

カンスタイルのステーキハウスです。ニューフロンティアのテイ

ストを是非お楽しみください。（有料）

■海渡鉄板焼き＆寿司バー
伝統と新しさが共存する、スタイリッシュな鉄板焼きとお寿司の

レストランです。この魅力的なレストランでは、特に新鮮で最高

の品質の素材を使い、本格的で美味しい伝統的なアジア料理をご

用意しています。料理人たちが見せる派手なパフォーマンスも必

見です。（有料）

■ジャン・フィリップ・モーリー
パティシエの世界チャンピオンを２度獲得したジャン・フィリッ

プ・モーリーはスイーツ好き憧れの存在です。MSCベリッシマに

はそれぞれ異なるコンセプトと独特のノウハウを組み込んだショ

コラ＆カフェバーとクレープ＆ジェラートの２つの施設がありま

す。（有料）
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あらゆるニーズを満たす
MSCベリッシマの船内にはあらゆるお客様のニーズを満たすために、

10種類以上のキャビンタイプをご用意しています。広々としたバルコ

ニーキャビンや最大10人まで収容可能なコネクティングキャビン、そし

てシングルキャビンと幅広いキャビンタイプに様々なクルーズ体験をカ

スタマイズして自分だけのクルーズを作ることができます。

スイートキャビン

ジャグジーバス付デラックススイート

・デュープレックススイート

・ジャグジーバス付きグランドスイート

・ジャグジーバス付きスイート

・スイート

1ランク上の上質なキャビンでゆったりとした船旅をお楽しみ

いただけます。ジャグジー付きのキャビンを選択して湯船に浸

かりながら海を眺めれば、至福の時間が流れていくしょう。
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■バルコニーキャビン
約12～22㎡*

快適なダブルベッド（ご要望によりツインに変更可）/ ワードローブ / バ

スタブ又はシャワー付きバスルーム / インタラクティブTV / 電話 / セイ

フティーボックス / Wifiインターネットアクセス（有料）/ ミニバー(有

料) / エアコン

* 表示サイズには、スタンダード・キャビンとお身体の不自由なお客様対応キャビ

ン（ゆったりサイズ）が含まれています。

* 同じタイプのキャビンでも、キャビンの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。

■ご家族向けのキャビン
2つの部屋が内部のドアでつながったコネクティング・キャビン。それ

ぞれ専用バスルーム及びバルコニーを含みます。

【スーパーファミリープラス (スイートキャビン×2)】

各部屋の広さ：約25㎡+約8㎡のバルコニー ご利用人数：6～12名様迄

【スーパーファミリー(バルコニー付きキャビン×2)】

各部屋の広さ：約19㎡+約4㎡のバルコニー 最大ご利用人数：6名様迄

インタラクティブTV / 電話 / Wi-fiインターネットアクセス(有料) / ミ

ニバー（有料） / セーフティボックス / エアコン

* 同じタイプのキャビンでも、キャビンの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。

■オーシャンビュー
約12～22㎡

快適なダブルベッド（ご要望によりツインに変更可）/ ワードローブ / 

バスルーム（バスタブ又はシャワー付インタラクティブTV / 電話 / セ

イフティーボックス / Wifiインターネットアクセス（有料）/ ミニバー

（有料） /エアコン

* 同じタイプのキャビンでも、キャビンの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。

■インテリアキャビン
約12～22㎡ *
快適なダブルベッド（ご要望によりツインに変更可）/ ワードロー

ブ / バスルーム（シャワー付き）/ インタラクティブTV / 電話 / セ

イフティーボックス / Wifiインターネットアクセス（有料）/ ミニ

バー（有料）/ エアコン

* 表示サイズには、スタンダード・キャビンとお体の不自由なお客様対応キャ

ビン（ゆったりサイズ）が含まれています。

* 同じタイプのキャビンでも、キャビンの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。
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MSCヨットクラブという最高の選択

どのキャビンも最上級のベッドでゆっくりお

くつろぎいただけます。24時間対応のバト

ラーサービスをご利用し無料のミニバーをご

自由にお楽しみいただいたり、広い窓やプラ

イベート・バルコニーからの息を呑むような

景色をご満喫いただくこともできます。高名

な建築事務所デ・ジョリオ・インターナショ

ナル社が手がけたMSCヨットクラブスイート

は究極のラグジュアリースタイルを誇ります。

質の高い設備を備え、妥協のない豪華さが施

されたスイートキャビンです。

MSCベリッシマには「MSCヨットクラブ」という一般のお客様とは交わ

ることのない、特別なお客様のためだけの極上の空間があります。「船の

中にある特別な船」をコンセプトにファーストクラスの体験を提供します。

また、MSCヨットクラブにご宿泊のお客様限定の特別な専用施設もあり

ます。MSCヨットクラブで思いのままの時間をお過ごしください。

ロイヤルスイート
広さ約56㎡

デラックススイート
広さ約24～28㎡

・ロイヤルスイート

・ディープレックススイート

・デラックススイート

・インテリアスイート

客室は全室スイートキャビン
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■24時間対応のバトラーサービス
MSCヨットクラブでは到着した瞬間から昼夜を問わず、お客様ひ

とりひとりに合ったあらゆるニーズを満たすための担当のバト

ラーが、充実したクルーズライフを細部に至るまで妥協すること

ないサービスでお手伝いいたします。全てはお客様のリラクゼー

ションのために。

■ヨットクラブだけのご優待
MSCヨットクラブではバトラーが皆様の快適なクルーズ生活をお

過ごしいただけるようお手伝いするだけでなく、あらゆる優遇

サービスを提供しています。船内のどのレストランやバーに行っ

てもお好きな飲み物を召し上がれるようオールインクルーシブに

なっております。最高のリラクゼーションを提供するアウレアス

パや、船内の様々なブティックもお客様のためだけの優待をご用

意してお待ちしております。

■ヨットクラブ専用施設
豪華な客室に極上のサービス、MSCヨットクラブはそれだけで

はありません。プライベートにご利用いただける素晴らしい設

備もMSCヨットクラブの誇りです。エレガントで眺めの素晴ら

しいパノラマラウンジ、トップ・セイル・ラウンジ、専用コン

シェルジュ、そしてプライベート・スイミング・プール、ジャ

グジー、サンデッキやバーなどがあるワンプールデッキなど専

用施設を好きなだけご利用いただけます。

■専用レストランと特別メニュー
MSCヨットクラブでは申し分なく素晴らしい美食の旅へとお客様

をご案内いたします。料理の質にも定評があるMSCヨットクラブ

では、専用のレストランにて最上級の食材をご提供し、グルメの

方にもご満足いただけるワンランク上のお食事をご提供していま

す。
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MSCクルーズはWHOをはじめ様々な関係機関や感

染症の専門家と連携し、お客様の安全のため船内に

感染症の検査装置を搭載する等、非常に厳しい独自

のガイドラインを作成いたしました。このガイドラ

インが、乗船前から下船後まで厳格に適用されるこ

とにより、お客様は安心してクルーズ旅行を楽しん

でいただくことが出来ます。

安心安全のために
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強化された衛生管理

◆ 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

◆ 船内の定員は最大乗客数を抑え、1人あたりの社会

的距離を確保

◆ シアターの入場人数は安全な距離を保てる人数まで

に制限

密集の回避

◆ 船内の消毒は病院レベルの消毒剤を使用

◆ 100カ所以上の手指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

◆ マスクを全乗客に毎日提供

※ 上記の感染症対策は2022年２月現在のものです。

感染状況及び政府の方針により変更する場合がございます。

◆ 安全のための最新のテクノロジー

リストバンドを着用していただくことで、船内での行動履歴から接触者まで

常に記録されます。この記録は14日間保存され下船後に発症したお客様がい

た場合でも接触者の特定が可能です。

船内専用アプリ

MSC for Me

船内デジタルサイネージ

Interactive Digital Screens

これらのデバイスを使用することで他者と接触することなくイベント等の

予約が出来ます。

◆ 乗船前に全員に対しての感染症検査を実施

◆ 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に配備しにて常に検温

◆ クルーは全員ワクチン接種済み

◆ 船内には専門的な訓練を受けた医師と看護師が常

駐し、常に検査と治療が可能

◆ 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

◆ キャビンの一部を隔離施設として運用

徹底した検査の実施

強化された衛生管理

最新の安全対策については

MSCクルーズのWEBをチェック ➤



Q : 料金には何が含まれていますか？

A. キャビンの宿泊代、クルーズでの移動費、船内での食事代（有料

レストランを除く）、船内でのエンターテイメント代（一部除

く）が含まれています。

Q : 飲み放題はあるの？

A. MSCクルーズではお酒を思う存分楽しんでいただくためのドリン

クパッケージをご用意しております。お客様のニーズに合ったド

リンクパッケージをご選択ください。また、ドリンク以外にも

様々なパッケージをご用意しておりますのでニーズに合わせてご

選択ください。

[ MSCでの主なパッケージ ]

ドリンクパッケージ / インターネットパッケージ /  スパパッケージ /  

フォトパッケージ

Q：船は揺れない？

A. 大型船は波の影響を受けづらく、スタビライザー（横揺れ防止装

置）も搭載しているので船内での揺れを大幅に軽減しています。

ただし、もし万が一心配な方は酔い止め薬をお持ちください。

Q ：船内で体調を崩したら？

A. 医師と看護師が常駐している医務室が船内にあります。診療は有

料になりますが、海外旅行傷害保険を適用できる場合があります

ので是非海外旅行保険への加入をお勧めいたします。

Q ：船内で充電はできる？

A. 船内の電源は110V/220Vです。コンセントの形も日本の企画と同

じなので、日本の電化製品をそのままご利用いただけます。

Q ：パスポートは必要ですか？

A. クルーズ終了時に残存期間が６か月以上のパスポートが必要とな

ります。

Q ：子供と一緒でも大丈夫？

A. MSCクルーズではファミリーでお楽しみ頂けるようにファミリー

向けのキャビンやお子様向けの設備を多数用意しております。ま

たご両親と一緒のお子様は特別な料金でご乗船いただけるサービ

スもございます。

◆フォーマル(ガラ)ナイト

蝶ネクタイやタキシード、カクテル

ドレスなど普段ではあまりしない

フォーマルな装いを楽しみます。和

服もOK。

◆ホワイトナイト

白のドレスや白のシャツ、白いパン

ツ等みんなが全身白色で統一した

コーディネートをします。

[テーマの一例 ]

Q：船内ではオシャレしないとだめ？

A. 船内では基本的にはカジュアルな格好でお過ごしください。ただ

し、夕方以降でオシャレを楽しむためにテーマが設定されている

日があり、その日は指定に合わせた格好をしていただくとより一

層船内を楽しむことができます。

MSCベリッシマ Q&A
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サービス ファンタスティカ アウレア スポーツ & エンターテイメント ファンタスティカ アウレア

船の良い場所のスイートとバルコニーキャビン ブロードウェイスタイルの様々なエンターテイメントショー

お部屋での朝食（デリバリー＆朝食料金が共に無料） プールや屋外スポーツ施設、パノラマ展望の本格的なジムの利用

24時間対応のルームサービス (デリバリー料金無料) おとな、お子様、幼児向けのエンターテインメントアクティビティ

ウェルカムパッケージ (プロセッコ + チョコレート) お子様向けのレクリエーションアクティビティ

優先上下船とラゲッジドロップオフ リラクゼーション& 健康 ファンタスティカ アウレア

お食事＆お飲み物 ファンタスティカ アウレア トップ・エクスクルーシブ・ソラリウムへのフリーアクセス

特別価格でのドリンクパッケージの事前購入 サーマルエリアへのアクセス (要予約)

毒別価格での専用有料レストランパッケージの事前購入 キャビンにリラクゼーション用アメニティをご用意

1日20時間オープンのブッフェレストランの利用 ご希望の枕をチョイス

ご希望の夕食時間のチョイス※ご希望に沿えない場合がございます。 専用スパ・パッケージの事前購入で40％OFF

マイチョイス・ダイニングスタイルによるお好きな夕食時間のご選択 船内でお支払いのスパ・トリートメント10%OFF

MSCエクスペリエンス内容一覧 ※アウレアは一部のバルコニーキャビンとスイートキャビンにのみ適用できます。

Q ：船内ではどんな体験ができるの？

A. 巨大な船内にはスパ、シアター、カジノをはじめ多種多様なエン

ターテイメント施設があり飽きることはありません。またMSCク

ルーズではお好きなエクスペリエンスを選択していただくことで、

予約の自由度を上げたり特典などを選ぶことも可能です。



C r u i s e  c a l e n d a r クルーズカレンダー

日本寄港史上最大客船

MSCベリッシマ

2022年7月日本発着開始

17 |  MSC Bellissima 

発着地 出航日 日数 コース

横浜発着 ７月１５日 (金)

７日間

【日本発着クルーズ再開】西日本周遊６泊７日クルーズ
大阪発着 ７月１６日 (土)

横浜発着 ７月２１日 (金)

大阪発着 ７月２２日 (土)

横浜発着 ７月２７日 (金)

横浜発着 ８月１６日 (火) １０日間
【夏休み】熊野の花火と日本一周クルーズ
横浜～熊野～鹿児島～釜山（韓国）～境港～金沢～函館～横浜

横浜発着 ８月２５日 (木) １０日間
【夏休み】大曲花火大会と日本海クルーズ
横浜～秋田～新潟～富山～釜山～鹿児島～横浜

横浜発着 ９月１２日 (月) ６日間
【秋のショート】船内満喫癒しのクルーズ
横浜～済州島（韓国）～八代（熊本）～横浜

横浜発着 ９月２２日 (木) ８日間
【美食満載】秋の西日本クルーズ
横浜～和歌山～高知～済州島（韓国）～鹿児島～横浜

【横浜発着】横浜～大阪～済州島（韓国）～鹿児島～横浜

【大阪発着】大阪～済州島（韓国）～鹿児島～横浜～大阪

※鹿児島での下船も可能です。



【日本発着クルーズ再開】西日本周遊 ６泊７日クルーズ

より気軽にご乗船していただくために
MSCベリッシマの記念すべき最初の日本発着は西日本を周遊するクルーズ。
周遊するので大阪でも乗下船できるようになりました。お住いの地域によっ
てお好きな方の乗船地をお選びください。また、さらに日程を短くしたいお
客様のために鹿児島下船のご用意もございます。

クルーズの見どころ

薩摩の殿様と姫君が愛した庭園「仙厳園」
島津家別邸「仙巌園」は鹿児島にある、日本を代表する大名庭園であり、鹿
児島を代表する観光名所です。桜島を望む雄大な庭園に加え、殿様が暮らし
た御殿があり、お食事やお土産物の施設も充実しています。

選べる乗下船港 横浜発着３本 大阪発着２本

日次 寄港地 入港 出航

1 大阪 21:00

2 終日航海 - -

3 済州島（韓国） 8:00 16:00

4 鹿児島 9:00 19:00

5 終日航海 - -

6 横浜 7:00 18:00

7 大阪 15:00

横浜
（乗下船可能）

鹿児島

済州島

大阪
（乗下船可能）

日次 寄港地 入港 出航

1 横浜 18:00

2 大阪 15:00 21:00

3 終日航海 - -

4 済州島（韓国） 8:00 16:00

5 鹿児島 9:00 19:00

6 終日航海 - -

7 横浜 7:00

※天候、港湾などの事情により日程が変更になる場合がございます。

２０２２年７月１５日 (金)▶７月２１日 (木)

２０２２年７月２１日 (木)▶７月２７日 (水)

２０２２年７月２７日 (水)▶８月 ２日 (火)

横
浜
発
着

大
阪
発
着

２０２２年７月１６日 (土)▶７月２２日 (金)

２０２２年７月２２日 (金)▶７月２８日 (木)
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太平洋



熊野

横浜

鹿児島

釜山
境港

金沢

函館

日次 寄港地 入港 出航

8/ 16  火 横浜 19:00

17  水 熊野（和歌山） 18:00 22:00

18  木 終日航海 - -

19  金 鹿児島 7:00 17:00

20  土 釜山（韓国） 12:00 19:00

21  日 境港（鳥取） 9:00 19:00

22  月 金沢 7:00 14:00

23  火 函館 12:00 21:00

24  水 終日航海 - -

25  木 横浜 8:00

船上から見る「熊野の花火大会」
３００余年の伝統を誇る熊野の花火大会を船上から見ることができます。海
上で咲く大輪の花火を船上からゆっくりとお楽しみください。

【夏休み】９泊１０日

熊野花火と日本１周クルーズ
２０２２年８月１６日（火）▶８月２５日(木)

日次 寄港地 入港 出航

8/ 25 木 横浜 19:00

26 金 終日航海 - -

27 土 秋田 12:00 4:00

28 日 新潟 12:00 20:00

29 月 富山 8:00 18:00

30 火 終日航海 - -

31 水 釜山（韓国） 7:00 15:00

9/   1 木 鹿児島 10:00 20:00

2 金 終日航海 - -

3 土 横浜 8:00

【夏休み】９泊１０日

日本一周満喫夏休みクルーズ
２０２２年８月２５日（火）▶９月３日(木)

クルーズの見どころ

美しい函館の夜景 日本１００名城「富山城」

情緒あふれる街「金沢」
城下町として栄えた金沢は、今も
歴史と伝統が根強く残ります。日
本三名園のひとつ「兼六園」をは
じめとし、高禄の武士が住まいを
構えた「長町武家屋敷跡」など日
本らしい雰囲気を感じられます。

日本３大花火大会「大曲花火競技会」
日本三大競技花火大会に数えられる大曲の花火大会を、数に限りはございま
すがMSCクルーズがご用意した桟敷席にてお楽しみいただくことができます。
また会場までは専用列車を用意しており、船も朝方まで停泊していますので、
帰りの時間を気にせずゆっくりとお楽しみください。

クルーズの見どころ

ロケ地として有名「釜山」
ドラマや映画のロケ地にもなった甘
川文化村は、釜山のマチュピチュと
呼ばれています。カラフルな家々や
街の中の壁画、オブジェなどお楽し
み下さい。

※天候、港湾などの事情により日程が変更になる場合がございます。※天候、港湾などの事情により日程が変更になる場合がございます。
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太平洋

横浜

鹿児島

釜山

新潟

富山

秋田

※こちらの写真はイメージです。

太平洋

翌



横浜

八代

済州島

横浜

鹿児島

済州島 高知

和歌山

日次 寄港地 入港 出航

9/ 12  月 横浜 18:00

13  火 終日航海 - -

14  水 済州島（韓国） 13:00 21:00

15  木 八代（熊本） 9:00 17:00

16  金 終日航海 - -

17  土 横浜 8:00

【秋のショート】５泊６日

船内を満喫癒しのクルーズ
２０２２年９月１２日（月）▶９月１７日(木)

日次 寄港地 入港 出航

9/ 22  火 横浜 18:00

23  水 和歌山 15:00 00:01

24  木 高知 10:00 00:01

25  金 終日航海 - -

26  土 済州島（韓国） 8:00 16:00

27  日 鹿児島 9:00 23:00

28  月 終日航海 - -

29  火 横浜 8:00

【秋を感じる】７泊８日

秋の西日本クルーズ
２０２２年８月１６日（火）▶８月２５日(木)

秋のクルーズでは、船内をより一層お楽しみにいただけるよう特別な船内イベントの企画をしております。

今後の発表をご期待ください。

韓国のハワイ「済州島」 「横浜中華街」

日常を離れてゆっくりと
寄港地が少ないクルーズだからこそ、ゆっくりと非日常感あふれる船内を満
喫することができます。プールサイドでリラックスるもよし、スパで美を追
求するもよし、陸上では味わえない極上のお時間をお過ごし下さい。

世界で有数の美しさ「九十九島（佐世保）」
西海国立公園にも指定されている九十九島は、海岸線が自然のまま保全さ
れ美しい風景が広がっています。自然が織りなす繊細な表情は、何度訪れ
ても飽くことのない感動と癒しを与えてくれます。

クルーズの見どころ クルーズの見どころ

日本の美食を満喫
このクルーズでは日本の各港に夜遅くまで船を停泊させます。それぞれの
街で特色豊かな秋の美食をごゆっくりと堪能して下さい。特に高知での戻
りカツオの藁焼きは旬ということもあり必ず食べていただきたい一品です。

※天候、港湾などの事情により日程が変更になる場合がございます。 ※天候、港湾などの事情により日程が変更になる場合がございます。
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▲ 和歌山港から大阪までは電車で１時間半～２時間程度です。

太平洋 太平洋

翌

翌



a World of Discovery |未体験の世界へ





https://www.facebook.com/msc.cruises.japan

www.msccruises.jp

●お問合せ・お申込みは下記旅行会社まで


