A complete guide to the beautiful
MSC BELLISSIMA
MSCベリッシマ 完全ガイド

Bellissima |bel’lis.si.ma| adjective

Possessing intense beauty; delighting the senses
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About MSC Cruises

MSCクルーズでは、地中海のエレガントな側面を体現し、世界の文化、美しさ、味覚の発見を通して、乗客の皆様
にユニークで忘れられない感動を提供します。
2014年には成長の第2段階である投資計画を発表し、その後、メラビリアクラスの客船を５隻、そしてシーサイド

MSCグループの一員であるMSCクルーズは世界最大級の非上場クルーズ会社であり、スイス・ジュネー
ブに本社、ナポリに運航本部を置いています。ヨーロッパ、南米、南アフリカ、及び湾岸地域においてブラ

クラスの客船をさらに４隻発注するに至りました。また2016年４月には、次世代LNG推進技術を搭載したワール
ドクラスの客船を４隻建造することを発表しています。
さらに2018年10月には、ウルトラ・ラグジュアリー客船業界への参入を発表しました。これにより、新たに予定されて

ンドマーケットリーダーとしての地位を確立し、年間を通じて地中海、カリブ海を航行、また季節により北

いる４隻の客船への投資額は、総額で20億ユーロを上回ります。

欧、大西洋、キューバ、アンティル諸島、南米、南アフリカ、中国、日本、アブダビ／ドバイ／インドに配船して

このような長期的かつ大規模な投資計画の展開は世界規模のクルーズ会社としては初めてのことであり、2017

います。

～2020年に新規就航する客船数は6隻に上ります。

2017

ヨーロッパ、
南米、
南アフリカ、
湾岸地域で運航する
クルーズ会社で

１位

世

界

83カ国
を巡航

MSCベリッシマ
就航後の保有客船数は

16隻に

81カ国で

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

MERAVIGLIA
CLASS

MSCクルーズツアー
を販売

MERAVIGLIA-PLUS

の地位を確立

CLASS

SEASIDE
CLASS

船上および
地上職員数

30,523人

乗客数

240万人

世界で

212の
航路を提供

211の
寄港地

SEASIDE EVO
CLASS

WORLD
CLASS

136億ユーロの投資計画
2017～2026年で17隻の
新造船導入を予定
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ユニセフへ900万ユーロ以上を寄付

LUXURY
CLASS
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デッキ表 面 積はサッカーフィー ルド

MSC BELLISSIMA
数字で見るMSCベリッシマ
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BEAUTY

船上で使用される
使い捨てプラスチック

言語

ストローの数

（日本語対応なし）

世界初のバーチャル・クルーズアシスタント

ZOE（ゾーエ）が対応可能な言語数

台分とほぼ同じ高さ

65

メートル

ファミリー

長

315

キャビン

5,000,000

メートル

デッキ数

2,217
5,686

お子様向けウェブシリーズ
『ケリー＆クロエの船上体験』再生回数

19

室

キャビン数

キッズルーム

バルコニー付き
キャビン

総面積

700m2
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IN

NUMBERS

個 分 の 広さ

高 さ

全

DISCOVER

0

ロンドンの
ダブルデッカー

63

お子様向けマスコット数

96

エンターテインメント
大人向けアクティビティの数
毎週
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985の客席数を誇る
ウエストエンド・スタイルの劇場で
上演されるショーの数

種類

500

音楽の生演奏時間
1クルーズあたり

300
2
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210

スワロフスキー階段
個所
1段あたり

メイン階段の段数

使用されている
スワロフスキーの数

段

お食事

20

種

シャンパンバーで
提供されるシャンパンの種類

レストラン数

着

劇場で着用される衣装数

時間

１ヶ月あたり

1.5

「洋上のシルク・ドゥ・ソレイユ」
種類

人

最大乗客数

オリジナルショーの数

96

80
m

t

船内ショコラトリーで

91

種類

のチョコレート製品を作るため
に使われるチョコレートの量

１日あたり

m

LEDドームの長さ

地中海風プロムナードの長さ

15,000

個

焼かれるクロワッサンの数
バー＆
ラウンジ数

640

個

Delicious Dining Options

有名なドイツ人シェフ、ハラルド・ウォールファールトがMSC
ヨットクラブで提供する特別メニューと、メインレストラン
でのエレガントナイトのための2種類のコース料理を考案

休暇を過ごすうえで最も重要の要素の１つは、
“食事”です。お客様に美味しい食事を提供すること―それ

しました。世界トップ10のシェフの１人に選ばれ、25年連

はMSCクルーズのDNAの核であるといえます。

続でミシュランの３つ星を獲得した唯一のドイツ人シェフ
ウォールファールト氏は、最高のドイツ料理の象徴であり、

MSCベリッシマも例外ではありません。カジュアルなものから有料のスペシャリティレストランまで、合わせ

最新の素晴らしい料理の数々をお客様に提供するという

て12のレストランがあり、あらゆるシーン、あらゆる好みにマッチした食事を用意しています。

MSCクルーズの取り組みを体現する存在でもあります。

ライトハウス、イル・チリエッジョ、ル・スリジェの3つのメインレストランと3,650㎡のマーケットプレイス・
ビュッフェでは、様々な料理を取り揃えています。

HOLA! TAPAS BAR

BUTCHER’S CUT

スペイン語で「こんにちは」という意味のHOLA ! タパスバーで

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

は、2つ星のミシュランシェフ、ラモン・フレイシャによる素晴らし

たしてくれる場所はありません。MSCクルーズの最新客

い料理を楽しめます。広さ150㎡、座席数56のこのレストラン

船のすべてに出店して成功した現代的なアメリカンスタイ

は、誰もが憧れる地中海の陽気さをたたえています。

ルのステーキハウスが、MSCベリッシマにも出店します。

またこのレストランの特徴は、現代的でありながら温かい雰囲気

お客様は、オープンキッチンで料理人の技を目にすること

のオープンスペースの中で、
“伝統と前衛の融合”
を感じられる点

ができます。地ビールやアメリカワイン、カクテルを豊富に

です。スペインでよく知られているサングリアをはじめ、さまざま

取り揃えたこのレストランは、訪れる人の五感を満たして

なワイン、ビール、カクテルがそろっており、それらと共においし

くれます。

い料理（前菜、メインディッシュ、タパスなど）を楽しめます。

L’ATELIER BISTROT

KAITO TEPPANYAKI AND SUSHI BAR

新しいコンセプトのこのフレンチビストロでは、タルタル、シ

広々としたレストランでは、東西のスタイルを融合したモダン

ャルキュトリ、チーズなどの軽食のほか、ブルギニョン、タル

な和食を4種類の鉄板焼きグリルで提供しています。料理人た

タル・ステーキ、鴨のコンフィなど伝統的なフランス料理を

ちによる派手なパフォーマンスでお客様を楽しませながら、本

お楽しみいただけます。

格的で美味しい料理を目の前でご用意します。隣の寿司バー

セーヌ川のほとりを彷彿とさせるパリ風ビストロの陽気な雰

では賑やかなプロムナードを見下ろしながら、寿司職人による

囲気の中に、80席をご用意しています。朝から晩までオー

新鮮な寿司、刺身、天ぷらを味わうことができます。

プンしており、本場のバタークロワッサンとカフェオレ、また
はシャンパンとカキのプレートをお召し上がりになれます。
言葉では言い表すことのできないフランスの美味を発見す
るチャンスです！

6

7

Tempting Treats

Bar Highlights

お気に入りのカクテルなしに、クルーズを楽しむことはできません。MSCベリッシマでは、20種類のバー
を幅広く取り揃えています。すべてのバーにユニークな雰囲気と特別ドリンクがあります。リラックスした
雰囲気を好むお客様にも、アクティビティ満載のエキサイティングな場所を求めるお客様にもぴったり合う
バーが見つかります。

CHAMPAGNE BAR
MSCクルーズのクラッシックな定番は、ディナー前後のスパー
クリングに最適なバーです。 スタイリッシュな雰囲気で、20種
類のシャンパンが揃っています。ここでは、毎晩5本以上のボト
ルが開けられ、グラスにして40杯が飲まれています。

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、甘党の方には憧れの存在です。
MSCクルーズ船上で2店舗目となる出店で、以下に掲げる2つの異なるコンセプトにそれぞれ独特のノウハウを
組み合わて提供します。
●ショコラ＆カフェショップではショコラトリーの中が見
えるようになっていて、チョコレート作品や製作中の様
子を見学できます。また手作りのチョコレートボンボンを
楽しんだり、電子タブレットを使ってチョコレートバーを
カスタマイズすることもできます。

●クレープ＆ジェラートでは、自家製フレーバーの組み合
わせから、最もお好みに合うものを選んで、いつでもスイ
ーツを楽しむことができます。

MASTERS OF THE SEA
英国の伝統的なパブのコンセプトは、マスターズ・オブ・ザ・
シーのパブ＆レストランに通じるものがあります。様々な種
類のビールやおつまみを提供しています。81席ある店内
は温かい雰囲気で、ビールを飲みながらリラックスしたり、
おしゃべりしたりできます。

FUN FACTS

EDGE COCKTAIL BAR
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ジャン・フィリップ・モーリー ショコラ＆カフェ

ジャン・フィリップ・モーリー クレープ＆ジェラート

•電子タブレットを使ってカスタマイズ、
1000以上のチョコレートバーが
作れます。
•16種類のチョコレートバー
•13種類のマカロン
•6種類のトリュフチョコ
•40種類のチョコレート製品とビスケット

•13種類のアイスクリーム
•4種類のシャーベット
•10種類のシグネチャークレープ
•5種類のミルクシェーク
•3種類の「健康的な」ブレンド飲料
•4種類のスムージー
•9種類のサンデー

お気に入りのカクテルとエッジカクテルバーの豊富なバーリス
トなしには、クルーズ休暇は完成しません。お客様は気が向い
たら、いつでもドリンクを楽しむことができます。平均5〜6種類
の材料を使用して、各カクテルをお客様の目の前で作り、提供
します。
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Entertainment
MSCベリッシマでは、オリジナルの6種類のブロードウェイスタイルショーを上演しています。
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RITMO

40分間で、過去50年の音楽を振り返ります。女
性アーティストとバンドによる生演奏が生み出す
最高のミュージック・パフォーマンスです。ガール
ズパワーを感じてください！

活気に満ちたラテンのリズムを体中で感じながら、
情熱的なサルサ、美しいダンスフロア、驚異的なア
クロバティック・パフォーマンスをご覧ください。

SOLID ROCK

INCANTESIMO

バンドと歌手、そしてダンサーたちによるドリーム
チームが、ロック・パフォーマンスを繰り広げます。

古代中国版のシンデレラ・ストーリー「葉限（イェ・
シェン）」を斬新なアレンジでお届けします。

EDEN

イマジネーションと彩りにあふれた世界を猛スピ
ードで駆け抜けるパフォーマンスです。ステージ
上で絶え間なく繰り広げられるトランスフォーメー
ションにご注目ください。

幻想的な生き物が住む失われた古代都市が舞台
です。美を求めて進化していく描写に魅了される
ことでしょう。

L’AMOUR
ビゼーの 傑 作オペラ
「カルメン」の中でも
最も情 熱 的なシ ーン
をセレクトして上演し
ます。

FUN FACTS

PINK

QUICK

MSCベリッシマに
おける生音楽演奏
時間は、1日あたり
40時間。
（１回の航海
あたり300時間に
相当）

世界11カ国から
集まった計24名の
ミュージシャンが
乗船。

シアターで上演
されるショーでは、
衣装500着、
靴60足、
帽子110個を
使用。

7泊のクルーズ
期間中、計20の
ショーを見ることが
できます。
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VIRTUAL GAMES ARCADE
エンターテイメントエリアでは、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、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
リングレーン２本、多種多様なアーケードゲームが皆様をお待ち
しています。
MSCクルーズ客船で、初めてVR迷路を導入しまし
た。最先端技術によるバーチャル・リアリティで、未知
なる世界へ冒険に出かけませんか。ゲーム専門会社
であるユービーアイソフト社（Ubisoft）とトリオテッ
ク社（Triotech）の協力により、迫力ある4K映像で「ラビッツ」

GALLERIA
BELLISSIMA –
THE SOCIAL HUB OF
THE SHIP

や「アサシン クリード」などの有名ゲームシリーズの世界に没頭
することができます。
お客様はプレイごとに料金をお支払いいただくか、ファンパスを購
入してお得にゲームを楽しむことができます。

地中海式の屋内プロムナードである
ガッレリア・ベリッシマは、客船のソーシャルハブとし
て機能し、多くのバーやストランが軒を連ねています。
全長80メートルのLEDスカイドームでは、24時間絶え
ず美しい映像を映し出しています。1日3回魅惑的な
ドームショーが上映され、プロムナードでは

SPORTS FOR ALL

“ホワイトナイト”や“フラワー・グローリー”

390㎡の広さを誇るスポーツプレックスでは、一日中さ

といったテーマ・パーティーも

まざまなアクティビティやトーナメントが開催されてお

開催します。

り、スポーツや試合を楽しめます。バスケットボール、テ
ニス、バレーボール、サッカーにトライしたり、オープン

A RICH ENTERTAINMENT PROGRAMME

デッキにある専用ランニングトラックでジョギングするこ

船上で楽しく過ごすための素晴らしい施設に加え、お客様は毎週
210のアクティビティの中から好きなものを選ぶことができます。
プールサイドでのゲーム、スポーツ・アクティビティ、ダンスクラス
など、毎日20時間以上のプログラムをご用意しています。

ともできます。

DANCE THE NIGHT AWAY
GRAND CANYON AQUAPARK
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。
スリルを求める方は、3種類の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に挑戦してみてください。半筒型スライダー
1種類とチューブ式スライダー２種類を用意しています。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。またお子様で
も大人の方でもチャレンジしていただけるのが、ヒマラヤン・ブリッジ
です。体にロープを取り付け、海上80メートルの高さで船を横断する
斬新なアクティビティです。

12

日没後は、パーティータイムです。テーマナイトや11の
ダンスエリア、カラオケ、ナイトクラブ、午前２時まで営
業しているバーなどでナイトライフを楽しんでください。
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Cirque du Soleil at Sea
VARÉLIA - バレリア-

MSCクルーズは、ライブエンターテインメントの世界的リーダーであるシルク・
ドゥ・ソレイユと独占的パート

色彩豊かな愛の物語が、伝統的な中世の世界観に未

ナーシップを結び、MSCメラビリアで「洋上のシルク・ドゥ・ソレイユ」
（Cirque du Soleil at Sea）が

来的なアレンジを施します。この物語は、紫色の肌を

デビューしました。今後も引き続き、船上エンターテインメントを新たなレベルへと導いていきます。

持つ王女と魅力的な盲目のヒーローの型にはまらな

MSC ベリッシマでは、それぞれまったく異なるテーマを持った息をのむほど素晴らしい2種類

い求愛劇です。彼らの間に芽生えた愛は、狂気にとり

のショーが上演されます。これらのショーは、MSC ベリッシマでしか見ることができない特別な

つかれ王女を誘拐した敵によって阻まれます。しかし

作品です。

勇敢な若いヒーローは、友人の力を借りて最愛の人
を救うための作戦を計画するのです。アクロバティッ

コンセプト、ストーリー、キャラクター、衣装、メーキャップ、音楽、演出、そして音響効果に至るまで、ショーを

クな技、レーザーショー、そして未来的な中世の物語

構成するあらゆる要素が従来とはまったく異なっているのです。

のユニークなセットデザインを楽しんでください。

洋上のシルク・
ドゥ・ソレイユは事前予約制です。乗船前に特別料金で予約するか、もしくは乗船後でも空席があれば
予約することができます。食事付きのショーでは、ショーの前に3コースメニュー（35ユーロ）をお楽しみいただけま
す。または特製カクテル（15ユーロ）
を味わいながら、公演の30分前から始まるプレショーをお楽しみください。

THE CAROUSEL LOUNGE
ショーはカルーセルラウンジにて上演されます。このラウンジは「洋上のシルク・
ドゥ・ソレイユ」専用の劇場で400

TWO ORIGINAL NEW SHOWS

超の観客席を擁します。最新技術とハイスペック機能を駆使したこの特別なショーのニーズを満たすよう設計され
ています。
ラウンジ単独でも2,000万ユーロという予算が投入され、ラウンジ中央にある360度回転ステージ、全長40メー
トルのLEDスクリーン、そしてアーティストたちが空中アクロバットを行うための特別装置が用意されています。
これらはすべて、迫力があり観客の心に永遠にとどまるようなパフォーマンスを生み出すためのものです。

SYMA - シーマ想像を超えた航海が、若い船乗りの壮大な旅にあなたを連
れて行きます。この大胆な冒険で彼は自然の猛威に勇敢に
立ち向かい、荒れ狂う海に飛び込み、超現実的で色彩豊か
皆、自分の中に想像上の島を持っています。あなたは何を
待ち望んでいますか？ SYMAに期待してください。臨場感
あふれる映像、オリジナルのセット、生物発光による照明、
アクロバットの妙技が、SYMAを忘れられないショーにし
ています。
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FUN FACTS

な生物が棲む夢の中の神秘的な島を発見します。私たちは

船は絶え間なく動く
ため、巨大なLEDの
壁はゴム製の装 置
の上に作られていま
す。ゴムは柔軟性が
あり、壊れにくいか
らです。

パ フォー マン ス す 2つのショーを合わ メーキャップを完成 2つのショーを合わ
るアーティストたち せると、メーキャップ するために使 用さ せると、衣装の数は
は、2 つのショーを は16種類あります。 れるブラシ の 数 は 275着に上ります。
合わせると世界9カ
304本です。
国から集まっていま
す。
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NEW FOR MSC BELLISSIMA

Award-winning Family Offering

CYCLONE（サイクロン）

スポーツプレックスで行われる家族向けアクティビティです。さまざまなスポーツ・ア
クティビティで競い合い、心臓を弾ませ、みんなが笑顔になることができます。

家族経営の企業であるMSCクルーズは、家族のニーズを理解しています。あらゆる年齢の子どもたちの

MAGICIAN’S APPRENTICE（魔法使い見習い）
ミニクラブで開催されるアクティビティです。クルーズ期間中1回開催される新しい
テーマナイトイベントです。子どもたちは最も驚くべき幻想的なトリックを魔法の世
界から学ぶことができます。

ための専用施設やアクティブで多種多様なエンターテインメント・プログラムが用意されているため、子ど
もたちはクルーズの最初から最後まで、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向けプランは最高のものであると、我々は自負しています。2017年には

DOREMI MAGIC CARDS（ドレミ・マジックカード）

「クルーズクリティック誌」の編集者投票によって「ファミリー向けベストクルーズライン」に選ばれ、また

毎日船上で行われる魔法のライブゲームです。
“MSCクルーズ賞”
を獲得するため
に、チームごとにポイントを集めます。家族みんなで参加することができます。

2018年WAVEアワードでは「ベストファミリークルーズライン」に選ばれています。

FIRE & ICE（ファイアー＆アイス）
クルーズ期間中に行われる、まったく新しいマルチアクション・ゲームです。クルーズ中、バーチャルとフィジカルの両方
を使ったいくつかのゲームに参加し、獲得したポイントによって勝者が決まります。

WINNER
CLUBS FOR KIDS OF ALL AGES
MSCベリッシマのキッズエリアは“魔法”
をテーマ
にしています。エリアの一部はパートナーである
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。

CHICCO Baby Club (1 - 3 years)
キッコ・ベビークラブ（1～3歳）

3歳までのお子様は、大手チャイルドケアブランドのキッコ
と提携して開発されたアクティビティやゲームを楽しむこと
ができます。

Mini Club and Juniors Club (3 – 11 years)
ミニクラブ＆ジュニアクラブ（3～11歳）

ミニクラブとジュニアクラブには、3〜11歳の子ども向けのさまざまなレゴブロックがあります。また、すべての

Young Club and Teen Club (12 – 17 years)
ヤングクラブ＆ティーンクラブ（12～17歳）

MSCベリッシマでは、ティーンのための2つのクラブを提供します。
１つはヤングクラブ（12～14歳）、もう１つは
ティーンクラブ（15～17歳）です。どちらのクラブでも、専用アクティビティや最新のゲーム機などを備えた専用施
設を設けています。
映画館、ゲームルーム、ディスコとしても利用できるティーン限定のエリアもあります。
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FUN FACTS

クルーズでレゴの終日イベントが行われ、家族みんなで参加できます。

MSCクルーズには、
キッズ専用ルームは
DOREMI（ドレミ）
７部屋あります。
DOREBRO（ドレブロ）
そして新たに加わった
ドレミ・マジック
（DOREMI
MAGIC）
をはじめとして
6種類のマスコットがいます。

プレイエリアの広さ
は700㎡です。

レゴグループとの
コラボで開発された
キッズクラブの総面
積は、123㎡です。
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Wide Choice of Accomodation

CABINS FOR FAMILIES
家族向けキャビン

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。

MSCベリッシマでは、最大10名まで収容できる家
族向けキャビンを175室ご用意しています。インテリ

広々としたバルコニー付きキャビンやMSCヨットクラブスイート、そして最大10名まで収容可能なコネクテ

アキャビンとバルコニー付きキャビンをコネクティン

ィング・キャビンからシングル・キャビンまで幅広いタイプのキャビンを取り揃えており、お客様にはそれぞれ

グドアで連結させることができ、家族連れやグルー

のニーズに合わせてクルーズ体験をカスタマイズしていただくことができます。

プでの船旅にぴったりです。

LUXURIOUS ROYAL SUITE
(MSC YACHT CLUB)
MSCヨットクラブ ロイヤルスイート

２つあるバルコニーのうちの１つには専用ジ
ャグジーバスと、屋外ダイニングスペースもあ
ります。また独立したリビングスペース、ウォ

INTERIOR STUDIOS

ークインワードローブ、バスタブ付きバスルー

インテリアステューディオ

ムも備えています。

MSCベリッシマは、一人旅のお客様のための
キャビンもご用意しています。形を変えられる
ベッドはシングルユースに最適で、バスルー
ム、テレビ、アメニティ類がそろっています。

DUPLEX SUITES

デュープレックス・スイート

２フロアーに分かれたメゾネット式キャビン
です。
１階のダイニング／リビングで友人を
ことができます。夜は広々としたバルコニ
ーでジャグジーバスを楽しんでください。
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FUN FACTS

もてなし、２階のベッドルームではくつろぐ

キャビンは計11の
デッキに配置
されています。
（デッキ5、デッキ８～18）

オーシャンビューの
キャビンが75％以上を
占めています。

バルコニー付き
キャビンは1,250室
あります。

専用ジャグジーバス付
きのスイートキャビンは
44室あります。
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MSC for Me

Meet

the world’s first VIRTUAL PERSONAL CRUISE ASSISTANT
世界初のバーチャル・パーソナル・クルーズアシスタント

A CONNECTED CRUISE EXPERIENCE:
MSCクルーズの革新的プログラムであるMSCフォー・ミーは、最高に快適なクルーズ体験をお客様にお届けする
ためのテクノロジーです。

FEATURES
MSCフォー・ミーは、より快適な休暇を実現させます。
時間の節約：MSCフォー・ミーのアプリを使うことで必要な情報を必要な時に入手することができます。
・乗船前にクレジットカード登録を行うことができます。
・バーチャル・クルーズアシスタントZOE（ゾーエ）がクルーズに関する質問にお答えします。
・3,050のbluetooth・ビーコンを介したインタラクティブ・マップによって、お客様は船内を素早く、
そして簡単に移動することができます。
情報を逃さない！：毎日のイベント、アクティビティ、ショーを閲覧できる追加機能があり、お客様は
リアルタイムで計画を立てることができます。
・ZOE（ゾーエ）は瞬時に情報を提供することができ、ショーやスパ寄港地観光の予約をお手伝いします。

7
30

言語に対応
画期的なバーチャル・アシスタント

種 類 の 異なるアクセント
を分析して開発

2,200,000
の質問への応答をトレーニング

800+

よくある質問をプログラム済み

・お客様は旅のプランニングに役立つ通知を受け取ることができます。

Bluetooth接続で音楽の視聴が可能
テーラーメイド：新しいMSCフォー・ミーを使えば、さらに個々のお客様のニーズに合わせてクルーズ
体験をカスタマイズできます。
・ZOE（ゾーエ）は7言語を話すことができ（日本語対応なし）、お客様のプロフィールやお好みに応じて、
適切に対応します。快適なキャビンでくつろぎながら、情報を取得できます。

高音質なオーディオ
機 能と広 範 囲に対
応可能なマイク

・お客様はMSCフォー・ミーにアクセスし、クルーズ開始前に予約および購入を行うことができます。
家族や友人と繋がれる：楽しい休暇を過ごすためには、
“安心”
が必要です。MSCフォー・ミーの機能に
より、大切な人たちと繋がることができます。
・MSCフォー・ミー・チャット ― インターネットパッケージを使わずに、アプリでダイレクトにメッセージ
を送ることができます。
・ファミリー＆フレンド探知機能（追加料金で利用可能） ― 家族や友人と繋がることで、安心して一人
の時間を過ごすことができます。

20

クアッドコア・
プロセッサー搭載

人間的なやり取りが可能

400
3,000

名のスタッフによって
トレーニングを実施

回に上る
テストをPOC（ 概念検証 ）の
段階で実施

40

カ所のキャビン内ポジショ
ンでベストな音質を追求
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GENOA, ITALY

The Most Beautiful Destinations

ジェノバ（イタリア）

豊かな丘陵と宮殿を有するこの街には、世界遺産
のパラッツィデイロッリ邸宅群や海抜117メートル
の位置にある灯台・ランテルナ、フェラーリ広場の
噴水など、思いがけない宝物のような見どころが
あります。

in the Mediterranean

街を楽しみたい方は、ジェノバ歴史センターやジェ
ノバ水族館への寄港地観光ツアーに参加し、ジェ
ノバについての理解を深めるのはいかがでしょう
か。ラグジュアリー嗜好の方には、パステルカラー
の建物が並び、港の美しさでも有名なポルトフィー
ノ村への日帰りツアーをお勧めします。

“古典”はいつの時代にも色あせることはありません。そして象徴的な地中海クルーズは、まさしくそれにあ
たります。
６つの寄港地と多数の文化的アクティビティや観光の機会に恵まれた“クルーズの古典”
とも呼ぶ
べきこの旅程は、MSCベリッシマの初就航シーズンにふさわしい航路です。

NAPLES, ITALY

ナポリ
（イタリア）

活気に溢れたナポリは、ピッツア好きな方にはぜひ
訪れてほしい場所です。また市街中心部は他のヨー
ロッパの都市と比べても歴史的な見どころが多く、
世界最高級の体験を提供してくれる街です。ナポリ
歴史ツアーに参加し、なぜこのようなユニークな街
が出来上がったのか、ナポリの文化と歴史について
学ぶのもいいかもしれません。
ポンペイへの日帰りツアーに参加し、滅亡した古代
都市の秘密を解き明かすのも楽しいですよ。

MESSINA, ITALY

メッシーナ（イタリア）

賑やかなシチリア島の港・メッシーナには、美しい
大聖堂やオリオンの噴水などの見事なモニュメン
トがあります。街をじっくりと味わっていただくた
めに、タオルミーナとメッシーナを訪れるツアーで
はこの地域のハイライトを集中的に見て回ります。
エトナ山は、この地域のランドマークとしてそび
え、冒険好きな方が好むツアーもあります。
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Discover the Treasures of The

VALLETTA, MALTA

バレッタ
（マルタ島）

Emirates and The G ulf

バレッタは美しい広場とバロック様式の建築が特
徴の美しい街で、数多くの歴史的モニュメントを有
しています。2018年には欧州文化首都に指定さ
れました。
モスタ、イムディーナ、ラバトへのツアーでは、景
観の美しい地域を広範囲にわたってご覧いただけ
ます。

2019～2020年冬季シーズン、MSCベリッシマはドバイを母港とし、アラブ諸国と湾岸の美しくて神秘的
な景色を楽しめる２つのルートをそれぞれ７泊の旅程で運航します。

BARCELONA, SPAIN
バルセロナ（スペイン）

非常に特徴的な街であるバルセロナは、サグラダ
ファミリアやグエル公園に代表されるアントニ・ガウ
ディの建築物はもちろんのこと、広大なビーチやお
いしいパエリアでも知られています。
“ガウディ・エク
スペリエンス”
ツアーでは、これらの作品をじっくり
見ることができます。市内観光とショッピングツアー
は、気軽に楽しみたい方にお勧めです。

MARSEILLE, FRANCE

マルセイユ（フランス）

カランクの断崖に囲まれた港町マルセイユは美し
い南仏への入り口であり、何マイルにもおよぶラベ
ンダー畑、職人技が光る生産品や、魅力的な村々で
有名です。
この町を知るには、マルセイユ市内観光ツアーに参
加するのが一番です。もっと遠くまでプロバンスを
探検したい方は、エクス・アン・プロヴァンスへの日
帰りツアーにご参加ください。
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MUSCAT, OMAN

マスカット
（オマーン）

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES

ドバイ
（アラブ首長国連邦）

印象的な西ハジャール山脈に囲まれたマスカットは、
豊かで多文化的な歴史を持つオマーン湾の重要な港
であり、美術館やオールド・マスカット地区など、非常
に魅力的な歴史的見所を持つ街です。

中東で最も有名な都市の１つであるドバイは、訪れる人
の五感を刺激する街です。未来的な高層ビルやラグジュ
アリーなショッピングモールなど、工学と建築技術の融
合に目を見張ることでしょう。

“神秘的なマスカット”ツアーでは、市内のモスク、
宮殿、美術館を巡ることができます。スリルを求める
方は、代わりにワディ・アルバイーンへのジープ・アド
ベンチャーに行くこともできます。ジープで山道を駆
け抜けたあと、ナツメヤシの木々に囲まれたプール
でクールダウンするのはいかがですか。

この素晴らしい街を体験するには、ぜひ“エクスクルー
シブ・
ドバイ”
ツアーに参加し、
ドバイが「商人の街」と呼
ばれる理由を発見してみてください。世界で最も高い建
築物であるブルジュ・ハリファの124階にある展望台へ
の訪問も含め、
ドバイの有名な観光地を一日かけて満喫
することができます。

ABU DHABI, UNITED ARAB
EMIRATES

アブダビ（アラブ首長国連邦）

アラブ首長国連邦の首都アブダビは、多様性と文化
に富んだ街です。きらびやかなビルが立ち並び、この
世のものとも思えないほど美しいシェイク・ザイード・
グランド・モスクを訪れることもできます。
アブダビ観光＆エティハド・タワーで紅茶体験のツアー
では、半日かけて市内を見て回ります。車好きの方に
は、フェラーリのテーマパーク「フェラーリ・ワールド」
もお勧めです。

SIR BANI YAS ISLAND,
UNITED ARAB EMIRATES

シルバニヤス島（アラブ首長国連邦）

アラブ首長国連邦で最大の自然島であるシルバニヤ
ス島には、手つかずのビーチや多様な野生動物が存在
し、MSCクルーズのお客様しか利用することのできない
全長1.5キロのビーチもあります。
またこの島は美しい海岸線を有しており、島の面積の半
分以上をアラビア野生動物公園が占めています。
“アイラ
ンド・マウンテンバイク・ライド”
ツアーでは、島の自然の美
しさを発見することができます。
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BAHRAIN, BAHRAIN

バーレーン（バーレーン）

この島国は、世界で最も小さい国のひとつです。アラビ
ア文化が豊かに混ざり合っており、考古学的な遺産も
点在しています。また、F1が開催される有名なバーレー
ン・インターナショナル・サーキットや世界遺産に登録さ
れているバーレーン要塞もあります。
古さと新しさをミックスさせた
“古代＆近代バーレーン”
ツアーでは、バーレーンの文化的至宝を目にすること
で、この街への理解を深めることができます。

DOHA, QATAR

ドーハ（カタール）

“新・世界七不思議”の都市の１つとして知られるドーハ
は、急成長を遂げている刺激的なデスティネーションで
す。また2022年FIFAワールドカップなどの世界的な
スポーツイベントの開催地に選ばれ、スポーツファンにも
広く認識されています。
さらにこの地域はアラビア馬の産地としても知られてお
り、アル・シャカブ王立厩舎では見事な馬たちを見ること
ができます。またここを訪れれば、カタールで競馬がいか
に人気のスポーツかを知ることができます。
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REJUVENATING TREATMENTS FROM SWISSLINE

Feel Beautiful at Sea

スイスラインのスキンケア製品を使ったアンチエイジング・
トリートメント

スイスラインのスキンケア製品を使った画期的なトリートメントを2種類ご用意しました。
お好きなトリートメントを選び、存分におくつろぎください。
“Swiss Virtual Surgery”
はお肌を強化するためのトリートメントで、
“Swiss Bright”
は
お肌のトーンを明るくするためのトリートメントです。
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。

休暇は、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、最新アメニ
ティとアンチエイジング・
トリートメントを各種取り揃えています。

SPA RITUALS FROM THALGO

タルゴの製品を使ったスパリチュアル

タルゴのスキンケア製品を使ったトリートメントを受けることができます。アンチエイジング
効果のある
“Prodige des Océans”
、お肌を引き締める効果のある
“Exception”
、男性
向けトリートメントの
“Blue Ocean for Men”
、お肌の深い組織までもみほぐすスウェーデ
ン式トリートメント
“Mervelli Arctique”
の４種類です。
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
ボディトリートメントに関する幅広いトリートメントを提供しています。

MSCアウレア・スパのご案内

アウレア・スパ

各種サービス

20
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MEDI SPA TREATMENT FROM WIQO USING
PRX-T33 FORMULA

種類のボディトリートメント

WiQo（ワイコ）PRX-T33を使ったメディカル・スパ

種類のフェイシャルトリートメント

21

WiQoの
“Biorevitalizing Instant Facial Rejuvenation”
は美容医学における革新的な
トリートメントで、顔、首、デコルテ、または手の皮膚を瞬時にリフレッシュし、明るくします。
特許を取得したPRX-T33の処方は、
「ニードルレス・バイオリバイタライザー」として知られ
ており、体内に医療器具を挿入せずに行え、あらゆる年齢の方に適した効果的な治療法です。
WiQoのメディカルラインは、医療専門家が施設内で使うことを想定した製品ラインです。
肌に関するさまざまな悩みに対し、
トリートメントおよび治癒が可能です。

種類のマッサージ

ジーン・ルイス・デイビッド・ヘアサロンでは、
36種類のメニューからお選びいただけます。
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理容室
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種類の美容サービス
マニキュアやペティキュアサービス
もご用意。

種類のメディスパ・
トリートメント

ソラリウム

タラソ・ルーム
サーマルエリア
コスメ＆スパ ショップ
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WELLNESS ON BOARD
MSC GYM BY TECHNOGYM®
MSCジムbyテクノジム
MSCジムbyテクノジムは570㎡の専用ワークアウトスペースと328ｍのパワーウォーキングトラックを備えたフィットネ
ス愛好家のためのパラダイスで、健康的な船上ライフを過ごしたい方に最適です。パワーウォーキングトラックでは洋上
で新鮮な空気に触れながら、ウォーキングを楽しめます。
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、クラスレッスンなど選択肢が多くあり、あらゆるお客様の
ニーズを満たすことができます。
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MSC Yacht Club - a Haven of
Privacy and Exclusivity

MSCヨットクラブは、華やかなスイートルームと24時間バトラーサービスを味わうことのできる特別な空間
です。
“船の中にある特別の船”のコンセプトにより、専用のレストラン、バー、プール、サンデッキなどを
プライベートクラブのような雰囲気の中で提供します。もちろん、船の中で提供されるさまざまなレジャー

95室の特別なスイートルームは船体の前方に位置
しており、ほかでは 見ることのできない 絶 景を
楽しむことができます。エジプト綿のシーツ、
低反発マットレス、無料のミニバーなどもそ
ろっております。どうぞ心ゆくまで、おくつ
ろぎください。
MSCヨットクラブのお客様は、423㎡の
広さを誇るトップセイル・ラウンジをご利
用いただけます。ここではドリンクと軽食
を終日、無料で提供しています。

施設やレクリエーションもご利用いただけます。
トップセイル・レストランでは、アラカルトの
グルメ料理を堪能しながら、くつろいだ雰囲気
の中で食事を楽しめます。幅広いワインのセレク
ションもご用意しています。

太陽光が降り注ぐ
1,225㎡のプライベート・
プールエリア
・広々としたソラリウム
・日陰を楽しめるカバナ
・ジャグジープール
・豊富なラインナップのバー
・ビュッフェ＆グリル
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A Luxury Shopping Experience

NEW BRANDS
拡張されたショッピングエリアには新たに3つのショップ

at Sea

が追加され、これまで以上に国際色豊かなラインナップ
となりました。合計13店舗が軒を連ねています。ブルガ
リ、ダミアーニ、ショパールなどラグジュアリーブランドも
増えました。フルラのバッグやアクセサリー、カルバンク

MSCベリッシマでは、革新的なデザインにより船内を最大限活用して楽しむことができます。2018年

ラインの服など、お気に入りの商品が見つかるでしょう。

クルーズ＆フェリーラインのリテール部門において、船内にある最大のショッピングエリアを擁するとして
フロンティアアワードを受賞。船の中心部にあるガッレリアとプロムナードには様々なショップと200以上の
トップブランドの商品が揃っています。

SUNGLASSES AND ACCESSORIES
カンヌのサングラスアワードで、サングラス・リテール 賞
を受賞したMSCクルーズは、インハウスのリテーラーと
して、船 上でサングラスを販 売している唯 一のクルーズ
会社であり、150以上の国籍の方々のテイストに合わせ
て、特別に作られたXXサングラスブランドを提供していま
す。MSCベリッシマでは、オメガ、ロンジン、タグホイヤー、
ティソ、ミドーなどの高級腕時計ブランドも多数取り揃えて
います。

RETAIL ENTERTAINMENT
MSCベリッシマでは初めての試みとしてリテール・チー
ムとエンターテインメント・チームが連携し合い、お客様
が自然に溶け込めるパーティーのような雰囲気を船内に
作り出しました。ガッレリアでは、コンテスト、セール、ファ
ッションショー、抽選会などのイベントが毎晩行われる予
定です。これらによって、ガッレリアのダイナミックな雰囲
気はさらに魅力を増すでしょう。また購入特典や優待価
格を用意し、楽しくて双方向的なショッピング体験を提供
します。
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Keeping the Oceans Beautiful

Style and G lamour

MSCベリッシマには、最先端技術、海への情熱、革新性、快適さ、そしてエレガントなデザイン性が洗練さ

MSCクルーズは、地球上で最も貴重な資源である海洋保護に取り組んでおり、すべてのMSCクルーズの

れた形で融合しています。

客船は、環境への影響を削減するための最新かつ高度な技術を備えています。

ソ ー シャル メディア で
MSCクルーズをフォロー
して いる方 々は 、毎日
何千人ものお客様
が“自撮り”する
スポットとして
有 名 なスワロ
フスキ ー 階 段
のことはよくご
存知でしょう。
この壮観な
“伝統”は
MSCベリッシマにも受け
継がれます。人々で賑わうアトリウムには、まばゆ
いばかりのスワロフスキーの階段が輝いています。

MSCベリッシマはさらにこれらを推進し、クルーズ客船の環境性能の限界を超えます。客船は海での比類ない休日
体験を提供するために建造されているだけでなく、最新の環境システムと革新的な海洋技術が搭載されています。
船舶は大幅に向上したエネルギー効率で運航しており、最先端のリサイクル設備と廃棄物管理システム、そして

スワロフスキー社はMSCクルーズと同じく120年以上の歴史を持つ業界のマーケットリーダーであり、また5世代

船からの排出物をよりクリーンにするための先進技術を備えています。さらに、MSCベリッシマは、当社が取り組

にわたる家族経営の会社です。1895年にオーストリアで設立されたスワロフスキー社はクリスタルのデザイン・

んでいるプラスチック使用量削減プログラムの一環として、使い捨てのプラスチック製品を備えておらず、代わり

製造・販売を行っており、その製品は世界中で賞賛されています。スワロフスキーのクリスタルは、ファッション、ジ

に環境に優しく持続可能な方法でサービスを提供します。

ュエリー、アクセサリー、照明など、あらゆる産業で使用されています。
MSCベリッシマのスワロフスキー階段は96段以上を有し、61,000個以上のクリスタルがミラーガラスパネルに

当社の環境への取り組みは継続的な旅であり、MSCクルーズはより良い未来のために新たな解決策を模索し開発

組み込まれたものです。MSCクルーズCEOのピエルフランチェスコ・ヴァーゴの言葉どおり、スワロフスキーの階

し続けるでしょう。

段は2008年以降“MSCクルーズの洗練の象徴”
となっているのです。
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MSCベリッシマ は2020年春、
日本にやってきます！
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www.mscpressarea.com
www.msccruises.jp

