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クルーズガイド

このクルーズガイドは、ロイヤル・カリビアン・インターナショナルのクルーズをよりお楽
しみいただくために編集いたしました。ご出発前の準備や船内での過ごし方について、
主な情報を盛り込んでおります。ご活用いただければ幸いです。
なお、ロイヤル・カリビアン社の日本語ホームページ（http://www.royalcaribbean.jp）で
も、船内・客室のバーチャルツアーやデッキプランの詳細をご覧いただけます。 Q&A
ページでは約 350 の質問と答えもご用意しています。
ただし、催し物のプログラム、船内施設など、より詳しい最新情報は船内でのご案内に
なりますので、船内新聞でご確認ください。
事前の予告なくスケジュール、料金等変更となる場合があります。予めご了承ください。
(2013/NOV)
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1. ロイヤル・
ロイヤル・カリビアンの
カリビアンの世界

2. ご出発の
出発の前に
荷物の
荷物の準備／
準備／Preparation

ロイヤル・カリビアンの世界へようこそ！
ロイヤル・カリビアン・インターナショナルは 1969 年に創設された世界最大規模の米国のクルーズ会社
として、常にクルーズ業界をリードしてきました。歴代の世界最大客船を世に送り出しているチャレンジ
精神旺盛な客船会社として知られています。
2009 年驚愕の史上最大 22 万トンの客船「オアシス・オブ・ザ・シーズ」が、2010 年には姉妹船「アリュー
ル・オブ・ザ・シーズ」就航し、世界中から注目を集めています。その他、フリーダムクラス（16 万トン）が
3 隻、ボイジャークラス（13 万 8000 トン）5 隻、リゾートホテルのように明るく洗練されたレディアンスクラ
ス（9 万 9000 トン）4 隻など、現在計 21 隻のクルーズ客船を保有しています。
太陽の恵みいっぱいのカリブ海、バミューダ、ハワイ。20 世紀の偉業といわれるパナマ運河、自然の神
秘を体験できる夏のアラスカ、色彩豊かな海辺のメキシコ、秋の紅葉カナダ・ニューイングランド、歴史
と芸術の魅力あふれるヨーロッパ、壮大な大地とフィヨルドが魅力のオセアニア、そして歴史の深いア
ジアと日本など、ロイヤル・カリビアン・インターナショナルのクルーズ船は世界の海を航海しています。
この冊子でご紹介するのは 7 万トン～8 万トンクラスの計 7 隻です。ガラスを多用した明るい船内でシア
ター、室内プール、ロッククライミング、バー、フィットネスなどコンパクトながら充実した設備をお楽しみ
いただけます。日中は寄港地を効率よく巡り、夜は船内エンターテインメントを楽しむ。きっと充実した
旅になることでしょう。
さあ、ロイヤル・カリビアンでお望みどおりの休暇を見つけましょう。

シップデータ

BON VOYAGE !

*ビジョン・
ビジョン・オブ・
オブ・ザ・シーズ
1998 年就航（
年就航（2013 年 10 月改装）
月改装）
*エンチャントメント・
エンチャントメント・オブ・
オブ・ザ・シーズ
1997 年就航（
年就航（2012 年 12 月改装）
月改装）
*ラプソディ・
ラプソディ・オブ・
オブ・ザ・シーズ
1997 年就航（
年就航（2012 年 3 月改装）
月改装）
*スプレンダー・
スプレンダー・オブ・
オブ・ザ・シーズ
1996 年就航（
年就航（2011 年 11 月改装）
月改装）
*レジェンド・
レジェンド・オブ・
オブ・ザ・シーズ
1995 年就航（
年就航（2013 年 2 月改装）
月改装）
*グランジャー・
グランジャー・オブ・
オブ・ザ・シーズ
1996 年就航（
年就航（2012 年 6 月改装）
月改装）
＊マジェスティ・
マジェスティ・オブ・
オブ・ザ・シーズ
1992 年就航（
年就航（2007 年改装）
年改装）

楽しい船旅
しい船旅を
船旅を！

78,340 ﾄﾝ
82,910 ﾄﾝ

乗客定員 2,000 名
乗客定員 2,252 名

78,491
78,491 ﾄﾝ

乗客定員 1,998 名

70,000 ﾄﾝ

乗客定員 1,830 名

70,000 ﾄﾝ

乗客定員 1,804 名

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。衣類は船の中でのランドリー、ドライクリーニングサービス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｡貴重品は手荷物でお持ちください。

服装／
服装／Attire
日中は、T シャツにジーンズ、コットンパンツ等のカジュアルな服装をおすすめします。
航海中の夜(17:30 以降)の服装は、フォーマル、カジュアルなどのドレスコードが指定されます。ドレスコードは船内
新聞にて毎日ご案内します。
また 船内は空調が効いていますので､ 薄手の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。
フ ォ ー マ ル： 男性はディナージャケットまたはスーツとネクタイ
女性はイブニングドレスまたはドレッシーなワンピース、和服も大変注目されます
スマートカジュアル： 男性はジャケット、ブレザーにネクタイ着用
女性はワンピースまたはスーツなど
カ ジ ュ ア ル： 男性はスポーツシャツ（襟付）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
クルーズ泊数
3泊4日
4泊5日
5泊6日
6泊7日
7泊8日
8泊9日
9 泊 10 日
10 泊 11 日
11 泊 12 日
12 泊 13 日
13 泊 14 日
14 泊 15 日
15 泊 16 日
16 泊 17 日

カジュアル
2回
3回
3回
3回
4回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
8回
9回
10 回

スマートカジュアル
―
―
1回
1回
1回
2回
2回
2回
2回
2回
2回
3回
3回
3回

フォーマル
1 回 ※1
1回
1回
2回
2回
2回
2回
2回
2回
2 回 ※2
2回
3回
3回
3回

※１ 3 泊 4 日クルーズは、日程(寄港時間)によってはフォーマルの代わりにスマートカジュアルになることがあります。
※２ 12 泊のヨーロッパクルーズのみ、カジュアル 7 回、フォーマル 3 回となります。

73,817 ﾄﾝ

乗客定員 1,992
1,992 名

74,
74,077 ﾄﾝ

乗客定員 2,350
2,350 名

電化製品／
電化製品／Electrical Appliances
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｡日本の二股コンセントはそのまま
差し込めます。日本の電化製品をご使用になる場合は安全のため変圧器をお持ち
になることをおすすめします。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。
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3

110 ボルト（上を２股にして使用）

客室内
客室内のアメニティー／
アメニティー／Amenity

リピーター会員登録
リピーター会員登録／
会員登録／Crown & Anchor Society

バスルームに用意されているものは、タオル、コンディショナー入りシャンプー、石鹸です。
タオルは、毎日キャビンスチュワード（客室係）がお取り替えいたしますが、交換の必要のない場合はタオルハン
ガーにかけておいてください。その他、各客室にはドライヤー、テレビ、電話があります。

ロイヤル・カリビアン・インターナショナルの乗船経験者でリピーター会員（クラウン＆アンカー）番号をお持ちの方は
オンラインチェックイン画面にて会員番号をご入力ください。会員の特典（船内リピーターズパーティへのご招待、船
内ギフトの割引券等を客室へお届け）が受けられます。
初めてご乗船の方は船内に会員登録用紙にご記入の上船内の受付箱に投函ください。

船内通貨／
船内通貨／Currency
船内通貨は US ドルです。船内では、“SeaPass®（シーパスカード）”という便利な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。クレジットカードと同様に、サインするだけでご自身の SeaPass®（シー
パスカード）にチャージされます。お支払いはご指定のクレジットカードもしくは現金で最終日にまとめてお支払いい
ただきます。ただし、現金でのご精算は混雑する場合がありますのでクレジットカードを登録されることをおすすめし
ます。詳しくは P.6「総合案内」のクルーズカード（SeaPass®）の項をご参照ください。
なお、クレジットカードをご利用になる方も、チップや寄港地でのお買い物に US ドルの現金をお持ちになると便利で
す.。

乗船場所は各港のクルーズターミナルです。
港の案内はゲストチケットブックレット（お客様への最終書類）でご確認ください。
大きな港では複数の大型客船が停泊しますので、タクシーのドライバーには船名もお伝えください。

チェックインに
チェックインに必要な
必要な書類／
書類／CheckCheck-in Documents

お荷物／
荷物／Luggage

ご出発前に必要書類を再度ご確認ください｡
1. パスポート （残存期限は下船日から 6 ヶ月以上必要です。またコピーもお持ちください）
2. ゲストチケットブックレット （お客様への最終案内書類／英語で記載されたもの）
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。
3. 提出書類※
＜ゲストチケットブックレットに直接記入してください＞
ゲストクリアランスインフォメーション (Guest Clearance Information Form)
クレジットカード登録用紙、クルーズ約款同意サイン (Charge Account & Cruise Ticket Contract)
これらの提出書類は船会社のホームページ（英語）で登録することができます（オンラインチェックイン）。こ
の場合乗船当日のチェックインが短時間で終了しますのでおすすめです。詳細は次項をご参照ください。
4. クレジットカード （船内クルーズカード“SeaPass®”に登録するカード ＊現金精算希望の場合は不要）
VISA、マスター、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ、JCB のいずれか
5. バゲージタグ （必要事項を確認の上、あらかじめ荷物につけておいてください）
6. クルーズガイド （本冊子）
団体旅行にご参加のお客様は、旅行会社のご案内に従ってください。

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をつけてクルーズターミナル前の荷物搬入口の係に
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 1,000 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方遅く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｡

オンラインチェックイン／
オンラインチェックイン／Online CheckCheck-in
前項の 3. 提出書類は、日本ご出発前に船会社ホームページ（英語）http://www.royalcaribbean.com
から事前に登録することができます（オンラインチェックイン）。この作業を済ませておくと、乗船当日の手続き
が短時間で終了しますのでおすすめです。
出航の 5 日前までに、上段のツールバーの BEFORE YOU BOARD より、“Online Check-in”をクリックして必
要事項を入力してください。最終画面“Set sail Pass”を印刷して、最終書類でお渡しするクルーズ約款に同意
のサインをしてチェックインカウンターで提出してください。
操作方法については、日本語ホームページ http://www.royalcaribbean.jp の「ご予約後の流れ」ページに説明
がありますのでご参照ください。このページから船会社ホームページ（英語）に入ることもできます。
＊団体旅行にご参加のお客様は、旅行会社のご案内に従ってください。

3. 乗

船

乗船場所／
乗船場所／Embarkation

※※ご
※※ご注意※※
注意※※ ご乗船時に、規定以上のアルコール飲料や、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。

乗船手続き
乗船手続き／CheckCheck-In
乗船開始時間は「ゲストチケットブックレット」 内の“Cruise Summary / Boarding time”でご確認ください。混雑時は
チェックインに 1 時間以上お待ちいただく場合もありますので、出航の 2 時間前までには必ず港へ到着することをお
すすめします。最終受付は出航の 90 分前です。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。
お乗り遅れた場合の返金はありません。
チェックイン カウンターでは P.4「チェックインに必要な書類」の提出書類をご提出ください。（船会社ホームページ
（英語）でオンラインチェックインをした場合は、最終画面“Set Sail Pass”を印刷してご提示ください。）
パスポートはコースにより再入国審査の時までお預かりする場合もあります。
手続きが終わり次第、クルーズカード（SeaPass®）をお渡しします。
※出航の港にて健康アンケートを記入いただきます。用紙はチェックインカウンター/港にてご用意しておりま
すのでご記入ください。

乗船／
乗船／Boarding
手続きが終了すると乗船開始となります。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 15：30 まで『ウィンジャマー・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。（営業時間は場所によって変更する場合もあります。乗船
後、船内新聞にてご確認ください。）

海外旅行保険／
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。
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避難訓練／
避難訓練／Life Boat Drill

《使用方法》
使用方法》

通常出港の 30 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してくれます。
この訓練は、国際海洋法で義務づけられております。必ず全員ご参加ください。
※救命胴衣（ライフジャケット）の着用は不要です。

各種サービスをご利用の際に SeaPass®（シーパスカード）を提示し、伝票にサインをするだけです（客室番号をお伺
いする場合があります）。このシステムにより船上での有料のお飲み物、お食事の時のワインやカクテル、フォトギ
ャラリーでの写真の購入、スパやギフトショップでの買い物など様々なお支払が簡単にできます。

4. 総 合 案 内
クルーズカード／
クルーズカード／SeaPass®
SeaPass®（シーパスカード）
シーパスカード）
船内通貨は US ドルです。船内でのお支払いは「SeaPass®（シーパスカード）」と呼ばれる乗船カード兼船内専
用クレジットカードによるキャッシュレス･システムとなっています（カジノを除く）。
チェックイン時に、SeaPass®（シーパスカード）にお客様のクレジットカードを登録して発行します。

ご利用状況は随時客室のテレビ画面で確認できます。
テレビ画面で「Sea Pass Preview」を選択（Select）。お客様のお名前が表示されますのでもう一度選択（Select）。そ
の後、船内で使った金額が確認できます。（ご購入から金額が画面に反映されるまでに時間がかかることもありま
す。）

《精算方法》
精算方法》
下船前夜もしくは下船当日の早朝に利用明細が客室に届きます。必ず記載内容を確認してください。万一、明細書
にご不明な点がある場合は、必ず下船日の朝までにゲストリレーションズデスクにお申し出ください。下船後のお問
い合わせは出来ませんのでご注意ください。
◆クレジットカード：

通常のクレジットカード利用と同様に、登録したクレジットカード会社から後日請求されます。
※チェックイン時にクレジットカードを登録された方でも、船内で現金清算に変更することや、
支払いの一部を現金にすることも可能です。

◆現

指定された場所、時間（下船前夜または当日）に、現金またはトラベラーズチェック(US ドル建
て)でお支払いください。ご利用明細書と一緒に精算場所、時間の案内を記載したメモが客室
に届きます。場所、時間は船内新聞でも予告いたしますのでご確認ください。

この SeaPass®（シーパスカード）は、客室のカギ、各寄港地から再乗船する際に提示する身分証明書の機能
もついていますので、常に携帯し、紛失されないようご注意ください。
＜SeaPass®見本＞

①夕食会場（デッキ/階数）
②夕食時間
③夕食時のテーブル番号
（メインダイニング）
④避難訓練の場所番号
⑤客室番号 下３桁

金：

《キャッシングサービス》
キャッシングサービス》
カジノでは SeaPass®（シーパスカード）付けで現金を借りることができます（カジノ以外の用途でも現金が不足した
場合にもご利用いただけます）。ただし 3％の手数料がかかり、一日のご利用限度額がありますので船内でご確認
ください。カジノオープン時の利用に限ります。
※カジノ以外の用途でも現金が不足した場合にもご利用いただけます。
また、ゲストリレーションズデスクの近くにキャッシュディスペンサー（ATM）が設置されています。クレジットカード
（VISA，マスター、アメリカン･エキスプレス、PLUS）で現金を引き出すこともできます。ただしご利用の際には所定の
手数料がかかりますのでご注意ください。

《登録方法
登録方法》
方法》
オンラインチェックイン画面 SeaPass®（シーパスカード）の精算方法を登録します。オンラインチェックイン締切日ま
でに登録できなかった場合は、乗船当日のチェックイン時にクレジットカードを提示し手続きを行ってください。

寄港地通貨への
寄港地通貨への両替
への両替／
両替／FOREIGN CURRENCY EXCHANGE
US ドルから現地通貨への両替はゲストリレーションズデスクにて承ります（一部、両替できない通貨もあります。船
内でご確認ください。） 船内での両替については両替手数料（約３％）を申し受けます。＊両替手数料率は予告なく
変更となる場合があります。日本円からの両替はできません。

●使用できる
使用できるクレジットカード
できるクレジットカード
VISA、マスター、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ、JCB（※）
※JCB は一部の港でお取り扱いできない場合がありますので、予備のクレジットカードもお持ちください。

船内新聞 コンパス／
*船内新聞の見本は P.24～をご覧ください。
コンパス／“COMPASS”
COMPASS”
船内新聞は COMPASS （コンパス）と呼ばれ、毎夕お客様の客室に翌日分が届けられます。
船内新聞には、以下のような情報や諸注意が記載されています。

●クレジットカードをお
クレジットカードをお持
をお持ちでないお客様
ちでないお客様
オンラインチェックイン時に該当画面で「現金」を選んでください。あるいは、SeaPass®（シーパスカード）登録の際に
現金で精算をする旨を告げてください。ご利用額が$300～500（※）を超えた時点で一度精算が必要となります。客
室に案内書面が届けられますので、その案内にしたがってご精算ください。（デポジットの額は船、コースによって異
なる場合があります）
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●食事の時間、場所
●ラウンジやバーの営業時間
●船内でのショーやパーティーなどの催し物
●各種講習会の時間／場所

●夕方以降のドレスコード
●本日のスペシャルカクテル
●フィットネスセンター、スパのプログラム
●各種サービス施設の営業時間や内線番号
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●寄港地での出入港時間、最終帰船時間
●喫煙や海へのゴミの投げ捨て注意など各種案内

5. 客 室 内 設 備

出航直前の避難訓練（Compulsory Lifeboat Drill）など、お客様全員に必ずご参加いただく催しの案内も掲載してい
ますので、必ず毎日の船内新聞をご覧ください。ゲストリレーションズデスク横には、予備の船内新聞をご用意して
います。また 3～17 歳までのお子様はお子様用コンパスが配られます。

喫煙／
喫煙／Smoking Policy
メインダイニングルーム、シアター、バルコニーを含む客室内は全面禁煙
全面禁煙です。喫煙の際はバー、ラウンジの指定
全面禁煙
のコーナーおよび右舷側デッキの灰皿のある場所でお願いいたします。
指定の場所以外での喫煙は$250 の罰金が課せられますのでご留意ください。
なお、海に吸い殻を投げ捨てることはおやめください。海風に吹き戻されて、デッキや船内で思わぬ火災を引き起こ
す原因となります。火の元には十分ご注意ください。

バルコニー客室(一例)
スタンダード海側客室（一例）

金庫／
金庫／Safe
アルコール／
アルコール／Drinking 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、1 客室あたり 750ml のワイン 2 本まで許可されています。ワインは乗船時
にセキュリティで確認いたしますので手荷物でお持ちください。持ち込まれたワインをレストランなど公共エリアでお
召し上がりになる場合は 1 本あたり＄25 の持ち込み料が必要となります。 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、下船前夜に客室へお届けします。
※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。

空調設備／
空調設備／Temperature Controls
各客室には空調設備がついています。客室内、パブリックスペースの温度は低めに設定されていますので、軽く羽
織るものがあると便利です。

客室には、金庫が備え付けられています。貴重品はお客様ご自身で管理をお願いいたします。
金庫にはカードリーダー式と暗証番号を入力するデジタル式の２タイプがあります。使い方は客室内に案内があり
ます。ご不明な点はスタッフにお問い合わせください。
＜カードリーダー式＞
クレジットカードまたは SeaPass®（シーパスカード）をスライドさせると
鍵がかかり、再度スライドさせると解除されます。
金庫（左: カードリーダー式／右: デジタル式）

＜デジタル式＞
暗証番号を登録して使います。
暗証番号の登録の仕方 : 任意の 1～6 桁の暗証番号を押した後、＃（シャープ）を押す。
金庫の開け方 : 登録した番号を押し、最後に＃（シャープ）を押す。
金庫の閉め方 : ドアを閉めて＃（シャープ）を押す。やり直しは何度もできます。

テレビ／
テレビ／Television
チップ／
チップ／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。
お客様お１人１泊あたりのチップの総額は以下のとおりとなります。
・グランドスイート客室以上
14.25 ドル
・ジュニアスイート客室およびスイート以外の客室 12.00 ドル
バースタッフ、スパスタッフへのチップは、飲み物やスパメニュの料金に自動的に 15％のサービスチャージが加
算されますので別途必要ありません。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。ポーターやその他お客様の個人的な要
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。
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客室内のテレビでは、避難訓練、寄港地観光（船会社主催の有料オプショナルツアー）などの各種案内のほかに、
船内で行われているショーも放映しています。また、一日中映画や音楽番組なども放映しています。

バスルーム／
バスルーム／Bathroom
バスルームには、大中小のタオル、コンディショナー入りシャンプー（ポンプ式）、石
鹸、ティッシュがあります。(歯ブラシ、くし、スリッパはありません)
ロイヤル・カリビアン社は環境保護のために資源の節約に取り組んでいます。ご使
用済みのタオルは、床に置いてください。もう一度お使いになられるタオルはタオル
かけにお戻しください。シャワールームには洗濯ロープもあります。ドライヤーは室
内のドレッサーの引き出しにあります。
グランドスイート（GS）以上の客室にはバスローブもご用意しています。
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ミニバー／
ミニバー／MiniMini-Bar

《日本から
日本から船
から船へかける時
へかける時》

バルコニー客室（D2 以上、マジェスティはスイート客室以上）の客室にはミニバーがあり、お飲み物やスナックが入
っています。ご利用分は自動的にお客様の SeaPass®（シーパスカード）に加算されますので必要のない場合は取り
出さないようご注意ください。

日本から客船に電話をかける際はロイヤル・カリビアン船専用回線をご利用いただきます。
①下記へおかけください。

010（国際電話識別番号）＋１（アメリカ国番号）＋321‐
321‐953‐
953‐9003（専用回線番号）
②英語でロイヤル・カリビアン・クルーズ船専用電話であることの説明があります。
続いて[1]を押すと、船別の番号のアナウンスが流れます。
該当の船番号を押して＃（シャープ）を入力してください。その後、料金システムの説明があります。
（VISA、マスター、アメリカン･エキスプレス、ダイナースクラブのみ利用可能、JCB は利用不可）
③カード番号及び有効期限を 4 桁の数字で入力してください。
（例：2016 年 12 月まで有効の場合＝1216）
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。
氷と水のセット

有料のお飲み物の一例

問題なければ船内につながります。
通話料金（1 分約 7.95US ドル）は後日クレジットカード会社より請求となります。

ウェイク・
ウェイク・アップ コール／
コール／WakeWake-Up Calls
スイート客室
スイート客室の
客室の特典
グランドスイート以上をご利用のお客様は下記のような特典が受けられます。
●優先チェックイン／ ●バスローブ／ ●フォーマルナイト日のプレスサービス／
●メインダイニングと同じメニューをルームサービス可／●シアターでの優先席／●プールチェアの優先席／
●優先テンダーボートチケット／ ●マテル社の子供向けボードゲーム貸し出し
●コンシェルジュクラブ・ラウンジのご利用（※マジェスティを除く）

各客室の電話でご希望の時間に目覚まし時計を設定することができます。
設定方法は客室内の案内をご覧ください

6. 船 内 施 設
＜エンターテインメントスポット＞
エンターテインメントスポット＞
セントラム／
セントラム／Centrum

コンシェルジュ・
コンシェルジュ・クラブ／
クラブ／Conceirge Club
グランドスイート以上に宿泊のお客様、リピーター会員（ダイヤモンド・プラス、ピナクル・クラブの方が対象）のお客
様がご利用いただけるラウンジです。入り口で SeaPass®（シーパスカード）をご用意ください。新聞、雑誌、コンチネ
ンタルの朝食をご用意しています。また、夜にはオードブル、コーヒー、食後のお飲物などを無料でお楽しみいただ
くバーサービスがあります。船内アクティビティやショアエクスカーションの予約代行、ビデオや CD の貸出しもできま
す（マジェスティを除く）。

ゲストリレーションズデスクやバーがおかれる集いの場です。
改装後、日中は様々な催し物が行われ、夕刻には空中アクロバットショー（エンチャントメント、マジェスティを除く）が
行われるエンターテインメントの場です。

シアター／
シアター／Theater
オーケストラピットのある本格的な劇場。毎晩、歌とダンスの華麗なショーやコメディ・ショーを上演します。

カジノ・
カジノ・ロイヤル／
ロイヤル／Casino Royale

電話／
電話／Telephone
《内線をかける
内線をかける時
をかける時》
客室から客室へ内線をかける時は客室番号を押してください。船内の廊下やパブリックスペースにも内線電話があ
りますので、お待ち合わせのときなどに便利です。その他の施設の内線番号は船内新聞にてご確認ください。

*** 18 歳以上のお
歳以上のお客様
のお客様のみご
客様のみご入場
のみご入場いただけます
入場いただけます。
いただけます。***
大人のためのエキサイティングな遊び場です。カジノ・ロイヤルでは本場ラスベガスに匹敵する本格的なカジノゲー
ムがお楽しみいただけます。スロットマシーンやブラックジャック、ルーレットテーブル等様々なゲームが楽しめます。
思い切って運試ししてみてはいかがでしょう。
※航海中のみ営業。営業時間は船内新聞をご覧ください。 ※カジノ内でのビデオ撮影は禁止です。
※チップは SeaPass®（シーパスカード）でお買い求め頂けます。
※専門のスタッフが遊び方をご説明いたします。詳細は、客室内のテレビでご覧頂けます。

《船から日本
から日本へかける
日本へかける時
へかける時》
① 客室内電話の受話器を上げ、短縮ボタン [Ship To Shore] を押す。
② ダイヤルトーン確認後、 011＋81（日本の国番号）＋市街局番（最初の 0 を除く）＋相手先の番号を押す。

アドベンチャー・
アドベンチャー・オーシャン／
オーシャン／Adventure Ocean ＆ Nursery Services

電話料金は SeaPass®（シーパスカード）に加算されます。
（※つながるまでに約 40 秒かかります。途中で切った場合も料金がかかりますのでご注意ください。）
通話料金は 1 分間約$7.95 が目安です。衛星回線を利用のため接続が不安定で通信料が高額です。
船内にインターネットコーナーもありますのでメールもご利用になれます（有料）。

お子様のためのスペースです。楽しく安全に遊べるプログラムが、年
齢別グループに分けて用意されています。3 歳未満のお子様は保護
者が同伴してください。幼児クラスでは、パズル壁、映画、工作室など
のプレイルームでのびのびと遊ぶことができます（保護者は同伴でき
ません）。ティーンエイジャーは、人気のコンピューターゲームやディス
コ、カラオケなど色々なパーティーで大いに盛り上がります。
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11
アドベンチャー・オーシャン

ロイヤルベイビーズ（6 ヶ月～１歳半）＆ロイヤルトッツ（1 歳半～3 歳）
アクアノーツ（3～5 歳） ／エクスプローラー（6～8 歳）
ボイジャー（9～11 歳）／トゥイーン＆ティーン（12 歳以上）
お子様用の船内新聞(英語)が客室に配られますので詳細はスケジュールをご確認ください。
また、託児所もあり、6 ヶ月から 3 歳未満のお子様をお預かりします。(1 時間 $8～)
（マジェスティを除く）

＜スポーツを
スポーツを楽しむスポット
しむスポット＞
スポット＞
スパ・
スパ・フィットネスセンター／
フィットネスセンター／Spa & Fitness Center
各種トレーニングマシーン、フィットネスやエアロビクス用のフロアなどの設備があります。海に面した大きな窓
から、大海原を眺めながら爽快な汗を流すことができます。 マシンは無料でご利用いただけます。ヨガやピラテ
ィスなどインストラクターが指導する有料プログラムもあります。プロ
グラムのスケジュールや詳細は船内新聞をご覧ください。
※参加される場合は運動に適した服装と靴をご用意ください。
※16 歳未満の方はご利用いただけません。

ビデオ・
ビデオ・アーケード／
アーケード／Video Arcade
プール／
プール／Swimming Pools
子供たちのためのゲームコーナー。1 回＄1～2 程度。SeaPass®（シーパスカード）付けにて＄10/＄20 程度の専用
カードをご購入ください。

泳げるプール、ジャグジーとプールバーがあります。
ラウンジチェアで日光浴やバンド演奏をお楽しみください。
デッキチェアとタオルは無料で貸し出します。
プールデッキ（ラプソディ・オブ・ザ・シーズ）

＜快適な
快適なクルーズライフのための
クルーズライフのためのスポット
のためのスポット＞
スポット＞
医務室／
医務室／Medical Facility

プールエリアに、屋外大型ムービースクリーン設置（マジェスティを除く）
映画上映やエンターテインメント・プログラムなどが映し出されます。

船内には医師、看護士が常駐しています。診察を受ける場合は有料となります。オープン時間は決まっていま
すが、緊急時は 24 時間体制で対応いたします。
また、酔い止め薬は無料でお配りしているほか、一般的な薬（鎮痛剤、胃薬、絆創膏、軟膏など）は自動販売機
にて 1 ヶ＄0.25(25 セント)程度で販売しています。いつでもご購入できます。

大人のためのプールエリアです。ジャグジーやバー、ピッツェリアも
併設。洗練された雰囲気の中でのんびりとおくつろぎいただけます。（マジェスティを除く）

ショップ／
ショップ／Shops

ロッククライミング壁面
ロッククライミング壁面／
壁面／The Wall

一流ブランド品、香水、貴金属、洋酒、たばこ、T シャツ、キーホルダー等オリジナルロゴ入り日用品、雑貨など様々
な商品を免税価格で販売しています。航海中のみ営業します。

最上デッキからのロッククライミングはスリル満点。インストラクターが指導し初心者でも安心です。
ご利用は無料ですが安全のため利用規約書へのご署名が必要です。

記念写真
記念写真サービス
写真サービス、
サービス、DVD 販売／
販売／Photo Gallary

ジョギングトラック・
ジョギングトラック・サンウォーク／
サンウォーク／Jogging Track, Sun Walk

プロのカメラマンが、乗船時、お食事の時、パーティーの時などいろいろな場面でお客様の写真を撮影します。フォ
ーマルナイトの日には船内各所でフォーマル・ポートレート用の仮設フォトスタジオが設置されます。（写真撮影は無
料、写真代は有料）。写真はフォトギャラリーに展示されます。価格はサイズにより異なります。プリント写真だけで
なく写真データを保存した CD(get the picture!)も販売しています。プリント写真より割安ですが、帰国後お客様のパ
ソコンに専用ソフトをインストールし写真データをアップロードしてご覧いただきます。また、下船日近くに航海中の
船内の模様を収めた DVD を販売します。映像方式、リージョンの種類がありますので、ご購入の際は日本で再生で
きることを必ずご確認ください。
（映像方式：NTSC、リージョンコード：2（または all）をお選びください。）
帰国後、写真 CD・映像 DVD 共にデータに不備があった場合でも、お取替え／返金は一切承りかねますのでご了承
ください。

大海原を眺めながらのウォーキングやジョギングは気分を爽快にしてくれます。

ソラリウム／
ソラリウム／Solarium
Solarium

ミニゴルフ／
ミニゴルフ／Legend of the Links
どなたでも気軽に楽しめるミニゴルフコース。（レジェンド、スプレンダーのみ）

＜ビジネスのための
ビジネスのためのスポット
のためのスポット＞
スポット＞
会議室／
会議室／Conference Center

ミニゴルフ（イメージ）

各種会議やイベントに対応できます。

7. 各 種 サ ー ビ ス

ヘアサロン／
ヘアサロン／Hair Salon

ゲストリレーションズデスク
ゲストリレーションズデスク／
デスク／Guest Relations Desk
海に面した眺めのよいサロン。カット、カラーリング、マニキュア、ペディキュアなど各種メニューをご用意。（要予約、
有料） 化粧用品も販売しています。フォーマルナイトの当日は混み合いますので、乗船後お早めに予約ください。

マッサージ・
マッサージ・テラピールーム／
テラピールーム／Massage Therapy
Therapy Room

船内に関する総合案内所。24 時間体制でお客さ様のお問い合わせに対応します。各種ご案内のほか郵便・ファッ
クス受付、両替、落し物のお預かりなどの業務を行っています。ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。両
替等、お金の出し入れに関する業務時間は船内新聞でご確認ください。隣接して寄港地観光デスク（Shore
Excursion desk）があります。お申し込みやお問い合わせは寄港地観光デスクで承ります。

エステティック・トリートメントルーム（要予約、有料）。スパのメニューは、サウナ、タラソテラピーなど各種トリートメン
ト、マッサージ、ハイドロセラピーバス、ラスール、アロマセラピーなど。優雅なくつろぎのひとときをお過ごしくださ
い。
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ルームサービス／
ルームサービス／Room Service

ビンゴ／
ビンゴ／BINGO ※ ビンゴの
ビンゴの種類によっては
種類によっては年齢制限
によっては年齢制限が
年齢制限があります。
あります。

お食事や飲み物など、ルームサービス・メニューから 24 時間注文できます。有料の飲み物を除き、ルームサー
ビスのお食事はクルーズ代金に含まれています（客室にあるミネラルウォーター・缶飲料は有料）。その他、追
加の毛布のご要望なども承りますのでお気軽にお申し付けください。ただし、深夜 0:00 から早朝 5：00 までのご
注文は 1 回＄3.95 のサービスチャージがかかります。1 回のサービスにつき＄1～2 程度のチップをお渡しいた
だくのがよいでしょう。

ビンゴ･カードは SeaPass®（シーパスカード）で購入して遊びます。カードはお 1 人様何枚でも購入できます｡ 開催時
間および場所は船内新聞でご確認ください。
<遊び方>
カードには縦 5 列×横 5 列のマスに不規則な数字が並んでいます｡ 司会者が「B の何番」というように番号を読み
上げていきますので､ その数字が手持ちのカードの中にあればチェックしていきます｡ これを何度も繰り返して行
い､ ゲーム前に決められたルールに合ったところで『ビンゴ！』と叫んでください｡ 係員が確認し OK であれば賞金
がもらえます｡ ゲーム前に決めるルールには､ たとえば「縦に 1 列そろえる」､ 「横に 1 列そろえる」､ 「クロス（×）
を作る」､ 「スクエア（□）を作る」、「スクエアを 2 つ作る」などがあります。

ドライクリーニング＆
ドライクリーニング＆ランドリー／
ランドリー／Dry Cleaning & Laundry
船内にはランドリーおよびドライクリーニングのサービスがあります。客室のクローゼットにある用紙に記入し、衣類
をクリーニング袋に入れてベッドの上に置いておいてください。出来上がり次第客室に届けられます。代金は
SeaPass®（シーパスカード）に加算されます。
なお、旅行中の貴重な時間をできるだけお楽しみいただくため、コインランドリー設備はありません。

ショータイム／
ショータイム／Show Time
シアターでは多彩なショーが繰り広げられます｡本格的なダンスレビュー、ミュージカルや歌謡ショー、コメディ・ショ
ーなど、毎晩プログラムが異なります。

インターネット／
インターネット／Internet
24 時間インターネットをご利用いただけるパソコンが設置されています。
Hotmail、Gmail、Yahoo メールなどのアドレスをお持ちの方はご自身の E-mail の送受信もできます。 画面の表示は
基本的に英語です。日本語での閲覧は可能ですが、日本語の文字入力や送信はできません。ローマ字表記のみと
なります。
表示画面の案内にしたがって SeaPass®（シーパスカード）を指定箇所に通して開始してください。（有料／１分
65 セント、60 分$35 など各種パッケージもあります。） 指定エリアでは、WiFi 対応のパソコンやスマートフォンで
無線インターネット接続が可能です。最初にインターネットコーナーのパソコンで ID を取得してください。通信料
は１分 65 セントです。船内では海域やサテライトの状況によっては通信が不安定になり接続しにくい場合があり
ます。

オールアクセスツアー／
オールアクセスツアー／All Access Tour
船の舞台裏、乗組員居住エリア、ランドリー、プリントショップ、エンジンルーム、ブリッジなど、普段立ち入り禁止
エリアをご案内するツアーを終日航海日の午前に行います（お１人様＄150／所要約 3 時間）。参加人数に限り
がありますので、ご希望の方は乗船後早めにゲストリレーションズデスクへのお申し込みをおすすめします。船
やクルーズ日程により催行されない場合もあります。乗船後にご確認ください。

その他
その他の催しもの＆
しもの＆各種アクティビティ
各種アクティビティ／
アクティビティ／Events & Activities
船内ではストレッチ、エアロビクス、フィットネス、ウォーキングなどのスポーツプログラム、各種ダンス教室、ワ
イン・テイスティングセミナー、スクラップブック作りのワークショップ、語学教室など、様々なアクティビティに参
加することができます。毎日プログラムが異なります。詳細は船内新聞でご確認ください。

ベビー・
ベビー・シッター／
シッター／Sitters at Sea
シャッフルボード／
シャッフルボード／Shuffleboard
ゆっくり大人だけでおくつろぎいただけるよう 1 歳以上のお子様をお預かりするベビーシッターサービスがあります。
専任のスタッフがお世話するため安心です。（要船内予約／同一家族のお子様 3 名まで／1 時間＄19～）

デジタル案内
デジタル案内パネル
案内パネル／
パネル／Digital Way Finder Panel
エレベーター付近には、デジタル案内タッチパネルが設置されています。客室を探すとき、催し物の会場へ行くとき、
レストランへの行き方、など簡単に操作することができます（マジェスティを除く）。

デッキゲームの中で最も人気のゲーム。デッキの上に描かれている枠の中の数字をねらってディスク（円盤）をステ
ィック（棒）で突き入れ、得点を競います｡ （マジェスティ、ビジョン、エンチャントメントのみ）
<遊び方>
枠の中の点数はいくつにも分かれています｡ この枠に向かって 4 個のディスクをスティックで突き入れます｡ その合
計点で競います｡ 枠の中にある相手のディスクに自分のディスクを当てて外へ出してしまう方法も可能です｡ 上手
な駆け引きが勝負の分かれ目です。

オークション／
オークション／Auction

8. 船 内 イ ベ ン ト
ボン・
ボン・ボヤージュ パーティー／
パーティー／Bon Voyage Party
クルーズの旅ならではの出航シーン｡陽気なバンド演奏の中、船体が徐々に港を離れていきます。ロマンチックな思
い出深いひとときです｡

現代作家の絵画やリトグラフ、アニメーションのセル画などのオークションが開催されます。
※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ます。ご購入後、船便にて発送から約 6 週間～半年ほどかかります。 日本総代理
店及び船会社は一切お取り次ぎできません。高価なお買い物はお控えになることをおすすめします。

フェアウェルショー／
フェアウェルショー／Farewell Show
キャプテンズ
キャプテンズ・
プテンズ・ウェルカムアボード・
ウェルカムアボード・レセプション／
レセプション／Captain’
Captain’s Welcome Aboard Reception
クルーズの最後にはさよならパーティーがいろいろ企画されています。お見逃しなく。
通常クルーズ 2 日目の夕食前、キャプテン（船長）主催の乗船歓迎パーティーが開かれます｡ シャンパン､カクテル､
オードブルとともにキャプテンやスタッフ達と楽しいひとときを過ごせます｡フォーマルナイトのエレガントな夕べです
から､ 男性はジャケットにタイ、女性もドレスアップしてお越しください｡
※場所・時間は船内新聞をご確認ください。
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9. お 食 事
クルーズの最大の関心事はお食事ではないでしょうか。
フルコースの食事をご提供するメインダイニングルーム、カジュアルなビュッフェレストラン「ウィンジャマー・カフェ」な
どで、バラエティに富んだスタイルでご堪能いただけます。

イ ズ ミ （ 日 本 食 、 ア ジ ア 料 理 ） スシバーを備え、鉄板焼きも楽しめます。昼食と夕食に営業。
（カバーチャージ：昼食＄3＋アラカルト料金、夕食＄5＋アラカルト料
Izumi
金）
チョップス・グリル（ステーキハ ロイヤル・カリビアンで人気のステーキハウス。夕食のみ営業。
ウス）／Chops Grille
（カバーチャージ＄25）

メインダイニングルーム／
メインダイニングルーム／Main Dining Room
優雅な雰囲気で、朝食、昼食、夕食ともフルコースのお食事をお楽しみいただける本格的なレストランです。
日本語メニューもご用意していますので、お席に届かない場合は『インターナショナルメニュー』とお申し付けくださ
い。
ディナータイムは、お食事時間があらかじめ指定されたトラディショナルダイニングと、毎夕自由に選べるマイタ
イムダイニングがあります。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 頃スタート）とセカンドシーテ
ィング（20:30 頃スタート）の 2 回制となっています。食事時間（シーティング）とテーブル番号は、クルーズ中毎
日同じです。SeaPass®（シーパスカード）に印字されていますのでご確認ください
乗船後のシーティングやテーブルについてのお席のご要望、お問い合わせは乗船後、指定の時間に限り承り
ます。ただし、定員がありご希望に沿えない場合があります。
マイタイムダイニングをご予約のお客様は、乗船後、各日の夕食時間のご希望を承ります。メインダイニングル
ーム前の専用デスクで乗船後早めにご予約ください。ただし、お席には限りがあります。ご希望の時間にご予
約できない場合はご了承ください。特に時間のご希望がない場合は到着順に順次空いているテーブルへご案
内します。

ジョバンニズ・テーブル／
Giovanni’s Table
シェフズ・テーブル（貸切用）
／Chef’s Table

家族で楽しめる気軽なイタリアン・トラットリア。昼食、夕食に営業。（カ
バーチャージ：昼食＄15、夕食＄20）
少人数（14 名程度まで）でシェフのスペシャルコース料理が楽しめる予
約制のディナーオプションです。シェフとソムリエが付き、お食事に合わ
せてワインペアリングなどもご提案いたします。夕食のみ営業。
（カバーチャージ＄95）
ドッグハウス（ホットドッグ）／ 小腹がすいたときにうれしいホットドッグカウンター。（アラカルト料金）
Boardwalk Dog House
パークカフェ／Park Café
ソラリウムに登場。サラダ、サンドウィッチ、パティスリーが楽しめます。
朝食、昼食、夕食に営業。
ジョニーロケッツ（ハンバーガ
ー）／Johnny Rockets®

1950 年代のアメリカン・オールディーズの雰囲気が漂うハンバーガーシ
ョップ。（カバーチャージ＄4.95）

ソ レ ン ト （ ピ ザ ） ／ Sorrento's ニューヨークスタイルのピザレストラン。
Pizza
※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。
※各船のレストラン施設についてはレストラン早見表（下表）にてご確認ください。

朝食・昼食は全てオープンシーティング（自由席）です。テーブルへはウェイターがご案内します。
メインダイニングルームでのお食事はアルコール飲料や一部のソフトドリンクを除き全てクルーズ代金に含ま
れています。

■各船レストラン早見表
ビジョンクラス

●
●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

マジェスティ

●
●
●
●

ビジョン

●
●

その他
エンチャントメント

●

●
●
●
●
●
●
●

イズミ（スプレンダー・オブ・ザ・シーズ）
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ラプソディ

メインダイニングルーム（ラプソディ・オブ・ザ・シーズ）

●
●

●

グランジャー

イズミ（日本食、アジア料理）
チョップス・グリル（ステーキハウス）
ジョバンニズ・テーブル（イタリアン）
シェフズ・テーブル（貸切用）
ドッグハウス（ホットドッグ）
パークカフェ
ジョニーロケッツ（ハンバーガーショップ）
ソレント（ピザ）

スプレンダー

展望の良いビュッフェスタイルのカフェレストラン。お好きなものを自由にお楽しみいただける気軽なレストランです。
朝食、昼食、夕食のほか、早朝、午後、深夜はコーヒー、紅茶を自由にお飲みいただけます。

レジェンド

ウィンジャマー・
ウィンジャマー・カフェ／
カフェ／Windjammer Cafe
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いろいろなお食事
いろいろなお食事の
食事のスタイル ……

ワイン

≪朝食≫
朝食≫
モーニングコーヒー

ワインは豊富にご用意しています。ソムリエにご注文ください。世界の高級ワインとチーズを楽しむイベント、ワイン・
テイスティングも開催されます（有料）。

早起きのお客様のために、ウィンジャマー・カフェでは早朝からオープンしています。ホットコーヒー、焼きたてのデニ
ッシュやペストリーを美しい朝日とともにどうぞ。

ルームサービスのお
ルームサービスのお食事
のお食事

メインダイニングルームでの
メインダイニングルームでの朝食
での朝食

ルームサービスは 24 時間承ります。温かい軽食、サンドウィッチ、サラダ、フルーツなどもあります。飲み物は
ジュースのほかに、シャンパン、ワイン、リキュールをオーダーすることもできます。メニューは客室内の案内を
ご覧ください。ご注文の際は＄1～2 のチップをご用意ください。深夜 0:00 から早朝 5：00 までのご依頼は 1 回
＄3.95 のサービスチャージをご請求させていただきます。

朝食をたっぷり召し上がりたい方は、メインダイニングルームへどうぞ。メニューは多彩で、卵料理もご注文に応じて
調理します。テーブルはウェイターがご案内します。

※各レストランの
レストランの営業時間は
営業時間は日によって異
によって異なります。
なります。船内新聞にてご
船内新聞にてご確認
にてご確認ください
確認ください。
ください。
客室で
客室での朝食
ルームサービスの朝食は、 焼きたてのデニッシュ、ロールパン、卵料理、バター、ジャム、フレッシュジュース、コー
ヒーまたは紅茶をお届けいたします。就寝前にドアノブに注文用紙をおかけください。ただし、
※下船日の
下船日の朝食には
朝食にはご
にはご利用いただけません
利用いただけません。
いただけません。

ビュッフェの
ビュッフェの朝食
ウィンジャマー・カフェでは、ビュッフェスタイルの朝食をお召し上がりいただけます。卵、ベーコン、ペストリー、フレッ
シュジュース、フルーツ、ヨーグルト、コーヒー、紅茶など、セルフサービスでお好みのものを選べます。テーブルは
自由席です。

≪昼食≫
昼食≫
メインダイニングルームでの
メインダイニングルームでの昼食
での昼食
メインダイニングルームでは、軽いお食事から魚介類の盛り合わせまで多彩なメニューをご用意しています。テーブ
ルは自由席です。ディナーとは異なる雰囲気をお楽しみください。

ビュッフェの
ビュッフェの昼食
ウィンジャマー・カフェでは、カジュアルなビュッフェスタイルで、充実したメニューをお召し上がりいただけます。テー
ブルは自由席です。

アフタヌーン・
アフタヌーン・ティー、
ティー、軽食
毎日午後ウィンジャマー・カフェでは、紅茶とサンドウィッチ等をご用意しています。 ケーキやクッキーもどうぞ。 オ
リジナルのアイスクリーム・サンデーを作ることもできます。屋外のカフェでは、青空のもと潮風をうけながら気軽な
お食事ができます。

10. バー ＆ ラウンジ
船内には多数のラウンジ、バーがあります（お飲み物は有料）。
落ち着いたピアノバー、カジノに併設したカジノバー、プールサイドのプールバー、葉巻を楽しむシガーバー、生バン
ドの演奏もあるラウンジ、深夜までにぎわうディスコ、食後にうれしい本格コーヒーを炒れるカフェなど。思い思いに
おくつろぎください。きっとお気に入りの場所が見つかることでしょう。
アール・バー／R Bar

カクテルのプロ「ミクソロジスト」のつくる色とりどりのお飲み物をお楽し
みいただけます。（マジェスティを除く）

スクーナー・バー／Schooner Bar

帆船をイメージしたピアノバー。

カ フ ェ ・ ラ テ テ ュ ー ド ／ Café シアトルズ・ベスト･コーヒーとベン＆ジェリーズアイスクリームが出店。
Latte-tudes
本格的なコーヒーやアイスクリームなどをお召し上がりいただけます
（有料）。ご一緒に無料のデニッシュやドーナツもどうぞ。
プールバー／Pool Bar
プールサイドでトロピカルドリンクはいかがでしょう。小腹が空いたらピ
ザやホットドックなどの軽食（無料）もどうぞ。
バイキング・クラウン・ラウンジ 遙か彼方まで展望出来る展望ラウンジ。見晴らしの良さは抜群です。ジャ
Viking Crown Lounge
ズバーやカクテルラウンジで構成されています。深夜はディスコに変身。
夜はナイトクラブとして、お飲み物とともにおつまみもオーダーしていただ
けます。

≪夕食≫
夕食≫
メインダイニングルームでの
での夕食
メインダイニングルーム
での夕食
メインダイニングルームでは、毎晩異なるテーマのメニューで彩られます。料理はすべて一流のシェフが腕によりを
かけた自慢のメニュー。前菜からメインディッシュ、デザートまでお客様のご注文に気軽に応じます。 肉、魚のチョ
イスも自由で、ベジタリアン・メニューやお子様用メニューもご用意しています。

ビュッフェの
ビュッフェの夕食
寄港地観光の都合でメインダイニングルームの夕食時間に間に合わない場合はウィンジャマー・カフェが便利です。
通常 21：00 時まで自由にご利用いただけます。
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R バー（ラプソディ・オブ・ザ・シーズ）

バイキング・クラウン・ラウンジ（スプレンダー・オブ・ザ・シーズ）
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11. 寄港地観光（
寄港地観光（ショアエクスカーション）
ショアエクスカーション）
寄港地観光（
寄港地観光（ショアエクスカーション）
ショアエクスカーション）デスク／
デスク／Shore Excursion Desk
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、各客室に配布済みの申込み用紙また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。
※詳細は船会社ホームページ（英語） www.royalcaribbean.com にて事前にご覧いただけます。
※出航 5 日前までは、上記の船会社ホームページ（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.royalcaribbean.jp の「ご予約の流れ」に説明があります。

※下船日当日の航空機の予約などでお急ぎの場合はゲストリレーションズデスクで優先下船のバゲージタグをご
請求ください。
※下船当日の朝にお使いになるもの、航空券、貴重品、割れ物などは、必ず手荷物に入れてください。
※最後に客室を出る前に、必ず金庫にお忘れ物がないかご確認ください。お忘れ物についてロイヤル・カリビアン・
クルーズ社は責任を負いかねます。
※Guest Satisfaction Surveys (お客様満足度調査)のアンケートにご協力ください。記入用紙は、ゲストリレーション
ズデスク横の専用箱へお入れください。

SeaPass®（
SeaPass®（シーパスカード）
シーパスカード）のご精算
のご精算
下船前夜から当日の早朝にかけて、請求書明細を各客室にお届けしますので必ずご確認ください。また客室内の
双方向テレビでいつでもご利用金額を確認することができます。ご不明な点は直ちにゲストリレーションズデスクに
お問い合わせください。
下船後の変更、ご返金などは承りかねますので十分ご確認ください。
現金またはトラベラーズチェックで精算する方は、下船前夜 20：00 から 00：00 までにゲストリレーションズデスクにお
越しいただき、「アカウント・クロージング」と言って精算手続きをします。ご使用金額の一部のみ現金で支払い、残り
をご登録のクレジットカード払いにすることもできます。
ご精算後は、お飲み物やお買い物に SeaPass®（シーパスカード）をご利用いただけません。お部屋のカギとしては
最後までご利用いただけます。

※旅行代理店主催の団体旅行にお申し込みのお客様は、旅行代理店手配のツアーがある場合もあります。お申し
込みの旅行代理店にお問い合わせください。
※クルーズ途中いつでもカードの使用状況をご確認いただけます。ゲストリレーションズデスクへご依頼ください。

寄港地へ
寄港地へ
寄港地で
寄港地で下船する
下船する際
する際は、SeaPass®
SeaPass®（シーパスカード）
シーパスカード）とパスポートコピーを
パスポートコピーを必ずお持
ずお持ちください。
ちください。下船／
下船／再乗船の
再乗船の
際のセキュリティチェックに
セキュリティチェックに必要です
必要です。
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。
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。
※ 各寄港地
各寄港地では
では、
では、通常、
通常、出航 30 分前が
分前が帰船時間となります
帰船時間となります。
となります。
帰船時間は
帰船時間は変更となる
変更となる場合
となる場合もありますので
場合もありますので必
もありますので必ず船内の
船内の案内をご
案内をご確認
をご確認ください
確認ください。
ください。

12. 下

船

下船準備について
下船準備について
下船前夜に、下船手続きについての説明文、下船用の色別および番号別バゲージタグと税関申告書が各客室
に配られます。届けられたバゲージタグには前もって名前、住所、電話番号を英文で記入し、手荷物以外の大きな
荷物（スーツケースなど）につけておきます。 このタグは下船後に荷物を見分ける際の目印になりますので、ご自
身のタグの色および番号を必ず覚えておいてください。なお、乗船時につけたタグは外しておいてください。

下船スケジュール
下船スケジュール
1. パスポートをお預かりしている場合は、下船当日の朝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。バゲージタグの色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。
4. 入国審査手続き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。タグの色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
タグの色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。
※船の手順はコース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、かなりの時間を要する場合があります。
※航空機の予約等の事情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。優先下船の場合はポーターサービスを利用せず、スーツケース
を各自ご持参いただくようお願いすることがあります。

※船内でのお
船内でのお忘
でのお忘れ物について、
について、ロイヤル・
ロイヤル・カリビアン社
カリビアン社は責任を
責任を負いかねます。
いかねます。
※荷物の
荷物の破損、
破損、紛失の
紛失の際は必ず船会社の
船会社の証明をもらってください
証明をもらってください。
をもらってください。

お荷物は、下船前夜、鍵をかけて指定された時間帯（通常 19：00～00：00 頃）に客室の外に出しておいてください。
米国の場合、入国審査強化のため下船前夜客室からお出しするスーツケース等の荷物に施錠をしないようにお願
いする場合があります。詳細は船内新聞にてご確認ください。
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13. 乗船中に
乗船中に気をつけていただきたいこと

Memo

この度はロイヤル・カリビアン・インターナショナルのクルーズをご予約いただき誠にありがとうございます。
スタッフ一同、快適なクルーズライフを過ごしていただけるよう努力しておりますが、以下は下船された後に
よく問題になる点です。各案内にも記していますが、下船後のトラブルを避けるために必ずご一読ください。

船内カード
船内カード精算
カード精算
船内でご利用の SeaPass®(シーパスカード)の明細書は最終日に必ずご確認ください。不明な点はゲストリ
レーションズデスクで乗船中に対応と処理をお願いします。下船後の調査や返金は不可能となります。 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。

船内販売 写真 CD・
CD・映像 DVD
写真データを保存した CD(get the picture!)やクルーズ最終日に航海中の様子を撮影した記念 DVD を販売
します。 DVD には映像方式とリージョンコードがありますので、ご購入の際は日本で再生できることを必ず
ご確認ください。（映像方式：NTSC、リージョンコード：2（または all）をお選びください。） 帰国後、写真 CD・
映像 DVD 共にデータに不備が見つかった場合でも、お取替え／返金は一切承りかねますのでご了承くださ
い。

船内、
船内、寄港地での
寄港地での買
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。
寄港地でのお買い物についての返品・返金その他のお問い合わせや船内オークションでご購入された商品
については、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ます。（ご購入後、船便にて発送から
約 6 週間～半年ほどかかります） 日本総代理店及び船会社は一切お取り次ぎできません。高価なお買い
物はお控えになることをおすすめします。

船内クリーニング
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。

客室の
客室の不備
眺望、騒音、排水等客室に問題があった場合は、客室係またはゲストリレーションズデスクにお知らせくださ
い。帰国後の返金は一切いたしかねます。

忘 れ物
船内での忘れ物はゲストリレーションズデスクで管理しております。
下船後に船に問い合わせをしても見つからないことがほとんどです。お客様で十分ご注意ください。

手紙の
手紙の投函
船内で投函されたお手紙が届かないことがあります。 一般郵便の場合、郵便物の追跡調査はできかねま
す。寄港地からご自身で郵便ポスト等に投函されることをおすすめします。

荷物の
荷物の破損・
破損・紛失
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受けとってください。（下船時の破損は港
を離れる前に証明をもらってください。）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。十分な保障ではありませんので、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。
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2 ページ

14. 船内新聞「
船内新聞「CRUISE COMPASS」
COMPASS」の見方
船内施設のご案内

本日のおすすめの催し物とショー

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。
また、船からの重要なご案内も掲載されますので、必ずお読みください。
※
※

一部のコースは出航前の船内説明会で日本語の船内新聞（簡易版）をお渡ししますので、併せてご確認ください。
下記は 1 日目の見本です。2 日目以降も類似のフォーマットになります。

寄港地観光

今夜のショーのご紹介

1 ページ

リピーター会員の方へ

①
出航日
健康プログラム

ご挨拶
②
③

乳児の方へ
午後の催し物

船内オリエンテー
ションのご案内

チャイルドルーム

チャイルドルーム
のご案内

④
⑤
⑥
カジノ
夜の催し物

⑦
ショーのスケジュ
ールは 2 ページ目
をご覧ください

⑧
船内での情報収集方法
インターネット

⑨
おすすめ施設

⑩
1～2 ページ目は船内の一般的な情報、ご注意点、
おすすめのイベントショーのご案内が記載されています。
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①船名
②日の出・日の入り時刻
③本日の天気
④最終乗船時間
⑤お荷物の配達

⑥緊急時の集合場所
⑦避難訓練の時間
⑧エンターテイメントの予約
⑨ビーチタオル貸し出し
⑩明日の日程
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3 ページ

ディリープランナー表面
① 昼食の場所、オープン時間
② 軽食の場所、オープン時間
③ 各施設の場所、オープン時間

各施設の場所とオープン時間がわかるもの
ですのでこちらを切り取って携帯すると便利
です。
↓切取り

ディリープランナー（裏面）

4 ページ
催物・イベントスケジュール
① 朝
② 午後
※夜は別のページになります。

↓折る

オープン時間

イベント内容/開催場所

人気施設トップ 10
※日によって内容は異なります

③船内施設営業時間

名称

オープン時間

デッキ数

①

①

オープン時間

エリア

デッキの階数

②
各種ご案内
②

ご注意
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Royal Caribbean International 本社 (MIAMI)

ロイヤル・
ロイヤル・カリビアン・
カリビアン・インターナショナル www.royalcaribbean.com
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