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南国クルーズ 9日間

スタンダード内側2名1室お一人様代金／
別途、諸費用がかかります。

※詳細は裏面にある「お子様無料特典」をご確認ください。

GW

ゴールデンウィーククルーズ
2020年

Exploring Beauty of  Japan

奄美・沖縄・石垣島と台湾
セレブリティ・ミレニアムで航く

横
浜
港
発着

149,000円 セレブリティ・ミレニアムなら
お子様無料!!※

お食事付き ショー無料 充実の
日本語サービス

11年連続受賞
Travel Weekly’s 16th Annual
Readers’  Choice  Awards2018

ベスト・プレミアムクルーズライン
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出発！
2017年国立公園に指定。亜熱帯性広葉樹林に覆われた貴
重な森、マングローブ林、サンゴ礁など、都会では味わえない

景色が楽しめます。また島独
特の生態系と文化が維持され
てきたためにここでしか見ら
れない動物や文化に触れら
れます。

沖縄の北部にある人気観光スポッ
ト。ジンベエザメやマンタなど多種
多様な魚たちが泳ぐ世界最大級の
大水槽は圧巻です。

沖縄美ら海水族館

特典
■ 2019年9月22日出航セレブリティ・ミレニアム「秋の関門海峡と日本の景勝地巡りクルーズ」と2020年5月
2日出航セレブリティ・ミレニアム「奄美・沖縄・石垣島と台湾 南国クルーズ」の両クルーズをご予約いただ
いたお客様にオンボードクレジットをお一人様あたりUS＄200プレゼント。

※1.詳細は裏面にある「お子様無料特典」をご確認ください。

※オンボードクレジットは2020年5月2日出航のクルーズご乗船時に付与します。

※船内チップ、寄港料、政府関連諸税および港湾施設使用料、国際観光旅客税は別途必要です。
■ 12歳以下※1のお子様は、3・4人目無料。

2018

Cruise Critic’s UK
Cruisers’ Choice

Awards

ベスト家族向け
クルーズ

2018

Cruise Critic’s
Cruisers’ Choice 

Awards 

金賞
ベスト・クルーズ
ラインアジア

日本有数のリゾート地を一度に巡る充実のコース。ビーチリゾートの他にも大自然・歴史・
名所を存分に堪能できる観光地を巡ります。移動中の船内ではショーやイベント、プール、
グルメなど多彩な設備で充実したクルーズの旅をお楽しみください。

優雅で贅沢なクルーズ旅
充実の南国リゾートへ

※旅行代金は1室を2名で利用した場合のお一人様あたりの金額です。別途、寄港料、政府関連諸税および港湾施設使用料、国際観光旅客税、船内チップが必要です。
※3・4人目代金は1室を3人または4人でご利用の場合の3・4人目の方の旅行代金です（定員が5名の客室は5人目のお客様にも3・4人目代金が適用されます）。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）を
　利用します。3人以上で利用できる客室数には限りがあります。
※1室を1名で利用する場合は上記旅行代金の200％です。また別途かかる費用のうち寄港料が200％となります。
※車いす対応客室は、2人用客室のみです。また、ファミリーベランダと、セレブリティスイート以上のスイート客室には車いす対応客室がありません。客室数には限りがありますので、ご希望どおりにご予約できない場合があります。
※デッキ階数、客室の位置、客室番号指定はお受けできません。
※ダイニングについては裏面にある「お食事」をご確認ください。

客室タイプ 旅行代金 旅行代金
3人目/4人目 仕様 定員 デッキ

（階数）
専用

ダイニング
内側 スタンダード内側 149,000円

80,000円

12歳以下※1は
 無料！

シャワー 2～4 2、3、6～9、11

メイン
ダイニング

（夕食2回制）

海
側 スタンダード海側

189,000円
窓・シャワー

2～4 2
209,000円 2～4 3、6～9

ベ
ラ
ン
ダ

デラックスベランダ 249,000円
ベランダ・
シャワー

2～4 6～10
ファミリーベランダ 315,000円 2～5 7～9
コンシェルジュクラス 287,000円 2～3 6～9
アクアクラス 319,000円 - 2 9、11 ブルー

ス
イ
ー
ト

スカイスイート 499,000円 120,000円

12歳以下※1は
 無料！

ベランダ・
バスタブ

2～3 6、8、9

ルミナ
セレブリティスイート 612,000円 2～3 6～9
ロイヤルスイート 800,000円 2～4 6
ペントハウススイート 998,000円 2～4 6

■ 旅行代金（2名1室お一人様）

※別途かかる費用は予告なく変更になることがあります。増額された場合、旅行代金全額をお支払い後でも追加徴収させていただきます。

内側～ファミリーベランダ 48,000円

コンシェルジュ／アクアクラス 49,000円

スイート 51,500円

寄港料 21,000円（1名1室利用は42,000円）
政府関連諸税および港湾施設使用料 13,000円

国際観光旅客税 1,000円

船内チップ
内側～ファミリーベランダ13,000円

コンシェルジュ/アクアクラス14,000円
スイート16,500円

■ 別途かかる費用（お一人様） 別途かかる費用の内訳

Tropical Cruise

6Day
基隆（台北）

美しい自然が残る東洋のガラパゴス

魅力溢れる台湾へ
日本人にも人気の港街

亜熱帯の美しく雄大な自然と
個性豊かな島々に囲まれた島
世界有数の美しいサンゴ礁の海に囲まれた個性豊かな島々の拠点となる八
重山諸島の玄関口。海水浴場やシュノーケリング・ダイビングなどマリンアク
ティビティが楽しめます。

天然の亜熱帯広葉樹が広がる森。
巨大な植物や稀少な生物も多く、
まさに東洋のガラパゴスといった
壮大な景色をご覧いただけます。

約450年間にわたり栄えた琉球王国時代の王の宮
殿で日本と中国の建築方式が組み合わされた独自
の造形美が特徴です。

沖縄といえば定番の「沖
縄そば」などの郷土料理
からアメリカンな料理ま
でバラエティ豊かな食の
宝庫を堪能ください。

20万年もの歳月をかけ、サンゴ礁が隆
起して誕生した日本最南端の鍾乳洞。
自然が創り上げた神秘的な造形美を
楽しめます。

基隆から車で約1時間のかつては鉱山と
して栄えた九份。幻想的でどこかノスタル
ジックを感じる古い街並みが楽しめます。

世界有数の透明度を誇る海に、小さな
島々が浮かぶ様子は絵に描いたような絶
景スポットです。グラスボートに乗って美し
い海の中を覗いてみるのもおすすめです。

※自然鑑賞は、天候によりご覧いただけない場合がございます。これらの場合でも返金はありません。　※寄港地での観光および飲食は旅行代金に含まれません。
※写真は全てイメージです。　※船会社主催の寄港地観光（別料金）の内容とは異なる場合があります。

入港時間 7：00
出港時間 15：00

5/7（木）

金
き ん さ く ば る

作原原生林

首里城

沖縄グルメ

石垣鍾乳洞

台湾といえばやはりグル
メ。マンゴーかき氷やタピ
オカミルクティーから牛肉
麺、小籠包などここでしか
味わえない本場の味をお
召し上がりください。

台湾グルメ

九
きゅうふん

份

川
か び ら わ ん

平湾

海の美しさは奄美
の中でも一番きれ
いな海と評判の土
盛海岸。別名ブ
ルーエンジェルとも
言われています。

土
と も り

盛海岸

Keelung

5Day
石垣島 入港時間 8：00

出港時間 17：00

5/6（水・祝）

Ishigaki Island

入港時間 8：00
出港時間 17：00

4 5/5（火・祝）Day
那覇
かつての琉球王国の拠点として
歴史と都会が混ざり合った街
都会的な街並みの中に首里城跡などの文化遺
産が数多く点在する那覇市。2000年に「琉球王
国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産登録
された文化史跡9カ所のうちの4カ所があります。

Naha

入港時間 9：30
出港時間 18：00

Day3 5/4（月・祝）

奄美大島 Amami Oshima

近代的な街並みと自然が
混在し、人々の活気にあ
ふれる台湾最大の都市。
グルメやショッピング、スパ
など台湾の魅力が詰まっ
た街でここだけでも存分
に台湾を満喫できます。

台北市

■ 日程

■出発地：横浜港 大さん橋 
■最少催行人員：1名 
■食事：船内全食事付き（朝8回・昼7回・夕8回） 
■添乗員：同行しませんが、船内では日本人コーディネーター、船内係員がご案内します。 
■寄港地は天候などのやむを得ない事由により変更または抜港となる場合があります。
★はテンダーボート（小型船）にて上陸する場合がございます。

目次 月日 曜日 寄港地 食事 入港 出港
1 5月2日 土 横浜 夕 17:00
2 5月3日 日 終日クルーズ 朝・昼・夕
3 5月4日 月祝 奄美大島 朝・昼・夕 9:30 18:00
4 5月5日 火祝 那覇 朝・昼・夕 8:00 17:00
5 5月6日 水祝 石垣島★ 朝・昼・夕 8:00 17:00
6 5月7日 木 基隆（台北）【台湾】 朝・昼・夕 7:00 15:00
7 5月8日 金 終日クルーズ 朝・昼・夕
8 5月9日 土 終日クルーズ 朝・昼・夕
9 5月10日 日 横浜 朝 7:00

横浜港

おすすめ

おすすめ

おすすめ

32 Celebrity Millennium



2層吹き抜けのダイニングは一番船尾に位置しており、壁一面がガラス窓となっ
ています。航跡を見ながら世界各国のお料理をお楽しみいただけます。

セレブリティ・ミレニアムはプレミアム客船らしく、安定したサービスをご提供。快適に安心してクルーズをお楽しみください。

洗練さと華麗さを兼ね備えた
白を基調とした「メインダイニング」

Bar & Lounge バー＆ラウンジ

Casual Cafeカジュアルカフェ ※有料

※有料

日本語サービス 船内の医療設備 1日2回の清掃サービスゲストリレーションズ（受付）
船内の総合案内デスクです。24時間体制でお
客様のご質問やご依頼も承ります。お気軽に
お問い合わせください。クルーズ中の落とし物
のお預かりも承ります。

日本人コーディネーターが乗船し、お客様を
サポートいたします。船内新聞やメニュー表も
日本語でご用意。各寄港地では、船会社主催
の日本語観光（別料金）も実施します。

医療室は、毎日オープンしており、緊急時には24
時間体制で対応しますのでご安心ください（有
料）。なお持病のご心配がある方は、かかりつけ
の医師による英文の診断書をお持ちください。

全てのお部屋は、朝晩2回の清掃を行い、常に
清潔かつ快適な空間をご提供いたします。

カフェアルバーチョ
ヨーロッパの街角にあるようなカフェで
コーヒー、焼きたてペストリーなどをお召し
上がりいただけます。

カフェ ／OPEN（昼・夕）
ジェラテリア
素材の味わいを生かしたフィレンツェ発
祥とされるイタリアンジェラートを召し
あがれ。 ※ペストリーは無料です。

ジェラート ／OPEN（昼・夕）

マティーニバー＆クラッシュ

水・氷・雪がモチーフとなっているバーは見た
目もスタイリッシュ。バーテンダーによるスリ
ル満点のカクテルパフォーマンスは必見です。

カクテルバー

コスモスラウンジ

幾多のクルーズのハイライトをお楽しみいただく
にはこのラウンジが一番のおすすめです。生演奏
のダンスタイムやイベントも開催されています。

展望ラウンジ

サンセットバー

［その他のバー、レストラン］

航跡を見ながらお酒を楽しめるク
ルーズならではの人気の場所です。

バー

フルコース料理／OPEN（朝・夕）

ルミナ
スイート専用ダイニング／OPEN（朝・昼・夕）

Suite Class ブルー
アクアクラス専用ダイニング／OPEN（朝・夕）

Aqua Class

Main Dining

移動中は充実の施設で

船旅を満喫
船内に足を踏み入れた瞬間に広がる欧米の空間。横浜からパスポートを持って海外旅行に出かけましょう！

Celebrity Millennium

ザ・シアター
3層吹き抜けの大型劇場
毎夜日替わりで本格的なショーが繰り広げられます。厳しいオーディション
で選び抜かれたエンターテイナーによる歌と踊りのショーは圧巻です。

Entertainment

ザ・カジノ
外国客船ならではの楽しみのひとつ。初心
者でも気軽にカジノゲームが楽しめます。

ライブミュージック
船内の各所で奏でられるミュージシャンによ
るライブ音楽がクルーズを華やかにします。

Relaxation Shopping

※有料。アクアクラスのお客様は無料でご利用いただけます。

ペルシャンガーデン
アロマの香りとヒーリングミュージック
が漂うミストルームです。トリートメント
の効果を高めるため、施術の前後にくつ
ろぐのもおすすめです。水着着用です。

ソラリウム
流水音が心を落ち着かせるプールと
ジャグジー。ラウンジチェアでゆったり
とおくつろぎいただけます。海水が使
われており、タラソテラピー効果も期
待できます。

海外有名ブランドのバッグやお洋服から
カジュアルなジュエリー＆アクセサリー
ショップまで豊富な品揃え。ウィンドウ
ショッピングだけでも楽しめます。

様々な品を免税価格で
取り揃えています

2018

MeetMeOnboard.com
Annual CRUIZIE

Awards

4年連続
ベストダイニング

2019

TravelAge West 
Magazine's WAVE 

Awards

7年連続
ベストオンボード
ダイニング

2018

MeetMeOnboard.com
Annual CRUIZIE

Awards

5年連続
スパ施設

ルーフトップテラス（屋外テラス）
屋外テラスでは、潮風を浴びながらゆったりとした空間で映画をご鑑賞ください。

オーシャンビューカフェ

早朝から深夜までオープンし、朝昼
夜のお食事やティータイムにお気軽
にご利用いただけます。

ビュッフェレストラン／OPEN（朝・昼・夕）

Casual Restaurant
カジュアルレストラン

メインダイニング

エンターテインメント

ショッピング

Kids & Family
小さなお子様も楽しめます。 Service

サービス

リラクゼーション

バー＆ラウンジ 内容 料金
セラーマスター ワインバー

アラカルト
ランデブーラウンジ 中央ラウンジ
ザ・リトリートラウンジ スイート専用ラウンジ（無料）
マストバー 屋外テラスのバー
プールバー プールサイドのバー

※16歳未満の方はご利用いただけません。

スポーツコート・ジョギングトラック
バスケットボール、ミニサッカーなどが楽しめます。ジョギン
グはデッキ11でお楽しみください。潮風に吹かれながらの
ジョギングやウォーキングは格別です。

屋外プール
開放感たっぷりの
広々とした屋外プー
ル。ジャグジーや多数
のデッキチェアもご
用意しておりますの
でごゆっくりおすごし
ください。

フィットネスセンター
パノラマの景色を楽しみながら、最新
のマシーンでトレーニングできます。
また個別のフィットネス指導やヨガな
どのスタジオプログラムもあります。
更衣室にはサウナも併設しています。

※スタジオプログラムは有料です。

キャンプアットシー
子どもたちが楽しく安全に遊べる
無料の託児スペース。4つの年齢別
プログラムがあり専任のスタッフ
が担当します。隣接のビデオアー
ケードではゲームが楽しめます。

2018

Travel Weekly’s
Magellan
Awards

ベスト教育
プログラム
キャンプアットシー

2018

MeetMeOnboard.com
Annual CRUIZIE 

Awards

ベストビュッフェ
ラージ・シップ
部門

レストラン＆カフェ 内容 カバーチャージ
クイジーヌ モダン創作料理 【夕】 $55
トスカーナグリル イタリアンステーキハウス 【夕】 $45
スシ・オン・ファイブ 寿司・アジア料理 【昼・夕】 アラカルト
スパカフェ ヘルシー料理 【朝・昼】 無料
プールグリル 軽食 【昼・夕】 無料

※カバーチャージ（席料）をお支払いいただくと、ほぼすべてのメニューを無料でお召し上
がりいただけます。カバーチャージは予告なく変更になる場合があります。
※バーやレストランのオープン時間は船内新聞にてご確認ください。

※写真は全てイメージです。4 5Celebrity Millennium



お客様2名様につき１名のスタッフを配置し、きめ細やかな
サービスをご提供しています。

すべての客室に共通の設備とサービス

朝晩2回の清掃、24時間ルームサービス、マルチ機能搭載
フラットテレビ、電話、金庫、室内温度調節器、バスローブ、
綿100％タオル、ヘアドライヤー、アメニティ（シャンプー、
コンディショナー、ボディソープ）、ミニバー（有料）、110Vお
よび220Vのコンセント、USBコンセント、トートバッグ。

■ 客室設備

すべての部屋にはベッドが2台あり合わせて1つのク
イーンサイズにするか、離してツインにすることができま
す。3名以上でご利用できる客室はダブルサイズのソ
ファーベッドまたはプルマンベッドがあります。

■ ベッドについて

クローゼット、引き出し、キャビネットが室内や洗面所に
備え付けられており、収納スペースは十分ございます。ク
ルーズ中の衣類などは全てクローゼットのハンガーにか
けていただくと便利です。

■ 収納スペース

2A 2B 2C

スイート客室

ベランダ客室

海側客室 内側客室

おすすめコンシェルジュクラス
［室内］17.7㎡+［ベランダ］3.9㎡　【定員：2～3名】

おすすめデラックスベランダ
［室内］15.7㎡+［ベランダ］3.5㎡　【定員：2～4名】
ツインベッド、ラウンジチェア、シャワールーム、ベランダ、デッキチェア

C1 C2 C3

コネクティングルーム（内ドア付）
1つのプルマンベッド付客室ソファベッド付客室

車いす対応客室（全室シャワールーム） 内側客室ドアの場所
2つのプルマンベッド付客室 ※プルマンベッドとは壁に収納式のベッドです。 

［マークの見方］
コネクティングルーム（内ドア付）

1つのプルマンベッド付客室ソファベッド付客室
車いす対応客室（全室シャワールーム） 内側客室ドアの場所

2つのプルマンベッド付客室 ※プルマンベッドは壁に収納式のベッドです。 
［マークの見方］

リゾートデッキ
10F

スポーツデッキ12F

エンターテイメントデッキ5F

プロムナードデッキ4F

ビスタデッキ
CS C1 C3

2A 2C 4 9

7F

サンライズデッキ
A1 911F

スカイデッキ

C3 2B 4 9

S2CS S1 C1A29F

パノラマデッキ

C3 2B 4 9

S2CS C1 C2S18F

ペントハウスデッキ
CS S1 S26F

プラザデッキ
3F

コンチネンタルデッキ

7 8 11 12
2F

■ ショッピングエリア

■ ザ・カジノ

■ ザ・リトリート（スイート専用ラウンジ）■ ランデブーラウンジ

■ コンシェルジュデスク■ グランドフォイヤー

■ 寄港地観光デスク

■ 日本語デスク

■ カフェアルバーチョ（カフェ）

■ マティーニバー＆クラッシュ

■ ゲストリレーションズ（受付）

■ セラーマスター（ワインバー）

■ ジェラテリア（ジェラート）
■ グランドフォイヤー

■ ブルー（アクアクラス専用ダイニング）

■ メインダイニング

■ メインダイニング

■ ルミナ（スイート専用ダイニング）

■ トスカーナグリル（イタリアン・ステーキハウス）

■ 大会議室

■ ザ・シアター

■ ザ・シアター

■ ザ・シアター

■ コスモスラウンジ
（展望ラウンジ）

■ フィットネス

■ Xクラブ（ゲーム室）

■ バスケットボールコート

■ クイジーヌ（モダン創作料理）

■ ジョギングトラック

■ キャンプアットシー
（児童館）

■ ザ・リトリート
サンデッキ
（スイート専用
  屋外ラウンジ）

■ ルーフトップテラス（屋外テラス）

■ オーシャンビューカフェ（ビュッフェ）
■ サンセットバー

■ プール ■ プールバー
■ スパカフェ

■ 更衣室
■ キャニオンランチ（スパ）

■ プールグリル
■ ソラリウム（室内プール） ■ フィットネススタジオ

■ ペルシャンガーデン
　 （温浴室）

■ マストバー
（バー）

■ スシ・オン・ファイブ（寿司・アジア料理）

2C2B 4C1
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良い客室

2018

キングサイズベッド※、ウォークインクローゼット
ジャグジー機能付き大理石のバスタブ
リビングルーム、ダイニングエリア、バー
映像・音響システム、ベランダ、屋外ジャグジー、
ラウンジチェア

［室内］133.0㎡+［ベランダ］102.0㎡　
【定員：2～4名】

ペントハウススイート

クイーンサイズベッド、ウォークインクローゼット
ジャグジー機能付きバスタブ、リビングルーム
ダイニングエリア、バー、映像・音響システム
ベランダ、屋外ジャグジー、ラウンジチェア

スイートクラス 浴室（イメージ） スイートクラス 寝室（イメージ）

［室内］49.9㎡+［ベランダ］18.1㎡　
【定員：2～4名】

ロイヤルスイート

クイーンサイズベッド、ウォークインクローゼット
ジャグジー機能付きバスタブ、リビングエリア
映像・音響システム、ベランダ、ラウンジチェア

［室内］43.3㎡+［ベランダ］7.8㎡　
【定員：2～3名】

セレブリティスイート
CS

クイーンサイズベッド、バスタブ付き浴室、音響システム
ベランダ、ラウンジチェア

［室内］23.3㎡+［ベランダ］5.2㎡　
【定員：2～3名】

スカイスイート
専用ダイニング 専用ダイニング 専用ダイニング 専用ダイニングS1 S2

※車いす対応客室はバスタブがなくシャワーのみとなります。

ツインベッド、ラウンジチェア、シャワールーム
［室内］15.7㎡　【定員：2～4名】

＊窓がつきます。

スタンダード海側
4 5 6 7 8

ツインベッド、ラウンジチェア、シャワールーム

※客室により一部視界不良の客室もあります。

［室内］15.7㎡　【定員：2～4名】

スタンダード内側
9 10 11 12

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

特典＆サービス アクアクラス コンシェルジュクラス
専用ダイニング ブルー メインダイニング利用
専用ラウンジ － －
専用お世話係 － コンシェルジュ

客室サービス
ウェルカムスパークリングワインとミネラルウォーター
午後の軽食のお届けと毎日のフレーバーティー

アップグレード朝食ルームサービス

ウェルカムスパークリングワインとミネラルウォーター
乗船日にメインダイニングでランチ、午後の軽食のお届け

アップグレード朝食ルームサービス
無料付帯 ペルシャンガーデン（温浴室）

客室アメニティ アロマスティック、スリッパ、厚手のバスローブ
選べる枕、セレブリティオリジナルトートバッグ

厚手のバスローブ、選べる枕
セレブリティオリジナルトートバッグ

特典＆サービス ペントハウススイート／ロイヤルスイート セレブリティスイート／スカイスイート
専用ダイニング ルミナ
専用ラウンジ ザ・リトリートラウンジ
専用お世話係 バトラー

客室サービス

ウェルカムシャンパンボトル
毎日のミネラルウォーター

アップグレード朝食ルームサービス、ミニバー無料
午後の軽食、エスプレッソ・カプチーノのお届け
フレッシュフルーツのお届け（リクエストに応じて）

ウェルカムスパークリングワインと
ミネラルウォーター

アップグレード朝食ルームサービス
午後の軽食、エスプレッソ・カプチーノのお届け
フレッシュフルーツのお届け（リクエストに応じて）

無料付帯
プレミアムビバレッジパッケージ
スペシャリティレストラン

ワインまたはスピリッツボトル2本
ランドリー（1航海につき2回）、インターネット

客室アメニティ ワンランク上のバスアメニティ、スリッパ、厚手のバスローブ、選べる枕

※ツインベッドに変更不可

アクアクラス
［室内］17.7㎡+［ベランダ］5.0㎡　【定員：2名】

おすすめ 専用ダイニング

A1 A2

ファミリーベランダ
［室内］25.0㎡+［ベランダ］10.4㎡～17.7㎡　【定員：2～5名】
ツインベッド、ラウンジチェア、パーティション、シャワールーム、ベランダ、ラウンジチェア

ツインベッド、ラウンジチェア、シャワールーム、ベランダ、デッキチェア ツインベッド、ラウンジチェア、シャワールーム、ベランダ、デッキチェア

9

A1

2C

PS RS

PS RS

FV

FV

FV

FV

客室
デッキプラン
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お問い合わせ・お申し込み

■お申し込み　お申し込みの際はご希望の出発日、客室タイプ、
客室ごとのお名前（パスポートのローマ字）、生年月日、国籍、住所、連
絡先をお知らせください。車いす客室をご希望の場合はお申し込みの
際にリクエストください。限りがあるためご希望に添えない場合がありま
す。対応客室タイプも限られます。スカイスイートの車いす客室はバスタ
ブがなくシャワーのみとなります。

■代金　●旅行代金は、1室を2名様でご利用の場合の1名様の
代金です。●客室をお一人様でご利用の場合は、記載の1人部屋追
加代金が必要です。●3人以上の客室をご希望の場合は、ご予約時
にお申し出ください。3人目料金が追加となります。3人以上対応の客
室数には限りがあります。●3人目以降が12歳以下の場合は旅行代
金が無料となります。

■お子様無料特典について　3人目以降が2020年5月2日
（土）の旅行開始日時点で12歳以下の場合に適用されます。

■最終案内　ご出発の2週間前頃に詳細を記した最終案内を代
表者の方へご郵送いたします。

■持ち物　●通常の旅行用品の他、パスポート、パスポートコピー、
眼鏡、コンタクトレンズ（スペア）、常備薬などをご準備ください。水着、平
底の歩きやすい靴、船内は冷房がよく効いている場合がありますので、
重ね着できる上着のご持参をおすすめします。●日中はカジュアルな服
装でお過ごしください。夜はドレスコードがあり、おしゃれをするイブニング
シックを2回予定しています。男性はジャケット、女性はワンピースなどを
おすすめします。●アルコール飲料の持ち込みはできません。ただし、出
航地に限り1客室2本までワインまたはシャンパンが持ち込めます。●船
内にはコインランドリーはありませんがクリーニングサービス（有料）があり
ます。●大きな荷物は横浜港⇔ご自宅の荷物宅配サービスがご利用い
ただけます（有料/お客様負担）。

■乗船日・下船日　●チェックインにはパスポートやご住所、連絡
先、船内精算用のクレジットカードおよびお客様の署名などが必要で

■募集型企画旅行契約　この旅行は下記掲載の旅行会社（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。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。
https://doc.mikicruise.jp/CEL/Documents/PKG_condition.pdf   

■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、寄港料、政府関連諸税および港湾施設使用
料、国際観光旅客税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　●旅行開始時点で18歳未満の方は18歳以
上の方との同室が必要です。両親または法定後見人以外の方と同行の
18歳未満のお子様は両親または法定後見人の承諾書が必要です。●
乗船時に6ヶ月未満の乳児、および乗船中に妊娠中期（24週）以降のお
客様はご乗船いただけません。●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上、英文の診断書をご用意ください。車いすを
ご利用の方は付き添いの方のご乗船が必要です。●ご旅行終了日の時
点で残存有効期間が6ヶ月以上の旅券（パスポート）をご用意ください。

■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、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立

海外旅行保険ご加入のおすすめ　募集型企画旅行約款特別補償規程により、当社は、お客様がご旅行中に被られた損害については、一定の範囲で補償させていただきますが、疾病治療・疾病死亡等については補償
いたしません。安心してご旅行をしていただくためにお客様ご自身および携行品等に必ず保険をかけられますようおすすめいたします。また「クルーズ旅行取消費用特約」も同時に加入されることをおすすめします。

施設やサービスの詳細はセレブリティクルーズの
日本語ホームページでもご覧いただけます。

す。乗船当日は混雑しますので、横浜出発の4日前までにオンライン
チェックインをお済ませください。●チェックインの締め切りは出航の90
分前を予定しています。最終案内書類にてご確認ください。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。
〈横浜での乗船〉チェックイン・出発は横浜港大さん橋です。昼前後から
数回に分けて時間差で行います。受付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〉横浜港大さん橋で下船し、解散となります。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。

■乗・下船地の変更について　途中乗下船での区間乗船も
可能です。但し日本国内のみの乗船はできませんので必ず基隆を含め
てください。変更希望の方はご予約時に必ずお申し出ください。途中乗
下船の場合でも料金の割引などはありません。

■日本語案内　船内の案内は英語ですが、船内新聞やメインダイ
ニングのメニューなど主な案内書は日本語でご用意します。日本人コー
ディネーターが乗船し、お客様をサポートしますので安心です。

■リピーター（キャプテンズクラブ）会員　リピーター会員番
号をお持ちの方はご出発前にお届けする最終案内でご案内するオンラ
インチェックイン画面で会員番号を入力してください。但し、当クルーズ
はチャータークルーズのため、ポイントのみの加算となり、通常のリピー
ター特典はありません。

■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）
およびカフェの軽食、24時間ご利用可能なルームサービス（深夜は
サービス料が必要,一部有料）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）などをご用意して
います。メインダイニングの夕食は2回制になります。（メイン17：30頃
～、セカンド20：00頃～）夕食のお時間のご希望はお受けしていませ
ん。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。なお、スイート客室のお客様は専用メインダイニング「ルミナ」（朝・

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、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して
３日以内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、旅行開始日の前日から起算して78日前までにお支払いください。

■申込金（お一人様）　
申込金 50,000円（お一人で1室利用は100,000円）

■旅行代金の額の変更　利用する運送機関の運賃・料金が通
常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ
旅行代金を変更します。増額の場合は旅行開始日の前日から起算して
15日目にあたる日より前にお知らせします。

■お客様の交替　お客様は船会社が承諾した場合、旅行開始日
の18日前までに代表者を除く同行者を変更することができます。なお、旅
行開始日の78日前以降18日前までの同行者変更はお一人様10,800
円の変更手数料を申し受けます。また、代表者を含む全員を変更する場
合は一旦ご予約を取り消しいただき、新規申し込みとなります。

■旅程保証　当社は契約書面に重要な変更が生じた場合は、規定
の変更補償金を支払います。ただし、次の場合は変更補償金を支払いま
せん。天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送機関等の旅行サービ
ス提供の中止、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に必要な措置。なお、変更
補償金は旅行者1名に対し、1募集型企画旅行につき旅行代金の15％
を限度とします。また、変更補償金が千円未満のときは、変更補償金は支
払いません。

■旅行契約内容の変更　天災地変、戦乱、暴動、官公署の命
令、運送機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらな
い運送サービスの提供その他当社が関与しえない事由が生じた場合、旅
行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないとき、旅行日程、旅行
サービスの内容を変更することがあります。

■取消料（お客様による旅行契約の解除）　お申し込み
後、お客様のお申し出により取消になる場合、および旅行代金が所定の

昼・夕）、アクアクラスのお客様は「ブルー」（朝・夕）のご利用となり、夕食
も時間・テーブル指定のないオープンシーティングです。

■喫煙　客室のベランダを含め、船内はすべて禁煙です。喫煙（電
子タバコを含む）は屋外の指定エリアでお願いします。指定エリア以外
での喫煙は＄250の違反金がかかります。

■両替　船内で日本円からUSドルへの両替を承りますが、台湾ドル
は金額に限りがありご希望に添えない場合があります。台湾到着の港
で両替可能です。

■ギフトサービス　有料でギフトサービスもお受けします。セレブリ
ティクルーズ本社ホームページ（英語）から事前にご予約、クレジットカー
ドでのお支払いになります。記念のケーキやワインなどをご旅行予定の
方へお届けします。

■寄港地での観光　セレブリティクルーズ本社主催の寄港地観
光（日本語ガイド：別料金）をご用意しています。詳しくは日本語ホーム
ページ、最終書類でお知らせします。

■船酔い　船には横揺れ防止フィンスタビライザーがついています
ので、大きく揺れることはありません。酔い止め薬はゲストリレーションズ
または医務室で無料で配布します。

■医務室　船内には外国人の医師1人、看護師1人以上が乗船
し、緊急時は24時間対応します（受診は有料）。

■スケジュールの変更　当パンフレットに記載の内容は2019年
6月現在のものです。現地のやむを得ない事情により、スケジュール、寄
港地や、出発・到着時間、船内プログラム、各種料金サービス等は予告な
しに変更される場合があります。これらの場合でも返金はありません。

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
記の取消料（または違約料）を申し受けます。●区間乗船の場合も横浜
出発日を旅行開始日として取消日を算出します。

■旅行条件基準日　2019年6月28日を基準としています。

■特別補償　当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故
意または過失の有無にかかわらず、当社約款特別補償規程により、お客
様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その
身体、生命または手荷物上に被った一定の損害について、下記の金額
の範囲において、補償金または見舞金を支払います。死亡補償金2500
万円 入院見舞金4～40万円 通院見舞金2～10万円（通院3日以上） 
携行品損害補償額お客様1名につき～15万円（但し、携行対象品1個
あたり10万円を限度とします）

■個人情報の取り扱いについて　当社および受託旅行業者
（以下「販売店」といいます）は、旅行申し込みの際に提出された申込書
に記載された個人情報についてお客様との連絡のために利用させてい
ただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において旅行サービスの
手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で
利用させていただきます。このほか、当社および販売店では、①当社、販
売店および当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案
内 ②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い ③アンケートのお
願い ④特典サービスの提供 ⑤統計資料の作成など、お客様の個人情
報を利用させていただくことがあります。

ご案内とご注意

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）をご確認の上お申し込みください。

取消日 取消料（お一人様）

旅行開始日の前日から起算して
78日前まで 無料

旅行開始日の前日から起算して
77日前～48日前

50,000円
※1名1室利用の場合100,000円

旅行開始日の前日から起算して
47日前～34日前 旅行代金の 50％

旅行開始日の前日から起算して
33日前以降および無連絡不参加 旅行代金の100％

C-03-1-1906

クルーズカンパニー
〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル
観光庁長官登録旅行業1100号 
日本旅行業協会（JATA）正会員
ボンド保証会員 
総合旅行業務取扱管理者 根本由美子
運航会社：セレブリティクルーズ

【旅行企画・実施】
セレブリティクルーズ日本総代理店

株式会社ミキ・ツーリスト

Celebrity MILLENNIUM
就航年： 2000年
（2019年2月改装）

総トン数：90,940トン
乗客定員：2,218名
乗務員数：1,024名
客室数：1,109室

全長：294m
全幅：32m
喫水：7.9m

巡航速度：24.0ノット
電圧：110/220ボルト
船籍：マルタ

Ship Data

www.celebritycruises.jp/info/jpnml2020may

セレブリティクルーズ


