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にデザインされた空間で上質なリラックスタイムを提供しているクルーズラインです。
各クルーズ専門誌において多数の賛辞をいただいており、創業以来、食事やサービ
スなどあらゆる部門において毎年数々の栄誉にかがやいています。現在、2018年
に就航したばかりの究極のデザインシップ、129,500トンのセレブリティ・エッジ、
122,000トンのソルスティスクラス5隻、91,000トンのミレニアムクラス4隻、そして
ガラパゴスクルーズ専用の小型船2隻の計12隻を保有しています。
2019年にセレブリティクルーズは創業30周年を迎え、
「セレブリティ・レボリューショ
ン」
と名付けた一大プロジェクトが始まりました。500人を超す一流建築家、デザイ
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ナー、エンジニアが集結し、総額500億円、4年がかりで全船を改装します。
セレブリティ・ミレニアムはその1隻目として、2019年2月に生まれ変わりました。全客
室が一新され、
スイートラウンジ、
スパ、
レストランなどがより優雅な空間になりました。
当クルーズは新セブリティ・ミレニアムにいち早くご乗船いただく日本のお客様のため
のチャータークルーズです。
厳選した寄港地、盛りだくさんな日程で日本の
景勝地をめぐる稀少なクルーズです。
都会的な洗練された雰囲気と伝統的なサービ
ス、最新設備を併せ持ったセレブリティクルー
ズで新しい船旅をご堪能ください。
メトロポリタンレストラン

籍 ：マルタ

シップデータ
長：294m
水：7.9m

全

幅：32m
改装年：2019年2月

このクルーズガイドは、お客様がクルーズをよりお楽しみいただけるようにご出発前の準備、船内での過ご
し方、船内設備など主な情報をまとめたものです。
セレブリティクルーズのホームページにもさまざまな情報がありますのでご参照ください。
https://www.celebritycruises.com(英語）https://www.celebritycruises.jp(日本語）
なお、クルーズガイドに記載の情報は作成時のものであり、事前の予告なく変更になる場合があります。
より詳しい最新情報は乗船時に船内でご確認いただきますようお願いします。
記載の施設、サービス、料金等に変更があっても返金等の補償はいたしかねますのでご了承ください。
2019年8月作成
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9月22日出航

関門海峡と日本の景勝地巡り

〈横浜～横浜 11 日間〉

日次

月日

/

寄港地

入港

出港

宿泊・食事

午後乗船

横浜
（大さん橋）

−

2

9 23（月・祝）

/

終日クルーズ

−

−

船内泊

3

9 24（火）

08：00

17：00

船内泊

4

/
/

9 25（水）

広島
関門海峡クルーズ

17：00

船内泊

−

10：00

22：00

07：00

14：00

船内泊

船内泊

北九州

/

舞鶴
（京都）

10：30

23：00

船内泊

/

金沢

08：00

17：00

船内泊

/

秋田

10：00

18：00

船内泊

/

青森

09：00

17：00

船内泊

−

−

船内泊

9 28（土）

8

9 29（日）

9

9 30（月）

10

10 1（火）

11

10 2（水）

/

終日クルーズ

/

横浜
（大黒ふ頭）

04：30

午前下船

−

■食事：船内全食事付き
（朝 ：10回、 昼 ：9回、 夕 ：10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。
■出発地：横浜港/大さん橋

■到着地：横浜港/大黒ふ頭（桜木町駅までシャトルバス有）

※各寄港地では船会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。詳細はP.29および同封の案内
※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。
※乗船日の集合時間はP.8〜11または最終案内書をご覧ください。

同封の「クルーズ最終案内書」にてご予約内容、同封書類の確認をお願いいたします。ご予約内容が
異なる場合や書類に不足がある場合は早急にお申し込み旅行会社にご連絡ください。
※乗船地、
下船地が希望と異なる場合は出発前にご連絡ください。

お荷物

Luggage

クルーズの旅は、飛行機の旅と違い荷物の数に制限はありませんが、重さは200ポンド（約90kg）
までとなっています。とはいえ、やはり荷物を少なくすることが快適な旅の過ごし方につながりま
す。スーツケース1つと手荷物1つが理想です。衣類は船の中でのクリーニングサービス（有料）を上
手に利用すると少なめで済みます。
寄港地で過ごすときには、
カードや現金、
カメラなどを入れる小
さなバッグやウエストポーチなどがあると便利です。また、下船前夜にスーツケースなどの大きな
荷物を船側に預けますので､ 身の回りのものや1泊分の荷物が入る手荷物用バッグをご用意くだ
さい｡尚、貴重品は必ず手荷物でお持ちください。
※通常のご旅行用品の他、
眼鏡・コンタクト用品
（スペア）
、
電池、
常備薬、
計算機などのご持参をおすすめいたします。

［ご注意］ご乗船時に、アルコール飲料や、ライター、アイロン、ハサミなどの危険物がお預け荷物の中に
入っているとみなされた場合、安全上の理由によりセキュリティエリアに保管されます。出航時間が過ぎて
もお預け荷物が客室に届かない場合はゲストリレーションズデスクにお問い合わせください。
出発日
（広島・北九州・釜山の途中乗船日も含む）
のみ1室あたり750mlのワイン・スパークリングワイン2本ま
で持ち込み可能ですが、手荷物でご持参ください。尚、延長コード、
ドローンの持ち込みは禁止されています。

お荷物配送サービス

Delivery Service

横浜港から乗船、
金沢または横浜で下船される方はSGムービングお荷物配送サービスを利用し、
ご
自宅からお客様の客室または下船港からご自宅までお荷物を送ることができます
（有料）
。
大きな荷
物を持っての移動は大変ですのでぜひご利用ください。詳細はP.42をご覧ください。

利用可能港 ： 横浜乗船 / 横浜または金沢下船
締 め 切 り ： 集荷依頼・支払い→9月15日まで

集荷最終→9月17日まで

※広島・北九州、釜山乗船、釜山・舞鶴・秋田・青森下船の港では配送サービスはありません。
※上記はクレジット決済の場合です。コンビニ決済でお電話にてお申し込みの場合の集荷依頼は9月5日まで、
支払は9月12日までとなります。
※申込期限までに最終案内書が届いていない場合は客室番号未定でお申し込みください。集荷の際に客室番号を
記載いただければ間に合います。

オンラインチェックイン

Online-Check-in

スムーズな乗船のために事前のオンラインチェックインをお願いしています。オンラインチェックインは
セレブリティクルーズ本社ホームページ（英語）から行います。詳細はP.36をご覧ください。

※食事は船内でご用意する回数です。船内で召し上がらない場合も返金等はありません。

締め切り ： 9月18日まで

※横浜出港日は14：30までビュッフェレストランで昼食をご用意しています。
またプールグリルも夕刻までオープンして

※オンラインチェックインにはご予約番号
（クルーズ最終案内書に記載）
／船名／出航日
（9月22日）
／お客様の姓、
メールアドレスが必要です｡
※セレブリティクルーズのリピーター（キャプテンズクラブ）会員の方は、オンラインチェックインの際に会員番号を入力
ください。ただし、当クルーズはチャータークルーズの為、会員ポイントの加算のみで船内の特典はありません。
※オンラインチェックインができない場合は当日チェックイン用紙に必要事項を記入する方法もあります。

います。
※気象、海象等の条件によりスケジュール・航路が変更になる場合があります。
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Final Document

9月22日乗船、10月2日下船以外の方は途中乗・下船となります。最終案内書にて日程をご確認ください。

船内でのご案内

書をご覧ください。

最終案内書類

参考資料
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日本

6

9 27（金）

◆平日（土・日・祝祭日休み） 10：00 〜 18：00

下船のご案内

釜山

9 26（木）

韓国

/

5

◆ホットライン 03-5404-8897

寄港地

−

Inquiry Hotline

お食事・バー

9 22（日）

日本

1

お問い合わせホットライン

乗船前にお困りのこと、ご質問がありましたら、セレブリティクルーズ日本総代理店の専任のス
タッフがサポートします。オンラインチェックイン、船内サービスの事前予約方法などお気軽にご
相談ください。

船内のご案内

日程

ご出発の前に

出発前から乗船まで

クルーズ日程

3

Attire

日中の船内および寄港地では、普通のご旅行と同様にカジュアルな服装をおすすめいたします。

海外旅行保険

Overseas Travel Insurance

旅行中の盗難、病気、事故に備え、日本出発前にお客様ご自身で海外旅行保険(含む携行品)にご加入
されることをおすすめします。各乗船港では当日加入できる保険カウンターはありません。

スポーツシューズなど歩きやすい靴もご用意ください。
セレブリティクルーズはイブニングシックという独自のドレスコードを設定しています。目安はスマートカ
しみください。

Sea Sick

本船には、
コンピュータ制御のスタビライザーが設置されており、船の揺れを最小限にとどめております
が、ご心配の方は普段お使いになっている酔い止め薬をお持ちください。
また、ゲストリレーションズデスク
（フロント）
でも無料でお配りしています。
（大人用のお薬です）

Wheel Chair

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、バッテリーの種類などお知らせく
ださい。
また、車椅子対応の客室には限りがございます。
船内での車椅子の貸し出しはございません。

18歳未満の方の同意書

Consent Form

ご両親と同行されない18歳未満のお子様はご両親の同意書が必要です。チェックイン時に必ずご持参
ください。フォームはセレブリティクルーズ日本語ホームページQ&Aよりダウンロードできます。
同意書がない場合、乗船いただけませんのでご注意ください。

110Vは上を二股として使用

Amenity

http://www.celebritycruises.jp/pdf/
Documents/CEL_ConsentForm.pdf

船内でのご案内

Currency

®
船内通貨はUSドルです。船内ではSeaPass（シーパスカード）
によるキャッシュレス精算システムを使用
するので、現金を持ち歩く必要はありません。船内では日本円からUSドルの両替が可能です。
韓国ウォンは、船内では両替できませんので釜山港の両替所または事前に日本でご準備ください。
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船酔い

QRコード

バスルームに用意されているものは、バスローブ、タオル、シャンプー、コンディショナー、ボディロー
ション、石鹸です。歯みがき粉・歯ブラシ・くし・シャワーキャップ・スリッパ・寝間着はご持参ください。そ
の他、各客室にはドライヤー、テレビ、電話、ミニバー、金庫があります。

船内通貨

※常備薬がある方は英語の薬名やお薬手帳をご持参ください。

参考資料

客室内のアメニティ

※その他の薬を処方してもらうには医師の診断が必要です。

下船のご案内

Electrical Goods

客室では110ボルトおよび220ボルトの電源が使用できます
（プラグは日本と同じ
A型）
｡使用可能電圧が
「AC100-125V」
の海外対応の電化製品は、プラグを差し
込めば使用が可能です。火災予防のため、
アイロン・湯沸かし器・延長コードの持ち
込みは禁止されています。但し、ヘアアイロン、
ドライヤーは持ち込み可能です。
※携帯電話やカメラは、通常変圧器なしにそのままプラグを差し込み充電可能です。
※延長コードのご利用はできません。

※日本の健康保険は適用外となります。高額になりますので緊急時のみ受診ください。
※バンドエイド、鎮痛剤、胃薬などは自動販売機があり＄0.5で自由に購入できます。

寄港地

電化製品

医務室は、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。

車椅子のご利用

※イブニングシックは9月23・30日の2回を予定しています。その他の夜はスマートカジュアルです。詳しくは船内新
聞でご確認ください。区間乗船の方はイブニングシックの回数が少なくなる場合があります。
※船内は空調が効いていますので、
ジャケットやカーディガンなどをお持ちになると重宝します。寄港地観光や屋外デッ
キに出ると肌寒い場合もありますので、簡単な防寒具をご用意ください。
※船内のアクアスパ、サウナやプールをご利用いただく際には、水着をご用意ください。フィットネスやデッキでジョギン
グをされる方はスポーツウェアもご用意ください。

Medical Facility

お食事・バー

男性はポロシャツ
（襟付シャツ）
に
スラックスなど。

スマートカジュアル（その他の夜）

女性はサンドレス、ブラウス、
スカート、パンツなど。

男性はパンツ、デザイナーズジーンズなどに
ドレスシャツ、ボタンダウン、
セーターなど。
ジャケットやネクタイは必須ではありません。

女性はカクテルドレスまたはワンピース、
デザイナーズジーンズにエレガントな
トップスなど。

イブニングシック（2回）

船内の医療設備

船内のご案内

ジュアルよりドレスアップしてフォーマルよりかしこまらない服装です。思い思いの服装でおしゃれをお楽

出発前から乗船まで

服 装
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チェックインに必要な書類

Check-in Documents

１. パスポート

4月22日（日）
9月22日
（土）横浜乗船
所在地：横浜市中区海岸通 1-1-4

● そごう

● 横浜シティ・エア・ターミナル

鉄
相

横浜赤レンガ倉庫

日ノ出町駅

大さん橋

●

桜木町駅

馬車道駅

● 県庁

日本大通り駅

関内駅

● 横浜マリンタワー

● 横浜スタジアム
●

船内会計登録
用紙

山下公園

市役所
●

中華街
黄金町駅

● 氷川丸

●

伊勢佐木長者町駅

元町・中華街駅
高速

首都

●

港の見える丘公園

タクシー約１0 分

参考資料

アクセス情報
■日本大通り駅から（みなとみらい線） 3 番出口徒歩約 7 分
■JR 桜木町駅から

下船のご案内

※駐車場はスペースに限りがあります。またターミナル入口に長時間停車することはできません。

船内でのご案内

6

京
急

野毛山動物園 ●

④クレジットカード
クレジットカード精算を希望の方はご利用になるクレジットカードをチェックインカウンターで提出
いただきます。VISA、
マスター、JCB、
アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブがご利用いただ
けます。

スーツケースなど預け荷物には同封のバゲージタグを必ず取りつけてください。
取りつけ方法についてはP.41をご参照ください。

● 横浜ランドマークタワー

寄港地

③船内会計登録用紙
オンラインチェックインを旅行会社または他の方が行い、船内会計の精算方法を
一旦現金にした後、実際ご利用いただくクレジットカードに変更する場合に提出
する用紙です。
現金精算希望の方、
およびご自身でオンラインチェックインを行いクレジットカー
ド情報をオンライン画面で入力済の方はこの用紙の提出は不要です。

乗船場所

● 横浜美術館

鉄
下
地

当日チェックイン
用紙

● パシフィコ横浜

みなとみらい駅

お食事・バー

速
高
都
首

①エクスプレスパス
（Xpress Pass）
オンラインチェックイン完了後、
出力する乗船券です
（P.40見本参照）
。
バーコードのついた用紙を画像保存または印刷して持参ください。

線
い
ら
み
と
な
み

● マリノスタウン

3. 提出書類

4. バゲージタグ

https://osanbashi.jp/

横浜駅

お名前、
チックイン時間、
ご予約番号、客室番号、
夕食時間が記されたＡ4サイズ1枚のもの
チェックイン時に提出は不要ですが、乗船後、客室番号を忘れないよう携帯しておくと便利です。

※１
 会計に１枚記入が必要です。
同室の方でも別々のクレジットカード精算希望の方はお一人
ずつ記入ください。
※②と③の書類が最終書類に封入されていない場合は、乗船日チェックイン会場でもご用
意しております。または左記QRコードよりダウンロードできます。記入例を参考にご記入
ください。

出港/17：00

横浜港 大さん橋国際客船ターミナル

2. クルーズ最終案内書

②当日チェックイン書類
オンラインチェックインができない場合に提出いただく用紙です。
記載内容はお客様情報の登録と船内会計登録の2種類の用紙になります。

横浜〈大さん橋〉

船内のご案内

有効なパスポート原本
（残存期間は下船日から6 ヶ月以上必要です。）
パスポートをお忘れの場合はご乗船いただけません。
また念の為パスポートコピーをご持参ください。
（コピーは顔写真のページを見開きにしてＡ4用紙に等倍でお取りください）

乗船

JR

ご出発前に必要書類を再度ご確認ください｡

出発前から乗船まで

必要書類

7

客室のデッキの階数で時間が異なります。最終案内書に客室番号および該当のチェックイン時間を記し
ていますのでご確認ください。
待合いスペースがありませんので、指定の時間前にお越しになることはご遠慮ください。
集合時間
11：00〜
12：00〜
12：45〜
13：30〜
14：30〜

スイートクラスのお客様は11：00 〜 15：30のご都合
のよいお時間にお越しいただけます。
チェックイン終了時間 15：30
出航
17：00

チェックイン終了：15：30以降はチェックインカウンターが閉まりキャンセル扱いになります。
乗り遅れた場合はいかなる返金もございません。

チェックイン手順
横浜

チェックイン
手荷物検査
旅行会社カウンター

●
●

最近7日以内に熱、寒気、せき、鼻水、のどの痛みがあります。
最近2日以内に下痢または嘔吐の症状があります。

※ご乗船いただけない場合も返金はございません。

8. 乗船

9. 入室

※船の停泊位置は変更になる場合があります。

3. 旅行会社カウンター

数社の旅行会社が受付カウンターを出しています。お申込み旅行会社があればお立ち寄りください。

※日本総代理店ミキ・ツーリストに直接申込の方はカウンターはありません。

船会社チェックインに進む前に提出書類の確認をします。チェックイン書類を忘れた方、未記入の方は
記入台があり、日本総代理店のスタッフが記入方法をご案内します。

●
●

2019年9月22日(日） 13：00 ～ および 14：30 ～
（2回開催）
場所：シアター
（デッキ4・5）

※2回とも同じ内容です。どちらにご参加いただいてもかまいません。参加は任意です。
※説明会の内容を録画して夕方以降客室のテレビでも放送します。
ご希望に応じて視聴ください。
※所要1時間を予定しています。

11. 避難訓練

16：15頃全員参加の避難訓練開始の案内が始まります。船内放送、
または緊急を知らせる警笛
（短い音の後に長い音が続く）
が鳴りましたら指定の場所にご集合ください。
集合場所
（マスターステーション）
は客室のドアの内側に表示してあります。
また、SeaPass®
（シーパスカード）
に集合場所の番号が表示されています
ので通路に待機したスタッフに提示すると集合場所を案内します。
この訓練は、国際海洋法で義務づけられていますので必ずご参加ください。

船内でのご案内

※集合時間はデッキ順になります。指定時間前の整理券受け取りはご遠慮ください。
※状況により整理券の配布をしない場合もあります。

日本人コーディネーターが船内の過ごし方など詳しく説明します。ぜひご参加ください。

参考資料

列の緩和の為、整理券をお配りする場合があります。整理券を受け取った場合は番号が呼ばれるまで
座ってお待ちください。

下船のご案内

最終書類に封入のデッキプランを参考に
ご自身の客室をお探しください。エレベー
ターや廊下の入り口にも標識があります。
客室のドアに差し込まれたシーパスカード
を受け取り入室ください。

10. 乗船説明会

2. 整理券配布
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乗船時に下記の症状がある方はお申し出ください。医師が診断してご乗船いただけない場合があります。

など公共エリアでお待ちください。

客室番号を記した船会社のバゲージタグを必ず付けてください。タグが足らない場合は予備が
ありますのでその場で記載ください。夕食時間頃お部屋にお届けしますので、乗船後すぐに必
要なものは手荷物で持参ください。
（P.3ご注意参照）

4. 提出書類の確認

7. 健康状態質問

※13：00時頃まで清掃を行っています。
※一旦手荷物を客室に置き、ビュッフェレストラン

提出書類
記入台

スーツケースお預かり

1. スーツケースお預かり

※セキュリティ用の写真をオンラインチェックインで登録済の方は不要です。

寄港地

乗船

入口

客室ごとにチェックインを行います。同室の方はご一緒にお進みください。スイート・アクア・
コンシェルジュクラスの客室の方は優先ラインがあります。P.6の必要書類を提出いただき、
手続きが完了するとセキュリティ用の写真を撮影します。帽子は外してください。

乗船口に向かう途中で船のカメラマンが記念撮影をします。撮影した写真はデッキ4 フォトギャ
ラリーに貼りだしますのでお好みで購入いただけます。乗船口ではウェルカムドリンクのサービス
があります。乗船後は自由におくつろぎください。

大さん橋ターミナル

整理券配布

6. チェックイン

お食事・バー

※11：00の開始直後はかなり混雑が予想されます。遅めにいらした方が待ち時間が少なくなります。15：30までであれば
問題ありません。
※異なる時間の同行者がいる場合は遅い時間に合わせご集合ください。
※混雑時には乗船まで 1〜 2時間かかる場合があります。

※危険物および、ワイン・スパークリングワイン以外のアルコールは一旦船で預かり、下船前夜の横浜で返却しま
す。途中下船の方は下船前日までにお申し出ください。

船内のご案内

デッキの階数
デッキ9・10・11
デッキ8
デッキ7
デッキ6
デッキ2・3

手荷物のＸ線検査をします。危険物の持ち込みはご遠慮ください。ワインまたはスパークリン
グワインの持ち込みは船会社のスタッフが中身の確認をします。

出発前から乗船まで

5. 手荷物検査

チェックイン時間

※救命胴衣
（ライフジャケット）
はお持ちいただく必要はありません。
※集合場所で点呼をとりますので客室番号を伝えてください。
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横浜以外の乗船

9月25日(水） 北九州乗船

〈 乗船手順 〉

※到着が遅れる場合は緊急連絡先にご連絡ください。

③ 本船スタッフがパスポートを確認の上、シーパスカードをお渡しします。

※通常より乗船にお時間がかかります。準備が整うまで30分以上お待ちいただく場合があります。

④ お荷物のセキュリティチェック、セキュリティ用の写真撮影後、乗船いただきます。

※お荷物はご自身で持って乗船いただく場合があります。念の為バゲージタグは必ず取り付けてください。

13：00集合

所 在 地: 福岡県北九州市若松区響町３丁目 （一般車両乗り入れ不可、タクシーのみ可）

ひびきコンテナターミナル

アクセ ス : 小倉駅から車で40分

シャトルバス：●小倉駅新幹線口 大型バス駐車場付近から港行きの無料シャトルバスをご利用いただけます。
●セレブリティミレニアムの名前の入ったバスを探していただき、
当クルーズガイドを提
●
ローソン
示・途中乗船者である旨伝え乗車ください。
←折尾
● かき小屋
若松・小倉→
線
●シャトルバスは寄港地散策する乗客向けです。
約10分おきに運行予定です。
5号

乗船説明会

9
道4

15国
：00 ～ 16：00

コスモスラウンジ（デッキ11）

日本出国審査がございますので、乗船後は下船できない可能性があります。
下関

ひびきコンテナターミナル

停泊場所

〈 ご集合時間に遅れた場合 〉

関
門
海
峡

個別に乗船いただきます。直接岸壁乗船口に集合いただき、本船スタッフに途中乗船の旨告
げてください。

※最終乗船時間は出航の60分前です。以降ご乗船いただけません。ご注意ください。

門司

JR

若松

※日本人コーディネーターのアシストはありませんので英語での対応になります。

広島港・五日市岸壁

入港/8：00

12：00集合

所 在 地: 広島市佐伯区五日市港3丁目8 （一般車両乗り入れ不可、タクシーのみ可）
シャトルバス：●五日市駅南口バス停から港行きの無料シャトルバスをご利用いただけます。
●セレブリティミレニアムの名前の入ったバスを探していただき、
当クルーズガイドを提
示・途中乗船者である旨伝え乗車ください。
〈五日市ふ頭〉
●シャトルバスは寄港地散策する乗客向けです。
約15分おきに運行予定です。

広島

広島港 五日市ふ頭

所在地：広島市佐伯区五日市港 3 丁目 24

14：00 ～ 15：00

● 佐伯区役所

● 海老山公園

釜山港国際旅客ターミナル
12：00集合
アクセス情報 ■小倉駅から（JR・新幹線）
車で約 40 分（一般車立ち入り可能）

釜山〈釜山国際クルーズターミナル〉

（부산항국제여객터미널 Busan Port International Passenger Terminal)

シャトルバス 小倉駅新幹線口 大型バス駐車場付近から無料シャトルバス運行
セレブリティミレニアムの名前入りのバスに当クルーズガイドを提示、途中乗船で
釜山国際クルーズターミナル

所 在 地: 釜山市東区草梁洞45-39

南浦洞/チャガルチ市場から車で約10分
アクセ ス : 金海国際空港から車で約1時間
ある旨をお伝え下さい。シャトルバスは寄港地散策する乗客向けですので約１
０分
東大新駅

おきに運行予定です。
乗船説明会
14：00 ～ 15：00 コスモスラウンジ（デッキ11）

釜山港国際
旅客ターミナル
中央駅

● 広島なぎさ中学・高校

ナフコ ●

広島

●

富平市場 ●

●

国際市場

士城駅

五日市ふ頭
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停泊場所

●釜山タワー

ロッテ百貨店

チャガルチ駅
●

釜山港

船内でのご案内

停泊場所

釜山近代歴史館
●
Ｂ＆Ｃ通り

大橋

いち

か
はつ

出港/14：00

参考資料

道）

電鉄

広島

高速

都市

入港/7：00

川

線（宮島 街

五日市駅

9月26日（木）釜山乗船

幡

国道 2 号

JR 佐伯区役所前駅

折尾

線

幹

新

八幡

八

楽々園駅

コスモスラウンジ（デッキ11）

洞海

下船のご案内

（JR、広島電鉄）
から車で10分
アクセ ス : 五日市駅

乗船説明会

湾

出港/17：00

寄港地

小倉駅

9月24日(火） 広島乗船

お食事・バー

⑤ 終了後、各自客室へ 乗船説明会まで、ビュッフェレストランで昼食をお召し上がりください。
⑥ 日本人コーディネーターが乗船説明会を行います。ご希望の方は指定の時間・場所にお越しください。

北九州港・ひびきコンテナターミナル

出港/22：00

船内のご案内

途中乗船ですので横浜乗船の手順とは異なります。係員の指示に従ってください。
① エクスプレスパス（当日チェックイン書類）の提出は不要です。船内会計のクレジットカード
登録は乗船後、ゲストリレーションデスクで行う予定です。
② 集合時間に日本人コーディネーターが受付をして乗船のアシストをします。

入港/10：00

出発前から乗船まで

停泊場所

南浦駅

チャガルチ市場

11

®
クルーズカード：SeaPass （シーパスカード）


SeaPass ®

CLASSIC

CELEBRITY MILLENNIUM

OCT 2, 2019

031

お名前
船の名称
最終下船日

（船のシステム上、一律横浜の下船日となります。
途中下船の方の下船日は反映しません。）

客室番号下3桁

※紛失や磁気が弱くなった場合は、ゲストリレーションズデスク
（フロント）
へお越しください。再発行いたします。

Currency

※デビットカードはトラブルが多発していますので登録はお控えください。

現金でのお支払いを選択された方…乗船時にデポジットは必要ございません。

●

  

※ただし、ご利用金額が$500に達した場合、途中で一旦ご精算が必要となります。

尚、ゲストリレーションズデスク
（フロント）
では、日本円からUSドルへの両替が可能です。カジノやチップ
などにUSドル現金が必要の際はご利用ください。
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English Conversation

P.45に簡単な英会話を記載していますので、
お困りのことがあれば指をさして伝えてください。

Tip

当クルーズは事前にお支払いいただく船内チップを無料にいたしました。
但し船内でお好みで注文した有料飲み物やジェラートは表示の料金の20%、美容関係の施術には表示
の料金の18%がサービス料として加算されます。
ルームサービス
（朝食を含む）
をご利用になられた場合、強制ではございませんがスタッフに$1 〜 2程度
のチップをお渡しいただくとよいでしょう。その他ポーターやお客様の個人的なご要望にお応えしたサー
ビスについてはその都度お客様の判断でお願いいたします。

喫煙

Smoking Policy

喫煙（電子タバコ含む）は屋外の指定エリア（灰皿のある場所）でお願いします。ベランダを含む客
室、パブリックエリアでは禁煙です。指定場所以外での喫煙は、250ドルの罰金が課せられますので
ご注意ください。喫煙可能箇所はデッキ4・10・11の左舷の灰皿の置いてある場所です。
皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

船内でのご案内

  下船前に、
まとめてUSドルの現金でご精算ください。

クルーズ 英会話

参考資料

船内でのお支払いはSeaPass（シーパスカード）
によるキャッシュレス・システムとなっております。カジ
®
ノを除く船内でのお買い物・各種サービスは全てSeaPass（シーパスカード）
を提示し、伝票にサインす
ることでお支払いができます。
●クレジッ
トカードでの精算を選択された方…ご登録のクレジットカード会社から後日ご請求となります。
®

Celebrity Today

〈内容〉
・寄港地での出入港時間
・最終帰船時間、寄港地での緊急連絡先
・夕方以降のドレスコード
・レストラン、バーなど各種施設のオープン時間
・各種施設の営業時間
・ショー、イベントスケジュール

チップ 

フォリオ
（会計）
番号

お支払い

船内新聞

船内新聞は「Celebrity Today」
と呼ばれ、日本語に翻訳して毎晩客室に翌日分をお届けします。
船内新聞には下記の情報が記されていますので毎日のクルーズライフにお役立てください。

下船のご案内

避難時の集合場所
（マスターステーション）

※緊急時にはゲストリレーションデスクで
「ジャパニーズ・プリーズ」
と伝えてください。

寄港地

TARO YAMADA

キャプテンズクラブ会員種別
（会員の方のみ）

・船内新聞 日本語訳 作成
・メインダイニング・スペシャリティレストランに日本語メニューをご用意
・通訳サポート
（主要イベント・ゲストリレーションデスク・寄港地観光デスクなど）

お食事・バー

SeaPass（シーパスカード）見本
®

セレブリティクルーズは米国の船会社で船内の言語は英語になります。ただし、
このクルーズは日本人の
ためのチャータークルーズですので、日本総代理店ミキ・ツーリストよりコーディネーターが乗船して、翻
訳・通訳のサーポートをしています。お困りの事がありましたらお気軽にご相談ください。

船内のご案内

®
乗船時にお渡しするSeaPass（シーパスカード）
には、下記の機能がございます。
①客室のカギ : 客室はオートロックです。客室を出るときは必ず携帯し、紛失されないようご注意ください。
セキュリティの関係上、客室番号は下3ケタのみ表示されています。デッキの階数はご自身で
記憶してください。
②船内精算: 船内でのお買い物・各種サービスをご利用の際にカードを提出し、伝票にサインをします。
（後の精算の際に明細書と照らし合わせて確認する際に便利ですので、下船されるまでは
伝票を保管頂くことをおすすめいたします。）
③身分証明書 : 各寄港地での下船、乗船の際に必ず提示が必要となります。船内でも身分証明書の代わり
となります。

On Board Launguage

出発前から乗船まで

日本語案内

総合案内
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Captain's Club

当クルーズは日本のチャータークルーズのため、セレブリティクルーズのリピーター会員特典
（リピー
ターパーティーや、
カジノ、
インターネット割引などの提供）
はございません。

客室設備
2019年の改装により客室が大きく変わり、一流デザイナーによるおしゃれな空間に生まれ変わりました。

※オンラインチェックインにて会員番号を登録した方は、ポイントのみ加算します。

船内のご案内

アルコール

Alcohol

ビバレッジパッケージ 

バルコニー客室

客室のテレビ 

Beverage Package

例〉

音量調節
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ナビゲーションチャンネル

TOP画面

メニューと日付、天気と気温が表示されています。

（船内チャンネル）
Ｌ
ｉ
ｖｅＴＶ

ナビゲ―ションチャンネル(日の出、日の入時間表示）
/クルーズディレクターの
本日のイベント案内/船内イベントの再放送/海外のTV番組、ニュース番組、映
画(日本語字幕映画も追加予定）
のチャンネルがあります。

Video on Demand(映画）

海外の映画
（英語）
をお好きな時間にご覧いただけます。
（無料/有料）

Ship Information(船の案内） レストラン、ショップなど船内の詳細案内、オフィサー紹介もございます。
Ａｃｃｏｕｎｔ(船内会計）

船内会計明細をオンタイムでご確認いただけます。最終日に客室に会計明細
をお届けしますが、間違いがないように都度確認することをおすすめします。

Ｓｅｔ
ｔ
ｉing(設定）

お子様のアクセス制限をつけるなど設定ができます。

船内でのご案内

※通常料金目安：ビール＄5.5 〜 7.0、
プレミアムコーヒー・炭酸飲料＄3.5 〜 5、グラスワイン＄9など
（サービス料別）

メニュー一覧

参考資料

（例）
クラシックパッケージ$59×10泊+20％サービス料＝＄708.00
※区間乗船の方は、ご乗船の泊数分の購入が可能です。途中乗船の方は乗船日からの泊数分の請求になります。
途中下船の方は横浜までの泊数を購入後ゲストリレーションデスクで不乗船日の返金手続きをしてください。
※全てのレストラン、バーでご利用いただけます。ルームサービス、客室のミニバーは対象外となります。

トップ画面

下船のご案内

※上記の他、プレミアムノンアルコールパッケージ
（$22/1泊）
、ボトルウォーターパッケージ
（$16/1泊）
、ソーダパッ
ケージ
（$9/1泊）
などもあります。
※上記料金に20％のサービス料が加算されます。
※お支払いいただく料金は上記料金×10泊分です。 指定日だけの購入はできません。

ホーム

寄港地

TVチャンネルボタン

■＄18 クラッシック ノンアルコールパッケージ
炭酸飲料類、フレッシュジュース、プレミアムコーヒー（カフェラテ・カプチーノ・エスプレッソ）、
紅茶、ボトルウォーターなど 飲み放題
■＄25 ビールパッケージ
バドワイザーなど複数の米国ビール
■＄59 クラッシックパッケージ
上記ノンアルコールパッケージに加え、＄9までのビール、スピリッツ、カクテル、リキュール、フローズ
ンドリンク、スムージー、グラスワイン（ボトルワインは15％引きで購入可）
■＄69 プレミアムパッケージ
上記クラッシックパッケージに加え、＄15までのビール、スピリッツ、カクテル、リキュール、
グラスワイン、全てのミネラルウォーター（ボトルワインは20％引きで購入可）

Television

電源ボタン

船内の有料のお飲み物が飲み放題でお楽しみいただけるビバレッジパッケージもございます。
追加料金を気にせずゆっくりと船内でおくつろぎください。事前または乗船後に船内で購入いただ
けます。

〈１泊あたりの料金と種類

内側客室

お食事・バー

21歳以上のお客様は船内でアルコール飲料をご注文いただけます。
アルコール飲料の船内への持ち込みは、乗船日のみ1客室あたり750mlのワイン/スパークリングワイ
ンに限り2本まで許可されています。寄港地や船内のショップにてご購入されたアルコール類は船内で
お預かりし、下船前夜に返却します。

※乗船日に持ち込みされたワイン/スパークリングワインを客室以外でお飲みになる際は1本＄25の開栓料がかかります。
※アルコール飲料は有料です。表示の料金には20％のサービス料が加算されます。

出発前から乗船まで

リピーター（キャプテンズクラブ ）会員 
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Bed

当クルーズはツインベッドでセットしますが、ご希望でダブルベッドにもできます。変更をご希望の方は
客室係りに伝えていただければ夕食時間に変更します。

電話

Telephone

ベッドの横に電話機があります。短縮ボタンや電話番号を入力してご利用
ください。他の客室にお電話する際はそのまま客室番号を押してください。

※全室カシミアのマットレスを使用しています。高さの異なる複数の枕をご用意しています。

短縮ボタン

冷暖房室温調整

Temperature Controls

壁に小さな調節装置があり室温の設定を調整できます。
※客室により装置が異なります。

Closet

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ます。
クルーズ中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。
スーツケースはベッドの下にも入れられます。
また、
ベッド横およびテーブル横に110V/220VやUSBコンセントが複数ありますの
で充電に便利です。
収納スペース

Bathroom

衛星回線電話。
日本に掛ける場合は011+81+相手先の電話番号の市外局番最初の
「0」
を抜く
料金は 1 分 7.95ドル

Guest Service

デッキ 3 のゲストリレーションデスクへ

Statement Attendant

担当の客室係へ

Wake Up Call

目覚まし時計のセット。24 時間制。希望時間を数字で入力。

Concierge Desk

コンシェルジュ客室の方は担当コンシェルジュへ

米国のセレブリティクルーズ船専用回線へ電話して船につなぎます。
①国際電話の番号
（001）
＋010に続いて1(アメリカ国番号)－専用回線番号
（Ship Dial）
321－953－9002へおかけください。
②英語でセレブリティクルーズ社船専用電話であることと料金システムの説明があります。
③続いて1を押すと船別の番号をご案内します。たとえばセレブリティミレニアムは
「6」
になります。
6を押して、♯を入力してください。
（予告なく変更になる場合があります）
④料金システムの説明があります。 お支払いはクレジットカード払いのみ可能です。ご利用可能なカード
はVISA、
マスター、
アメリカン･エキスプレス、ダイナースクラブです。
⑤カード番号および有効期限月＆年を4桁で押してください。その後、クレジットカードのセキュリティ番号
（CVV番号）
3桁を入力します。   
（例 2021年12月まで有効 ＝ 1221 ）
カード情報に問題がなければ船内につながります。通話料
（1分$7.95）
は後日クレジットカード会社か
ら請求されます。別途、米国までの国際電話料金もかかります。

クリーニング 
洗面所

Mini-Bar

※料金例（ドライクリーニング）
：シャツ、パンツ…＄8、ジャケット…＄11、ドレス…＄16、スーツ…＄19など
当日仕上げは50％増となります。
※熱に弱い素材や高価な服はご利用をお控えください。
※手洗いされる方はシャワールームに洗濯ロープがありますのでご利用ください。
※クルーズ後半、割安なランドリーバッグ詰め放題パッケージもありますので、お好みでご利用ください。

船内放送
ミニバー

Dry Cleaning & Laundry

客室のクローゼットの中ににランドリーバッグとランドリーリストがございます。水洗い、
ドライクリーニン
グまたはアイロンがけなどを承ります
（有料）
。
リストに必要事項を記入し、品物と一緒にランドリーバッ
グに入れておくと、お部屋係が回収します。なおコインランドリーの設備はございません。

Onboard Announcement

船内放送はスピーカーを通じて公共エリアに流れます。緊急時のみ客室に流れます。

船内でのご案内

※下船日前日には、精算のためミニバーにカギがかかりますので、ご了承ください。
※ビバレッジパッケージご購入の方もミニバーの飲料は別料金となります。
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Satelite Call

日本から船へかける時

有料の飲み物やスナックが入っています。ご希望に応じてご利用ください。
®
料金はSeaPass（シーパスカード）
に課金されます。

※冷蔵庫はスイート客室以上のみとなります。
（その他の客室のミニバーは保冷庫です）
※栓抜きが必要な方は客室係にお申し出ください。

ランプがついていると留守録あり。伝言を聞く場合は押す。

参考資料

ミニバー

Massage

室内電話
（イメージ）

※上記短縮ボタンは電話の機種によって異なる場合があります。

シャワー、
トイレ、100％コットンタオル大・中・小、
シャンプー、
コンディショナー、
石鹸、ボディーローション、
ティッシュ、
クローゼットにバスローブが備えつけられ
ております。
※不足のものがございましたら、担当の客室係にお申しつけください。
※シャワーの水圧が弱い場合もあります。
※タオル、バスローブはお持ち帰りいただけません。紛失やお持ち帰りされた場合、
所定の金額をご請求させていただきます。
※ドライヤーは客室の机の中にご用意しています。
※アクアクラス以上はスリッパもあります。

ルームサービスの注文

下船のご案内

バスルーム

Room Service

寄港地

※セレブリティクルーズのロゴ入りのグレーのトートバックを1室に1枚ご用意していますので
ご利用、
お持ち帰りいただけます。

緊急電話

お食事・バー

収納スペース  

Emergency

船内のご案内

短縮ボタンの説明

出発前から乗船まで

ベッド
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Safe

クローゼットの中に金庫がございます。パスポートや貴金属など、貴重品は必ず金庫の中にお入れくだ
さい。客室内のお荷物に関して、セレブリティクルーズは責任を負いかねますのでご了承ください。下船
の際は金庫に置き忘れがないか、必ずご確認ください。下船後のお問い合わせは承りかねます。
暗証番号の入力方法 金庫の暗証番号
（仕様により4桁または6桁）
を決めてください。
1
4
7
※
Reset

扉の開け方

2
5
8
0

3
6
9
♯
Lock

金庫
（イメージ）
客室により別タイプも
あります。

※何度か番号を間違えた場合、
また誤作動させた場合は1分程たってから再度入力してください。

セレブリティスイート
スカイスイート

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
（英語対応）

バトラー

●ウェルカムスパークリングワイン
●ウェルカムミネラルウォーター

●エスプレッソやカプチーノのお届け

●午後の軽食のお届け

●フレッシュフルーツのお届け
（リクエストに応じて）

●毎日のミネラルウォーター

●ミニバー内のドリンク無料

●ウェルカムスパークリングワインボトル ●毎日のフレーバーティー
●ウェルカムミネラルウォーター

●スペシャリティレストラン
●プレミアムドリンクパッケージ

お届け

●乗船時ウェルカムランチ
（メトロポリタン レストラン）

ボトル2本
●ランドリー
（１航海につき2回）

●優先チェックイン

その他の
サービス

●選べる枕

●選べる枕

●厚手のバスローブ

●セレブリティオリジナル

●スリッパ

●セレブリティオリジナル

  トートバッグ

●優先チェックイン

●靴磨き

●靴磨き

●傘・双眼鏡の貸出
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（温浴室）

●優先下船

●イブニングシックナイトの専用シアター席

ショアエクスカーション
（セレブリティクルーズ主催のオプショナルツアー／別料金）
のお申し込みを承
ります。お申し込み方法についてはP.29をご参照ください。
※近くに各寄港地のブースも設置しますので、ご自由にご相談ください。
デッキ3



Internet

船内では有料のWi-Fiがあり、パソコンやスマートフォンからご利用いただけます。
また、デッキ3の窓際に数台のPCがあり、自由にご利用いただけます。
タイプ

通信料

メールのみ閲覧可能な割安テキストパッケージ
動画まで自由に閲覧できるXstreamパッケージ

●

●優先下船

〈接続方法〉
①Celebrity -Wi-Fiに接続
↓
②インターネットブラウザを開ける

①

Xcelerate・Xstream $299 ～ 
全泊無制限にご利用可能
● Xstream
1 日 /＄55 プランなど
※複数ディバイスまとめて購入すると割安です。
●

③

④

（Safari、InternetExplorerなど）

●ペルシャンガーデン

●アロマスティ
ック

Shore Excursions

●厚手のバスローブ

トートバッグ

↓
③Login.comと入力するとセレブリ
ティのログイン/新規登録画面が
表示されます。
↓
④登録の際はFolio(会計番号）
/誕
生月と日/Username(お好みの
名前）
/パスワードを決めてくださ
い。次回からはUserName とパ
スワードでアクセスできます。
日本に停泊中は4G/LTEなどに接続できますが、出航後は海外の電波を自動ローミングして高額な
通信料を請求される場合があります。通常は機内モードにされることをおすすめします。

船内でのご案内

ワンランク上のアメニティ
●アップグレードシャンプー、
コンディショナー
客室
●選べる枕
アメニティ
●厚手のバスローブ
●スリッパ



参考資料

●ワインまたはスピリッツ

デッキ3

●

●インターネッ
ト

無料付帯
サービス

ショアエクスカーションズ

下船のご案内

●ウェルカムシャンパンボトル

Guest Relations Desk

※日本人コーディネーターが通訳をしますのでお気軽にお問い合わせください。対応時間は船内新聞でご確認ください。

●アップグレード朝食ルームサービス

●午後の軽食お届け



デッキ3

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はこちらで承ります。
クルーズ中の落とし物のお預かりも承ります。

インターネット
コンシェルジュ

●深夜のルームサービス無料

客室サービス

コンシェルジュクラス

ブルー

●アップグレード朝食ルームサービス

船の中央にある優雅な空間がお客様をお出迎えします。また、大海原を望む展望エレベーターがあり
ます。また、
フロント機能が集まっております。

寄港地

専用ダイニング

アクアクラス

Grand Foyer

お食事・バー

特別サービス（スイート客室／アクアクラス／コンシェルジュクラス） Special Amenities for Suit Guests
ペントハウススイート
ロイヤルスイート



デッキ3

ゲストリレーションズ・デスク

登録した暗証番号を押すと、扉が開きます。

キャビン
カテゴリー

グランドフォイヤー

船内のご案内

金庫の正面は右記のような数字の配列になっています。
① 扉を開けて貴重品を入れ、扉を閉めます。
② ご希望の4桁または6桁の番号を押す。
③ Lockボタンを押して完了です。

船内施設

出発前から乗船まで

金庫
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デッキ4

The Casino

航海中、カジノではルーレット、ブラックジャック、ポーカー、
クラップス、
スロットマシン、テキサスホールデムなどの様々
なゲームをお楽しみいただけます。国際規制に準じ、カジノ
は日本領海内または港に停泊中は営業いたしません。

Photo Gallary

※帰国後、万が一映像が写らない場合も返金、お取替えはできかねますのでご了承ください。



Theater

※お席は自由席です。

デッキ5



Shops

※免税店でご購入いただいたアルコール類は船内で開けることはできません。
（下船時までお預かりします）



デッキ5

Future Cruise Desk

※時間によって日本人コーディネーターがお手伝いしますので船内新聞を確認ください。

デッキ10



※各種トリートメントプログラムは、ご予約が必要です。
※料金は船内にてご案内いたします。表示の料金には18％のサービス
料が加算されます。
※18歳未満の方はご利用いただけません。
※鍼マッサージの施設もあります。
※フェイシャルマッサージ＄109 〜 寄港日は終日航海日より割安料
金になります。
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キャニオンランチ・スパ



デッキ10

※16歳未満の方はご利用いただけません。
※スタジオプログラムは有料
（＄15 〜 +18％のサービス料）
です。

ソラリウム（屋内プール）

デッキ10



Solarium

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。アクアスパカフェが併設されています。
タラソテラピープール
（深さ125 ～ 135cm）
もあります。
※16歳未満の方はご利用いただけません。
※更衣室はフィットネスセンター入口にございます。
※更衣室には無料のサウナもございます。

屋外プール

デッキ10

ソラリウム



Swimming Pools

優雅な屋外プール。ジャグジーも併設しています。デッキチェアも多数ご用意しております。

ファン・ファクトリー

デッキ11



Fun Factory

子どもたちが楽しく安全に遊べるスペースです。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$1程度でゲームを楽しめます。XClubはティーンエイ
ジャーが集う部屋でゲームやスポーツ、ダンスタイムなど楽しいイベントが開かれます。

スポーツコート・ジョギングトラック
Canyon Ranch Spa

Fitness Center

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、ピラティスなどのスタジオプログラムもあります。

デッキ11・12



Basketball Court・Jogging

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。

ルーフトップテラス

デッキ12



Rooftop Terrace

最上階デッキに新設されたテラス。潮風を感じながらゆっくりくつろ
げます。
大型スクリーンも併設され映画やコンサートなどの映像をお楽しみい
ただけます。

ルーフトップテラス

船内でのご案内

世界最高水準の技術や、洗練されたサービス、充実したプロ
グラムでおくつろぎください。身体をリラックスさせる全身マッ
サージなど豊富なメニューをご用意しております。

フィットネスセンター

参考資料

次回のクルーズの相談コーナー。セレブリティクルーズの担当者が予約システムを見ながら豊富な知
識とともにアドバイスします。

キャニオンランチ・スパ

Hair Salon

下船のご案内

セレブリティクルーズのオリジナルグッズや、香水、化粧品、アクセサリー、一流ブランド品、革製品、
洋服、陶磁器、アンティーク、
リゾートウェア、アルコール類、たばこやお土産品など様々な品を取り揃
えており、免税価格でお買い求めいただけます。また、乾電池、洗面用具など日用品もございます。

次回クルーズ 相談デスク



寄港地

最新の音響・照明設備を駆使した劇場です。毎晩華麗なダンスショーや音楽、
コメディーなどをお楽しみ
いただきます。プログラムは船内新聞でお知らせいたします。

ショップ

デッキ10

お食事・バー



デッキ4・5

Persian Gerden

スパ内にヘアサロンがございます
（要予約、有料）
。イブニングシックの晩は混雑いたしますのでお早
めのご予約をおすすめいたします。

船内でプロカメラマンが撮影した記念写真を展示、
販売いたします。
また、
複数枚セットや、
お得な撮り放題
パッケージもあります。
下船日近くになると航海中の船内の模様を収めたDVDを販売します。

セレブリティ・シアター



船内のご案内

ヘアサロン
カジノ

デッキ4

デッキ10

※有料です。
（全泊パッケージまたは＄35で1日単位のご利用ができる場合もあります）
※ご利用の場合はデッキ10のスパ受付にてお申し込みください。
※アクアクラスのお客様は無料でご利用いただけます。
※更衣室にはバスタオルをご用意しています。

※18歳未満の方はご利用いただけません。
※写真撮影は禁止されています。

フォトギャラリー

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。

出発前から乗船まで

ザ・カジノ
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イブニングシック・ナイト

Evening Chic Night

※実施日は船内新聞をご確認ください。

ショータイム

Show Time

シアター
（デッキ4＆5）
では多彩なショーが繰り広げられます｡ブロードウェイスタイルの本格的なダンス
レビュー、
ミュージカルや、
アクロバットショーなど、毎晩プログラムが異なります。

Inside Access Tour

操舵室、ギャレー、ランドリー、エンジン制御室、
リサイクルセンターなど、普段立ち入り禁止のエリアを
ご案内する有料のツアー
（＄99 ／所要約2時間）
。
人数制限がありますので、ご希望の方は乗船後早めに寄港地観光デスクでご予約ください。
※終日航海日のみ実施します。 ※ツアーの料金・内容は変更になる場合があります。
※日本人コーディネーターがアシストします。

日本人講師による社交ダンスレッスン＆パーティ

Social Dance lesson & party

Port call information session

※場所と時間は船内新聞でご確認ください。

Tasting

※2日目の日中に行う予定です。場所と時間は船内新聞でご確認ください。

Art Action

船内のラウンジで絵画オークションが開催されます。

その他の催しもの

Events & Activities

ワインセミナーやカラオケ、
ズンバやサルサのダンス、ヘッドフォンを付けて踊るサイレントディスコなどさ
まざまなイベントがあります。船内新聞をご確認の上お好みでご参加ください。
また、毎晩各ラウンジでは音楽の生演奏をしていますのでゆっくりくつろぐのもいいでしょう。
22

デッキ4・5

2層構造の船内最大レストラン 豪華な雰囲気でフルコースメニューをご堪能ください。
（朝食・夕食・終日航海日の昼食）
夕食は17：30と20：00の2回制になっています。
お席は決まっていません。
夕食時間は出発前にお届けした最終案内書に記載されているほ
か、客室に置かれたテーブルリザベーションカードで再確認くだ
さい。指定の時間になりましたら、テーブルリザベーションカード
をご持参のうえ、デッキ4のレストラン前にお越しください。順番
に係員がお席にご案内します。

メトロポリタンレストラン

※同じテーブルをご希望の方はご一緒に集合ください。
全員そろった時点でご案内します。
※不在の方の分のお席をお取りすることはご遠慮ください。
※テーブルサイズは2〜 12人までさまざまです。
相席が基本ですので、
別のグループの方とご一緒のテーブルになる場合
もあります。
※テーブルの位置のご希望はお受けできません。
※夕食指定時間後30分を過ぎると入り口のドアが閉まります。
※オープン直後は大変込み合いますので、
少し遅めにいかれるとよいかもしれません。
※夕食時間の変更はお受けできません。
※テーブルリザベーションカード見本

TABLE RESERVATIONS
CELEBRITY MILLENNIUM
DECK5 TABLE RESERVATIONS
SECOND SEATING
STATEROOM 2140
TARO MIKI
HANAKO MIKI

2019.9.22

メトロポリタンレストラン  デッキの階数
夕食のお時間
（Early=17：30 〜 /SECOND=20：00 〜）
客室番号
お客様名

船内でのご案内

※購 入はお客様とオークション会社との直契約になります。日本総代理店はお問い合わせの代行はできません。購
入後の配達遅れや不備、返金などは直接お客様自身でオークション会社へお問い合わせください。

メトロポリタンレストラン / コンシェルジュクラス・ベランダ・海側・内側客室のお客様

参考資料

船内で秋田の地酒の高清水をご紹介します。試飲もできますので複数の種類を飲み比べてはいかがで
しょう。

アートオークション

デッキ5

ブルー / アクアクラス専用レストラン

下船のご案内

2日目の日中、各港から乗船した専門家が船内で寄港地説明を行います。寄港地観光ツアーのポイントなど
を地元の人ならでは詳細な情報とともにお伝えします。またデッキ3に、ブースを設け資料を配布します。各
地の見どころを紹介したり、個別のご相談にも応じます。お時間のあるときにぜひお立ち寄りください。

テイスティング 

「世界の食を旅する」
をコンセプトに専任シェフによるオリジナルメニューをご提供します。
季節限定やエレガント
なメニューの数々、
きめ細かなサービスで極上のひとときをお過ごしください。
（朝食・夕食・終日航海日の昼食）

寄港地

※場所と時間は船内新聞でご確認ください。

秋田の地酒 高清水

デッキ4

ルミナ / スイートクラス専用レストラン

朝食、夕食とヘルシーな「美しい料理」をお召し上がりいただけます。2名席が中心で落ち着いてお
召し上がりいただけます。
（朝食・夕食）※昼食はございません。

毎晩、船内で社交ダンスをお楽しみいただけます。4人の日本人講師がレッスンを行います。その後、自由
に踊る時間を設けます。どなたでもご参加可能ですので、ぜひこの機会に社交ダンスを習ってはいかがで
しょうか？

寄港地説明会

Main Dining

お食事・バー

船の裏側ツアー

メインダイニング 

毎食フルコースメニューをお召し上がりいただけます。客室タイプにより異なるレストランをご用意して
います。
メニューは日本語でご用意しています。

船内のご案内

初回のイブニングシック・ナイトでは、本船オフィサーがデッキ4のグランドフォイヤーで皆様をお迎えしま
す。オフィサーたちとお気軽に歓談していただけます。華やかな夕べをお楽しみください｡

数々の賞を受賞しているセレブリティクルーズ自慢の美食の数々をお楽しみください。本格的なフル
コース料理からビュッフェスタイルのお食事、
軽食、
カフェなどバラエティ豊かな食事をご堪能いただ
けます。24時間ルームサービスも承りますので、
お好きな時にお好きな物をお選びください。

出発前から乗船まで

お食事

船内イベント
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1.スイート、
アクアクラスのお客様もメトロポリタンレストランのお食事をご利用可能です。
※空いている席をご案内しますのでお待ちいただく場合があります。

2.スイート客室以外のお客様でスイートのお客様と同席で
「ルミナ」
をご利用希望の場合、空いている場
合のみ有料で対応します。お一人様１回朝食＄10、昼食20、夕食＄30の追加代金となります。
3.スイートのお客様のみ、空席がある場合は、
「ブルー」
を無料でご利用いただけます。

4.スイート・アクアクラス以外のお客様が
「ブルー」
をご利用いただくことはできません。

◆レストランスタッフ 
それぞれ担当が異なります。
●ウエイター・・・・・・・・・・・・・・ メニューの説明と注文を取ります
●アシスタントウェイター・・・・・・ ウェイターの補助でお皿を下げたり、お水を注いだりします
●バーウェイター・・・・・・・・・・・・ビール、
ソフトドリンクの注文を担当します
●ソムリエ・・・・・・・・・・・・・・・・ ワインの注文を承ります

〈メトロポリタンレストランのメニュー例〉

オーシャンビューカフェ＆グリル
（ビュッフェレストラン）

デッキ10

Ocean View Cafe&Grill

〈定番メニュー〉
こちらは毎日同じ定番メニューです。

お食事・バー

気軽にお召し上がれるビュッフェレストランもご用意。
早朝から深夜までお気軽にご 利用いただけます。メ
ニューは前菜、主菜のほか、ピザ、パスタ、スープ、サラ
ダ、デザート、アイスクリームと品数も豊富です。デッキ
10に位置し、眺めもよく開放的な空間です。また、お急
ぎの場合は便利です。

〈日替わりメニュー〉
毎晩変更されるメニューです。

※朝食・昼食・夕食以外の時間帯は軽食メニューとなります。

※夕食は通常1時間半以上かかります。

※有料飲料には20％のサービス料が加算されます。

Light Meal

カフェアルバーチョ

有料コーヒーと無料のデザートやデニッシュ

ジェラテリア

有料アイスクリーム

プールグリル

無料のハンバーガーとホットドック

アクアスパカフェ

無料のヘルシーな軽食と有料のスム―ジー

デッキ5

デッキ5
デッキ10
デッキ10

※営業時間は船内新聞でご確認ください。各種料金は予告なく変更になる場合があります。

など

船内でのご案内
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その他の軽食

参考資料

◆メトロポリタンレストラン 夕食のお食事の流れ 
《1》P.23下のテーブルリザベーションカードを持って指定の時間にデッキ4のレストラン入口へお越しくだ
さい。
《2》ウエイターがお席にご案内いたします。
同席をご希望の方は一緒に列に並んでください。
（不在の方の席取りはできません）
《3》テーブルに着席すると、日本語メニューをお持ちします。
《4》前菜、
メインからお好みでお選びください。前菜1 〜 2品、
メイン1品が一般的です。
（料金は無料です）
《5》有料でビール・ワインなどもご用意しています。不要の場合は無料のお水
（アイスウォーター）
をご注
文ください。有料のミネラルウォーターもございます。
《6》メインが終わるころデザートメニューをお持ちします。無料のコーヒー、紅茶をご用意しています。
エスプレッソやカフェ・ラテなどの有料飲料もあります。

※メニューリストと朝食メニューのオーダーフォーム
（英語）
と日本語訳は客室内に置かれています。
※有料と無料のメニューをご用意しています。
※スイート客室/アクア・コンシェルジュ・クラスの客室はアップグレードメニューになっています。
※ドリンクパッケージは適用外ですので有料ドリンクは実費がかかります。
※ご利用の場合は都度少額のチップをご用意ください。
※朝食無料メニュ―例 : 各種ベーカリー、卵料理、ハム・ソーセージ、
ヨーグルト、
フルーツ、
シリアル、飲み物など
※通常無料メニュー例  ：スープ、
サラダ、
フルーツ、
ピザ、
サンドイッチ、
ハンバーガー、
ペンネ、
ケーキ、
飲み物など
※通常メニューの深夜
（23:00 〜 6：00）
のご注文は１回＄4.95のサービス料がかかります。
（スイート客室は無料）

下船のご案内

※飲みきらない場合はボトルキープ可能です。

●ビール、
ソーダ類もございます。
バー担当へご注文ください。

Room Service

24時間ルームサービスもありますのでお好みでご利用ください。
朝食メニュー ： 深夜2時までに客室のドアノブにかけてください。
                      6:00 ～ 9：00のご指定の時間にお持ちします。
通常メニュー ： 朝食以外は別メニューがあります。客室の電話から注文ください。

寄港地

ルームサービス
〈飲み物メニュー〉
●メニューの左ページにカクテル・ワインの一
覧があります。ご希望でご注文ください。
●ボトルワインは別リストがありますので
ウェイターにお問い合わせください。

船内のご案内

※船が寄港地に停泊の場合、外出のお客様が多くなるのでルミナ、メトロポリタンダイニングの昼食は閉まりますが、
ビュッフェレストランはいつでもご利用可能です。

出発前から乗船まで

◆客室タイプ別指定レストラン以外をご希望の場合
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Speciality Restaurant

予約制ですので、乗船後お早めにお申し込みください。各レストランごとに規定のカバーチャージが必
要です。夕食は17：15 〜 20：30まで30分ごとに希望の時間をご予約いただけます。
※有料レストランのご利用を複数回セットした割安なダイニングパッケージもございます。

イタリアンステーキハウス

デッキ3

クイジーヌ

3Dショー ル・プチ・シェフ

※アルコール飲料は有料です。表示の料金に20％のサービス料が加算されます
※乗船時に持参したワインを公共エリアで飲む場合は1本＄25の開栓料がかか
ります。

セラーマスター
デッキ11



デッキ4

The Martini Bar & Crush

水、氷、雪をモチーフにしたこのバーは、霜に覆われ
た冷たいカウンターで、世界各国のウォッカやあらゆ
るマティーニ・カクテルをお楽しみいただけます。
バーテンダーによる一度に多種のカクテルを作るフレ
アショーもあり、毎晩盛り上がります。
※料金 １杯＄12など

マティーニバー＆クラッシュ

リトリートラウンジ
（スイート専用ラウンジ）
デッキ5

デッキ4

Retreat Lounge



Retreat Lounge

スイート客室のお客様専用ラウンジです。
専属のコンシェルジュがきめ細かくお世話する他、無料のお飲み物や軽食もご用意しています。

ランデブーラウンジ

デッキ4



Rendezvous Lounge

メインダイニングに隣接しており、夕食前にカクテルをお楽しみいただいたり、生バンドの演奏と共に
ダンスを踊るスペースもあります。

コスモスラウンジ（展望ラウンジ）

デッキ11、船首



Cosmos Lounge

昼間は陽光がふりそそぐ展望ラウンジ。日中は各種イベントが開催され、夜は華やかなディスコやカ
ラオケが楽しめます。

マストバー

デッキ11、船体中央



Mast Bar

見晴らしの良いオープンバー。

ザ・プールバー

デッキ10、メインプール隣り



The Pool Bar

船内でのご案内

26

洗練された雰囲気のワインバーで、様々なワインがグラスやボトルで楽しめます。優秀なソムリエが
サービスにあたります。

参考資料

出航の4日前
（9/18）
まで、セレブリティクルーズ社のホームページ
（英語）から
有料レストランやビバレッジパッケージの事前予約が可能です。お好みでご予約
ください。
予約マニュアルは
こちら
予約手順は寄港地観光の予約と同様です。
Ｐ29を参考ください。

Cellar Master

下船のご案内

スペシャリティレストラン・ビバレッジパッケージの事前予約方法



寄港地

日本食が恋しくなったらスシ・オン・ファイブがおすすめです。
色鮮やかな巻き寿司を多数そろえています。アラカルト料金
ですのでお気軽にご利用ください。
▶料金例
刺身＄8 にぎり寿司（4個）＄9 巻き寿司＄8 〜 12
味噌汁＄3 （サービス料20％別）
▶昼食および夕食

デッキ5

マティーニバー＆クラッシュ

※状況によりプロジェクションマッピングの準備が間に合わない場
合があります。その場合は斬新な盛り付けで見た目もユニークな創作
料理メニューになります。20種類のメニューからお好きなだけご注
文いただけます。
（カバーチャージ＄45）ご予約時に再確認ください。

寿司レストラン

日のバーの営業時間は船内新聞でご確認ください。

また、船会社の規制に準じて、お客様がラウンジやバー、デッキに

ご自分のアルコール類をお持ち込みになることはご遠慮ください。

プロジェクションマッピングによる3Ｄショー「ル・プチ・シェフ」
が
いよいよスタート。ミニチュアシェフがお皿の上に現れ料理が出
来上がるまでを再現します。食とエンターテイメントとが融合し
たユニークな食体験をぜひお楽しみください。
▶カバーチャージ（おひとり様）
夕食のみ ＄55 （17:30/20:00 ２回制）

スシ･オン･ファイブ／ Sushi on Five

船の航行中は、早朝から深夜までバーサービスをご利用いただ

けます。港に停泊中の営業時間は、寄港地の規制に従います。毎

お食事・バー

イタリアンステーキレストラン。新鮮なモッツァレラチーズや自
家製のパスタの数々を楽しんだ後、ステーキなどのメインコー
スを存分にお楽しみいただけます。お料理にあう多数のイタリ
アンワインも取り添えています。
▶カバーチャージ（おひとり様）
昼食＄25（終日航海日に予定） 夕食＄45

バー、ラウンジ

船内のご案内

トスカーナグリル

出発前から乗船まで

有料レストラン 

屋外プールに隣接。ハンバーガー、ホットドッグなど軽食や飲み物があり、便利なバー。
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各寄港地では入港後下船開始まで通常30分ほどかかります。下船の開始時間については船
内の案内に従ってください。
寄港地観光をお申し込みの方は、船内で集合してまとまって下船します。
その後、自由散策の方が下船可能となります。最終帰船は通常出港の30分前です。
最終帰船時間を船内新聞で必ずご確認ください。
SeaPass®（シーパスカード）および寄港地によりパスポート
（原本/コピー）が必要です。

寄港地の港の場所
広島港五日市岸壁

◆北九州

北九州港・ひびきコンテナターミナル(出国審査）

◆釜山

福岡県北九州市若松区響町３丁目
小倉駅まで車で40分、小倉駅までシャトルバス運行予定
※出国審査のため、最終帰船時間が早くなる可能性があります。

釜山港国際旅客ターミナル（入出国審査）

①セレブリティクルーズ社のホームページ
（英語）
のＴｏｐページ、Already Booked からCruise Planner へア
クセス。

舞鶴港第2埠頭

◆金沢

金沢港大浜埠頭

◆秋田

秋田港中島埠頭

クルーズプランナーページ

②クルーズ予約番号/お客様姓/船名/出航日（2019/9/22）を入力
※出航日は途中乗船の方も9/22になります。
③船内サービスの事前予約画面になります。寄港地観光だけでなく、スぺシャリティレストランやビバレッジ
パッケージ、インターネットの事前予約も可能です。
④寄港地観光（Shirex Excursion)を
クリックして、 該当寄港地別にお好み
のツアーを選択(Add Cart)ください。

下船のご案内

（부산항국제여객터미널 Busan Port International Passenger Terminal)
東区草梁洞45-39
南浦洞/チャガルチ市場まで車で約10分、地下鉄中央駅まで路線バス約10分、南浦洞までシャトル
バス運行予定
※入・出国審査のため、下船に時間がかかります。時間を区切って順番に下船となる予定です。寄
港地観光参加者はまとめて優先下船となります。

(入国審査）

参考資料

舞鶴市字松陰23-8
JR舞鶴線西舞鶴駅まで車で約5分、西舞鶴駅までシャトルバス運行予定（200円）
※入国審査のため、下船時間が遅れる可能性があります。
金沢市大野町４丁目
金沢駅まで車で約25分、金沢駅までシャトルバス運行予定

新中央埠頭

青森市本町3丁目
青森観光物産館 アスパムまで徒歩7分、ねぶたの家 ワ・ラッセまで徒歩20分、JR青森駅まで25分

⑤参加人数、日付、言語（English)、出発時間を選択⇒ツアー参加者を選択（複数選択、同じ方が支払うなら
別室の同行者も選択可能）最後にLanguage=Englishを選択してShopping Cartで金額を確認し、お支
払（Ｃｈｅｃｋ Ｏｕｔ）に進みます
※当クルーズの寄港地観光は全て日本語ガ
イドで、ツアー名にJapanese Guidedと
記載があります。
但し、言語の選択にＪａｐａｎｅｓｅがないため
便宜上Ｅｎｇ
ｌ
ｉ
ｓｈを選択し予約を行います。

船内でのご案内

秋田市土崎港西1丁目13番地13号
徒歩15分の秋田港駅から秋田駅までクルーズ列車運行予定（18分、200円）

※上記は予定です。予告なく変更になる場合があります。
※シャトルバスは市や港の手配によるもので、セレブリティクルーズの管轄外になります。詳細については下船
後再確認ください。
※シャトルバスの台数は限られていますので、長時間並ぶ可能性もあります。
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〈予約方法〉

広島市佐伯区五日市港3丁目8
JR/広島電鉄五日市駅まで車で約10分、五日市駅までシャトルバス運行予定

◆舞鶴

◆青森

5%引!

〈ツアー予約に必要なもの〉
●クルーズご予約番号
（同封の最終案内書に記載）
●英語ツアー名
・ツアーコード
（別紙詳細参照）
●クレジッ
トカード情報（ご利用可能なカード：VISA,マスター、アメックス、ダイナースなど、JCBは不可）
●メールアドレス
（予約確認メールが送信されます）
●住所
・連絡先（実際に発送物が届いたり、連絡があるわけではありません）
ご予約・お支払後のキャンセルは全額クレジットカードに変更になります。

寄港地

◆広島

出航の 4日前（9/18）まで、セレブリティクルーズ社のホームページ（英語）クルーズプランナ ー から 事 前
予約が可能です。各ツアーには定員があり、乗船後すぐに満席になる場合もあります。
事前予
事前予約は料金割引がある場合もありますので、早めのご予約をおすすめします。
約
特に横浜以外の港からご乗船の方は事前予約をされると安心です。

お食事・バー

※お時間に遅れた場合、船はお待ちすることはできません。お客様の責任・費用負担にて次の寄港地へ移動ください。
※船に戻る際は手荷物検査があり、植物や食品の持ち込みは禁止されています。
※各寄港地で大きな荷物を持っての下船はできません。途中港で完全下船の方のみ、事前に税関申請することによ
り可能です。

セレブリティクルーズ社手配の日本語寄港地観光
（ショアエクスカーション）
もご用意しています。
コース詳細は別紙をご覧ください。
◆事前予約◆

船内のご案内

船会社の寄港地観光をお申込みの方が優先下船となり、効率よく観光できます。

寄港地観光の申込み

出発前から乗船まで

寄港地のご案内
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下船準備

下船日前日には下船案内書とバゲージタグ(荷札）
、税関申告書を客室にお配りします。必要事項をご記
入ください。横浜下船の方は前日夜に荷物を回収しますので、22時くらいまでに荷造りをして、バゲージ
タグ(荷札）
をつけ客室の外の廊下にお出しください。
※釜山・舞鶴・金沢・秋田・青森で下船の方はお荷物をご自身で持って下船となる場合があります。
※横浜下船は荷札の番号順に下船時間が異なります。下船は7：30 〜 9：30を予定していますが、帰りの交通機関の都合
で早い時間の下船を希望される方は、
ゲストリレーションデスクで荷札の番号の変更を行います。お申し出ください。

横浜下船の説明会
2019年10月1日(火）13：00 ～または14：30 ～ シアター （デッキ4・5）

事前予約されたツアーのチケットは乗船日に客室に届けられます。

日本人コーディネーターが下船の手順を詳しく説明します。ぜひご参加ください。

※同じ内容で2回開催します。
どちらにご参加いただいてもかまいません。参加は任意です。
※説明会の内容を録画して夕方以降客室のテレビでも放送します。
ご希望に応じて視聴ください。
※所要1時間を予定しています。

◆船内予約◆

コース一覧、申込書を寄港地観光デスク
（デッキ3）にご用意しています。ご希望の方はお早めにデッキ3のショ
アエクスカーションデスクにてご予約ください。料金はSeaPass®（シーパスカード）にチャージされます。ご予
約が完了するとチケットを発行します。チケットには集合場所、時間の記載がありますのでご確認ください。

税関申告書

バゲージタッグ
（荷札）
と一緒に日本の税関申告書をお配りします。一家族一枚記入が必要です。
※9/27舞鶴の日本入国審査の際も提出が必要です。同じ書類を2回ご記入提出いただきます。

A面で「いいえ」
を選択した方は、B面の記入
は不要です。

［A面］

ツアー出発地
コース名

0

1

［B面］

横浜

セレブリティミレニアム
2

7

4

ヤマダ

タロウ

山田

太郎

2

7

3

1 2 3 4

5

7

6

8

会 社員
1
T

＊＊＊重要＊＊＊
集合時間・場所
Theater, Deck 4 Fwd = シアター (デッキ
4前方）
など

R

0
0

1

0
1

2

3

0
4

コースコード
Adult = 大人料金適用
ML=セレブリティ・ミレニアム
の意味

船内集合です。個人で先に下船しないようご注意ください。
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1
6

7

船内でのご案内

【ツアー出発までの流れ】
①集合時間に指定場所（チケットに明記）に集合
②船会社のスタッフがチケットと交換にバス番号シールをお渡します。目立つところに貼ってください。
③出発準備ができた順番にバス番号をお呼びしますので、同じシールの方と一緒に下船してください。
④下船後、バスまで誘導します。その後は日本語ガイドの案内に従ってください。
※同じコースでも複数のバスが配車される場合がありますので、同行者がいる場合はご一緒にご集合ください。受付順
にバス番号が決まります。
ただし出発時間までに必ず全員集合してください。
※代表者の方がまとめてチケットとバス番号シールを受け取ることも可能です。
※遅れた方、
同行者とはぐれた方は速やかに船内スタッフへご相談ください。
®
が必携です。
※下船時にはSeaPass（シーパスカード）

5

参考資料

出発日・バス出発時間
（集合時間ではありません）

7

9

下船のご案内

東京都港区六本木○- ○- ○
0

寄港地

※人数制限があるコースもありますのでなるべく乗船日にご予約ください。
※ツアーの締切・取消規定については船内で確認ください。事前予約分も含め、通常ツアーは出発の 24時間前であ
れば取消可能です。取消の場合は船内会計明細で必ず返金の確認をお願いします。ツアー変更も24時間前まで
となります。当日の変更は致しかねます。
※寄港地観光デスクのオープン時間は船内新聞でご確認ください。オープン時間外は新規予約のみゲストリレー
ションデスクで承ります。

横浜以外の港での下船は出発前に申請が必要です。乗船後の下船地変更は基本お受けしませんが、やむ
をえない事情がある方は早急にお知らせください。間際の変更は本船の許可がでない場合があります。

お食事・バー

予約方法が不明な場合は
「お問い合わせホットライン」
へご相談ください。
03-544-8897〈平日10：00 〜 18：00〉

◆チケットの見方

船内のご案内

※１ツアーごとでなくまとめてお支払可能です。
ま
たは、お客様名ごとに異なるクレジットカードでの
お支払も可能です。 ※一旦ログアウトしてカート
に保存し後日支払も可能です。 ※時間がたつと
満席により支払エラーになる場合もあります。
※住所や連絡先は形だけの登録です。 ※支払が
完了すると予約確認メールが届きますので証明と
して船内にご持参ください。 ※カートに入れただ
けでは予約完了にはなりません。

出発前から乗船まで

下 船

⑥ Check Out( お支払 ) を押して、カード
情報、住所、連絡先を入れてください。

山田 太郎
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釜山・舞鶴・金沢・秋田・青森

船名
お客様名

Y AM AD A TA R O

お支払い方法
（現金/カード）

印刷日
乗船日

客室番号

下船日
Y AM AD A T AR O

支払場所

内容

予約番号
返金額

◆9月27日 舞鶴：12：00頃    ◆9月28日 金沢：10：00頃

◆9月29日 秋田：12：00頃

◆9月30日 青森：11：00頃

※上記時間は目安です。
船内で再確認ください。
ご一緒に下船となります。
税関申告がありますので個別に下船することはできません。
※指定の時間に船内でご集合いただき、
※途中下船の方はシーパスカードを回収しますので持ち帰ることはできません。
※金沢港ではお荷物配送サービス
（有料）
があります。
（詳細P.42）

10月2日（水）横浜下船

入港/9：30

横浜・大黒ふ頭 Ｔ3バース ターミナル1・2
所 在 地: 横浜市鶴見区大黒ふ頭13（一般車両乗り入れ不可、タクシーのみ可能）
アクセ ス : 桜木町駅まで車で４０分
シャトルバス：桜木町駅まで横浜市提供のシャトルバスが運行予定
※港は一般車両乗り入れ不可です。待ち合わせは桜木町駅でお願いします。シャトルバスは桜木町駅東口バス
ロータリーで下車となります。
※大黒ふ頭にタクシーの乗り入れ可能ですが、充分な台数がない可能性があります。シャトルバスのご利用をお願
いします。

請求額

寄港地

支払日

◆9月26日 釜山：10：00頃

お食事・バー

※カードの明細をクルーズ途中に確認される際は客室のテレビで確認かゲストリレーションズデスクにご依頼ください。
※クレジットカードでの精算を登録された方もご利用金額の一部や全額をUSドルの現金で支払うことも可能です。ご
希望の方はゲストリレーションズデスクにお申し出ください。
※VISA、マスターカードをご利用の方は、船会社の為替レートに換算して日本円で請求する方法と、USドルにてご請
求する方法があります。ご希望と異なる場合は早急にお問い合わせください。請求通貨変更の場合は別のクレジット
カードに登録変更となり、お時間がかかりますのでご了承ください。
※船内で購入のお酒、写真・DVD等は忘れずにお受取りください。

途中下船の方はご一緒に下船となります。下船時間は下記を予定しています。前日までに集合時
間、場所、手順など詳細を記した案内書を該当の客室にお届けします。

船内のご案内

お客様の船内会計明細は客室のテレビで都度ご確認いただけます。下船日当日の朝に請求書明細を客
室にお届けしますので内容をご確認ください。
ご不明な点はゲストリレーションズデスク
（フロント）
にお問
い合わせください。下船後の変更、
ご返金は承りかねます。
現金で精算する方は、下船前夜までにゲストリレーションズデスク
（フロント）
にお越しいただき、
「アカウン
ト・クロージング」
と伝えると精算手続きが行われます。
クレジットカード登録の方はご利用明細に間違いがなければ手続きは不要です。

下船

出発前から乗船まで

精 算

生麦駅

下船のご案内

お客様がご購入
された内容

下船場所
横浜駅

大黒 PA

請求金額合計

◆◇◆◇◆ 下船後のお問い合わせは承りかねます ◆◇◆◇◆
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大さん橋

● 横浜中華街
● 港の見える丘公園

大黒ふ頭 T3 バース
船内でのご案内

※現金(CASH)をアカウントに入金したり寄港地観光の取消などの返金が合った場合、CREDIT(クレジット)欄
に表示されます。

桜木町駅

速
高
都
首

支払先クレジットカード：末尾4ケタ

ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ

● 横浜ランドマークタワー

参考資料

● そごう
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◆お荷物配送
税関審査後、ターミナル内にお荷物配送サービス
（有料）
のカウンターがあります。
（ 詳細P.42）
ご出発前にお申込みの方はお名前を伝えると住所を印字した送付状をお渡しします。出発前にお
申込をされていない場合も当日申込み可能です。白紙の送付状に記載、送料をその場でお支払く
ださい。
（ 現金のみ）

荷物の破損及び 紛失の場合は必ず 船会社の証明書をもらってください。
◆解散
タクシーまたはシャトルバスをご利用の上、ご帰宅ください。

船内カード精算

船内でご利用のSeaPass®明細書は最終日に必ずご確認いただき、不明な点は乗船中に対応と処理
をお願いします。下船後にお調べすることや返金は不可能です。

船内販売DVD

クルーズ最終日には航海中の様子を撮影した記念DVDを販売しています。DVDには映像方式と
リージョンコードがありますので、日本の方式に合っているかを必ずご確認ください。帰国後に画像
が映らない場合のお取り替え、返金は一切いたしかねます。

船内での買い物

船内ショップでのお買い物品、特に貴金属や洋服のサイズ直しや返品は一切できかねます。
オークションでご購入された商品についてのお問い合わせは、直接お客様が販売会社とやりとりをし
ていただくことになり、日本総代理店及び船会社は一切お取り次ぎできませんのでご注意ください。

船内クリーニング

クリーニングに出した際に生じた事故の賠償金額はクリーニング代の7倍が上限です。熱に弱い素材
や高価な服はお控えください。

眺望、騒音、排水等客室に問題があった場合は、ゲストリレーションズ・デスクにお問い合わせ下さ
い。客室変更などをして対応する場合がございます。帰国後の返金は一切いたしかねます。

忘れ物や荷物の破損・紛失

手紙の投函
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船内で投函を依頼されてもお手紙が届かないことがございます。一般郵便の場合調査の方法がござ
いません。各寄港地からご自身で投函されることをおすすめします。

船内でのご案内

船内での忘れ物は後日問い合わせをしても見つかること
がほとんどありませんので、お客様で十分ご注意くださ
い。荷物の破損及び紛失が生じた場合は下船前に船会社
の証明書を必ずもらってください。紛失の場合はお客様の
届け先をお伝えください。クルーズ約款に記載のとおり、船
会社の賠償責任の上限額はお一人様US$300です。貴重
品、割れ物については手荷物にお入れください。十分な保
障はありませんので、各自で海外旅行傷害保険にご加入さ
れることをおすすめします。

参考資料

下船近くに日本総代理店、ミキ・ツーリストのアンケートを全室にお配りさせていただきます。
今後のサービス向上に役立てていきますのでご協力お願いします。

下船のご案内

客室の不備

アンケート

寄港地

※下船日当日はかなりの混雑が予想されますので、ご出発前の配送申込をおすすめします。

スタッフ一同努力しておりますが、帰国後のトラブルを避けるために下船前に再確認ください。

お食事・バー

※SGムービングのお荷物配送を依頼済みの方も必ずご自身で荷物をピックアップし、
税関審査を受ける必要があります。

下船後によく問題になる点をまとめました。

船内のご案内

◆下船
下船は7:30 〜 9:30頃の予定です。バゲージタグ
（荷札）
の番号順に集合場所・時間が異なります。指
定された公共エリアでお待ちください。下船の準備が整いましたらスタッフがバゲージタグの番号を
お呼びしますので、順番に下船口
（ギャングウェイ）
に向かってください。
◆お荷物受取り、税関審査
下船後、前夜お預けいただいたお荷物がターミナルに並んでいますので、ご自身の荷物を探して
お受け取りください。その後、税関申告がありますのでお荷物をもって、パスポート、税関申告書を
係員に提示ください。

ご注意

出発前から乗船まで

◆朝
当日の朝は朝食を各レストランでお召し上がり、8時までに退室いただき手荷物を持って指定の場所に
ご集合ください。
退室の際は、金庫を開けたままで忘れ物がないか再確認ください。
（下船後のお問い合わせは承りかねますので充分ご注意ください）
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オンラインチェックインとは、日本ご出発前にWEB上で必要事項を記入することにより事前にチェックイン
を済ませることです。オンラインチェックインの最終画面
（P.40）
（XPRESS PASS）
を印刷してチェックイン
カウンターで提出してください。またはスマートフォン等に画面保存いただき表示するだけでも結構です。

〈オンラインチェックインの流れ〉

マイアカウント
サインイン

予約番号
確認

Update
Check In
クリック

お客様
データ入力

船内会計
登録

クルーズ
約款同意

到着時間
登録

サインインすると生年月日とお名前から、ご予約記録が表示されます。
こちらから9月22日出航のクルーズの予約番号を確認し右上の”Update Check In"をクリックし
てください。9月22日のクルーズが表示されない場合は”Link a missing Cruise”
を押して、お名
前、生年月日、予約番号を入力ください。
※セレブリティクルーズリピーター会員
（キャプテンズクラブ）
の会員の方は会員番号を入力すると過去のクルーズ履歴も
確認できます。

Taro

エクスプレス
パス出力

リピーターの方はリピーター
会員番号が表示されます

旅行会社が代行する場合は、旅行会社専用システムからのアクセスとなります。登録画面も若干異なります。
過去の乗船履歴

1.セレブリティクルーズ本社ホームページ（英語）へ

https://www.celebritycruises.comのTOPペ ー ジ 右 上 の“Check
In”
をクリックしてください。サインイン画面が表示されます。

クルーズ期間
※途中乗下船の
方もSep22−
Oct02になります

出港日までの残日数

2.マイアカウント

下船のご案内

※セレブリティクルーズ専用アプリがあり、オンラインチェックインや船内サービスの予
約画面がありますが、当クルーズはチャータークルーズのためご利用いただけません。

4.名前を選択

サインイン

初めにマイアカウントにサインインします。マイアカウントが未登録の方は”Creat an Account"か
ら簡単に登録できます。登録はお名前、生年月日にメールアドレス、パスワード、秘密の質問です。

寄港地

オンラインチェックイン
へ進む

予約番号

お食事・バー

手順説明

9月22日出港
ミレニアムのク
ルーズが表示さ
れない場合はこ
ちらからクリック

船内のご案内

初めにマイアカウントを登録し、9月22日出航のセレブリティ・ミレニアムの予約記録を呼び出し
てからオンラインチェックイン画面に進みます。

3.予約記録選択

出発前から乗船まで

オンラインチェックインの方法

同室の方の名前が全て表示されます。今回登録する人の名前をクリックしてください。
代表の方が同室の方の分を登録することも可能です。

※メールアドレスはおひとりひとつ必要で、他の方と共有できません。

参考資料

サインインQRコード
メールアドレスまたは登録名

Taro Miki

Hanako Miki

パスワード忘れはこちらから
サインイン
新規登録はこちらから
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今回オンラインチェックインする方
のみチェックする

次へ進む

船内でのご案内

パスワード
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ご住所、パスポート情報、緊急連絡先を登録します。お好みの写真をクルーズのセキュリティ写真と
してご使用いただけます。

6.船内会計登録

船内でご利用いただいた有料サービス（アルコール、スペシャリティレストラン、ショップなど）の支
払方法を選択します。クレジットカードか現金がお選びください。

オンラインチェックインの
進捗が表示されています

Taro

Taro Miki

名前

ミドルネームは任意入力です

姓
生年月日

性別

キャプテンズクラブ番号（セレブリ
ティクルーズ、リピーター会員）をお
持ちの方は番号を入力ください。
（任意）

現金
関係ありません。

クレジットカード
カード名義
カード番号（16桁）

番地
市町村

1-1-1

Hamamatucho

Minatoku

Not Applicable

クレジットカードを選択すると表示されます。

町名
州名
日本の場合は
Not Applicableを選択

105 - 0013

Japan

国籍

Japanese

選択すると有効期限の入力画面がでます。

セキュリティ写真登録
Taro's photo

セキュリティ用 の 写 真を先に
撮影することもできます。
●Upload Photoからお好みの
写真を選べます。
●スマートフォンからアクセスの場
合はその場で撮影も可能です。

同意のクリック

8.到着時間入力

最終書類に記載のチェックイン
時間を選択いただくとスムーズ
です。

メールアドレス
メールアドレス

cruise-operation.jp@group-miki.com

81 - 3 - 5404 - 8813

最終書類に記載の
時間をチェック
電話番号

9.オンラインチェックイン

緊急連絡先
Hanako Miki

完了画面

81 - 3 - 5404 - 8833

電話番号

Taro Miki

次に進む

0000000

エクスプレスパス確認・印刷から

修正はこちらから

船内でのご案内

氏名

参考資料

写真をUPすると、 写真使用許
可の同意する旨メッセージがで
ますのでクリックしてください。

クルーズ約款が表示されますの
で同意のクリックをしてくださ
い。日本語訳はP.52にあります
のでご確認ください。

下船のご案内

パスポートを選択

Passport

Taro Miki's Jcb *0000

7.クルーズ約款同意

乗船書類登録
出生国

Save Cardを押すとカードの種類とカード
の種類と下4ケタのみ表示されます

Taro Miki

寄港地

郵便番号

カード情報登録

Japan

お食事・バー

ご住所
国（Japan）を選択

船内のご案内

お客様情報

Taro

出発前から乗船まで

5.お客様情報入力

バゲージタグは最終書類に同封しておりますので、
印刷不要です。
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チェックインカウンターではバーコードをスキャンして、登録内容を確認します。
印刷せずに画面を保存してチェックインカウンターで表示いただくだけでも結構です。

出発前から乗船まで

エクスプレスパス見本

バゲージタグ（紙）のご案内
A4用紙に印刷されたバゲージタグ(荷札）を1室2枚最終書類に同封しています。
1室2個以上のお荷物がある場合はコピーをしてご利用ください。

22

手

客室番号

順

1. バゲージタグ、中央部分のGuest Nameの欄にローマ字でお名前をご記入ください。

予約番号
出港港
※途中乗船者もすべ
て横浜になります

船内のご案内

バゲージタグの客室番号に間違いがないか再確認し、
しっかりとお荷物に付けてください。

Taro Miki

2. 1ST FOLDの線を山折りにし、 さらに2ND FOLDの線を山折りにします。3RD FOLDと4TH

Yokohama

FOLDの線も同様に山折りにし、印刷された面が見えるように お荷物の持ち手等に巻き、ホチキス

※バゲージタグケースをお持ちであればご利用ください。
（客室番号、搬入口など表示内容がわかる透明なもの）
※紙バゲージタグが取れた場合に備え、お客様のお名前(ローマ字）を記載した任意のバゲージタグをつけることをお
すすめします。
※パスポート、貴重品、ワインを持ち込まれる場合は、必ず手荷物でお持ちください。

お食事・バー

で2箇所以上を留めるかテープで貼ってください。切り取らず、必ず折ってお使いください。

旧エクスプレスパス見本

山折り

印刷見本

寄港地

（旅行会社がオンラインチェックインを代行した場合の見本。サイン欄があるので印刷が必要です）

②お名前（ローマ字）記入

999988

TARO YAMADA

山折り

TARO YAMADA
TARO YAMADA

TARO YAMADA

上記クレジットカードで支払うことを同意する
旨のサイン
（クレジットカードと同じサイン）

山折り
［A］

切り取り

参考資料

①客室番号

下船のご案内

③

山折り

TARO YAMADA

切り取り

［B］
船内会計の請求通貨
（日本円が米国ドル）
を選択し
た旨のサイン
（現金支払の方は表示されません）

VISAカードおよびマスターカードで決済される方のみ、セレブリティクルーズ社が定める
換算レートでの円建て請求が選べます。

□［A］
にチェックを入れると円建てでご請求
□［B］
にチェックを入れるとドル建てでご請求

ステップ3 で 既 に 選 択 し て
い る 場 合 は 予 め チェック
マーク が 表 示 されます 。

船内でのご案内

TARO YAMADA

※セレブリティクルーズ社の換算レートが悪い場合がありますので
［B］
をおすすめします。
※
［B］
の場合、各クレジットカード会社の換算レートが適用されます。
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お申込
必要事項：
〈9月22日 乗船時のお荷物依頼〉
お客様のお名前・住所・電話番号・乗船地・乗船日・客室番号・集荷日/決済方法
〈9月28日・10月2日 下船時のお荷物依頼〉
お客様のお名前・住所・電話番号・下船地・下船日/決済方法

お荷物配送については、お客様とSGムービング株式会社との直接契約になります。
セレブリティクルーズ日本総代理店ミキ・ツーリストは紹介のみです。
配送に関するお問い合わせについては仲介できませんのでご了承ください。

〈サービス提供会社〉
SGムービング株式会社

東京都江東区新木場2-14-11
クルーズ専用ダイヤル：0120 - 35 - 4192 ／ 03 - 5763 - 9188

〈バゲージタグ〉
セレブリティクルーズのバゲージタグをしっかりと取り付けてください。
（P.41参考）

お取り扱い可能な港

集荷ご依頼
受付開始日

9/28
金沢港

インターネット
申込

10/2
横浜港

電話申込

クレジットカード払い

コンビニ払い

集荷ご依頼
受付終了日

集荷ご依頼
お支払期限
受付終了日

手荷物集荷
開始日

終了日

9/11

9/17

9/12
9/3

9/15

9/12
9/5

インターネットお申し込みの場合、完了画面で表示された「受付番号」を印刷又は紙等に控えて、選択
された最寄のコンビニエンスストアにて期日までにお支払いください。
●オペレーターにてお申し込みの場合、受付後、振込用紙をお客様宅へ郵送いたします。
指定のコンビ
ニエンスストアにて期日までにお支払いください。
●コンビニ払いの場合、
受付終了がクレジットカード払いより3日早いのでご注意ください。
●コンビニ払いで入金確認がない場合は集荷にお伺いいたしませんのでご注意ください。
●

お荷物の集荷
1.往路便の集荷（ご自宅から客室までの発送）
お申込み情報を元に、 配送業務を担当する佐川急便が伝票を作成します。お客様にご記入いただく
書類はございません。集荷時に伝票を受け取り、その場でお預けになるお荷物に貼付し集荷します。
2.復路便の集荷（ご到着後の金沢港・横浜港からご自宅までの発送）
下船・税関審査終了後、金沢港・横浜大さん橋ターミナル内「ＳＧムービング受付カウンター」にお荷物を
ご持参ください。
※出発前に事前申し込み済みの方は、住所、お名前記載の送付状を準備していますのでお名前を伝えるだけです。
※出発前に事前申し込みをされていない方は、カウンターに置いてある未記入の送付状にご自身で住所・氏名を記
入し送料は現金でお支払ください。
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船内でのご案内

9/22
横浜港

支払方法
1.クレジットカード支払い（一括払いのみ）
●ご利用可能カード：JCB、
VISA、マスターカード、AMEX、ダイナースクラブ
●お電話でお申込みの場合は、オペレーターに口頭で伝えるのでなく、自動音声のアナウンスに従いク
レジットカード情報を電話機にてご入力いただきますので、安心安全です。

参考資料

横浜港（9/22乗船時および、10/2下船時）、金沢港（9/28下船時）のみ。
他の寄港地は取り扱いございません。
下船日
港

※電話でのお申し込みは、大変混み合いますのでインターネットでのお申し込みをお勧めします。電話申し込みをご
希望の場合、午前中は大変混み合います。午後から夕方は比較的つながりやすくなっておりますので、午後の時間
帯のお電話をおすすめします。
※佐川急便または他の運送会社に直接連絡をされても、本サービスのお申込は出来ません。

2.コンビニエンスストア支払い

お申込受付期間は下記のとおり決済方法により異なります。お申込期間が過ぎてからのお申込は出来
ません。

乗船日
港

SGムービングクルーズ専用ダイヤル：0120-35-4192（固定電話）
または、03-5763-9188（携帯電話）
受付時間 （土・日・祝祭日を含む 9：00 ～ 17：00）

下船のご案内

お申込受付・集荷期間

インターネット
申し込みQRコード

寄港地

〈預け入れ不可〉
乗船日の荷物は客室まで直送されます。下記は預け入れ荷物に入れないようご注意ください。
●現金、貴重品、パスポート、チェックインに必要な書類、乗船後すぐに使うもの。
（荷物が客室に届くの
は夕食時間になります）
●アルコール類、生もの、アイロン、ナイフ等の危険物
（乗船日のみ1室2本までのワインの持ち込みが
可能ですが、必ず手荷物にしてください）
●ワレモノ、
ビン、缶、ガラス製品、精密機械、宝石類（高級品）など

ＳＧムービングクルーズ専用サイト：
（https://www.sagawa-mov.co.jp/pcr/input/）
ＳＧムービングTOPページ→個人→旅客手荷物の受付画面から
お申し込みください。
（24時間受付）
◆電話申し込み

お食事・バー

荷物の準備
〈配送可能な荷物〉
●スーツケース
：縦＋横+高さの三辺合計が160ｃｍ以下（大サイズのスーツケースまで可能）、20kg以下
●スーツケース以外の場合
：縦＋横+高さの三辺合計が140ｃｍ以下、20kg以下

お申込みは【インターネットお申込み】／【電話申し込み】の2種類になります。
◆インターネット申し込み

船内のご案内

ご自宅へのお荷物の集荷及び配達はSGムービングのグループ会社である佐川急便株式会社が担当します。
スーツケース等の大きなお荷物は、本サービスをご利用いただくと出発前にお預かりし、乗船日に船の客室ま
でお届けします。

※集荷時に客室番号が決まっていない場合は「客室番号未定」で依頼し、 集荷時にお客様自身で客室番号を記入し、
セレブリティクルーズのバゲージタグを取り付けていただければ問題ありません。

出発前から乗船まで

お荷物配送サービス
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【往復割引100円】
集配・配達地域

北海道（陸便）

北東北

青森、秋田、岩手

南東北

宮城、山形、岩手

北関東

茨木、栃木、群馬、埼玉、山梨

南関東

千葉、東京、神奈川

信越

長野、新潟

東海

静岡、愛知、岐阜、三重

北陸

富山、石川、福井

関西

京都、滋賀、奈良、大阪、兵庫、和歌山

中国

岡山、広島、山口、鳥取、島根
香川、徳島、高知、愛媛
福岡、佐賀、長崎、大分

南九州

熊本、宮崎、鹿児島

沖縄

沖縄（船便）

横浜港発/金沢港着

片道料金

往復料金

往路料金

復路料金

往復料金

3,300
3,100
3,000
2,600
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,300
3,400
5,000

6,500
6,100
5,900
5,100
4,900
5,100
5,300
5,500
5,700
5,900
6,100
6,500
6,700
9,900

3,300
3,100
3,000
2,600
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,300
3,400
5,000

3,600
3,400
3,300
2,900
2,800
2,700
2,600
2,500
2,700
2,800
2,900
3,100
3,200
5,000

6,800
6,400
6,200
5,400
5,200
5,200
5,200
5,200
5,500
5,700
5,900
6,300
6,500
9,900

ご注意事項

客

室

室内が寒いです
The room is cold.
ザ ルーム イズ コールド

トイレがつまりました
The toilet doesn't flush.

マイ シーパス ダズントゥ ワーク

お湯が出ません
The hot water doesn't come out.

シーパスカードを失くしました
I lost my SeaPass.

ザ ホット ウォーター ダズントゥ カム アウト

○○
（ライフジャケット、
ドライヤー）
はどこですか
Where is ○○（life jacket, hair dryer）?
ウェア イズ ○○（ライフジャケット ヘアドライヤー）
？

金庫が開きません
I can't unlock the safety box.

タオルを交換してください
Please give us new towels.

○○（シャンプー、
トイレットペーパーなど）が
切れています。持ってきてください
There is no more ○○
（shampoo, toilet
paper）
. Could you bring some more, please?

プリーズ ギブ アス ニュータオルズ

２台のベッドをよせて1台のベッドにセットしてく
ださい
Please have the beds put together.
1台のベッドを2台に分けてセットしてください
Please divide the bed into 2beds.
プリーズ ディバイト ザ ベッド イントゥー トゥーベッズ

ゲストリレーション

イズ ゼェア ジャパニーズ スタッフ?

日本人スタッフを呼んでいただけますか？
Could you call a Japanese staff?
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これをドルに両替してください
I would like to exchange to Dollar, please?
アイ ウッドライクトゥ エクスチェンジトゥ ダラー プリーズ？

船酔い止め薬をください
Please give me some seasickness pills.
プリーズ ギブミー サム シーシックネス ピルズ

船上アクティビティー
○○○（サウナ、プール、シアター）は何時から
オープンしていますか？
What time ○○
（sauna, pool, theater）open?
ホワッタイム ○○（サウナ プール シアター）オープン？

○○○（ダンスレッスン）の開始は何時ですか？
What time does the ○ ○（dance lesson）
start?
ホワッタイム ダス○○
（ダンスレッスン）
スタート？

○○○（出航パーティー、 写真撮影）はどこに行
けばいいですか？
Where should I go for ○○（the sail away
party, photo taking）?
ウェア シュッダイ ゴー フォア○○（ザ セイラァウェイ
パーティー フォト テイキング）
？

船内でのご案内

日本人スタッフはいますか？
Is there Japanese staff?

アイ ロスト○○（ブラックバッグ ア パールイヤリング）
（アイム ルッキング フォァ○○）アイ スィンク アイ ハ
ブ レフティット アット○○（ダイニングルーム）

参考資料

プリーズ ハブ ザ ベッド プットゥギャザー

○○（黒いカバン、パールのイヤリング）を落とし
ました（○○を探しています）
たぶん○○（ダイニング）に忘れたと思います
I lost ○○（black bag, a pearl earring）.
（I'm looking for ○○.）
I think I have left it at ○○（dining room）.

下船のご案内

お荷物破損について

アイ キャント アンロック ザ セイフティボックス

アイ ロスト マイ シーパス

寄港地

ゼェア イズ ノォモォア○○（シャンプートイレットペー
パー）
クゥッヂュ ブリング サムモァ プリーズ？

★下船日当日のターミナルはかなり混雑しますので、出発前の事前申し込みをおすすめします。★

アイ ウッドライクトゥ レジスター マイ クレディットカード

シーパスカードが壊れています
My SeaPass doesn't work.

ザ トイレット ダズントゥ フラッシュ

※離島地域からは一部取扱い不可の地域がございます。詳細情報およびご不明な点は、SGムービング専用ダイヤル
までご連絡ください。
※集荷地域によっては最終集荷日の受付ができない場合もございます。
※お申込後、発送したい手荷物の数が増えた場合は、追加集荷依頼のご連絡をSGムービング専用ダイヤルまでご一
報ください。
※お荷物の集荷後にクルーズをキャンセルされた場合は、SGムービング専用ダイヤルに連絡してお荷物返送手続き
を依頼ください。
（預け荷物の返金がありません、別途返送代がかかります）
※天候等の理由で乗船地が変更になり、荷物配送先が変更になった場合の送料はお客様負担となります。
※集荷地域・天候・交通規制などの理由により、最終集荷日を早めてのご案内や集荷自体が出来かねる場合もござい
ます。また、集荷の遅れや集荷後に乗船港への輸送に影響が見込まれる場合は、事前に提示しているお申込み受
付期間や最終集荷期間の日程を変更する可能性がございます。予めご了承お願いします。

※経年劣化（キャスタータイヤのかけ等）
・過重料による破損、かすり傷・スーツケースベルトやキーホルダー等付属品
の紛失・破損は保証の対象外となります。予めご了承ください。
※ご乗船後、お荷物が客室に届いた際に破損等がございましたら、船内スタッフへお申し出ください。
※下船時、ターミナル内で引き取ったお荷物に破損等がございましたら、通関前ターミナル内に待機しているクルー
ズスタッフにお申し出ください。
※お帰り後、ご自宅で破損等ございましたらSGムービングクルーズ専用ダイヤルへご連絡ください。
※外傷のないスーツケース・ダンボール箱などの中身の破損や中身の紛失に関しましても対応致しかねます。
※SGムービングによってお荷物の滅失、破損等、延着、その他の理由によりお客様に損害が発生した場合は、SG
ムービングの標準貨物自動車運送約款記載の内容に基づき賠償いたします。

クレジットカードを登録したいです
I would like to register my credit card.

お食事・バー

四国
北九州

横浜港発着

クルーズ英会話

船内のご案内

北海道

（単位：円／消費税込み）

出発前から乗船まで

配送料金

クゥッヂュ コール ア ジャパニーズ スタッフ ？
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療

ウェア イズ ザ ミーティング ポイント フォア ショァ エクスカーション？

アイ ハブァ ヘッデェイク

ツアー○○の集合時間は何時ですか？
What time is the meeting time for tour ○○?

お腹が痛いです
I have a stomachache.

ホワッタイム ザ ミーティング ポイント フォア ツァー○○？

アイ ハブァ ストマックェイク

ツアーナンバー○番のバスはどこですか？
Where is the bus for tour No.○?

熱があります
I have a fever.

ウェア イズ ザ バス フォア ツァー ナンバー○？

アイ ハブァ フィーバー

近くにトイレはありますか？
Is there a rest room around here?

船酔いがひどいです
I get severe seasickness.

迷いました
I got lost
アイ ガッ ロスト

ダイニング

この料理には○○（大豆、卵）が入っていますか？
Is ○○
（soy beans, eggs）
used for this dish?
おすすめは何ですか
What do you recommend?
ホワットドゥー ユー リコメンド？

飲み物のメニューをください
Can I have a drink menu, please?
キャナイ ハブァ ドリンク メニュー プリーズ？

○○○をください
I will have ○○○.
アイ ウィル ハブ ○○○

アイム ノットダン

お腹いっぱいです おいしかったです
I'm full. I was excellent.
アイム フル。 アイワズ エクセレン

9時に下船したいのですがバゲージタグは必要ですか？
I would like to disembark at 9:00.Do I
need the Baggage Tag?
アイ ウッド ライク トゥー ディセンバーク アット ナイン
オクロック。
ドゥー アイ ニード ザ バゲッジタグ？

セレブリティクルーズの安全に関する方針

•緊急時の行動
客室ドアの内側に、緊急時の指示が掲示されています。指示内
容をよく読み、十分にご理解ください。
•ライフ・ジャケット
各客室に、お客様全員分のライフ・ジャケットが用意されてい
ることをご確認ください（大人 1名につき 1個）。ライフ・ジャ
ケットは、クローゼット内またはベッドの下に配置されていま
す。子供・幼児用のライフ・ジャケット、追加の大人用のライフ・
ジャケットをご希望の方は、客室係にお申し付けください。緊
急信号が鳴った時に、客室内にいない場合は、そのまま集合ス
テーションに向かってください。ライフ・ジャケットは、集合ス
テーションでお渡しします。
•集合ステーションおよび救命ボート・ステーション
すべてのお客様を集合ステーション、およびそれぞれの救命
ボート・ステーションに誘導します。お客様の指定の集合ス
テーションおよび救命ボート・ステーションの場所は、客室ド
アの内側に掲示されています。なお、クルーズ中に、クルーによ
る緊急避難訓練が行われている場合があります。訓練中は、該
当エリアに立ち入らないようお願いします。
•ユース避難プログラム（YEP）
3歳～ 11歳のお子様は、クルーズを通して、色つきのリスト・バ
ンドをご着用いただきます。リスト・バンドの種類によって、指
定の集合ステーションがわかるようになっています。

す。両親または保護者の方は、指定の集合ステーションの前方
で、お子様の到着をお待ちください。両親または保護者の方は、
決してファン・ファクトリーまでお子様を迎えに行かないよう
お願いします。

火災予防

セレブリティクルーズは、お客様の安全を第一に、最高レベルの
安全性をご提供します。安全で楽しいクルーズ・バケーションを
過ごしていただくために、以下に記載する安全上の注意を守っ
ていただくようお願いします。
•火災の原因となるため、
タオル、
衣類、
その他の私物は客室のバル
コニー内に放置しないでください。濡れた物を乾かしたい時は、
シャワー・ルーム内にある物干し用ロープをご利用ください。
•タ バコなどを含め、船外に物を絶対に投げ捨てないでくださ
い。確実に火が消えている場合も、絶対にタバコ類を外に投げ
捨てないでください。マッチ、タバコ、葉巻などは、風に乗って
再び船上に戻り、火災の原因となる可能性があります。特に、両
親／保護者の方は、マッチをお子様の手が届くところに置かな
いでください。
•喫煙後は、タバコや葉巻の火を確実に消してください。決して、
吸いかけのタバコ類を放置しないでください。他のお客様へ
の配慮、火災予防の観点から、喫煙は必ず指定された場所での
み行うようお願いします。喫煙所についての詳細は、ゲストリ
レーションズにお問い合わせください。
•客室バルコニーの扉は、常に閉めてください。扉を閉めること
により、客室の空調を維持するだけでなく、万一火災が発生し
た場合に、客室を火災から守ることができます。
•客室内の家具を、バルコニーで使用しないでください。
•客室やバルコニーでは、絶対にロウソクを使用しないでくださ
い。その場の人の有無に関わらず、直火は火災の大きな原因と
なります。
•客室を離れる際は、個人が使用する各電気製品のコンセントを
抜いてください。

その他の安全上の注意

•セキュリティ・スタッフは、24時間体制で勤務しています。万一
緊急事態が発生した場合は、緊急電話番号（4313番）までご連
絡ください。
•吹き抜けの階段を利用する際は、
手すりにおつかまりください。
•緊急時の避難のために、防火扉の前や通路には物を置かないで
ください。車椅子、シニアカー、その他の移動補助器具は、充電
時を含め、客室内に保管をお願いします。船内で停止する場合
は、他のお客様やクルーの安全な通行の妨げにならないようご
緊急時の対応
注意ください。
•緊急信号
•屋外デッキを歩く場合は、足元に特にご注意ください。デッキ
客室内に滞在中に、船の警笛および警報ベルによる緊急信号が
は、濡れていると滑りやすいため、ゴム底の平らな靴など、適切
鳴った場合（短い警報音を7回、最後に長い警報音を1回）、暖か
な履物をはいた上で、ご利用ください。
い衣服とライフ・ジャケットを着用後、必要な医薬品を携帯し、
•客 室や船内の各場所に掲示されている安全上の注意をよくお
指定の集合ステーションへ向かってください。緊急時の第一の
読みください。
避難経路が通行できない場合は、代替の避難経路をお進みくだ
•客室、バスルーム、公共エリア、一部の屋外エリアでは、出入口
さい。緊急信号が鳴った時に、客室内にいない場合は、そのまま
や敷居が一段高くなっています。こうした場所を通行する際
集合ステーションに向かってください。ライフ・ジャケットは、
は、十分ご注意ください。特に、夜間にバスルームを出入りする
集合ステーションでお渡しします。
際は、十分ご注意ください。
•集合ステーションおよび救命ボート・ステーション
•ドアは、突然閉まったり、小さな力でも閉まったりすることがあ
お客様の指定の集合ステーションの場所は、ご自身の
ります。
ドアのフレームには、
指をかけないようにしてください。
SeaPass®カードおよび客室ドアの内側に印字・掲示されてい
•ショータイム中は、照明が暗くなります。ショーの開演前にご
ます。集合ステーションまでの避難経路を必ずご確認くださ
着席ください。また、パフォーマンス中の移動は最小限にして
い。必要に応じて、集合ステーションから救命ボートへとご案
ください。シアターの入退場時は、足元にご注意ください。
内します。
•寄港地でテンダーボートを利用する際は、ボートの乗り降りに
•ユース避難プログラム（YEP）
ご注意ください。テンダーボートを利用する寄港地によって
緊急時に、お子様がユース・プログラムに参加されている場合
は、車椅子やシニアカーを利用されるお客様は、ボートの乗降
は、高度な訓練を受けたユース・スタッフが、お子様に付き添っ
が困難な場合があり、また、寄港地によっては、上陸いただけな
て、直接両親または保護者がいる集合ステーションに誘導しま
い場合があります。セレブリティクルーズは、お客様とクルー

船内でのご案内

（下げられそうになった時に）
まだ食べています
I'm not done.

進行方向の左側／ Port Side ／ポートサイド
進行方向の右側／ Starboard Side ／スターボードサイド
前方／ Forward（FWD) ／フォワード
中央／ Mid ／ミッド
後方／ Aft ／アフト
階／ Deck ／デッキ
客室／ Stateroom ／ステートルーム
操縦室／ Bridge ／ブリッジ
乗降口／ Gangway ／ギャングウェイ
到着／ Arrival ／アライバル
全員乗船・乗船締切／ All Abord ／オールアボード
出発／ Departure ／デパーチャー
寄港地観光／ Shore Excursion ／ ショアエクスカーション
下船／ Disembarkation ／ディセンバケーション

セレブリティクルーズのセキュリティに関する方針

セレブリティクルーズは、お客様、クルー、客船、当社プライベー
ト・リゾートの保護、安心・安全の確保のために全力を尽くして
います。安全に関する懸念をお持ちのお客様は、船内のゲストリ
レーションズ・デスクを通じてご相談いただけます。
•客船内の緊急電話番号は4313番です。
•ターミナル内では、所持品を放置しないでください。持ち主不
明の物品を見つけた場合は、ターミナル・スタッフにご報告く
ださい。持ち主不明の物品には、お手を触れないでください。
•禁止品が船に持ち込まれないように、各港で乗船時にセキュリ
ティ・チェックを行います。セキュリティ・チェックを拒否され
るお客様は、ご乗船いただけません。
•乗船時に、他人の所持品を代わりに持ち込まないでください。
•乗船時またはターミナル内で行われる、セレブリティクルーズ
によるセキュリティ・チェックの様子を写真撮影またはビデオ
撮影することは禁止されています。

参考資料

（注文を聞かれて）
もう少し待ってください
Please give me minute.
プリーズ ギブミー ミニッツ

知っておきたい船内用語

※客室内に置かれたCruise Services Directoryの冊子内にも同様の記載があります。

下船のご案内

イズ ○○
（ソイビーンズ エッグズ）
ユーズド フォア ディス ディッシュ？

安全、セキュリティおよび環境

寄港地

日本語のメニューはありますか？
Do you have a japanese menu?
ドゥー ユー ハブァ ジャパニーズ メニュー？

アイ ゲット スィヴィァ シーシィックネス

【症状例・単語】
風邪／ Get a cold ／ゲッタァ コールド
下痢／ diarrhea ／ダイアレア
吐き気／ nausea ／ノーディア
せき／ cough ／カァフ
のどが痛い／ have a sore throat ／ハブァ ソォァスロート
歯が痛い／ have a toothache ／ハブァトゥースェイク
じんましんが出る／ break out in hives ／ブレイクァウト インハイビス
めまいがする／ feel dizzy ／フィール ディズィー

大事なお知らせです。
ご一読お願いします。

お食事・バー

頭が痛いです
I have a headache.

船内でのご案内

船内のご案内

寄港地観光ツアーの集合場所はどこですか？
Where is the meeting point for shore excursion?

イズ ゼェア ア レストルーム アラウンド ヒィア？
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医

出発前から乗船まで

寄港地観光
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環境保護に関する方針

船内リサイクル

安全およびセキュリティの確保に関する旅行者のためのヒント

お客様の行動に関する規定
お客様とクルーの交流

当社のクルーは、親しみやすく、社交的で、頼りがいがあり、お客
様が休暇を最大限楽しんでいただけるよう最善を尽くしていま
す。ただし、クルーのフレンドリーな振る舞いを誤解なさらない
ようお願いします。クルーは、お客様との肉体的な関係を禁じら
れており、職務を超えてお客様と交際することは認められていま
せん。
また、船上の職務を遂行するために必要な場合を除き、お客
様の個室への立ち入りも認められていません。お客様には、こう
したクルーの行動規範を尊重することが期待されており、クルー
と同様に、クルーと肉体的な関係を持つことは禁じられていま
す。
お客様は、クルーの船室やクルー専用通路を含め、船内の立入
禁止区域やクルー専用エリアへの立ち入りが禁止されています。

言葉の暴力または侮辱的な言葉

言葉の暴力または侮辱的な言葉の使用は、
お客様、
クルー、
行政機
関職員などを含め、
誰に対してであっても禁止されています。

不適切または不正な行為

同意のない身体的接触、
勧誘、
嫌がらせ、
破壊行為、
窃盗、
暴力、
偽
造された／虚偽の身分証明書の使用、
未成年者の飲酒
（
「アルコー
ルに関する規定」
を参照）
、
21歳未満のお客様へのアルコールの
提供
（
「アルコールに関する規定」
を参照）
、
違法物質／違法品の所
持、
その他の違法行為または不快な行為を含め、
不適切または不
正な行為は禁止されています。

危険行為

海側または船内側の手すりまたはその他の防護壁の上に座る、立
つ、
横たわる、
登る、
またがるなどの行為、
または、
お客様の安全確
保のための船の備品、設備、システムへのいたずらは禁止されて
います。また、立入禁止区域およびクルー専用エリアへのお客様
による立ち入りは禁止されています。その他、安全に関する指示
に従わないなど、
危険な行為すべてが禁止されています。

船内でのご案内
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邦捜査局）
およびUSCG
（米国沿岸警備隊）
にも報告します。
米国連邦法に基づき、Royal Caribbean Cruises Ltd.（および
その他のクルーズ会社）は、米国内で乗船・下船を行う国際航海
において、船内で発生した重犯罪および米国人の行方不明者に
ついて、連邦当局への報告を義務づけられています。米国人行
方不明者およびすべての重犯罪（殺人、不審死、誘拐、重傷を負
わせる暴行、連邦法で定義される性的暴行、船舶への放火・いた
ずら、または10,000 USドルを超える金品の窃盗）は、FBIには
電話にて可能な限り速やかに、米国国土安全保障省には電子的
手段にて、USCGには書面にて報告する必要があります。これ
らの要件は、客船が米国領海内を航行中に船内で発生した事件
に適用されます。また、被害者または加害者が米国人の場合、公
海または外国領海を航行中の場合も適用されます。FBIは、こ
れらのいずれの状況においても、犯罪に対する管轄権を行使で
きます。また、客船が訪れている各国および船舶の船籍国も、管
轄権を行使し、追加の報告要件を課すことができます。
米国の法律に基づき、当社は乗客に以下の情報を通知するこ
とも義務づけられています。米国内で乗船・下船を行うクルー
ズにおいて、お客様は、航海中のいずれの時点で発生した事件
についても、FBIまたは USCGに独自に連絡することができま
す。加えて、国内または外国の領海内・外国の港で発生した事件
について、お客様は現地の法執行機関に連絡することも可能で
す。これら当局の連絡先情報、被害者の権利擁護のための第三
者機関の連絡先情報、米国内を航海中に訪問予定の港における
米国大使館・領事館の所在地情報を当社は提供しています。こ
れらの情報を入手するためのサポートが必要な場合や、公開し
ている情報が変更されていたり、誤っていたりした場合は、速
やかに船内のゲストリレーションズ・デスクまでご連絡くださ
い。

参考資料

米国政府の要請により、米国領海内を航行する船を持つクルー
ズ会社は、その乗客に、セキュリティ・ガイドの形式で、特定の
情報を提供しなければなりません。
お客様およびクルーの安全およびセキュリティの確保は、当社
の最優先事項です。犯罪行為の疑い、行方不明者の届け出、医
療上の緊急事態が発生した場合は、真剣に受け止め、関係者に
とって効果的かつ親身な対応を実施することに全力を注ぎま
す。当社の各客船には、専任のセキュリティ・スタッフおよび医
療スタッフが配置されており、犯罪行為の疑いや医療上の事態
が発生した際には、各スタッフがそれぞれ適切に対応します。
これらスタッフは、常時船内に待機しており、いつでも対応可
能です。
クルーズ・バケーション中に、ケガ人、危険な行為または違法と
疑われる行為が認められた場合は、客船の管理責任者に速やか
にご報告いただくことが非常に重要です。客室内にある船内
サービスのご案内に記載されている客船内緊急電話番号をダ
イヤルしていただく、または、ゲストリレーションズ・デスクに
直接お越しいただくか、お電話ください。ケガ人、危険行為や違
法行為について、速やかにご報告いただけなかった場合、その
遅れによって、客船スタッフが状況に効果的に対応できなくな
る可能性があり、法執行機関による捜査、責任者の起訴を支援
するための情報または証拠の適切な保存ができなくなる可能
性があります。
事件発生時に客船が世界中のどこを航行しているかに関わら
ず、法律の及ぶ最大限の範囲内で、当局が捜査・起訴を行えるよ
うに、企業として、当社は犯罪行為の疑いがある場合は、法執行
機関に報告します。
犯罪の疑いが発生した場合は、次の寄港地で
法執行機関に報告すると共に、当社の客船の船籍国にも報告し
ます。
さらに、米国の法律に従い、犯罪行為の疑いは、
FBI
（米国連

下船のご案内

セキュリティ・ガイド

セレブリティクルーズは、設立以来、お客様に多彩なクルーズ・バケーションをご体験いただくことで、特別な休
暇を楽しんでいただいております。プロ意識の高いフレンドリーなクルー、他に例を見ない客船群、一日を通して
開催される盛りだくさんのイベント、エキゾチックで美しい寄港地、寄港地で提供する多彩な観光ツアー、エキサ
イティングなエンターテイメント、バラエティに富んだおいしい食事などが揃ったセレブリティクルーズのク
ルーズ・バケーションは、きっとお客様がこれまでに経験した中で、最上の休暇となるはずです。
クルーズ・バケーションにおける最も素晴らしい点のひとつは、豊かで多様な文化を持つ国々のゲストが同じ船
上に集まることです。多様なお客様と共にクルーズに参加することで、世界の色々な地域について学び、新しい友
情を育む機会を得られます。新しい友人をつくることで、皆さまの休暇の魅力が増す一方、なかには非常識または
好ましくない振る舞いをするお客様が乗船している場合もあります。乗船されるお客様は、それぞれ異なるさま
ざまな経歴をお持ちです。そのため、セレブリティクルーズの客船では、お客様の振る舞いに関する基準が設けら
れています。セレブリティクルーズは、乗船するすべてのお客様が、
「お客様の行動規範」について、共通の理解を
持っていただくことが重要だと考えています。
「お客様の行動規範」は、すべてのお客様に安全で楽しいクルーズ・バケーションを体験していただくことを目指
し、お客様が従うべき行動基準を定めたものです。乗船まで／下船後の移動時、ターミナル内、船内、寄港地におい
て、寄港地観光中、当社プライベート・リゾート滞在中など、セレブリティクルーズのクルーズ・バケーションを通
して、守っていただくべき基準が記載されています。ただし、
「お客様の行動規範」は包括的なものではなく、ここ
に明記されていない振る舞いに関する問題が生じる場合もあります。そのような場合、他の問題発生時と同様に、
客船のキャプテンがお客様の安全、セキュリティ、満足感を確保するための適切な措置を講じますので、お客様は
キャプテンの指示に従うようお願いいたします。
「お客様の行動規範」に加えて、お客様は寄港する各国の適用さ
れるすべての準拠法に従うことが求められます。
「お客様の行動規範」は、このご案内の次の版が発行されるまで
に改定される場合があります。
「お客様の行動規範」の改定版は、セレブリティクルーズのインターネットサイト
www.CelebrityCruises.comにてご確認いただけます。
安全性の確保は、すべてのお客様にも責任があります。クルーズ・バケーション中に、ケガ人、危険な行為または
違法と疑われる行為が認められた場合、客船の管理責任者に速やかにご報告いただくことが重要です。客室内の
サービスのご案内に記載されている、船内の緊急電話番号にご連絡いただくか、ゲストリレーションズ・デスクに
ご連絡いただく、または直接お越しください。ケガ人、危険行為や違法行為について、速やかにご報告いただけな
かった場合、その遅れによって、客船スタッフが状況に効果的に対応できなくなる可能性があります。また、情報
または証拠の適切な保存ができなくなる可能性もあり、適切な法執行機関やその他の行政機関への通知が遅れる
原因にもなります。なお、安全およびセキュリティに関する追加情報は、
「セキュリティ・ガイド」に掲載されてお
り、当社ウェブサイトにてご確認いただけるほか、船内のゲストリレーションズでもお渡ししています。

寄港地

•クルーズ客船は、世界各地を航行しており、訪問する各国は、そ
の国独自の法律により支配されています。万一、法執行機関の
介入を必要とする事態が発生した場合、当社セキュリティ ･ス
タッフは、しかるべき機関を関与させるための訓練を受けてい
ますので、ご安心ください。
すべての犯罪が、法執行機関に報告
され、
当社は当局の捜査に全面的に協力します。
•クルーズ・バケーション中は、美しい港に立ち寄りますが、寄港
地では、お客様ご自身で安全に配慮する必要があります。犯罪
は、世界共通の問題であり、各寄港地においても、犯罪活動は存
在します。
お一人で観光したり、観光地や人出の多い場所以外を
訪れたりすることは、お控えください。
周囲の環境に良く気を配
ることが、寄港地の訪問を思い出深いものにすることにつなが
ります。

※客室内に置かれたCruise Services Directoryの冊子内にも同様の記載があります。

お食事・バー

セレブリティクルーズは、環境保護に全力を傾けています。すべ
てのガラス、アルミニウム、金属、紙を再利用しており、リサイク
ル・ボックスを船内全体にわたって設置しています。船内リサイ
クルの推進により、当社の環境保護、特に海洋環境保護への取り
組みにご協力ください。

お客様の行動規範

船内のご案内

セレブリティクルーズは、環境の重要性を評価しており、環境資
源の保護・保存、
汚染の防止、
継続的な環境管理の改善に全力を注
ぐことをお約束します。この方針を実行することは、第一の経営
目標であり、
船上・陸上を問わず、
すべての従業員の責務です。
この目標を達成するために、セレブリティクルーズは、旗国、寄港
国、国際協定などにより定められた、適用される沿岸および海上
の環境に関わる規制・要件を常に順守します。
また、
当社は、
水・エ
ネルギーといった自然資源の利用効率を最大限に高めます。

•お客様が、
クルーズ・バケーション中に訪れる国の観光、
安全、
セ
キュリティに関する情報を知りたい場合、自国の政府機関に問
い合わせることが可能です。
例えば、米国務省は、海外に渡航す
る米国民に対して、領事局のウェブサイト
（www.travel.state.
gov.）
を定期的に確認することを勧めています。
•各寄港地で、モペッド
（原動機付き自転車）やウェーブランナー
（ジェットスキー）
のレンタル中に、
重大事故・死亡事故が発生し
ています。
当社プライベート・リゾートの寄港地、ココケイおよ
びラバディでは、
訓練を受けたプロの当社水上スポーツ・スタッ
フが、ウェーブランナーの練習やツアーを組織的に催行してい
ます。
セレブリティクルーズは、これらの寄港地以外では、水上
アクティビティに参加しないよう強くお勧めします。
•多くの熱帯性気候の地域では、蚊などによる虫刺されが、疾病・
疾患を引き起こす重大な原因となっています。熱帯性気候の寄
港地を訪れる場合は、DEET（ディート）濃度が、大人の場合は
30%以上、お子様の場合は10%以上の虫よけを使用することを
強くお勧めします。
•客室のドアは確実に閉め、確実にロックしてください。
訪問者が
ある場合は、ドアを開ける前に訪問者が誰なのか確認してくだ
さい。
•普段同様、新しい友人を作る際には慎重に行ってください。
良く
知らない人を客室内に入れないでください。
•責任ある飲酒を行ってください。
過度な飲酒により、潜在的な危
険を認識、
回避する能力を失わないようにしてください。
•転落によるケガを避けるため、手すりにもたれたり、手すりの上
に登ったり、
座ったりしないでください。
•トイレの使用後、食事の前には、せっけんと温水で両手を洗って
ください。
•貴重品は、
客室の金庫に保管するか、
貸金庫にお預けください。
•サポートが必要な場合は、ゲストリレーションズまでご連絡く
ださい。
•違法行為や危険な行動に気づいた場合は、
セキュリティ・スタッ
フまたは客船の管理責任者にご連絡ください。

出発前から乗船まで

の安全を常に最優先に考えており、テンダーボードの使用可否
は、セレブリティクルーズが事例ごとに判断を行います。
「お客様の行動規範」
•
は、すべてのお客様にとって許容される行
動の基準を定めています。お客様による行動規範の違反が認め
られた場合、結果として船からの退去を命じられることがあり
ます。

49

客船の管理責任者は、船のキャプテンの独断により、お客様また
はクルーの安全を確保するために必要とみなした場合に、個人、
団体、または全船を対象として外出禁止令を制定する権利を持
ちます。
18歳未満の未成年者が、責任ある大人の監督なしに、寄港地で下
船することは認められていません。

両親および保護者の責任

アルコールに関する規定

セレブリティクル ー ズ は 、 環 境 保 護 プログラム「 S a v e t h e
Waves®」を実行しています。
「Save the Waves®」プログラム
では、廃棄物の発生量を削減する、リサイクルを最大限行う、廃棄
物を適切に処分する、という主要3原則に取り組んでいます。ゴミ
は、客船の全域に設置されている容器または各客室に備えられて
いるゴミ箱に適切にお捨てください。ゴミまたはその他異物をトイ
レに流すことは絶対におやめください。また、船外に物を投げ捨て
ることは絶対におやめください。

人的損傷または財産への損害を与える危険性がある武器、爆発物、 規定違反に起因する結果
またはその他の物品の船内への持ち込みは禁止されています。こ
お客様が
「お客様の行動規範」
に違反した場合、以下の結果を招く
れらの禁止品は、客船のセキュリティ・スタッフにより没収され、適
可能性があります。
切な措置が講じられます。ダイビングナイフなどの物品は、乗船時
•セキュリティ・スタッフ、その他の管理責任者、または法執行機
に客船スタッフに持ち込みを報告しなければなりません。船内への
関による介入。
持ち込みが許可される場合もありますが、下船後の使用時を除き、
•乗船中の特定の特権の剥奪。これらの措置には、客室または
船内のセキュリティ・スタッフによって安全に保管されます。
待機房での拘束、隔離、監禁が含まれます。
健康および環境に関する規定
•違法品／禁制品／禁止品の没収
（法執行機関に引き継がれる
ことがあります）
。
手洗い
•参加中または将来のセレブリティクルーズのクルーズ・バケー
トイレの使用後、食事の前、または食べ物を取り扱う前に、せっけ
ションへの参加拒否。
んと温水で両手を洗うことを強くお勧めします。医療専門家によれ
•法的措置を目的とした、政府機関および法執行機関への事件
ば、手洗いは、病気の発症や拡大を防ぐ最良の方法のひとつです。
の報告。
お客様の疾病および隔離
•次の寄港地での船外退去。この行動規範に従ってセレブリティ
セレブリティクルーズは、疾病がもたらすお客様への影響を防ぐた
クルーズの客船からの退去を命じられたお客様には、帰宅ま
めの慣行や方針を順守・維持しています。胃腸ウィルス、風邪、
イン
でにかかる宿泊費および交通費を自己負担していただきま
フルエンザといった伝染性の疾病の拡大を防ぐ最善の方法のひと
す。また、お客様の居住国に再入国するための必要書類の手
つは、トイレの使用後、および食べ物を摂取する前に、せっけんと
配も、お客様の責任で行っていただきます。
温水で、最低20秒間両手をよく洗うことです。下痢やおう吐といっ
「お客様の行動規範」
を確立、明示することにより、すべてのお客様
た胃腸疾患を示す症状が発現した場合、またはこうした症状を持
に安全かつ安心な素晴らしいクルーズ・バケーションをお楽しみ
つ方が認められた場合は、速やかに医療スタッフにお知らせくださ
いただくことができます。セレブリティクルーズは、
「お客様の行動
い。なお、胃腸疾患の一部には、こうした症状が治まってから最長
規範」
に対するお客様のご支持に感謝するとともに、今回のクルー
で72時間以上にわたり、感染の恐れが持続するものがあります。
ズ・バケーションがお客様にとって最上の休暇となることを願って
そのため、お客様またはお客様の知人が、クルーズ・バケーション
おります。

Memo
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セレブリティクルーズのお客様は、乗船まで／下船後の移動時、
ターミナル内、船内、寄港地において、寄港地観光中、当社プライ
ベート・リゾート滞在中など、常にご自身の行動に責任を持つこと
が求められます。アルコールの過剰摂取は、個人の判断を狂わせ、
潜在的な危険を認識し、回避する能力を衰退させます。飲酒され
るお客様は、責任ある飲酒を行ってください。客船スタッフは、責
任ある飲酒ができないお客様に対して、アルコール飲料の提供を
拒否することがあります。また、客船スタッフはこの規定に従い、飲
酒可能な年齢に達していることを確認するために、お客様の年齢
を確認させていただくことがあります。アルコールに関する規定
に違反したお客様は、この行動規範の
「規定違反に起因する結果」
の項に基づく処罰の対象となり、船内のディスコ、またはその他の
エリアや施設を利用する権利を剥奪されることがあります。

武器、爆発物、またはその他の危険物

セレブリティクルーズの環境保護プログラム
「Save the Waves®」とゴミ/廃棄物の処分

参考資料

「お客様の行動規範」
において、未成年者とは、
18歳未満のすべて
のお客様と定義されます。また、ヤングアダルトとは、18歳、19
歳、および 20歳のお客様と定義されます。未成年者およびヤン
グアダルトの両親または保護者は、旅行期間を通じて、同伴して
いる未成年者およびヤングアダルトのお子様の行動に責任を持
ち、適切な監督を行う義務があります。この義務は、乗船まで／
下船後の移動時、ターミナル内、船内、寄港地において、寄港地観
光中、当社プライベート・リゾート滞在中などにおいても適用さ
れます。この責任は、両親および保護者が未成年者およびヤング
アダルトのお子様と一緒に行動しているかどうかに関わらず、
常に適用されます。

薬物またはその他の違法物質

セレブリティクルーズのクルーズ・バケーション中は、違法薬物ま
たはその他の違法物質の船内への持ち込み、または乗船まで／下
船後の移動時、ターミナル内、船内、寄港地において、寄港地観光
中、当社プライベート・リゾート滞在中などの使用は禁止されてい
ます。違法薬物または違法物質は、没収された上で、客船からの撤
去、および当該当局の介入など、適切な措置が講じられます。さら
に、セレブリティクルーズの寄港地を管理する外国政府は、薬物所
持に関する厳格な法律を制定しています。お客様がこうした法律
に違反した場合、外国政府の法域において
（および米国において、
またはその他当局によっても）
、逮捕および起訴の対象となり、客
船に再乗船できないことがあります。

下船のご案内

客船からの下船（18歳未満の未成年者）

発熱する、または直火を用いる特定の物品の船内への持ち込みは
禁止されています。これら物品には、衣類用アイロン、ホットプレー
ト、ロウソク、お香、およびその他火災を起こす危険があるものす
べてが含まれます。ヘアアイロンとドライヤーは持ち込みが許可
されています。

寄港地

外出禁止令

発熱体または直火を伴う品

の直前にこうした疾病を患っていた場合は、速やかに船内の医療
スタッフにお知らせいただく必要があります。これにより、船内の
クルーが、お客様の疾病が船内の他のお客様に拡大する可能性を
減らすための手段を講じることが可能となります。伝染性の疾病
について、船内の医療スタッフへの速やかな報告、または発病に関
する正確な報告を怠った場合、その疾病が他のお客様に拡大する
可能性が著しく高まり、お客様が
「お客様の行動規範」に違反した
と認められます。伝染性の疾病が発生した場合、客船のクルーは、
他のお客様への伝染を抑制するための手段を講じます。こうした
措置には、必要に応じて、後述の
「規定違反に起因する結果」
の項
に定める内容が含まれます。

お食事・バー

お客様が快適に船の旅をお楽しみいただけるように、当社の客
船は禁煙となっておりますが、お客様の中に喫煙者がいること
も当社は認識しています。したがって、喫煙者のお客様にもご満
足いただける船内環境を実現するために、客船の特定エリアに
「喫煙所」を設けています。原則として、指定の喫煙所以外での喫
煙は禁止されています。
（詳細は、ゲストリレーションズ・デスク
にお問い合わせください。）
すべての客室内および客室バルコニーでの喫煙は禁止されてい
ます。この行動規範の違反が認められた場合は、クリーニング料
として250 USドルが、お客様のSeaPass®アカウントに請求さ
れます。また、
「お客様の行動規範」の「規定違反に起因する結果」
の項に従い、さらなる措置の対象となる場合があります。
セレブリティクルーズでは、すべてのお客様が禁煙エリアを順
守し、喫煙所以外では、タバコ、パイプ、葉巻などを吸わないよう
お願いしています。これらのリクエストは、すべてのお客様に快
適な船内環境を提供するためのものです。
喫煙が許可されている場所では、タバコ、葉巻、パイプ用タバコ
は、常に、必ず適切に廃棄してください。船外へは絶対に投げ捨
てないでください。タバコ製品を購入、所持、または使用できる
お客様は、18歳以上の方に限ります。

禁止品に関する規定

船内のご案内

喫煙に関する規定

セレブリティクルーズでは、お客様が客室1室につきワイン・ボ
トルを 2本まで（開栓料の対象となります）船内に持ち込める乗
船日を除き、お客様がアルコール飲料を船内に持ち込むことは禁
止されています。船上のショップまたは寄港先でご購入されたア
ルコール飲料
（再乗船時にセキュリティに要提示）
は、客船スタッ
フが保管し、クルーズ・バケーションの終了直前にお客様の客室
にお届けします。
セキュリティ・スタッフが、随時、お客様がお持
ちの容器
（水・炭酸飲料水のボトル、
マウスウォッシュ、
荷物など）
を点検させていただくことがあります。飲酒が認められる年齢に
達していないお客様には、
アルコール飲料は返却されません。
セレブリティクルーズの客船では、飲酒が認められる最低年齢は
21歳です。現地法によって許可または要求される特定の状況で
は、船内の飲酒が認められる最低年齢を 21歳未満に引き下げる
ために、セレブリティクルーズがこの規定を変更する場合があり
ます。
ただし、飲酒が認められる最低年齢を18歳未満に引き下げ
ることはありません。こうした規定変更を行う場合、両親／保護
者の承認を求める場合があります。
航行中に、アルコールに関する規定を修正し、
21歳未満のお客様
による飲酒を許可するかどうかの決定は、
（客船ごとではなく）企
業レベルで、セレブリティクルーズによって行われます。こうし
た決定は、お客様の乗船前に、客船に通知されます。
お客様が参加
するクルーズ・バケーションで定められている、飲酒が認められ
る最低年齢に関しては、ゲストリレーションズにお問い合わせい
ただくか、
船内新聞
「Celebrity Today」
にてご確認ください。
飲酒が認められる最低年齢に関する要件を順守するために、ク
ルーズ・バケーションの開始時
（乗船時）
にお客様の年齢を確認し
ます。
お客様がクルーズ・バケーション中に誕生日を迎え、
飲酒可
能な年齢に達する場合、誕生日以降にゲストリレーションズ・マ
ネージャーに客船の記録を修正するようリクエストすることが
できます。この手続きにより、クルーズの残り期間の飲酒が可能
となります。お客様は、ゲストリレーションズに政府発行の身分
証明書を提示し、年齢を証明する必要があります。セレブリティ
クルーズは、特定の状況において、18歳から 20歳のヤングアダ
ルトのお子様
（または、法的な監督下にある他のヤングアダルト
のお客様）を同伴する両親または保護者の方が免責同意書に署名
することによって、乗船中のヤングアダルトのお客様による飲酒
を許可する場合があります。このような場合、署名を行う両親ま
たは保護者の方、およびヤングアダルトは、ヤングアダルトが責
任ある飲酒を行うことに責任を持つことに同意しなければなり
ません。
また、その年齢に関わらず、とりわけ第三者にアルコール
飲料を提供しないことを含め、
「お客様の行動規範」を順守しなけ
ればなりません。
乗船地の国の法定飲酒年齢が 21歳未満の場合で、ヤングアダル
ト
（18歳、
19歳、または20歳）のお客様が両親または法的な保護
者の方と一緒に旅行していない場合は、通常、ヤングアダルトに
よる飲酒は認められません。
ただし、現地法による要求があり、セ
レブリティクルーズが同意する地域では、この制限に例外が適用
される場合があります。こうした例外の詳細については、ゲスト
リレーションズにお問い合わせください。
18歳未満のお客様は、いかなる場合も、船内でのアルコール飲料
の所持または摂取を認められません。また、21歳未満のお客様
は、当社プライベート・リゾートでのアルコール飲料の所持また
は摂取を認められません。下船後に飲酒するお客様は
（両親／保
護者の監督下にあるかどうかに関わらず）
、必ず責任ある飲酒を
行い、再乗船時に潜在的な危険を認識し、回避できる状態を保っ
ている責任があります。両親／保護者は、セレブリティクルーズ
のクルーズ・バケーション中は、常にお子様／ヤングアダルトの
行動に責任をお持ちください。
法定年齢に満たない者による飲酒、未成年またはヤングアダルト
へのアルコール飲料の提供、乗船時または乗船中に、アルコール
飲料を所持していた、または荷物の中に隠したり、隠そうとした
りした、飲酒ゲームへの参加、責任ある飲酒をできなかったなど
（これらに限りません）
、アルコールに関する規定に違反したお客
様は、
この行動規範の条項に基づく処罰の対象となります。

出発前から乗船まで

無作法または破壊的な行為

プール、デッキ、シアターの椅子・座席は予約できません。
トップレ
スでの日光浴は、一部の旅程を除いて禁止されており、許可され
る場合も、指定エリアのみで認められます。（ドレスコード詳細に
ついては、ゲストリレーションズにお問い合わせください。）音楽
プレーヤーやラジオを大音量で鳴らすことは禁止されています。
ローラーブレード、ローラースケート、スケートボード、キックス
ケーター、サーフボード、自転車、およびこれらに類する遊具は、船
内では使用できません。ただし、船の医療スタッフの承認を受け
た、特別なニーズに基づいた移動を補助する器具は除きます。
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日本語ホームページ https://www.celebritycruises.jp 画面下部（フッター）
「約款」より英語全文が
ご覧いただけます。

乗客の署名の有無に関わらず、この乗船券により乗船する本人
及び同伴する他の乗客全員はこのクルーズチケット約款に同意
及び承認したものと見なされます。

寄港地
下船のご案内

Memo
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２条 (a)成人の乗客一人につき 200ポンド（90.72kg）までの
荷物を客船内に持ち込むことが出来ます。但し運送業者からの
書面による許可なしに法的に規制されている物品、生きた動物、
武器、銃砲、爆発物及びそれに類するものを客船内、および提携
の RCTランドツアーに持ち込むことは出来ません。 又、運送
業者は乗客に対して運送業者が不適当と見なしたものは客船
内、交通機関への持ち込みを拒否する場合があります。 (b)運
送業者側に過失のある場合を除いて、運送業者は乗客の所持品
の紛失、又は破損に対する賠償責任及び法的義務を負いません。
航空機又は地上交通機関による乗客の所持品の紛失又は破損に
ついての責任は、そのサービスを提供する会社に帰属し、その責
任適用範囲内に限られます。 (c)乗客の所持品の紛失及び破
損に対する運送業者の損害賠償責任の上限額は、乗客一人につ
き 300ドルです。但し運送業者に対し正当な価値を書面で申告
し、乗船前またはRCTランドツアーが始まる前まで（いずれか早
い方）に 300ドルを超える申告金額の５％相当額を支払った場
合は、運送業者の損害賠償責任は申告金額となります。但し損害
賠償責任の上限額 5000ドルを超えることはありません。 (d)
如何なる場合においても運送業者は、宝石類、現金、有価証券、写
真／電子機器、その他の貴重品の紛失又は破損に対してその損
害賠償の責任を有しません。但し運送業者に対し保管を依頼し、
（RCTは貴重品を預からないことがあります）、その受領書が発
行された場合には、第２条(c)で定める上限額を超えない範囲内
で賠償責任を有します。
３条 客船の航行可能性、適合性、状態及び航海中に提供する食
事又は飲物に対して何らの約束、又は保証をしたり、それに類す
ることをほのめかすこともありません。
４条 医務室職員、マッサージ師、美容師、マニキュア師やその
他の船上または交通機関のサービス提供者は、乗客の便宜を図
る目的で乗船しています。これらの人々は、運送業者と契約した
自営業者であり、運送業者の代理または代表ではありません。運
送業者は、これら自営業者によるすべての処置、診断、助言、診察
及びその他のサービスに関して一切の責任を負いかねます。乗
客は、希望した、もしくは治療上必要となった一切の医療行為に
関する費用を、船上、下船後を問わず、救急医療処置及び運送業
者が被った輸送費用を含めて、その費用の全額を支払わなけれ
ばなりません。

お食事・バー

１条 (a)この約款で「乗客」とは、この乗船券を用いて旅行する
全ての人とその相続人、及び代理人を言います。又、
「乗客」とは、
複数の人、又、男性女性を含みます。 (b)この約款で「運送業者」
とは20条に記したクルーズ客船運行会社、その会社が運行する
全ての客船、クルーズツアーのような陸上手配にかかわるロイ
ヤル・セレブリティ・ツアー社（RCT）、及びその従業員、代理人、
提携会社社員、相続人と被譲受人を言います。(c)この約款で「客
船」とは、運送業者により運行されている、乗客が乗船するか、又
は権利要求を主張する対象の客船を言います。 (d)「クルーズ
ツアー」とはこの書面に記されたクルーズと RCTランドツアー
を一緒にしたツアー・パッケージのことを言います。 (e)「RCT
ランドツアー」とはこの書面に記したとおりクルーズの前後に
セットされたクルーズツアーの一部であるランドツアーのこと
を言います。 （ f ）
「交通機関」とはRCTランドツアーに関連し
てRCTが提供する鉄道、バス、その他の移動手段または宿泊設備
のことを言います。

５条 乗客の為に、或いは乗客自身によってなされた航空券、寄
港地観光、地上ツアー、 地上交通機関、ホテル、レストラン、そ
の他同様のサービスの手配は、旅客の便宜を図る為のものであ
り、乗客自身の責任においてなされるものです。これらのサー
ビス提供者は、運送業者と契約した自営業者であり、運送業者の
代理または代表ではありません。如何なる場合でも自営業者に
よって為された行為、怠慢や過失により乗客が客船または交通
機関の外で遭遇する事故、危害に対し運送業者は一切の責任を
負いません。
６条 運送業者は理由の如何を問わず、何時でも事前の通告な
く、予定された航海や寄港地の取消し、繰り上げ、延期やコース
変更、又は代替船による運航又は寄港地を変更する権利を有し、
これらの取消し、繰り上げ、延期、代替船による運航、コース変更
が原因で生じた如何なる損害に対しても責任は負いません。ま
たクルーズツアーと関係して、運送業者は理由の如何を問わず、
何時でも事前の通告なく、予定された出発地や目的地の取消し、
繰り上げ、延期、変更、又は列車、バス、目的地、宿泊設備やその他
クルーズツアーを構成する素材を代替えする権利を有し、これ
らの取消し、繰り上げ、延期、代替、変更による如何なる損害に対
しても責任は負いません。例えば、戦闘行為、封鎖状態、天候状
態、労働争議、乗組員又は地上職員によるストライキ、客船の故
障、混雑、接岸の困難（これらに限定されない）、及び他の如何な
る理由により運送業者がその航海又は乗客又はその荷物に不利
益がおよぶと判断した時、運送業者は予定していた航路を変更
し、乗客とその荷物を如何なる地上の場所に上陸させることが
あります。同様に、例えば運送業者は、日程表に記した予定地に
行けないと自己の裁量により判断することができ（これに限定
されない）、その場合は、運送業者は他の類似のホテルを手配す
るために商業的に合理的な努力を行う条件で、宿泊予定ホテル
を代替ホテルに変更する権利を有します。
７条 運送業者は、政府機関や同様の権威を有する個人による
如何なる命令、勧告、指示に従う権利を有します。そしてこれら
命令、勧告、指示に従った場合でも、契約の違反行為とは見なさ
れません。
８条 出航またはクルーズツアー出発の前（いずれか早い方）の
取消しに伴う乗客への払い戻しについては、運送業者の定める
払い戻し規定の条件によります。払い戻し規定の詳細について
は運送業者が作成したクルーズパンフレットに記載されている
払い戻し規定の条項を参照してください。
９条 出航、帰航及び寄港地での乗船下船に必要なパスポート、
ビザ、その他旅行に必要な書類は乗客自身の責任においてご用
意ください。
10条 乗客、又は乗客が未成年の場合にはその親又は保護者、
は乗客によって引き起こされた客船、交通機関又は運送業者の
所有する施設への損害に対して、それが直接、間接、全体的、部分
的、故意、不注意、怠慢の為に引き起こされたことの如何に関わ
らず損害賠償を求められることがあります。
11条 乗客と運送業者は、この契約の下、又はこの契約に関連し
て、又は付随して起こる全ての論争、問題解決はアメリカ合衆国
フロリダ州マイアミ市の法廷において審議されるものであり、
それ以外の州や地域、国の法廷において審議されないことに同
意します。乗客はフロリダ州マイアミ市の裁判地の決定及びそ
の決定に関する手続きに対し、他の裁判地または異議申し立て
の権利を放棄します。
12条 (A) 乗客の所有物の滅失及び損害に関するいかなる要求
について、詳細を記載した書面による通知や申告が、運送業者の
本社にこの契約に関する航海またはクルーズツアーの終了日

船内のご案内

正文は英語であり、翻訳の内容と英文の約款の内容が異なる場合には、英文の約款が有効となります。

由に、支払われた運賃の払い戻しをいたしません。又、客船に乗
り遅れた結果、乗客が負担した宿泊費、食事代、交通費及びその
他の出費に関して、運送業者は一切責任を負いません。運送業者
は、予定された航路、寄港地、目的地からの逸脱に関していかな
る乗客に対しても、何ら責任義務を有しません。
16条 運送業者は、乗客に対していかなる代償もなく、商業取
り引き、宣伝広告、販売等を目的とした写真入りの各種媒介物
に、乗客の写った写真やビデオ、その他の視覚的な肖像を使用す
る独占権を有します。又、その際全ての権利、財産所有権、利権は
（それに伴う全世界中の著作権を含みます）、運送業者独自の所
有物となり、乗客によるいかなる賠償請求、乗客に対していかな
る権利や利権を持ついかなる者にも拘束されません。
17条 乗客は、乗船券の発行に関して乗客が利用した旅行会社
が乗客の代理人であること、及び、運送業者は当該の旅行会社に
よってなされた説明に対してはなんら責任を負わないことを理
解します。乗客は、いかなる場合においても航海の料金に関し
て、運送業者に支払う責任があります。
18条 本契約に規定された責任の制限及び免責に加えて、運送
業者は、責任の制限や免責を規定している全ての適用法の利益
を完全に受けます。又、本契約中のいかなる事項も運送業者の法
的制限、又は、責任免除を制限又は奪うことを意図するものでは
ありません。前述の範囲を制限することなく、運送業者は、乗客
の死亡又は傷害に対する運送業者の法的責任を特別引出権の適
用金額の上限までに定めた 1974年採択の“船舶による乗客及び
その荷物の運搬に関する国際協定”及び、1976年採択の“船舶に
よる乗客及びその荷物の運搬に関する国際協定（アテネ条約）”
による責任の制限、免除条項及び乗客の荷物に対する損傷又は
紛失に対するその他全ての制限による利益を全て求められま
す。
19条 本契約は、運送業者と乗客の間の全ての合意事項を含み
他の書面又は口頭による合意事項に優先します。本契約条項の
放棄は、運送業者によって作成された書面に運送業者が署名し
たものによってのみ行われます。本契約の一部分が無効と決定
された場合、その部分のみ該当する管轄地においてのみ本契約
から除外され、除外項目以外の全てはそのまま効力を有します。
20条 運送業者：ロイヤル・カリビアン・クルーズ・リミテッド
1050 Caribbean Way, Miami, Florida, 33132 USA
21条 運送業者は燃油価格の高騰など予期せぬ事態に応じて追
加料金を請求する権利を有します。追加料金は、
（旅行代金の全
額が支払われているかどうかに関わらず）既存および新規予約
の両方に適用されます。

出発前から乗船まで

クルーズチケット約款（日本語訳）
お客様にとって非常に大切な内容ですので、全文に目を通してください。

（いずれか遅い方）より 10日以内に届けられている場合を除い
て、運送業者、客船、交通機関に対し訴訟を起こすことはできま
せん。また、いかなる場合においても運送業者と客船、交通機関
に対して所有物の滅失および損害についての訴訟は、いかなる
州や国の法律の規定がどうあろうと、その航海またはクルーズ
ツアーの終了日（いずれか遅い方）より６ヶ月以内に提訴される
必要があり、提訴後30日以内に訴訟手続きが開始されなければ
なりません。 (B) 遅延、拘留、対人的損害、旅客の疾病、死亡（こ
れらに限定されない）についてのいかなる要求について、詳細を
記載した書面による通知や申告が、運送業者の本社にその事態
が発生した日より６ヶ月以内に提出されなければ、運送業者、客
船、交通機関に対し訴訟を起こすことができません。また、いか
なる場合においても運送業者、船舶、交通機関に対して遅延、拘
留、対人的損害、旅客の疾病、死亡についての訴訟は、いかなる州
や国の法律の規定がどうあろうと、それが発生した日より１年
以内に提訴される必要があり、提訴後30日以内に訴訟手続きが
開始されなければなりません。 （C) 運送業者は乗客のいかな
る状況下において、いかなる感情的苦痛、精神的苦痛、心理的危
害に対して、それが米国内法（46 U.S.C.§183C.(B)）に違反し
ない限りにおいて、いかなる慰謝料を支払う責任も有しません。
前述を制限することなく、運送業者は乗客に対していかなる結
果的損害、付随的損害または懲罰的損害の責任も有しません。
(D) この契約の諸条項に明記されている運送業者に対する責任
の除外、制限規定は、客船が寄港する場所の地上施設の所有者及
び運営者、及び、客船、交通機関及びその構成部分の所有者、デザ
イナー、取付け者、提供者、製造者、それらの従業員と同様に、運
送業者の代理人、運送業者と契約した自営業者、営業許可取得業
者、サービス提供者にも適用されます。
13条 乗客、又は乗客が未成年の場合にはその親又は保護者は、
乗客による入国、税関又は関税に関連した地方政府の法律又は
規則に違反することによって当局により運送業者、客船、交通機
関に課せられた罰金又は違約金の責任を負わなければなりませ
ん。
14条 乗客は、自身と自身と共に旅行をする者が旅行に際して
適性があり、この旅行が彼ら自身や他人に対して危険を及ぼす
ものではないことを保証します。運送業者は、乗客が彼自身に対
して危険を及ぼしたり、他人を妨害したり、他人にとって危険で
あると判断した時は何時でも、乗客のリスクにおいて、又、乗客
自身の費用負担によって、その乗客の航海または RCTランドツ
アー、または両方を終了させる権利を有します。
15条 運送業者は、乗客が何らかの理由によって乗船地や寄港
地、出発地において客船または交通機関に乗り遅れたことを理
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