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乗 船まで

ご案内

お食事

下船の
ご案内

事前準備資料
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より快適にお過ごしいただく為に

4

ニアムクラス4隻、さらに129,500トンの新造船エッジが2018年12月に加わり、10隻の大型

乗船

4

客船が世界中をご案内します。さらに乗客定員100名以下の小型船4隻が南米ガラパゴスの専

船内で
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客室設備
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船内施設
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10年連続でベスト・プレミアムクルーズラインを受賞し、世界中のクルーズファンから高い信頼
を得ています。中心となる122,000トンのソルスティスクラス5隻を筆頭に、91,000トンのミレ

用船として航海しています。
2019年には創業30周年を迎え、
「セレブリティ・レボリューション」
と名づけた一大プロジェクト
を立ち上げ、500名を超す一流の建築家、デザイナー、エンジニアが集結し、総額500億円、4年
をかけて全船を改装します。生まれ変わる各船にご期待ください。
今回ご乗船されるソルスティスクラスは2008年に最初のセレブリティ・ソルスティスが就航しそ

お食事
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バー＆クラブ、ラウンジ
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寄港地観光
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下船
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のスタッフがおもてなしをする贅沢な休暇をお過ごしください。

ご注意

22

心のままにすごす贅沢“モダンラグジュアリー”
な休暇

船内新聞の見方
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シップデータ

最終案内書類の説明
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セレブリティ・リフレクション

バゲージタグのご案内
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セレブリティ・シルエット

2011年7月
就航

オンラインチェックインの方法
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セレブリティ・イクリプス

クルーズチケット約款

39

セレブリティ・イクノス

クラブ」、洋上最大規模のスパエリアなどを備えています。さらに約10ヶ所もの多種のレストラ
ンがあり、美食の数々をお楽しみいただけます。
日常の喧騒から離れ心身ともにリフレッシュする上質な癒しの空間、そして乗客2人に対し1人

セレブリティ・ソルスティス

2012年10月
就航

2023年2月
改装予定

126,000トン

乗客定員
3,046名

2015年
改装

2020年1月
改装予定

122,000トン

乗客定員
2,886名

2010年4月
就航

2015年
改装

2020年4月
改装予定

122,000トン

乗客定員
2,850名

2009年8月
就航

2014年
改装

2019年5月
改装予定

122,000トン

乗客定員
2,850名

2008年11月
就航

2016年
改装

2021年10月
改装予定

122,000トン

乗客定員
2,850名

総トン数：122,000～126,000トン 乗客定員：2,850～3,030人
客室数：1,426〜1,523室

全長：317〜319m

全幅：37m

乗務員数：1,284～1,293人

喫水：8.2m

その他

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。
http://www.celebritycruises.com(英語）http://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。

の後毎年同型船がデビューしました。美と健康をコンセプトに最上階に洋上初の天然芝
「ローン

事前準備資料

その他

必要書類

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。

船内新聞について

船内新聞について
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下船のご案内

寄 港 地では

持ち物について

セレブリティクルーズは、ハイクオリティな美食、心のこもったサービスとスタイリッシュにデザイ

寄港地では

イベントと

1

イベントとお食事

船内の

セレブリティクルーズへようこそ

船内のご案内

出 発 前 から

セレブリティクルーズへようこそ

次

出発前から乗船まで

目

巡航速度：24.0ノット 船籍：マルタ

1

必要書類

服 装

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。

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
しみください。

〈ゲストチケットブックレットに直接ご記入ください〉
●クレジットカード登録用紙およびクルーズ約款同意サイン
（Charge Account and Cruise TIcket）
●ゲスト・クリアランス・インフォメーション
（Guest Clearance Information Form）
※事前にオンラインチェックインも可能です。操作方法はP.32をご参照ください。
その他 ●イミグレーションフォーム

寄港地により必要な場合があります。用紙はチェックインカウンターにご用意してあります。

●口頭
（英語）
で健康状態をお伺いします。
（P.30参照）
4. クレジットカード

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。

Electrical Goods

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、日焼け止めクリーム、計算機など
のご持参をおすすめいたします。また、スーツケースは少し大きめの物を用意し、お土産用のスペースを
空けておくこともお忘れなく。下船前夜にスーツケースなどの大きな荷物は船に預けてしまいますので、
洗面道具など1泊分の荷物が入る手荷物用バッグもご用意ください。

セレブリティクルーズのリピーター会員で、
オンラインチェックイン画面で会員番号を登録
®
された方は、
Seapass（シーパスカー
ド）
に会員の種別が印字され、
乗船日の客室に会員
特典を記載したレターが配布されます。
（写真やインターネットの割引、
無料のジェラート
サービスなど）
会員特典利用の際はスタッフに特典利用の旨をお申し出ください。
会員に
登録希望の方はセレブリティクルーズ本社ホームページ
（英語）
よりご登録ください。
ご登
ご登録方法（日本語）
録方法については日本語ホームページにご案内がありますのでご参照ください。

18歳未満の方の同意書

Consent Form

18歳未満の方がご両親以外の方と乗船する場合は、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。
同意書フォーム

その他

Others

Captain's Club

事前準備資料

110Vは上を二股として使用

リピーター（キャプテンズクラブ ）会員

船内新聞について

Overseas Travel Insurance

下船のご案内

クレジットカード登録用紙に記入またはオンラインチェックインで入力したカードと同じもの。
“SeaPass®（
”シーパスカード）
に登録して船内会計を精算します。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になれます。※現金精算希望の場合は不要です。

寄港地では

男性はポロシャツ
（襟付シャツ）
に
スラックスなど。

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。
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3. 提出書類

海外旅行保険

客室では125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・湯沸かし器のご
利用はご遠慮ください。但し、ヘアアイロンは持ち込み可能です。

その他

（お客様への最終書類／英語で記載のもの）
お客様のご予約内容が記載されています。
事前に内容をご確認ください。

ゲストチケットブックレット内に印刷してあります。P.31のご案内に従って荷物にお付けください。

6泊７日まで … イブニングシック : 1回 、スマートカジュアル : イブニングシック以外の日
７泊以上………イブニングシック : 2回、 スマートカジュアル : イブニングシック以外の日

※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。
※延長コードの持ち込み、ご利用はできません。

2. ゲストチケットブックレット

5. バゲージタグ

※各回数は目安です。船内にて変更になる場合があります。

電化製品

有効なパスポート
（残存期間は下船日から6カ月以上必要です。
またコピー 2部もお持ちください。）
査証
（ビザが必要かどうかはお申し込みの旅行代理店もしくは各国大使館へお問い合わせください。）

イベントとお食事

※船内のスパ、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とシューズもご用意ください。

泊数別ドレスコード

Check-in Documents

船内のご案内

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

スマートカジュアル

チェックインに必要な書類
１. パスポート

スポーツシューズなど歩きやすい靴もご用意ください。

イブニングシック

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

持ち物について
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船内の医療設備

乗船

Medical Facility

船酔い

Sea Sick

車椅子のご利用

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、車椅子専用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。

乗船場所

Embarkation

お荷物

Luggage

チェックイン

®
クルーズカード：SeaPass （シーパスカード）


®
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、客室番号の記載はありません。ご自身で客室番号をお控えください。
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。
®
SeaPass（シーパスカード）
見本

CLASSIC MEMBER

TARO YAMADA

Check-in

乗船開始時間は
“ゲストチケットブックレット”内、
“Cruise Summary”
をご確認ください。
出航の1時間半前にはカウンターが閉鎖しますので、2時間前までに港に到着してください。混雑時には
1時間以上お待ちいただくこともございます。
またその日の港の状況により、記載の乗船開始時間より早
くカウンターが開くこともございます。チェックインの際には、提出書類をあらかじめご用意ください。パ
®
をお渡
スポートはコースによってはお預かりする場合もあります。手続き後、SeaPass（シーパスカード）
しいたします。夕食のテーブル番号を記載の紙はお部屋にご用意していますのでご確認ください。チェッ
クインの後、
セキュリティチェック、出国審査をして乗船していただきます。
セキュリティのための写真撮影と記念撮影
（後日船内に掲示します。ご希望により購入可能）
がございます。

SeaPass ®

キャプテンズクラブ会員種別
（会員の方のみ）
お名前

CELEBRITY MILLENNIUM

船の名称

APR 22. 2018

出航日
フォリオ
（会計）
番号

客室番号下3桁

083

避難時の集合場所
（マスターステーション）

※磁気に大変弱いため、携帯電話
（特にスマートフォン）
などの電子機器の近くで保管しない様にご注意ください。カー
ドを首からかけるストラップのご利用をおすすめします。
※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。

その他
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船内では

事前準備資料

［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。
出航日のみ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。

※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。

船内新聞について

スーツケースなどの大きなお荷物は、あらかじめバゲージタグ
（P.31参照）
をつけてクルーズターミナル
前の荷物搬入口にてポーターにお渡しください。この際、荷物1個につき$1 ～ 2程度をチップとしてお
渡しください。
（団体旅行でご参加の方は添乗員の指示に従ってください。）
ポーターに預けた荷物はそ
のまま船の客室まで運ばれます。ただし、約2,000個以上のお荷物をお取り扱いしますのでお荷物が客
室に配達されるのが夕食後になることもあります。乗船後すぐにお使いになるものは、手荷物にされるこ
とをおすすめいたします。なお、手荷物は乗船時にセキュリティチェックがあります｡

通常出港の45分前に全員参加の避難訓練が行われます。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、通路のスタッフに提示すると集合場所を指示いたします。この訓練は、国際海洋法で
義務づけられております。必ずご参加ください。

下船のご案内

乗船場所は
“ゲストチケットブックレット”内の
“Port Directions”
をご覧ください。大きな港では複数の
客船が停泊していますので、
タクシーご利用の場合は船名もお伝えください。

Lifeboat Drill

寄港地では

乗船

避難訓練

イベントとお食事

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デスク
（フロント）
でも無料でお配りしています

チェックイン手続きの後、乗船となります。セキュリティのためお客様ご自身のSeaPass®
（シーパスカー
ド）
に写真登録をしますので係員の指示に従ってください。昼に乗船開始の場合は14:30頃まで
『オー
シャンビュー・カフェ』
にてビュッフェスタイルの昼食をご用意しています。
（営業時間は変更される場合も
あります。乗船後、船内新聞にてご確認ください。）

船内のご案内

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。

Embarkation

出発前から乗船まで

より快適にお過ごしいただく為に

5

Currency

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。
®

出発前から乗船まで

お支払い

客室設備

下船前に、
まとめて現金またはトラベラーズチェック
（どちらもUSドルのみ）
でご精算ください。

船内新聞

Celebrity Today

寄港地や食事、船内プログラムに関する詳細など、便利な情報が満載されています。クルーズライフの
注意事項もございますので、必ずご一読ください。毎日夕食時にお部屋にお届けいたします。
（P.24 ～船内新聞
「Celebrity Today」
の見方をご参考ください。）

Gratuities

チップは本来お客様のお気持ちとしてお渡しいただくものですが、便宜上ご出発前にクルーズ代金に合
わせて事前にお支払いいただいています。
キャビンカテゴリー

お一人様1泊あたりのチップ額

一般客室

US$ 14.50

アクアクラス・コンシェルジュクラス

US$ 15.00

スイート客室

US$ 18.00

音楽
ニュース
クルーズ案内番組
寄港地案内
映画
屋外カメラ
クルーズ内の写真

クラシック、
クラシック・ポップス、
コンテンポラリー・ポップス、
カントリーなどが各チャンネ
ルに分かれており映像とともに流れます。
ニュース番組を放送します。
（日本語のニュースはありません）
クルーズの楽しみ方などのオリジナル番組を放送します。
寄港地の見所を順番に紹介しています。寄港地観光の予習に最適です。
客室テレビの使い方マニュアルに上映プログラムがございます。
（一部有料）
現在の航行の様子が映し出されます。
船内カメラマンが撮影した船内の写真

冷暖房

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。

Dry Cleaning & Laundry

各客室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
がけなどを有料で承ります。
（通常クローゼットの中にあります。）
リストに必要事項を記入し、洗濯物と一
緒にランドリーバッグにお入れください。詳細はランドリーリストをご参照ください。コインランドリーの
設備はございません
（セレブリティクルーズ全船）
。

船内放送

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。

収納スペース
Smoking Policy

喫煙は
（電子タバコ含む）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、
公共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。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
6

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、収
納スペースは十分ございます。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。
洗面所
（イメージ）

その他

喫煙

Onboard Announcement

事前準備資料

クリーニング 

船内新聞について

飲み物および美容関係の施術には料金の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。

①操作方法について
電源を入れるとメインメニューの画面になるので、番組を見る場合にはチャンネルキーを押して選び、
セレブリティネットワークのメニューを利用する場合にはメニューボタンを押します。
②セレブリティネットワークのメニューについて
メニューボタンを押すと、
“Welcome to Celebrity Network”
と案内が続きます。つながらない
ときは再度電源を入れ直してください。表示されたメニュー一覧から、番号をリモコンで選択します。
ACCOUNT では日々のSeaPass®
（シーパスカード）
ご利用状況が確認できます。書面で配られるの
は下船前夜1回のみですので、都度間違いがないか確認されることをおすすめします。
寄港地観光
（ショアエクスカーション）
のツアー内容確認およびご予約、ルームサービスのメニュー確
認やご注文、
その他ゲームなど色々なメニューがございます。
③番組について

下船のご案内

お一人様1泊あたりのチップ額

Television

寄港地では

チップ 

マルチ機能搭載双方向型テレビ 

イベントとお食事

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。

スタンダード
内側客室
（ソルスティス）

コンシェルジュ
クラス客室
（ソルスティス）

※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。

船内のご案内

※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/トラベラーズチェック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。

●
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Bathroom

シャワー、
トイレ、ヘアドライヤー、
シェーバー用電源、100％コットンタオル大・中・小、バスローブ、
シャン
プー、
リンス、
シャワージェル、石鹸、ボディーローション、綿棒、
コットン、
シャワーキャップ、
ティッシュが備
えつけられております。

ミニバー

Mini-Bar

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。

※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。
※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。）

電話

金庫
ミニバー
（イメージ）

Telephone

寄港地では

暗証番号の入力方法 金庫の暗証番号
（4桁）
を決めてください。

▶

先ず扉を開けて下さい。金庫の正面は下記のような数字の配列になっています。
① ご希望の4桁の番号を押す。
1
2
3

目覚し時計のセット方法 時刻は船時間に合わせられています。

② Lockボタンを押す。
これで、暗証番号が入力され扉が閉まります。

室内電話
（イメージ）

客室番号を押してください。かけた相手、かかってきた相手の客室番号が表示されます。スピーカーホンの場
合は一番下にある客室番号のボタンを押すとこちらの声も相手に聞こえるようになります。
ゲストリレーションズ・デスクへの電話

Guest Relations ボタン
（上から6番目）
押すと直接つながります。
船から日本へかける時

船内からの電話料金はSeaPass®に加算されます。
通話料金は１分間約7.95ドルが目安です。詳細は客室内のご案内でご確認ください。
衛星回線を使用しますのでつながるまでに約40秒かかります。つながる前に途中で切った場合や、相手が
不在だった場合にも料金がかかりますのでご注意ください。
また船が寄港している間はつながりません。

① 登録した暗証番号を押す。 ▶ ②“クリア”を押す。

金庫
（イメージ）

※注 一旦船を降りますと、忘れものが見つかるケースはほとんどありません。
※注 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。
※注 下船時には金庫の扉は開けたままでお願いいたします。

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
スイート客室

スイート客室にはバトラー
（執事）
サービスがあります。

客室にはウェルカムスパークリングワイン、
ミネラルウォーターのサービスがあり、
ご希望によりフルーツ、
オード
ブル、
アフタヌーンティーをお届けします。
また、
荷造りのお手伝いや靴磨きなど身の回りのお世話をいたします
のでバトラーにお気軽にお申し付けください。
さらにスイート客室のお客様はスイート専用レストラン
「ルミナ」
に
てお食事いただけます。
専用ラウンジはマイケルズ・クラブ
（改装後はザ・リトリート）
もご利用いただけます。
※ペントハウス、
ロイヤルスイートおよびリフレクションのリフレクションスイート、
シグネチャースイートはスペシャリティレストラン
のカバーチャージ無料、
その上プレミアムドリンクパケージ、
ランドリー2回付きとなります。さらにインターネット無料になります。

（ペルシャンガーデン）
を無料でご利用いただけます。
アクアクラス客室 リラクゼーションルーム
ペルシャンガーデンを無料でご利用いただける他、
アクアクラス専用レストラン
「ブルー」
をご利用いただけます。
客室には初日のスパークリングワイン、
ミネラルウオーターのサービスがあり、
トリートメントの予約や相談を承る
スパ・コンシェルジュサービスなどもございます。
またリクエストに応じてフルーツや軽食をお届けし、
上質のタオ
ル、
バスローブ、
選べる枕、
マッサージ機能付シャワーヘッドなどワンランク上のアメニティをご用意しております。

コンシェルジュクラス客室
乗船日に、ウェルカムランチやスパークリングワインをご用意、
リクエストに応じてフルーツや軽食をお届
け、ワンランク上のアメニティ
（上質のタオル、バスローブ、選べる枕など）
をご用意しております。コンシェ
ルジュデスクのスタッフがご要望に対応いたします。
※コンシェルジュクラス以上は優先乗下船のサービスがございます。

その他

①短縮ボタン
（OUTLINE CALL）
を押す。
②ダイヤルトーンが鳴ったら、011＋81
（日本の国番号）
＋市外局番
（最初の0を除く）
＋相手先の番号を押す。

6
9
Clear

事前準備資料

内線（客室から客室へ）

5
8
0

船内新聞について

衛星回線、内線ともに留守番電話機能がございます。用件がある場合は電話に赤いランプが点滅します。
Voice Mail ボタン、
テープの指示にしたがって、
メッセージボタンを押すと自動的に入っているメッセージ
が流れます。削除する場合は
“3”
を、
もう1回聞く場合は
“7”
を押してください。
※メッセージの聞き方はガイダンスの英語も早い上、予告なく変更になる可能性もあります。

4
7
Lock

下船のご案内

扉の閉め方

留守番電話

8

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社は責任を負いかねますのでご了承ください。ま
た、下船前に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。
金庫の使い方

客室間の通話はもちろん、航海中、客室の電話から衛星回線を通じて陸上との通
話が可能です。その他留守番電話機能、
ルームサービス、緊急時のワンタッチボタ
ン、目覚まし機能があります。
① 受話器をあげる。
② Wake up Callボタンを押す
③ 12時間制で入力後、午前であれば〈1〉/ 午後であれば〈2〉
を押す。
ガイダンスが流れた後、確定の為、必ず〈1〉
を押す。
（例：午前7時起床の場合は＝0700⇒1 入力⇒1 確定 となる）
④ 英語で設定時間が復唱されます。
⑤ 指定時刻に電話がなり、
“This is your wake up call...”と流れます。

Safe

イベントとお食事

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。

船内のご案内

※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。
※アクアクラス客室のシャワーヘッドは、お好みでシャワーの水圧を調整できます。
※タオル、バスローブは持出禁止です。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。
※ドライヤーはクローゼット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。

日本から船へかける時

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など）
＋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。該当の船番号を押して♯を入力してください。
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 2019年12月まで有効 ＝ 1219 ）

出発前から乗船まで

バスルーム
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ゲストリレーションズ・デスク

デッキ3



Guest Relations Desk

シアター

デッキ3〜5



Theater

をクリック⇒SeaPass®
（シーパスカード）
に記載の8ケタのフォリオ番号、生まれた年・月、ユーザー名
とパスワードを登録。



Library



Conference Center

カードルーム

デッキ9



Cardroom

トランプやゲームが置いてあり自由にお楽しみいただけます。

※国際規制に準じて、
カジノは領海内または港に停泊中はご利用できません。
※18歳未満の方はご参加いただけません。

ショップ

デッキ4



Shops

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。
※免税店でご購入いただいたアルコール類は船内でお召し上がりいただくことはできません。
（下船時までお預かりし
ます）

フォトギャラリー

デッキ5



Photo Gallary

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。焼き増しも承ります。また、お客

※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。

10



Aqua Spa

洋上最大のビューティスパ、
フィットネスセンターです。
約35年の歴史を持ちヘルスリゾートの魁として展開している
「キャニオン・ランチ・スパ」
と提携してい
るマッサージルーム、
リラクゼーションラウンジのペルシャンガーデンやサウナ、
フィットネスルームがご
ざいます。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、タラソセラピー
（海洋療法）
トリートメントから個人的なフィッ
トネス指導に至るまで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では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。
ヘルシーメニュー豊富なスパカフェも隣接しています。
アクアスパ内にヘアサロンがございます。要予約。フォーマル
ナイト日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。
※各種マッサージプログラムは、有料でご予約が必要です。
※ペルシャンガーデンのご利用はアクアクラス客室の方を除き有料
（1日約＄25 〜）
です。
※フィットネスセンターは無料でご利用いただけます。
※アクアスパは大人の方のためのリラクゼーションエリアですので
16歳未満の方はご遠慮ください。

その他

様のデジタルカメラのデータのプリントも承ります
（有料）
。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。

デッキ12

事前準備資料

※EU圏内のみ寄港のヨーロッパクルーズは免税にはなりません。

アクアスパ

船内新聞について

フォーチュンズ・カジノ

下船のご案内

エレガントなヨーロピアン・テイストのカジノは、
セレブリティの客船の
なかでは最大のスペースです。ゲームテーブルやスロットが設置され
ており、
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、
ロットーなどの様々なゲームをお楽しみいただけます。

デッキ14

寄港地では

Fortune Casino

会議室

大海原を臨む約200人収容可能な会議室。

イベントとお食事

デッキ10・11

2階建ての図書室では1階
（スカイデッキ）
に英語の書籍、2階
（ペントハウスデッキ）
にはその他の言
語の書籍を取り揃えています。静かに読書を楽しめるくつろぎの空間です。

シアター



アイラウンジ内に設置のパソコンおよびご持参されたパソコンやスマートフォンで客室を含む船内各
所にて無線インターネット接続が可能です。船内のパソコンは日本語の閲覧は可能ですが、日本語入
力はできません。
（クルーズ中 無制限 $299 など）

ライブラリー

※席は自由席です。

デッキ4

I Lounge

〈接続方法〉
ご利用の機器でインターネットのブラウザを起動する⇒Celebrity wifi を選択⇒Create Account

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けます。
プログラムは船内新聞でお知らせいたします。

フォーチュンズ・カジノ



船内のご案内

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を承ります。
お気軽にお問い合わせください。クルーズ中の落とし物のお預かりなどもこちらです。

デッキ6

出発前から乗船まで

アイラウンジ（インターネットルーム）

船内施設

ペルシャンガーデン
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デッキ12



Swimming Pools

船内でのお食事はアルコール類など一部を除き、すべてクルーズ代金に含まれています。本格的
なフルコース料理からビュッフェスタイルの軽食、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。

メインダイニング
プール

デッキ14



Jogging Track

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。

ローンクラブ

デッキ15



Lawn Club

ファン・ファクトリー

デッキ15



Fan Factory

2層構造の船内最大のダイニングルームで、朝・昼
（終
日航海日のみ）
・夜にお召し上がりいただくことができま
す。船により内装やレストラン名が異なります。
朝食は、
メニューからお好きなスタイルの卵料理や付け
合せなどを自由に組み合わせてご注文頂けます。
また、朝食・昼食は自由席ですのでウェイターが空いてい
るお席までご案内いたします。
夕食は、前菜
（スープまたはサラダ）
・メインディッシュ・デ
ザートのそれぞれ2 〜 5種類の中からお好きなだけご
注文頂けます。またクルーズ中毎夕食の時間とお席が決
メインダイニング
まっているトラディショナルダイニングと、お好きなとき
にお召し上がりいただけるセレクトダイニングの2種類があります。
トラディショナルダイニングはメイン･シーティング(18:00頃～ )とセカンド･シーティング(20:30頃
～ )の2回制となっており、ご予約時にお選びいただいています。お食事時間とテーブル番号は、ク
ルーズ中変更が出来ません。乗船後のシーティングについてのご要望、お問い合わせはメートルディ
（ダイニングマネージャー）が承ります。セレクトダイニングの方は、出航4日前までセレブリティクルー
ズ本社ホームページ
（英語）http://www.celebritycruises.com/ より各夕のお食事時間を乗船前
に事前予約することが可能です。操作方法は、P.14をご参照ください。
特にご希望時間がない場合は18：00 〜 21：30の間にレストランにお越しいただければ順次お席にご案
内いたします。ただしいずれも定員がありご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
※スイート、
アクアクラスのお客様は専用レストランがありますので、
メインダイニングのお席はご用意しておりません。
メインダイニングでのお食事をご希望の場合は船内でご相談ください。

テーブルリザベーションカード見本
October 20,2018

客室番号
夕食のお時間
（Early=18：00 〜 /SECOND=20：30 〜）

その他

MR TARO YAMADA
MS HANAKO YAMADA

メインダイニング デッキの階数

事前準備資料

ファン・ファクトリー

なお、
トラディショナルダイニングの方は乗船時に下記のカー
ドがお部屋に配られます。こちらに夕食時間、テーブル番号が
記していますので、ご確認ください。お席にスムーズにご案内
できるよう、夕食時にこのカードをご持参ください。

船内新聞について

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程度でゲームが楽しめます。

Main Dining

下船のご案内

ローンクラブ



寄港地では

船上初の天然芝ガーデン。サッカー場の1/3、約2,000㎡もの広
さがあり、バッチボール
（ボーリングとカーリングを足したようなス
ポーツ）
やクリケットなどのゲームをお楽しみいただけます。近くの
バーで軽食をテイクアウトし、ピクニックを楽しむこともできます。
また隣にはガラス工房もあり、ガラス細工体験や吹きガラス・アー
トショーも行われます。
（ソルスティス・イクノス・イクリプスのみ）

デッキ3・4

イベントとお食事

ジョギングトラック

お食事

船内のご案内

どなたでもご利用いただける優雅な屋外プール。ジャグジーも併
設しています。スポーツプールやお子様連れでもお楽しみいただ
けるファミリープールなどもあります。デッキチェアも多数ご用意
しておりますので、プールバーで購入されたお飲み物を片手にの
んびりお寛ぎいただくこともできます。

出発前から乗船まで

プール

テーブル番号

12

13



デッキ4

Luminae

スイートクラス専用レストランが誕生しました。
“世界の食を旅する”
をテーマに朝・昼・夕食とエレガントなメニュ
をご提供します。
クルーズ中に1度しか出されないこだわりのメニューで、
ゼロから創りあげたオリジナルメ
ニューもあれば、
世界各地の寄港地からインスピレーションを得た季節限定の品もあります。
リラックスできる
スタイリッシュなレストランで1人お1人にあわせた温かいサービスでごゆっくりお召し上がりいただけます。

※カバーチャージとしてお一人様$35が必要です。
※年齢制限はございません ※セレブリティ
・ソルスティス／セレブリティ
・イクノスのみ

クイジーヌ／Qsine

アクアクラス専用レストラン／ブルー

デッキ5



Blu

※スイート客室のお客様は、空きがあれば夕食時にご利用いただけます。その他の客室カテゴリーの方はご利用でき
ません。

スペシャリティレストラン

エンターテインメントデッキ5



Speciality Restaurant

セレクトダイニングとスペシャリティレストランの事前予約方法

ムラーノ／Murano

欧風料理のレストラン。温か味のあるエレガントなダイニングルー
ムでリーデル・グラスや磁器などテーブルウェアも一流です。

※カバーチャージとしてお一人様$45が必要です
※12歳未満のお客様はご利用いただけません。
※セレブリティ・シルエット／セレブリティ・リフレクションのみ

寿司

デッキ5

ローンクラブ・グリル



Sushi

スシ・オン・ファイブ／ Sushi on Five

昼食・夕食

創作寿司、アジア料理を提供します。
※有料
（アラカルト料金）
です。
スシ・オン・ファイブ

アイスクリーム・カフェ

デッキ5



Ice Cream Cafe

ムラーノ

昼食・夕食

※カバーチャージとしてお一人様$45が必要です。

トスカーナグリル

マスト・グリル＆バー

デッキ14



マスト・グリル＆バー／ Mast Grill & Bar

Mast Grill & Bar
軽食

ハンバーガーやタコス、
ホットドッグ、
チキン、
サンドイッチ等の軽食とドリンクがお楽しみいただけます。

ビュッフェレストラン

デッキ14



オーシャンビューカフェ／ Oceanview Cafe

Buffet Restaurant
朝食・昼食・夕食

ビュッフェスタイルのカジュアルレストラン。早朝から深夜までオープンし、朝・昼・夜のお食事やお茶
を自由にお召しあがりいただけます。ヨーロッパのマーケットのような雰囲気のレストランで各国のさ
まざまな味が楽しめます。オープンエアのテーブルも数多くご用意していますので、大海原を眺めな
がらゆっくりおくつろぎください。

その他

イタリアンステーキレストラン。入口のアーチはワインセラーを訪
れるような気分になります。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。

軽食

ヨーロッパの街角にあるような小粋なカフェ。イタリアン・ジェラート各種、コーヒー、紅茶、焼きたての
ペストリー、チョコレートなどをお楽しみいただけます。
※一部有料
（アラカルト料金）
です。

事前準備資料

※カバーチャージとしてお一人様$50が必要です。
（ 料金は変更になる場合
あり）
※1 2歳未満のお子様はご利用いただけません。
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洋上初の野外グリルレストラン。天然芝のガーデンに癒されながら、ご
自身で作ったピザや、一流のシェフにお好みの焼き加減で調理しても
らったステーキをどうぞ

カフェ・アル・バーチョ＆ジェラテリア／ Café al Bacio & Gelateria

夕食

トスカーナグリル／Tuscan Grill

クイジーヌ

夕食

ローンクラブ・グリル／Lawn Club Grill

船内新聞について

日本語ホームページの中に予約マニュアルを作成しています。
右記のQRコードをご参照ください。
また乗船後船内でもご予約を承ります。

※カバーチャージとしてお一人様$55が必要です
※セレブリティ
・イクリプス／セレブリティ
・シルエット／セレブリティ
・リフレクションのみ

下船のご案内

※昼食のオープン時間およびカバーチャージは船内でご確認ください。
※カバーチャージは予告なく変更となる場合があります。

世界各国の料理を味はもちろん、デザインにも凝って独自にアレンジした
創作料理レストラン。プロジェクションマッピングによる3Dアニメーション
「ル・プチ・シェフ」
をお楽しみください。

寄港地では

スペシャリティレストランは予約制で夕食時にオープンします。一部昼食時に開く場合があります。
大変人気がありますので乗船後お早めにお申し込みください。
18：00 ～ 22：00の30分ごとにご予約時間をお選びいただけます。予約受付時間は船内新聞でご
確認ください。また、乗船4日前までセレブリティクルーズ本社ホームページ
（英語）http://www.
celebritycruises.com/ でオンライン予約ができます。

シルク・ハーベスト

夕食

イベントとお食事

朝食・夕食はメインダイニングでなく小規模でサービスも充実したこちらのアクアクラス客室専用レス
トランをご案内します。この心地よいレストランでは、
「美しい料理」
を楽しむことができます。ロースト
したビーツの前菜・ヤギのチーズ添えや地中海風サラダ・ざくろ酢ドレッシングなどといった香り高いメ
ニューを取り揃えています。朝食はヘルシーなメニューをご用意しております。

夕食

シルク・ハーベスト／Silk Harvest

エキゾチック・アジアをテーマにした肩のこらない明るい雰囲気のアジアンレ
ストラン。
タイ、
ベトナム、
中華、
インドなどのスパイシーなメニューや、
日本料理
もご用意しています。
お飲み物も日本酒各種、
アジア各国のマティーニやビー
ル、
ジンジャーやアサイーを使ったカクテルなどをお楽しみいただけます。

船内のご案内

※スイート客室と同行の他の客室の方はお席が空いている場合に限り、お1人様朝食$20、昼食＄30、夕食＄50にて承
ります。
（料金は変更する場合があります。船内で再度ご確認ください。）

出発前から乗船まで

スイートクラス専用レストラン／ルミナ
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Room Service

24時間ルームサービスもございます。メニューは客室内の案内書をご覧ください。
ルームサービスの朝食をご希望のお客様は、所定の用紙を当日午前2:00までにドアノブにかけてお
いてください。06:00 ～ 09:00のご希望の時間にお届けいたします。

＄50

トスカーナグリル

イタリアン
ステーキハウス

＄45

シルク・ハーベスト

アジアン

＄35

クイジーヌ

創作

＄55

ローンクラブ・グリル

BBQ

＄45

ビュッフェ

—

スシ・オン・ファイブ

寿司

アラカルト

カフェ・アル・バーチョ＆ジェラテリア

軽食

※1

マスト・バー＆グリル/
プールバー＆プールグリル

軽食

—

スパカフェ

ヘルシー

—

ザ・ポーチ

軽食

＄30

※1 ペストリー以外のコーヒー、ジェラートなどは有料です。
※カバーチャージは予告なく変更になる場合があります。料金は船内でご確認ください。

Alcohol Policy

21歳未満のお客様は船内でアルコール飲料をご注文いただけません。18歳以上21歳未満の方は
乗船手続きの際、保護者が同意のサインをしていただければご注文可能です。バーのスタッフが年齢
を証明する書類の提示を求める場合もあります。ご両親、保護者の方、未成年の皆様のご理解とご
協力をお願いいたします。アルコール飲料の船内への持ち込みは、出航日に1客室あたり750mlのワ
インもしくはスパークリングワイン2本まで許可されています。スーツケースに入れるとセキュリティ
で預けられ配送が遅れることがありますので、手荷物でお持ちください。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、下船前夜に客室へお届けします。
※乗船時に持参したワイン/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。
※ヨーロッパ、
南米、
アジア、
オーストリア、
ニュージーランドクルーズの場合はご両親の承諾書があれば18歳以上から可能です。

クエーサー

デッキ4



Quasar

60 ～ 70年代の雰囲気が魅力的なディスコ・バー。繭形のイスが天井から吊り下げられていたり、
ヴィンテージ・カーのレザー風からヒントを得ていたりとユニークなデザインが特徴です。4枚のLED
スクリーンとライティングが音楽をにぎやかに盛り上げます。
（セレブリティ・リフレクション以外全船）

セラー・マスター

デッキ4



Cellar Master

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。24時間ご利用いただけるグラスワインの自動販売機もございます。
※イクノスはガストロバーになります。

マティーニバー＆クラッシュ

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100種類以上のウォッカやあらゆる
マティーニ・カクテルをキャビアとともに楽しむことができま
す。また併設の
「クラッシュ」
という小部屋では貸し切りイベン
トを催すこともできます。また、バーテンダーによるマティーニ
パフォーマンスも有名です。
マティーニバー＆クラッシュ

パスポート・バー

デッキ3



Passport Bar

ゲストリレーションズ・デスクの向かいにある、ヨットをイメージしたバー。地中海の街並みを思わせる
色合いでまとめられた木目調のデザインで、エレガントな雰囲気です。

その他

モダンフレンチ
※4

アルコールについて

事前準備資料

ムラーノ

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。

船内新聞について

—

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

下船のご案内

フルコース

ます。港に停泊中の営業時間は、寄港地の規制に従います。毎日の

寄港地では

ブルー（アクアクラス専用）

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

イベントとお食事

—

ソルスティス

フルコース

イクノス

ルミナ（スイート専用）

イクリプス

—

シルエット

フルコース

リフレクション

カバーチャージ

メインダイニング

オーシャンビューカフェ＆グリル
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料理

レストラン 一覧

バー、ラウンジ

船内のご案内

※有 料と無料のメニューをご用意しています。
※ビバレッジ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、
ホットドッグ、
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）

出発前から乗船まで

ルームサービス
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デッキ5



Ensemble Lounge

スペシャリティレストランでのディナーに行く途中、一杯の食前酒を楽しむのに立ち寄るのにぴったり
の場所です。クラシカルとコンテンポラリーが見事に融合したインテリアのラウンジで、夜ごとにジャ
ズなどの音楽が楽しめます。
デッキ5



Michaels Club

スイート客室の方がご利用いただける専用ラウンジ。コンチネンタルの朝食や夕食前の無料の飲み
物をご用意。専任コンシェルジュがきめ細かく対応します。重厚な雰囲気と現代風のインテリアが融
合した広々としたラウンジです。
デッキ14



Sky Observation Lounge

デッキ15



ります。
また、寄港地で自由行動をされる方のために各種ご案内もいたします。
寄港地観光のお申し込みは、寄港地観光デスク横に備え付けの申し込み用紙に必要事項をご記入の
上、寄港地観光デスクへご提出ください。申込みの受付け／締め切り時間は船内新聞でご確認くださ
い。なお、全ての寄港地観光ツアーの予約受付は先着順となります。乗船後早めにお申し込みになるこ
とをおすすめします。
また、
ツアーの詳細は客室のテレビでもご覧いただけます。
チケットは客室に届けられますので、受け取り後に集合場所・時間／出発時間をご確認ください。
お支払いはSeaPass®
（シーパスカード）
に自動的に加算され下船時にまとめて精算します。
※詳細はセレブリティクルーズ本社ホームページ
（英語）www.celebritycruises.com にて事前にご覧いただけます。
※出航4日前までは、セレブリティクルーズ本社ホームページ（英語）からお客様ご自身で
事前にご予約いただけます。この場合はお客様のクレジットカード払いとなるため、手配
の代行はできませんのでご了承ください。ご予約方法については、日本語ホームページ
www.celebritycruises.jp の
「ご予約の流れ」に説明があります。
※旅行会社主催の団体旅行にお申し込みのお客様は、旅行会社手配のツアーがある場合もあります。お申し込み
の旅行会社にお問い合わせください。

スカイ・オブザベーション・ラウンジ

サンセットバー

寄港地でのショアエクスカーション
（有料のオプショナルツアー）
に関する情報の提供およびご予約を承

Sunset Bar

◆チケットの見方

ツアー出発地

寄港地では

真紅のタンゴ・ナイトから深いブルーの社交ダンスの夕べまで、
テーマ毎のダンス・タイムが楽しめるスカイ・ラウンジです。昼間
はその夜のためのダンス・レッスンも行われます。
雲のような形のドーム天井は、
まるで雲の上にいるような雰囲気
で、
また昼間は窓の外に広がるすばらしいパノラマの風景をお楽
しみいただけます。

Shore Excursion

イベントとお食事

スカイ・オブザ ベーション・ラウンジ

寄港地観光（ショアエクスカーション）

船内のご案内

マイケルズクラブ（スイート専用ラウンジ）

寄港地観光（ショアエクスカーション）

出発前から乗船まで

アンサンブル・ラウンジ

コース名

下船のご案内

ソルスティスの最上階船尾に位置するバー。カントリークラブのようなリラックスした空間で、息を呑
むほどの見晴らしとドリンクをお楽しみください。

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

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

寄港地で下船する際は、SeaPass®
（シーパスカード）
とパスポートコピーを必ずお持ちください。下船／
再乗船の際のセキュリティチェックに必要です。
船会社の寄港地観光にご参加の方は優先的に下船することができます。事前に客室に配布されるチケッ

事前準備資料

寄港地へ

船内新聞について

出発日・バス出発時間
（集合時間ではありません）

トをご確認の上、ご集合ください。寄港地観光ツアーによっては集合時間が複数設定されている場合も
ありますので、ご注意ください。
その他

寄港地によっては船が直接着岸できないため、
テンダーボート
（小型船）
にて寄港します。テンダーボート
は約20分ごとに往復していますのでお好みの時間に下船／乗船ください。なお、天候により下船できな
い
（テンダーボートを運航できない）
場合があります。予めご了承ください。
18

※各寄港地では、通常、出航30分前が帰船時間となります。
※帰船時間は変更となる場合もありますので必ず船内の案内をご確認ください。

19

お荷物

パスポート返却

※コースによっては乗船時にパスポートをお預かりしない場合もございますので、その際はお客様ご自身で保管を
お願いいたします。

精 算

イン時にご登録されたお客様のメールアドレスに配信されますので、ご協力お願いします。

でのセレブリティクルーズ専用バスのチケットを販売している場合もありますので、御希望の方は早
めにゲストリレーションズ・デスクにご相談ください。バゲージタッグの番号別に下船の順序が決ま
ります。バゲージタッグの番号は、船内でお客様が記載の下船後の予定表に基づき決められます。
フライトの関係等で早い下船を希望の方は事前にゲストリレーションズ・デスクで優先下船のお申し
込みをしてください。下船日当日は、早めに朝食をすませ、全ての荷物を持ってシアターやラウンジ
など公共のスペースでお待ちください。バゲージタッグの番号別に下船の放送が入りますので、呼
ばれた番号から順次下船となります。お客様全員の下船には、約1時間半から2時間かかります。
◆◇◆◇◆ 船内でのお忘れ物についてセレブリティクルーズは責任を負いかねます。◆◇◆◇◆

お部屋番号
各ダイニングやShop、Spa
などで購入した請求書内容

お客様のお名前

※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、入金額の横には
"CR" =CREDIT(クレジット)”が付いております。

◆◇◆◇◆ 下船後のお問い合わせは承りかねます ◆◇◆◇◆

パスポートをお預かりしている場合は、
下船前日までに指定の場所にて返却いたします。

2

朝食後、
全ての手荷物を持ってラウンジにお集まりください。
集合場所と時間は船内のご案内にした
がってください。
出口
（ギャングウェイ）
付近で待つことはご遠慮ください。

3

下船開始。
バゲージタグの番号別で順番に下船のご案内をいたします。
最後にSeaPass®
（シーパス
カード）
をセキュリティに通してください。
カードは記念にお持ち帰りください。
※途中下船の場合、
船内で回収される場合があります。

4

港によって入国審査がある場合は、
下船後ターミナルにて行います。
パスポートと税関申告書
（下船
地にて必要な場合）
を係官にお見せください。

5

荷物はターミナルビルでお受け取りください。
タグの番号別にターンテーブルにお荷物が出てきま
すので、
ご自身のタグ番号の表示があるターンテーブルで荷物を受け取り、
出口にお進みください。

※実際の下船の手順は航路により若干異なります。各客室に配られる案内にて最終確認ください。
※下船には、約1〜2時間を要する場合があります。
※下船日当日のフライト予約、および観光や送迎の手配などで早めの下船を希望される方は、前日までにゲストリレー
ションズデスクにお申し出いただき、優先下船のバゲージタグを入手ください。優先下船の場合はスーツケースを前日
に廊下に出さずご自身でご持参下さい。
※船内でのお忘れ物について、セレブリティクルーズ社は責任を負いかねます。
※荷物の破損、紛失の際は必ず船会社の証明をもらってください。

その他

お客様のクレジット
カードの種類

トータルの
請求金額

1

事前準備資料

お客様がご購入
された内容

下船スケジュール

船内新聞について

お客様のお名前

※金額の後ろに「CR」
と記載
あるものは、割引や請求の
キャンセルが計上されたとい
う意味です。

下船のご案内

◆◇◆◇◆ 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。◆◇◆◇◆

船の名前

寄港地では

※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
する方法のいずれかを乗船書類記入時にお選びいただいています。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。

下 船
客室のテレビや船内新聞でも下船手順の案内がありますのでご確認ください。有料で港から空港ま

イベントとお食事

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。

20

アンケート
下船数日後にGuest Satisfaction Surveys（お客様満足度調査）のメールがオンラインチェック

船内のご案内

パスポートをお預かりした場合は、下船までにキャビンにパスポート返却の案内があります。
®
SeaPass（シーパスカード）
を提示して指定の時間、場所にてお受け取りください。

お部屋係が下船日前日に下船用バゲージタッグをお届けいたしますので、必要事項をご記入ください。
下船前夜、荷造りが済みましたらバゲージタッグをつけ、22時ごろまでに客室外の廊下にお出しく
ださい。ご就寝中に回収いたします。下船前夜および下船日午前にご使用になるものは、手荷物と
してお持ちください。預ける荷物の中には貴重品は絶対に入れないようご注意ください。

出発前から乗船まで

下 船

21

船内新聞の見方

この度はセレブリティクルーズをご利用いただき誠にありがとうございます。

船内新聞「Celebrity TODAY」の見方

クルーズはお楽しみいただけましたでしょうか？下船後によく問題になる点をまとめました。

船内カード精算

1ページ

※見本は1日目の例です。2日目以降も類似フォーマットになっています。

イベントとお食事

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。特に、ご請求通貨はチェックイン書
類でUSドルに指定したのにもかかわらず日本円で請求されることがありますのでご注意ください。
®

毎日夕方、翌日の船内新聞が各客室に届けられます。
いろいろな情報が盛り込まれておりますので、一日の予定作りにお役立てください。船からの重要な
ご案内もございますので、必ずお読みください。

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。

ご挨拶

③

寄港地では

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。
お土産品、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。高価なお買い物はお控えになることをおすすめします。

①
②

船名
最終乗船時刻

下船のご案内

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。

避難訓練のご案内

22

船内で投函された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
のでご理解ください。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。

⑦

⑧

マーク寄港地はテンダーボードで上陸します。

★★

⑨

①港名
②日付
③各日のドレスコード

その他

手紙の投函

⑥

事前準備資料

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。

④
⑤

船内新聞について

客室の不備

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

船内のご案内

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。

出発前から乗船まで

ご注意

④コース名
⑤日付
⑥各日のドレスコード

⑦寄港地
⑧出入港時刻
⑨ドレスコードの説明
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出発前から乗船まで

船内新聞「Celebrity TODAY」の見方

船内新聞「Celebrity TODAY」の見方

3ページ

寄港地観光デスクのご案内
本日の目玉イベント
時刻

イベント内容

開催場所

デッキ階数

イベントとお食事

本日のスケジュール

船内のご案内

2ページ

寄港地では

リピーター会員（キャプテンズクラブ）

下船のご案内

ご注意・ご案内

船内新聞について

スペシャリティレストランのご案内

事前準備資料
その他
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4ページ

※尚、出航の4日前までにオンラインチェックインをお済ませいただければ書類提出は不要です。
オンラインチェックインの方法についてはP.32をご参考ください。

〈ご案内ページ〉

本日の一杯

セレブリティクルーズ社長のご挨拶、目次

Cruise Summary

ご予約クルーズの内容（※ お名前、リピーター会員登録の有無など再度ご確認ください）

Travel Summary

クルーズの日程

Travel Documents

パスポート・査証・必要書類の確認

Port Directions

乗船港の行き方

Getting Ready

持ち物のご案内

Frequently Asked Questions よくある質問と答え
Cruise/Cruise Tour Ticket Contact クルーズ約款（日本語訳 P.39 〜 41参照）

〈提出書類〉

Charge Account & Cruise Ticket 船内カード支払い方法とクルーズ約款同意書
（提出書類①－記入例をご参照ください）
Guest ClearanceInformation Form お客様情報の登録 （提出書類②－記入例をご参照ください）

本日のお食事のご案内
（レストランの営業時間と内容）

提出書類②記入例
※出航の4日前までにセレブリティクルーズ本社ホームページ
（英語）
からオンラインチェックインをされた方は提出不要です。

出航日

予約番号

客室番号

事前準備資料

船名（コード）
姓
名
（ミドルネーム）
生年月日
未婚・既婚の有無

船内新聞について

Guest Clearance Information Form お客様情報の登録
緊急時の連絡先登録と船会社の顧客管理のためのお客様へのアンケートです。

下船のご案内

営業時間

※見本は一例です。ご予約内容により書類の内容が異なり、上記のページがすべてあるとは限りません。また書式や
内容は予告なく変更になる場合があります。
※Guest Ticket Bookletは金券ではありませんので万一紛失されても乗船は可能です。ただしチェックインに時
間がかかりますので大切に保管の上、当日ご持参ください。

寄港地では

本日のおすすめ

イベントとお食事

バー営業時間

Welcome Aboard

船内のご案内

英文書類“Guest Ticket Booklet”は最終案内です。
（ご予約内容によってページ数が異なります）
ク
ルーズチケットにあたるものですので、お客様のご予約内容に間違いがないか再確認ください。その他
の項目は同封のクルーズガイドと重複していますがご参照ください。
尚、最終ページの
“Guest Account & Cruise Ticket”
と
“Guest Clearance Information Form”
は乗船時に提出していただく書類です。事前にご記入の上、チェクイン時に渡してください。

船内新聞「Celebrity TODAY」の見方

出発前から乗船まで

最終案内書類（ゲストチケットブックレット）の説明

←クルーズは初めてですか？
（“No”）
の方は回数を記入

代表者の住所（同行者の方は不要）

その他

←セレブリティクルーズに乗船されたことはありますか？
（“Yes”）
の方は回数を記入

ご旅行中の緊急連絡先（氏名／電話番号）

26
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Charge Account & Cruise Ticket

出発前から乗船まで

提出書類①記入例

ご予約クルーズの内容

船内カード支払方法とクルーズ約款同意書録

※出航の4日前までにセレブリティクルーズ本社ホームページ（英語）からオンラインチェックインをされた方は
提出不要です。

Taro Miki
Hanako Miki

予約番号
船名
出航日
客室番号

予約番号
上記A/Bの選択が
最終決定であることに
同意をするサイン

カードの有効期限
船内チップ
（Service Charge）
を前払いされた方はこちらにお名前が記載されます
（月月／年年）
カード番号（末尾4桁のみ）

カード所有者のサイン
（カード裏と同じ）

船名
乗船日
客室番号
客室のデッキ回数
客室カテゴリー
夕食時間

下船日
下船地

次ページの
「Cruise Ticket Contracr
（クルーズ約款）
」
を含め乗船に同意をするサインをお願いします
※同室の方がそれぞれカード情報を希望される場合、
2枚目以降は下記の用紙を港で記入して提出して
ください
（下記は見本）
。ただしカードの提出のみで
用紙記入は不要の港もございます

【夕食時間の説明】
セレクトダイニングの方は出航4日前までにセレブリティクルー
ズ本社ホームページ
（英語）
から各日の夕食時間の予約ができま
す。または乗船後船上でも承ります。
上の表で、夕食時間の後に※がある場合はキャンセル待ちでの
すので船内でご相談下さい。

現地のやむを得ない事情により、予告なしに寄港地の出入
港時刻が変更されたり、天候・その他の事情により、予定の
寄港地に寄港できない場合もあります。

【オンラインチェックイン】
セレブリティクルーズ本社ホームページ
（英語）
からオンラインチェックインが可
能です。
終了画面を印刷してご持参下さい
（出航4日前まで承っております）
。

D=船が着岸して寄港
（DOCK）
T=テンダーボートに乗り換えて寄港
（TENDER）

事前準備資料

※【マスターカードまたはビザカードをご利用のお客様のみ】
船会社の設定した為替レートを適用し、ご利用額請求
を精算時に円建てに出来るサービスがあります。A/B
どちらかにチェックインをいれてください。
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パスポート・査証・必要事項の確認
寄港国により内容が異なります

その他

A.円に換算した金額でご請求。
下船時にセレブリティクルーズの換算レートが適用
され日本円が確定します。
B.ドル建ての金額でご請求。後日お客様ご指定のク
レジットカード会社の換算レートが適用されます。
（Bが一般的です）

船内新聞について

クルーズ日程

下船のご案内

上記カードで精算される同行者の氏名と客室番号
（同行者が別客室も記載できます）

出航日
出航地
出港する港名
乗船時間

グループ番号（個人予約の方は“Not Applicable”）

寄港地では

カード所有者の氏名
（カード記載のアルファベット）

船内チップ前払いのお客様は
Yes、船内払いの方はNoと記載

イベントとお食事

ご希望の支払方法
（現金/トラベラーズ・チェック
またはクレジットカード）

※キャプテンズクラブ会員の方で予約時に申請した方は会員番号と
会員クラス(乗船回数により異なります)が記載されます。
グループ番号（個人予約の方は“Not Applicable”

船内のご案内

お客様のお名前
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港名

バゲージタグ（紙）のご案内
バゲージタグは、ゲストチケットブックレットのうしろから3ページ目に印刷されております。

ターミナル

港での緊急連絡先

客室番号をご確認の上、港に着くまでにスーツケース等、ポーターに運んでもらうお荷物にお付けくだ

車での移動

手

順

①バゲージタグが印刷されているページを切り離し、中央部分のGuest Nameの欄にローマ字でお名
②1ST 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

健康問診について
口頭（英語）で健康状態を係員がお伺いする場合がございます。
❶最近7日以内に熱・寒気・せき・鼻水・のどの痛みがございましたか？
Fever AND Chills, Cough, Runny Nose, or Sore Throat?

□ YES

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。
※２枚以上必要な場合は、お手数ですがコピーをおとりください。
※このバゲージタグとは別にお客様のお名前をローマ字で書いたネームタグをお付けください。
※パスポートや貴重品、持込のワインなどは手荷物でお持ちください。

寄港地では

Within the last 7 days, have you had any of the following symptoms:

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、ホチキスで

イベントとお食事

前をご記入ください。

船内のご案内

さい。

空港から港へのアクセス

出発前から乗船まで

港の案内

□NO

❷最近2日以内に下痢または嘔吐の症状がありましたか？
□ YES

□NO

Within the last 14 days, have you experienced fever or chills, or sore throat, or cough, or
shortness of breath, AND visited any Arabian Peninsula country where Middle East Respiratory
Syndrome(MERS）cases have been reported(Bahrain, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, Qatar,
United Arab Emirates [UAE], Lebanon, Oman, Iran, Yemen) or upon return from such country or
countiries?

□ YES

□NO

Within the last 14 days, have you visited a health care facility in any of the Arabian Peninsula
countries named in question # 3 above OR been in contact with, or helped care for, anyone
known or suspected to have Middle East Respiratory Syndrome
（MERS), OR are you, or any
person listed above, currently subject to health monitoring for possible exposure to MERS?
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□NO

※質問に対し
「はい」
がある場合、船内の医療スタッフの無料チェックを受けていただきます。状況によ
り、ご乗船いただけない場合があります。
※クルーズ期間中に妊娠24週目に入るお客様はご乗船いただくことができません。

切り取り
④

山折り
①客室番号
山折り

切り取り

その他

□ YES

③
山折り

②お名前（ローマ字）記入

事前準備資料

❹14日以内にアラブ半島の国のいずれかの医療施設を訪ねた、
または中東呼吸症候群
（MERS）
に感染
していると思われる人と接触しましたか？

山折り

船内新聞について

❸最近14日以内に熱・寒気・のどの痛み・せき・呼吸が短くなる症状がみられ、かつ中東のバーレーン、
サウジアラビア、
ヨルダン、クウェート、カタール、アラブ首長国連邦
（UAE）
、
レバノン、オマーン、イラ
ン、
イエメンの国への訪問や帰国がありましたか？

下船のご案内

Within the last 2 days, have you develped any symptoms of Diarrhea or Vomiting?
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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上で必要事項を入力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
（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。
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）にて行います。
オンラインチェックインは、出航日の4日前まで可能です。
● オンラインチェックインには、
お客様
（と同室の方全員）
の生年月日・パスポート番号・クレジットカードの
種類と番号
（下４桁）
が必要ですのでご準備ください。
● キャプテンズクラブの会員番号をお持ちの方は、
そちらもご準備ください。
● ここで入力した内容は、
出航の4日前まで随時変更・更新できます。

CONTINUE をクリックしてく

ださい。
オンラインチェックインを完了すると、
ゲストチケットブックレッドに封入の書
類に記入は不要です。

乗船前に行うこと

乗船時に必要なこと

船内会計の登録

船内のご案内

〈オンラインチェックインの前に〉

内容をご案内します。ご確認後、

●
●

ステップ 3

ステップ 1

ステップ 2

お客様データ
入力

クルーズ約款
同意

船内会計
登録

ステップ 4
オンラインチェックイン
完了/印刷

ステップ 5
クルーズ経験有無/
クルーズ前後スケジュール入力

別室に、17以下のお子様がいる場合は、
お子様分もオンラインチェックインを行っ
てください。
17歳以下のお客様がいる場合はYesを
選択してください。

寄港地では

ステップ1

手順説明

バッゲージタグ

イベントとお食事

〈オンラインチェックインの流れ〉

エクスプレスパスの 印 刷（オンライン
チェックイン終了後印刷可能となります）

TARO YAMADA

お客様の情報

セレブリティクルーズ本社
ホームページ（英語）
http://www.celebritycruises.
comのトップページ上段の
ツールバー右上の
CHECK IN をクリック。

出発前から乗船まで

オンラインチェックインの方法

必要書類や事前＆当日手続きの

各ページここをクリックすると入力済の
内容の変更が可能です。

ミドルネームがない場合はこちらをクリッ
クしてください。

既婚または未婚

船内新聞について

キャプテンズクラブの会員番号をお持ち
の方は記入してください。
ご予約時の生年月日が入力されています
変更も可能です。

※スマホ画面は若干デザインが異な
りますが入力項目は同様です。

姓（アルファベット）
・予約番号
(最終案内書でご案内)を入力、
出航日（September 30）
・船名
を選択し、CONTINUE をクリッ

事前準備資料

住所、電話番号、
メールアドレス

＊項目は必須入力です。

クして必要事項を入力ください。

住所入力の際、カンマは使えないのでス
ペースでご対応ください。
9999888

姓

MIKI

1-18-16 Hamamatsucho

81354048813

Stateは
「Not Applicable」
を選んでく
ださい。

cruise-operation.jp@group-miki.com

1050013

次に行く場合は、
CONTINUE を

選んでください。

その他

予約番号7桁を入力

下船のご案内

男 性 M R 、女 性 は M Sもしくは M R S や
MISSを選ぶ。

緊急時の連絡方法を選択してください。
（メール又は電話やメッセージなど）
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出発前から乗船まで

ステップ2
TARO YAMADA

TARO YAMADA

クルーズ約款同意
TARO YAMADA

KEIKO

YAMADA

船内のご案内

緊急連絡先

81909998888

約款に同意の場合はクリックして下さい。

次に行く場合は、CONTINUE を選んで
ください。

次に行く場合は、CONTINUE を選んで
ください。

寄港地では

ステップ3

TARO YAMADA

船内会計登録

TARO YAMADA

〈身分証明書登録〉

クレジットカード支払いか現金払いかを
選択して下さい。

パスポートを選択します

※デビッド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。

パスポート番号を入力してください。

Credit Card
Visa

カードの種類を入力ください。

TARO YAMADA

カード名義人を入力ください。

1111

Octover

パスポートの有効期限を入力してくださ
い（パスポートの残存期間は下船日より
6カ月以上必要です）
。

2020

クレジットカード番号の下4ケタのみ入力
ください。
カードの有効期限を入力ください。

次に行く場合は、CONTINUE を選んで
ください。

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］

［B］

その他

□［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

事前準備資料

登録カード通貨は通常日本用ですので
Yesを選択ください。

パスポート発行国を選択してください。

船内新聞について

クレジットカード支払いを選択した場合に
表示されます。

TARO YAMADA

下船のご案内

ここでは船 内でのアルコール
代やショッピング代などの出費
をどのように支払うかを登録し
ます。

イベントとお食事

緊急連絡先は電話番号のみ
入力必須です。

※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。

次に行く場合は、CONTINUE を選んで
ください。
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出発前から乗船まで

エクスプレスパス見本
TARO YAMADA

TARO YAMADA

次に行く場合は、
CONTINUE を

別のお部屋にいるご同行者様分のお支
払いをされる場合は予約番号と姓を入力
してください。

選んでください。

CLASSIC

キャプテンズクラブ会員の方は会員ランク

イベントとお食事

TARO YAMADA

999988

TARO YAMADA

寄港地では

約款に同意した旨のサイン

エクスプレスパス
印刷画面
ここをクリックすると各入力項目の変更
ができます。

CLASSIC

TARO YAMADA

ステップ4

TARO YAMADA

TARO YAMADA

TARO YAMADA
VISA

TARO YAMADA

ここをクリック 印刷
（次頁の画面になります）

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）
TARO YAMADA

ここからはアンケートです
クルーズ経験の有無

船内新聞について

次に行く場合は、CONTINUE を選

［A］

んでください。ステップ5 に続きます。

セレブリティクルーズ 社 からのメール
案内を希望しますか？

下船のご案内

チェックイン時の注意点をご確認下さい。

船内のご案内

印刷見本

［B］

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。
TARO YAMADA

9999999

□［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

※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。

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。

その他

9999

事前準備資料

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）
TARO YAMADA

ここをクリックして印刷

TARO YAMADA
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クルーズ前後の
スケジュール入力
クルーズ前後のスケジュール入力画面が
あります。こちらは必須ではありません。

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。
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。

乗船日の交通手段を選びます。

事前準備資料
その他
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船内新聞について

完了です

下船のご案内

詳細を入力します
（Flightを選択した場合の画面です）

寄港地では

下船日の交通手段を選びます。

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。

イベントとお食事

詳細を入力します
（Flightを選択した場合の画面です）

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

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。
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Memo
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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。
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（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

事前準備資料
その他
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