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このクルーズガイドは、弊社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のでご参照ください。Q&A ペ
ージでは約 350の質問と答えも用意しています。 
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。 
また、事前の予告なくスケジュール、料金等変更がある場合があります。予めご了承ください。 

                               (2013/OCT) 
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                                                    1.1.1.1.    ロイヤルロイヤルロイヤルロイヤル・・・・カリビアンカリビアンカリビアンカリビアンのののの世界世界世界世界                                                

 
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 12月驚愕の史上最大 22万トンの客船「オアシス・オブ・ザ・シーズ」が就航し、大きな話題となりま

した。船上初の緑あふれる公園や、洋上初のアクアシアター、回転木馬のある遊歩道など、まさに「動く街並

み」と言っても過言ではありません。 

従来の施設についても、おなじみのロッククライミング用壁面はアクアシアターの客席上の壁面に搭載され、

目抜き通りのロイヤル・プロムナードはガラスドームの天井から自然光が差し込み、プールエリアはメインプ

ール、ビーチプール、スポーツプール、子供用プール、大人のためのソラリウムなど、種類を増やしあらゆる

世代にお楽しみいただけるよう、格段にグレードアップしました。 

 

お食事については、エレガントなスペシャリティレストランやカジュアルレストランなど多数のレストランやカ

フェを備えておりお好みでご利用いただけます。また、4 フロア間を上下に移動するバーや、ガラス屋根のバ

ー、銅製の地球儀のオブジェが印象的なバーなど、特徴のあるバーも特徴的です。 

さらに、2010 年 12 月就航の 2 隻目の「アリュール・オブ・ザ・シーズ」では、シアトルスタイルのエスプレッソド

リンクで人気のスター・バックスやホットドッグ、メキシコ料理のレストランなど、食事施設の一部をリニューア

ル。 また、「シュレック」や「マダガスカル」、「カンフー・パンダ」等のアニメーションで有名な映画会社ドリーム

ワークスと提携しました。オアシス、アリュール両船内でドリームワークスのキャラクター達によるイベントや、

3Dスクリーンでの映画上映などが行われるなど、新しいチャレンジは留まることを知りません。 

 

ロイヤル・カリビアン・インターナショナルはその他、16万トンのフリーダムクラスが 3隻、13万 8000 トンの

ボイジャークラス 5隻、9万トンのレディアンスクラス 4隻など、合計 21隻のクルーズ客船を保有し、世界中を

就航しております。魅力の寄港地と遊びつくせない多彩なアミューズメント施設。欲張りなクルーズを思いっき

り満喫していただけることでしょう。 

 
 
 
 

BON VOYAGE！！！！楽楽楽楽しいしいしいしい船旅船旅船旅船旅をををを！！！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総トン数 : 225,282 トン      全 長 : 361m           全 幅 : 66m         

乗客定員 : 5,400名         乗組員 : 2,384名       巡航速度 : 22 ノット   

船 籍 : バハマ             喫 水 : 9.1m        

就航年： 2009年 12月  オアシス・オブ・ザ・シーズ 

2010年 12月  アリュール・オブ・ザ・シーズ 

オアシスクラス シップデータ 
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                                                                2.2.2.2.    ごごごご    出出出出    発発発発    のののの    前前前前    にににに                                                                

    

荷物荷物荷物荷物のののの準備準備準備準備／／／／PreparationPreparationPreparationPreparation 
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｡ 

 

服装服装服装服装／／／／AttireAttireAttireAttire 

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)のメインダイニングの服装は、フォーマル、スマートカジュアル、カジュアルのドレスコ

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。 

なお、予約制スペシャリティレストランは、どの日もスマートカジュアルの服装をおすすめします。 

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｡ 

 

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 カジュアル スマートカジュアル フォーマル 

3泊 4日 2回 ― 1回 

4泊 5日 3回 ― 1回 

5泊 6日 3回 1回 1回 

6泊 7日 3回 1回 2回 

7泊 8日 4回 1回 2回 

8泊 9日 4回 2回 2回 

9泊 10日 5回 2回 2回 

※クルーズ日程により若干変更になる場合があります。※3 泊 4 日は、日程（寄港時間等）によっては 

フォーマルのかわりにスマートカジュアルになることがあります。 

 

電化製品電化製品電化製品電化製品／／／／Electrical AppliancesElectrical AppliancesElectrical AppliancesElectrical Appliances    

客室では 120 ボルトおよび 230 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｡ バスルームのコンセントは電気シェーバーのみ使用可能です。日本

の電化製品を長時間ご使用になる場合は変圧器をお持ちください。火災予防のため、アイ

ロン、湯沸し器のご使用はご遠慮ください。              

 

客室客室客室客室内内内内ののののアメニティアメニティアメニティアメニティ／／／／AmenityAmenityAmenityAmenity 
バスルームに用意されているものはタオル、リンスインシャンプー、石鹸です。 

タオルは、毎日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上の方にかけておいてください。

その他各客室にはドライヤー、金庫、ミニバー、テレビ、電話があります。 

120ボルト 

（上を二股にして使用） 
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船内通貨船内通貨船内通貨船内通貨／／／／CurrencyCurrencyCurrencyCurrency 

船内通貨は US ドルです。船内では、“SeaPass®（シーパス）”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分の

SeaPass®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ござい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.7「総合案内」のクルーズカード（シーパス）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。 

    

チェックインチェックインチェックインチェックインにににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類／／／／Check in DocumentsCheck in DocumentsCheck in DocumentsCheck in Documents    

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。 

オアシスクラス客船の客室番号表記は該当デッキの下 3桁で表記されています。 

（例：14138号室の場合、DECK 14 / CABIN #138） 

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。 

    

オンラインチェックインオンラインチェックインオンラインチェックインオンラインチェックイン＆＆＆＆各種事前予約各種事前予約各種事前予約各種事前予約／／／／Reservations & Reservations & Reservations & Reservations & Online CheckOnline CheckOnline CheckOnline Check----InInInIn    

＜＜＜＜オンラインチェックインオンラインチェックインオンラインチェックインオンラインチェックイン＞＞＞＞    
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。 

    

＜＜＜＜船内船内船内船内サービスサービスサービスサービスのののの事前予約事前予約事前予約事前予約＞＞＞＞    
同じく船会社ホームページ（英語） http://www.royalcaribbean.comから、船内のスペシャリティレストラン、ス

パ、エンターテインメント（シアター、アクアシアター、アイススケートリンク、コメディライブでの各 

ショー）、寄港地観光の事前予約ができます。 
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ご希望の方は出航の5日前までに船会社ホームページ（英語）Before you boardの“Pre-cruise Planner”から

ご予約ください。エンターテインメント以外はお客様のクレジットカードによる事前払いが必要ですので船内の

ご予定が決定後にご予約ください。 

＊これらのサービスは船内予約も可能です。＊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。 

    

リピーターリピーターリピーターリピーター会員登録会員登録会員登録会員登録／／／／Crown Anchor SocietyCrown Anchor SocietyCrown Anchor SocietyCrown Anchor Society    

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ー

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。初めてご乗船の方で会員登録ご希

望の方は船内にて会員登録用紙にご記入の上お申し込みください。また、帰国後に船会社ホームページ（英

語）http://www.royalcaribbean.com/cas/homeLoggedout.do からもお申し込みいただけます。 

 

海外旅行保険海外旅行保険海外旅行保険海外旅行保険／／／／Travel InsuranceTravel InsuranceTravel InsuranceTravel 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

ることをおすすめいたします。 

 

                                                                        3.3.3.3.    乗乗乗乗            船船船船                                                                                            

乗船場所乗船場所乗船場所乗船場所／／／／EmbarkationEmbarkationEmbarkationEmbarkation    

出航地はアメリカ・フロリダ州のフォート・ローダデールです。ゲストチケットブックレットの“Port Directions”で

最終確認してください。 

フォートフォートフォートフォート・・・・ローダデールローダデールローダデールローダデール港港港港    
Port Everglades (Fort Lauderdale Cruise Terminal) 

エバーグレイズ港（フォート・ローダデールクルーズターミナル）にて手続きを行います。 

 

◆【フォート・ローダデール国際空港から】 港まではタクシーで約 15分です。 

◆【マイアミ空港周辺・ダウンタウンから】 マイアミからタクシーで約１時間弱。ポート・エバーグレイズ港に入

るまでに船名（とロイヤル・カリビアン・インターナショナルであることを合わせて伝えるとよい）を 

タクシードライバーに伝えてください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

フォート・ローダデール 
(ポート・エバーグレイズ)港 
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乗船手続乗船手続乗船手続乗船手続きききき／／／／CheckCheckCheckCheck----InInInIn    

《《《《乗船開始時刻乗船開始時刻乗船開始時刻乗船開始時刻》》》》    

港の案内はゲストチケットブックレット “Port Directions” をご参照ください。 

カリブ海 7泊クルーズの場合は、“Boarding at 14:00”などと表示されていますが、通常正午前後には開始さ

れます。混雑時には 1時間以上お待ちいただくこともありますので、乗船開始時刻前後には到着され、出航 2

時間前までにチェックインを完了されることをおすすめします。 

また、日本語船内説明会を実施しますので間に合うようご乗船ください。（P.7参照） 

最終乗船は出航 90 分前です。以降はチェックインカウンターが閉鎖されキャンセル扱いになりますのでご注

意ください。 

 

《《《《おおおお荷物荷物荷物荷物》》》》    

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お荷物搬入

口の係にお預けください。この際、荷物1個につきUS＄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 5,000 個以上のお荷物を取り扱いま

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、預け荷物および手荷物は乗船時にセキュリティチェックがあります。 

夕食後までに届かない場合はゲストリレーションズデスクへご連絡ください。 
なお、ライター、アイロンやハサミなど危険物をお預け荷物に入れることは固く禁じられています。 
    

《《《《手荷物手荷物手荷物手荷物セキュリティチェックセキュリティチェックセキュリティチェックセキュリティチェック》》》》    

ポーターに大きな荷物をお預け後、港ターミナルビル内にご移動ください。ターミナル内では手荷物の 

セキュリティチェックがあります。植物や生ものの持ち込みはできません。また、パスポートとゲストチケットブ

ックレット（最終案内書面）を警備員が確認しますので、あらかじめご用意ください。 

 

《《《《チェックインカウンターチェックインカウンターチェックインカウンターチェックインカウンター》》》》    

手荷物のセキュリティチェックを受けられた方はチェックインカウンターへお進みください。カウンターはデッキ

ごとに分かれています。（スイート客室のお客様用のカウンターも別途設置されています。） 

チェックインカウンターにて、パスポート、P.4「チェックインに必要な書類」の 3.提出書類またはオンライン 

チェックインで出力した Set Sail Pass、クレジットカード（船内クルーズカード SeaPass®（シーパス）に登録す
るカード ＊現金精算希望の場合は不要）、健康アンケート（Public Health 

Questionary、港に置いてあります）を係員にお渡しください。 

※カリブ海クルーズではパスポートをお預かりいたしません。チェックイン終了後クレ 

ジットカードとともにご返却します。 

※カリブ海クルーズでは SeaPass®（シーパス）に登録する写真もここで撮影されます。 

※アメリカへの入国には ESTA の登録が必要です。（2013 年 10 月現在） 

 

係員が必要な情報を登録後、SeaPass®（シーパス）をお渡しします。

SeaPass®（シーパス）は、客室のカギ、クレジットカードおよび身分証明書の機

能がありますので大切に保管してください。（P.8参照） 

 

《《《《乗船乗船乗船乗船》》》》    

手続きが終了すると乗船開始です。12：00～15：30 頃まで「ウィンジャマー・カフェ」でビュッフェランチ、「パー

ク・カフェ」や「プロムナードカフェ」などで軽食をご用意しておりますのでご利用ください。客室のご利用は

13:00頃以降となります。 

上記の流れは予告無く変更になる場合があります。 

チェックインカウンター 
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船内説明会実施船内説明会実施船内説明会実施船内説明会実施    （（（（東東東東／／／／西西西西カリブカリブカリブカリブ海海海海 7777泊泊泊泊 8888日日日日クルーズクルーズクルーズクルーズ））））    

オアシス／アリュール・オブ・ザ・シーズの東／西カリブ海 7泊 8日クルーズに乗船される日本人のお客

様のために、日本人クルーズコーディネーターが船内についてご説明します。クルーズに慣れない方や

個人でご乗船の方も安心です。    

＜内容＞  

日本語の船内新聞（ダイジェスト版）をお渡しし、クルーズライフ、寄港地観光などを説明します。 

＊集合場所・時間は最終案内書類でご確認ください。＊団体旅行のお客様は旅行会社のご案内に従ってください。 

＊クルーズコーディネーターは出航前に下船します。クルーズ航海には同行しません。 

 

避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練／／／／Compulsory Guest Assembly DrillCompulsory Guest Assembly DrillCompulsory Guest Assembly DrillCompulsory Guest Assembly Drill    

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、指定の場所に集合してください。ライフジャケットの着用は必要ありま

せん。 

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。またマスターステーション番号は

SeaPass®に記載されています。通路ではスタッフが集合場所を指示してくれます。集合後、スタッフがテレビ

モニターを使用し緊急時の対応について説明します。10分ほどで終了です。 

 

※※※※このこのこのこの訓練訓練訓練訓練はははは、、、、国際海洋法国際海洋法国際海洋法国際海洋法でででで義務義務義務義務づけられておりますのでづけられておりますのでづけられておりますのでづけられておりますので必必必必ずごずごずごずご参加参加参加参加くださいくださいくださいください。。。。集合場所集合場所集合場所集合場所ではではではでは SeaPass®SeaPass®SeaPass®SeaPass®（（（（シシシシ

ーパスカードーパスカードーパスカードーパスカード））））ををををスキャンスキャンスキャンスキャンしてしてしてして出席確認出席確認出席確認出席確認をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。    

 

                   4.4.4.4.    総総総総    合合合合    案案案案    内内内内                                                                                        

クルーズカードクルーズカードクルーズカードクルーズカード／／／／SeaPass®SeaPass®SeaPass®SeaPass®（（（（シーパスシーパスシーパスシーパス））））

 

船内通貨は US ドルです。カジノを除いて、船の中で現金を使うことはほとんどありません。船内でのお支払

いは SeaPass®（シーパス）によるキャッシュレスシステムとなっています。チェックイン時、SeaPass®（シーパス）

にお持ちのクレジットカードを登録してお渡しします。SeaPass®（シーパス）には各寄港地から再乗船する際に

提示する身分証明書、客室のカギ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＞ 

    

    

    

    

    

    

    

《《《《登録方法登録方法登録方法登録方法》》》》 
● 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。 

● 使用できるクレジットカードは VISA、マスター、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ、JCBです。 

● クレジットカードをお持ちでないお客様は、チェックイン時に現金による精算をする旨を告げてください。 

ご利用が 500 ドルを超えた時点で一度デポジットをお支払いいただきます。（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。）ゲストサービスからご案内が届きますのでそれに従ってください。 

← マスターステーション番号 

←←←←メインダイニングメインダイニングメインダイニングメインダイニングのののの席番号席番号席番号席番号 

←船内写真展示場所 

← 客室番号下３ケタ 

メインダイニングメインダイニングメインダイニングメインダイニングのののの夕食時間夕食時間夕食時間夕食時間→→→→ 
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《《《《使用方法使用方法使用方法使用方法》》》》 
各種サービスをご利用の際に SeaPass®（シーパスカード）を提示しサイン

するだけです。 

ショップやレストランでは液晶画面付きの SeaPass®（シーパス）読み取り

機の画面にサインしていただきます。（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、船上での飲み物サービス、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、美容院やギフトショップでの買

い物など様々なお支払いが簡単にできます。レシートは渡されない場合

もありますので、必要な場合はその都度係員にお申し出ください。 

なお、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 SeaPass Account Review を[Select]。お客様のお名前が表示、もう一度[Select]すると船内で

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。）そ

の他、ゲストサービスやロイヤル・プロムナードに設置されている“Kiosk”と表示された端末機でもご確認いた

だけます。 

 

《《《《精算方法精算方法精算方法精算方法》》》》    

下船前夜もしくは下船当日の早朝までにご利用明細を客室のテレビ画面またはゲストサービスとロイヤル・

プロムナードに備えられている“Kiosk”と表示された端末機でご確認ください。明細書の印刷はゲストサービ

スにて承ります。 ご不明な点や誤りが見つかった場合はゲストサービスへ速やかにお問い合わせください。

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。 

● 現金：  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

（どちらも US ドル）でお支払いいただきます。  

  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（コンパス）でもご案内します。 

 

《《《《キャッシングキャッシングキャッシングキャッシング    サービスサービスサービスサービス》》》》 
SeaPass®にクレジットカードを登録された方は、カジノのキャッシャーから現金を引き出すことができます。 

ただし使用限度額は$2,000 までで、手数料 3％が別途かかります。カジノ以外の用途でもご利用いただけま

すが、オープン時間は航海中（カジノのオープン時間）のみとなります。 

また、ゲストサービスの近くにキャッシュディスペンサー（ATM）があります。クレジットカード（ビザ、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、キャッシュディスペンサーの

ご利用には所定のキャッシング手数料がかかります。 

    

寄港地通貨寄港地通貨寄港地通貨寄港地通貨へのへのへのへの両替両替両替両替／／／／Foreign Currency ExchangeForeign Currency ExchangeForeign Currency ExchangeForeign Currency Exchange 
各寄港地では現地通貨、USドルおよびクレジットカードがご利用いただけます。USドルから現地通貨への両

替は船内のゲストサービスにて承ります。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。

日本円日本円日本円日本円からのからのからのからの両替両替両替両替はできませんはできませんはできませんはできません。*両替手数料率は予告なく変更となる場合があります。 

 

SeaPass®SeaPass®SeaPass®SeaPass®（（（（シーパスシーパスシーパスシーパス））））ごごごご利用履歴利用履歴利用履歴利用履歴照会端末機照会端末機照会端末機照会端末機    「「「「キオスクキオスクキオスクキオスク」／」／」／」／

KioskKioskKioskKiosk    

デッキ 5のゲストサービス内およびロイヤル・プロムナード前方には“Kiosk”と呼

ばれる端末機があります。SeaPass®（シーパス）を入れるとお客様がご予約され

たショー、レストラン、ショアエクスカーション（船主催の有料オプショナルツア

SeaPass 読み取り機 

キオスク  9 

ー）などの予定表が出力できます。同様に精算明細書が出力できます。 

 

船内新聞船内新聞船内新聞船内新聞／／／／““““COMPASSCOMPASSCOMPASSCOMPASS””””  ※船内新聞の見本は巻末 P.28～33をご覧ください。 

船内新聞“COMPASS”（コンパス）は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。 

 

●食事の時間、場所      ●夕方以降のドレスコード  ●ラウンジやバーの営業時間 

●本日のスペシャルカクテル ●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 ●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  ●喫煙や海へのゴミの投げ捨て注意など各種案内 

●寄港地での最終帰船時間 

 

出航直前の避難訓練(Compulsory Guest Assembly Drill）など、お客様全員に必ずご参加いただく催しのご案

内もありますので、必ず毎日の船内新聞をご覧ください。ゲストサービス横には、予備の船内新聞をご用意し

ております。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。 

 

チップチップチップチップ／／／／GratuitiesGratuitiesGratuitiesGratuities 
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とあわ

せて下記の金額をいただいております。 

お客様 1人 1泊あたりのチップ総額は、以下となります。 

・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客室  12.00 ドル 

バースタッフ、スパスタッフへのチップは、代金に自動的に 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。ルームサービスをご利用になられた場合には、スタッフに$1～2 程度のチップをお渡しくださ

い。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。 

 

空調設備空調設備空調設備空調設備／／／／Temperature ControlsTemperature ControlsTemperature ControlsTemperature Controls    

各客室に、空調設備がついております。客室内、パブリックスペースの温度は低めに設定されておりますの

で、軽く羽織るものがあると便利です。 

 

喫煙喫煙喫煙喫煙／／／／Smoking PolicySmoking PolicySmoking PolicySmoking 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です。喫煙の際はバー、ラウンジの

指定のコーナーおよび左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。 

 
アルコールアルコールアルコールアルコール／／／／Drinking PolicyDrinking PolicyDrinking PolicyDrinking Policy    

船上では、21歳以上のお客様からアルコール飲料をお楽しみいただけます。年齢確認のため SeaPass®（シ

ーパス）のご提示を求められる場合がありますので予めご了承ください。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申し上げます。 

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いた

します。 
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金庫 

                                                                 5. 客客客客    室室室室    内内内内    設設設設    備備備備                                                                

    

                                          

                            

    

    

    

    

    

金庫金庫金庫金庫／／／／SafeSafeSafeSafe 
客室には、金庫（セイフ）が備え付けられております。貴重品はご自身で管理し

てくださいますようお願い申し上げます。使い方のご案内は客室内にもあります。

ご不明な点はスタッフにお問い合わせください。 

＜暗証番号の登録＞ 
1. ご自身で選んだ 1～6桁の暗証番号を押す。 
2. ＃（シャープ）を押す。 
金庫を開ける → 登録した番号を押し、最後に＃を押す。 
金庫を閉める → ドアを閉めて＃を押す。やり直しは何度でもできます。 
    

テレビテレビテレビテレビ／／／／Television    

客室内のテレビでは、避難訓練、寄港地観光などの各種案内のほか、船内で行われているショーの放映もし

ています。 

また双方向テレビなので、専用画面で寄港地観光や船内のショー、スペシャリティレストランの予約、確認が

可能です。また SeaPass®（シーパス）のご利用履歴（明細）、その日のメインダイニングでのディナーメニュー

の確認などもできます。また一日中映画や音楽番組等の放映もしております。 

船からの連絡事項は客室内テレビに配信されます。クルーズ中は必ず客室内テレビをご確認ください。 

    

ミニバーミニバーミニバーミニバー／／／／Mini‐‐‐‐Bar 

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）に課金されま

す。 

    

バスルームバスルームバスルームバスルーム／／／／BathroomBathroomBathroomBathroom    

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、石鹸、

ティッシュがあります。(歯ブラシ、歯磨き粉、くしなどはありません)。 

ドライヤーは室内のドレッサーの引き出しにあります。 

ロイヤル・カリビアン・クルーズ社は環境保護のために資源を節約しています。もう一度お使いになるタオル

はタオル掛けにおかけください。ご使用済みのタオルは床に置いてください。 

グランドスイート以上の客室にはバスローブもご用意しています。 
 

 

 

 

 

ミニバー 

クラウンロフトスイート 
セントラルパークバルコニー客室のバルコニーからの眺め 
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電話電話電話電話／／／／TelephoneTelephoneTelephoneTelephone 

《《《《ウェイクウェイクウェイクウェイク・・・・アップアップアップアップ・・・・コールコールコールコール（（（（目覚目覚目覚目覚ましましましまし時計時計時計時計）》）》）》）》 
各客室の電話でご希望の時間に目覚まし時計をセットすることができます。  

＜時刻セットの仕方＞ 

1. 受話器を上げ、プッシュホンの数字 [0] を押す。 

2. 英語の自動アナウンスが応答。 

「オペレーターです。緊急の場合は一旦電話を切って 911をダイヤルしてくだ

さい。目覚ましコールの場合は 1 を押してください」 

という内容なので、プッシュホンの [1] を押す。 

1. 日本語で「目覚ましコールは 1 を押してください」というアナウンスが聞こえた

ら [1] を押す。 

2. 日本語で「24時間設定で希望の時間を押してください」というアナウンスが聞

こえたら、希望時刻（4桁の数字）をプッシュホンで押す。 

（例…午前 8:00 = 0800 / 午後 17:30 = 1730） 

3. 日本語で「設定されました。さようなら」と自動アナウンスが聞こえたら、電話
を切る。 

＊各手順のプッシュボタン操作後、次に進むまでに間がありますので、切らずに案内をお待ちください。 

＊アリュール・オブ・ザ・シーズの電話機の自動音声案内は乗客の国籍を認識して日本人の場合は日本語 

の案内になります。Wake-Up Callや Voice Mail（留守録の再生）などボタンを押すと日本語の案内があり 

ます。 

    

《《《《内線内線内線内線をかけるをかけるをかけるをかける時時時時》》》》 
客室から客室へかける時は客室番号を押してください。留守録機能もありますので不在の場合はメッセージ

を残すこともできます。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。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便利です。 

    

《《《《船船船船からからからから日本日本日本日本へかけるへかけるへかけるへかける時時時時》》》》    

① 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。 

 

電話料金は SeaPass®（シーパス）に加算されます。 

つながるまでに約 40秒かかります。途中で切った場合に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 US＄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。 

詳細は客室内のご案内でご確認ください。 

《《《《日本日本日本日本からからからから船船船船へかけるへかけるへかけるへかける時時時時》》》》 
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。 

010010010010（国際電話識別番号）＋１１１１（アメリカ国番号）＋321321321321‐‐‐‐953953953953‐‐‐‐9003900390039003（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：2015年 12月まで有効の場合＝1215）  

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。 

 

客室内電話（アリュール） 
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iPod端末 

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。別途、米国までの国際電話料

金もかかります。 

 

アップルアップルアップルアップル社製社製社製社製のののの端末機端末機端末機端末機／／／／Terminal UnitTerminal UnitTerminal UnitTerminal Unit by Apple Inc. by Apple Inc. by Apple Inc. by Apple Inc.    

アリュール・オブ・ザ・シーズの各客室にはアップル社の端末機があり、ご自身

の iPodに接続しての使用や、iPhoneの充電をすることができます。 

    

スイートスイートスイートスイート客室客室客室客室のののの特典特典特典特典    

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 

●朝食・昼食時にスペシャリティレストランの座席利用可 ／ ●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 

※特典は予告なく変更となる場合があります。客室内の特典案内をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            6.6.6.6.    船船船船    内内内内    施施施施    設設設設                                                                            
＜＜＜＜エンターテインメントゾーンエンターテインメントゾーンエンターテインメントゾーンエンターテインメントゾーン＞＞＞＞    
オアシスクラス客船では多彩なエンターテインメントがあります。人気のメインシアターでのショーやミュージカ

ル、アイスショー、アクアシアターでのショー、コメディライブは予約制です。出航 5 日前までに船会社ホーム

ページ（英語）からご予約いただくか、乗船後に専用カウンターまたは客室内のテレビでご予約ください。 

※船会社ホームページ（英語） : www.royalcaribbean.com Before you board → [Pre-Cruise Planner]  

操作方法は日本語ホームページ : www.royalcaribbean.jp の「ご予約後の流れ」ページを参照ください。 

    

アイススケートリンクアイススケートリンクアイススケートリンクアイススケートリンク／／／／Center Ice Rink Studio B Center Ice Rink Studio B Center Ice Rink Studio B Center Ice Rink Studio B （（（（デッキデッキデッキデッキ 3333）））） 
アイススケートリンク、テレビスタジオ、コンサートスタジオ、トレードショー会場等

の多目的スペース。最新の放送システムを完備。 

アイススケートリンクでは、世界中のトップフィギュアスケーターによる迫力ある

ショーが上演されます。間近で繰り広げられるプロの演技は必見です。 

新たに ドリームワークスのキャラクター達が登場するミニ・アイスショーも加わ

りました。また、一般開放もされますのでカリブ海の洋上でアイススケートをお

楽しみいただけます。貸しスケート靴および滑走料金は無料です。(登録要)一

般開放の時間帯は船内でご確認ください。 

 

アイスショー（イメージ） 

Concierge ClubConcierge ClubConcierge ClubConcierge Club／／／／コンシェルジュコンシェルジュコンシェルジュコンシェルジュ・・・・クラブクラブクラブクラブ    （（（（デッキデッキデッキデッキ 11111111・・・・12121212））））    

グランドスイート（GS）以上のお客様専用のプライベートクラブです。 

入り口では SeaPassをご用意ください。 

コンチネンタルの朝食をご用意しております。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ございます。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の貸出しも出来ます。 
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シアターシアターシアターシアター／／／／Opal TheaterOpal TheaterOpal TheaterOpal Theater    （（（（デッキデッキデッキデッキ 3, 4&53, 4&53, 4&53, 4&5）））） 
1,380席の大型劇場。多彩なショーが繰り広げられます。 

『ヘアスプレー』（オアシス・オブ・ザ・シーズ）、『シカゴ』（アリュール・オブ・ザ・シーズ）といった著名なブロード

ウェイ・ミュージカルをはじめ、迫力あるアクロバット・パフォーマンスや歌とダンスの華やかなレビューショー、

マジックショーなど、多彩な演目が毎晩無料でお楽しみいただけます。また、3D スクリーンが設置されており、

ドリームワークスの最新映画も上映します。 

 

アクアアクアアクアアクア････シアターシアターシアターシアター／／／／AqAqAqAqua Theaterua Theaterua Theaterua Theater    （（（（デッキデッキデッキデッキ 5&65&65&65&6）））） 
洋上初めての海に面した野外円形劇場。最後尾に洋上最大・最深のプー

ルが設置されており、オリンピック出場経験のあるプロや NCAA チャンピオ

ンなどが音楽、光、噴水にのって優雅なシンクロナイズドスイミングやドラマ

チックなダイビングを披露します。眼下に広がる大海原を見晴らす 600 席

の座席からかつて上演されたことのない斬新なショーをお楽しみください。 

 

コメディライブコメディライブコメディライブコメディライブ／／／／Comedy LiveComedy LiveComedy LiveComedy Live    （（（（デッキデッキデッキデッキ 4444））））    

トークショーを楽しむステージです。2 人のコメディアンが繰り広げるウィット

に富んだ各 1時間のトークショーが毎晩 2-3回行われます。 

ニューヨークの地下鉄を模したデザインにも注目です。 

 

カジノカジノカジノカジノ／／／／CasinoCasinoCasinoCasino    （（（（デッキデッキデッキデッキ 4444））））            

※※※※18181818歳以上歳以上歳以上歳以上のおのおのおのお客様客様客様客様のみごのみごのみごのみご入場入場入場入場いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。 

カジノ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。思い切って運だめしし

てみてはいかがでしょう。 

※航海中のみ営業いたします。営業時間は船内新聞をご覧ください。また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）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。船内新聞でご確認ください。 

    

＜＜＜＜ロイヤルロイヤルロイヤルロイヤル････プロムナードゾーンプロムナードゾーンプロムナードゾーンプロムナードゾーン＞＞＞＞    
ロイヤルロイヤルロイヤルロイヤル・・・・プロムナードプロムナードプロムナードプロムナード／／／／Royal Royal Royal Royal PromenadePromenadePromenadePromenade    （（（（デッキデッキデッキデッキ 5555）））） 

深夜までオープンの船上の街。フリーダムクラス客船に比べ幅が約

2倍と、より広々とした開放的な空間になりました。また 3デッキ吹き

抜けで、ガラスドームの天井からは自然光が明るく差し込みます。カ

フェやバー、免税店やジュエリー、お土産など何でも揃う色々なショ

ップが並び、夜にはテーマナイトやパレードなどのイベントも行われ

ます。 

 

＜＜＜＜パレードパレードパレードパレード＞＞＞＞    

夜のロイヤル・プロムナードの目玉。陽気な音楽や照明の中、 

ユニークな衣装の大道芸人たちがパレードを行います。特に映画『シュレック』をはじめとしたドリームワーク

スの人気のキャラクターたちがいっせいに揃う陽気なパレードは必見です。 

    

免税品店免税品店免税品店免税品店・・・・ギフトショップギフトショップギフトショップギフトショップ／／／／ShopsShopsShopsShops    （（（（デッキデッキデッキデッキ 5555）））） 

ロイヤル・プロムナードに立ち並ぶショップは航海中のみオープン。免税品店では香水、貴金属、洋酒、たば

こ、ブランド品等を、ギフトショップでは T シャツ、キーホルダーなどのオリジナルグッズを取り扱います。 

    

    

ロイヤル・プロムナード 

アクアシアターでのショー(イメージ) 
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記念写真記念写真記念写真記念写真・・・・ビデオビデオビデオビデオ販売販売販売販売／／／／FocusFocusFocusFocus    （（（（デッキデッキデッキデッキ 6666））））    

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（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。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。【映像方式映像方式映像方式映像方式：：：：NTSCNTSCNTSCNTSC、、、、リージョンコードリージョンコードリージョンコードリージョンコード：：：：２２２２（（（（または allallallall））））をお選びください。】 帰国後帰国後帰国後帰国後、、、、写真写真写真写真

CDCDCDCD・・・・映像映像映像映像 DVDDVDDVDDVD共共共共ににににデータデータデータデータにににに不備不備不備不備があったがあったがあったがあった場合場合場合場合でもでもでもでも、、、、おおおお取替取替取替取替ええええ／／／／返金返金返金返金はははは一切承一切承一切承一切承りかねますりかねますりかねますりかねます。。。。 

 

＜＜＜＜セントラルパークエリアセントラルパークエリアセントラルパークエリアセントラルパークエリア＞＞＞＞    
セントラルパークセントラルパークセントラルパークセントラルパーク／／／／Central ParkCentral ParkCentral ParkCentral Park    （（（（デッキデッキデッキデッキ 8888）））） 
客船の中央に、本物の草木が生い茂り、季節の花々が咲き乱れる

オープンエアの公園が出現。サッカー場ほどの広さの中央にはベ

ンチが置かれた遊歩道があり、ピクニック気分でくつろぐことができ

ます。 

周りにはおしゃれなスペシャリティレストランやニューヨーク風の 

カフェ、バー、COACH のショップやアリュールには現代アート

BRITTOのギャラリーがあります。 

 

＜＜＜＜フィットネスフィットネスフィットネスフィットネス・・・・スパゾーンスパゾーンスパゾーンスパゾーン＞＞＞＞    
フィットネスセンターフィットネスセンターフィットネスセンターフィットネスセンター・・・・スパスパスパスパ／／／／Vitality At Sea FitnessVitality At Sea FitnessVitality At Sea FitnessVitality At Sea Fitness    Center, SpaCenter, SpaCenter, SpaCenter, Spa    （（（（デッキデッキデッキデッキ 5, 65, 65, 65, 6）））） 
船上最大のリラクゼーション施設。スパ、美容室、温浴室、フィットネスセンターなどがあります。 

    

＜＜＜＜バイタリティバイタリティバイタリティバイタリティ・・・・スパスパスパスパ＞＞＞＞    

エステティック・トリートメントルーム。フェイシャル、ハイドロセラピーバス、タラソテラピー、ホットストーン、 

アロマセラピー等のボディマッサージ、鍼マッサージなど各種トリートメントのメニューをご用意しています。優

雅なくつろぎのひとときをお過ごしください。（要予約、有料）。 

※終日クルージングの日は予約が取りづらくなっています。ご希望の方は乗船後早めのご予約をおすすめし

ます。また客室にその日だけの特別プログラムの広告が入りますのでお見逃しなく。 

※12歳未満の方はご利用いただけません。 

＜＜＜＜ビューティサロンビューティサロンビューティサロンビューティサロン（（（（美容室美容室美容室美容室）＞）＞）＞）＞    

航海中も寄港中もご利用いただけます。ヘアケア、マニキュア、ペディキュアなどの各種サービスがあります。

（要予約、有料）。特にフォーマルナイトの当日は大変混み合いますので、乗船当日早めに予約されることを

おすすめします。また各種化粧品も販売します。 

＜＜＜＜温浴室温浴室温浴室温浴室＞＞＞＞    

スチームルームには暖かいラウンジチェアがおかれリラックスできます。ドライサウナもあります。 

1日利用券をご購入いただきます。（30 ドル程度） 

    

＜＜＜＜フィットネスセンターフィットネスセンターフィットネスセンターフィットネスセンター＞＞＞＞    

最新のフィットネス器具を自由にお使いいただけるだけでなく、エアロバイク、ピラティスやヨガなどのプログラ

ムを多種ご用意しています。スケジュールや詳細は船内新聞をご覧ください。なおインストラクターが指導す

るものは有料です。フィットネスセンターからデッキ 5 の周囲のジョギングトラックに出られます。ご利用の場

合は運動に適した服装と靴をご用意ください（貸し出しはありません）。 

    

    

    

セントラルパーク 
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＜＜＜＜バイタリティバイタリティバイタリティバイタリティ・・・・カフェカフェカフェカフェ＞＞＞＞    

スパエリアの入り口にはスパ・カフェがありフィットネスやエステの前後にヘルシーな軽食やスムージーなど

のドリンクを召し上がることができます。（アラカルト料金） 

 

＜＜＜＜ボードウォークゾーンボードウォークゾーンボードウォークゾーンボードウォークゾーン＞＞＞＞    
ボードウォークボードウォークボードウォークボードウォーク／／／／BoardBoardBoardBoardwalkwalkwalkwalk    （（（（デッキデッキデッキデッキ 6666））））    

ノスタルジックな海辺の遊歩道をイメージしたボードウォークは家族で憩える屋外エリア。お子様が喜ぶドー

ナツショップやキャンディショップ、ハンバーガーなどカジュアルなレストランやバーが並びます。 

最後尾には野外円形劇場「アクアシアター」があります。 

 

回転木馬回転木馬回転木馬回転木馬／／／／CarouselCarouselCarouselCarousel    （（（（デッキデッキデッキデッキ 6666））））    

洋上初の回転木馬はボードウォークのシンボル。手仕事で作られた 

カラフルな馬、キリン、ライオンなど 21頭の動物が回ります。 

子どもも大人も楽しめるアトラクションです。 

 

近くにはハンバーガーやドーナツ、アイスクリーム、キャンディショップなど 

お子様向けのショップが並びます。 

またコスチューム写真スタジオ“Smile”での撮影も旅の記念にどうぞ。 

 

ロッククライミングロッククライミングロッククライミングロッククライミング壁面壁面壁面壁面／／／／Rock Climbing Wall Rock Climbing Wall Rock Climbing Wall Rock Climbing Wall （（（（デッキデッキデッキデッキ 7777））））    

アクアシアターの左右 2 ヶ所に設置されています。6 フロア分の高さがあり、ロイヤル･カリビアン客船中最大

です。 初心者にはレッスンを行います。ご利用は無料ですが、登録が必要です。ソックス、長ズボンを着用

ください。 

    

＜＜＜＜プールプールプールプール・・・・スポーツゾーンスポーツゾーンスポーツゾーンスポーツゾーン＞＞＞＞    
4444つのつのつのつのプールプールプールプール／／／／Main Pool, BeachMain Pool, BeachMain Pool, BeachMain Pool, Beach Pool, Pool, Pool, Pool,    Sports Pool, H2O ZoneSports Pool, H2O ZoneSports Pool, H2O ZoneSports Pool, H2O Zone    （（（（デッキデッキデッキデッキ 15151515））））    

プールエリアには、メインプール、水際がスロープになっているビーチプール、 

水上バレーボールやバスケットボールなどが楽しめるスポーツプール、そして 

滑り台や噴水が楽しい子供用プール（H2Oゾーン）があり、様々な世代の方に 

お楽しみいただけます。 

 

ソラリウムソラリウムソラリウムソラリウム・・・・展望展望展望展望ジャグジージャグジージャグジージャグジー／／／／SolariumSolariumSolariumSolarium    （（（（デッキデッキデッキデッキ 15151515）））） 

ソラリウムは南国ムードあふれる 18歳以上しか入ることのできない癒しの空間。 

ソラリウムプールでは椰子の木やオウムのオブジェなどが並ぶトロピカルなムードの中、 

ゆっくりとお過ごしいただけます。展望ジャグジーは海面から約 45m もの高さにあり、 

総ガラス張りの窓から素晴らしい眺めがご覧いただけます。また船首の海を一望 

できる場所にプライベート・カバナ（休憩ブース）があり人気のスポットとなっています。 

 

ゴルフリンクゴルフリンクゴルフリンクゴルフリンク／／／／Oasis DunesOasis DunesOasis DunesOasis Dunes    （（（（デッキデッキデッキデッキ 15151515））））    

無料でミニ・ゴルフが楽しめます。 

 

スポーツコートスポーツコートスポーツコートスポーツコート／／／／Sports CourtSports CourtSports CourtSports Court    （（（（デッキデッキデッキデッキ 15151515））））    

バスケットボール、バレーボール、パドルテニスなどが楽しめる公式

サイズのコート。 

 

ゴルフとスポーツコート 

回転木馬 

ビーチプール 
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卓球台卓球台卓球台卓球台／／／／TableTableTableTable----Tennis TableTennis TableTennis TableTennis Table    （（（（デッキデッキデッキデッキ 15151515））））    

後方 2箇所に卓球台がありお気軽にご利用いただけます。 

 

シートレックシートレックシートレックシートレック／／／／SeaTrekSeaTrekSeaTrekSeaTrek    （（（（デッキデッキデッキデッキ 15151515））））    

スキューバダイビング、シュノーケリング用品を扱うショップ。 

    

船上船上船上船上サーフィンサーフィンサーフィンサーフィン（（（（フローライダーフローライダーフローライダーフローライダー）／）／）／）／FlowRider®FlowRider®FlowRider®FlowRider®    （（（（デッキデッキデッキデッキ 16161616）））） 
フリーダムクラスで初めてお目見えした船上サーフィンが、オアシスクラスでは 2 ヶ所設置されました。 

しかもそれぞれがフリーダムクラスのものより大きいため、より迫力あるサーフィン、ボディボードを楽しむこと

ができます。時折インストラクターがデモンストレーションを行います。 

 

ジップラインジップラインジップラインジップライン／／／／Zip LineZip LineZip LineZip Line    （（（（デッキデッキデッキデッキ 16161616）））） 

ボードウォークの 9デッキ上を斜めに横切るスリル満点な遊具です。頭上はるか上

から船内の様子を眺めながら約 25ｍの幅を渡ります。 

 

※ロッククライミング、船上サーフィン、ジップラインについては乗船後予約が必要

です。ワイプ・アウト・バー（デッキ 16）の一角に予約ブースが設置されています。

危険を伴うスポーツである旨を承諾する同意書（ウェイバー）にサインをする必

要があります。（端末の液晶画面にサインします）。必ずご本人が予約してくださ

い。予約内容は SeaPass®（シーパス）に記録されます。いずれも人気のあるアク

ティビティですのでお早めにご予約ください。       

 

＜＜＜＜ユースユースユースユースゾーンゾーンゾーンゾーン＞＞＞＞    
お子さま向けのプログラムが行われるお部屋や託児室、ティーン専用ルームなどがあります。 

 

キッズアベニューキッズアベニューキッズアベニューキッズアベニュー／／／／Kids AvenueKids AvenueKids AvenueKids Avenue    （（（（デッキデッキデッキデッキ 14141414）））） 

アドベンチャー・オーシャンとよばれ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。 

また、ドリームワークスのキャラクターと遊べるイベントもあります。 

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。 

    

＜＜＜＜年齢別年齢別年齢別年齢別プログラムプログラムプログラムプログラム＞＞＞＞    

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） 

    

＜＜＜＜専用専用専用専用ルームルームルームルーム＞＞＞＞    

家族でスクラップブック作りや手工芸が楽しめる「ワークショップ」、おもちゃメーカー、クレヨーラと提携したお

絵かきルーム「イマジネーションスタジオ」、化学実験ができる「アドベンチャー・サイエンス・ラボ」、走り回った

りゲームやスポーツができる円形広場「プレイ」、洋上初の子供専用劇場「アドベンチャー・オーシャン・シアタ

ー」ではタレントショーやダンスクラスなどを通してステージに立つ経験をすることができます。 

    

＜＜＜＜キッズアーケードキッズアーケードキッズアーケードキッズアーケード＞＞＞＞    テレビゲームが置かれています。 

    

＜＜＜＜託児室託児室託児室託児室＞＞＞＞        6 ヶ月から 3歳未満のお子様をお預かりします。（1時間＄6～）    

    

ジップライン 
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＜＜＜＜ベビーシッターサービスベビーシッターサービスベビーシッターサービスベビーシッターサービス＞＞＞＞ベビーシッターサービスもございます。1歳以上のお子様を客室でお預かり 

します。（同一家族のお子様 3名まで 1時間＄19～。船内予約）    

    

ティーンエリアティーンエリアティーンエリアティーンエリア／／／／TeensTeensTeensTeens’’’’ Area Area Area Area    （（（（デッキデッキデッキデッキ 15151515））））    

キッズアベニューの 1デッキ上に置かれ、専用ディスコ、ナイトクラブや談話室、ゲームコーナーなど、 

ティーンだけが遊ぶことの出来る専用エリアです。 

ティーンディスコにはビデオゲーム、ミュージックビデオ、DJブース、ドリンクバーなどもあります。 

スポーツコートに面しており、友達どうし体を動かしてアクティブに過ごすこともできます。 

 

＜＜＜＜そのそのそのその他他他他＞＞＞＞    
医務室医務室医務室医務室／／／／Medical FacilityMedical FacilityMedical FacilityMedical Facility    （（（（デッキデッキデッキデッキ 2222））））    

船内には医師、看護師が常駐している医務室があります。酔い止め薬は無料ですが、薬の処方や診察を受

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、医療サービスは 24 時間受けられますので、

体調を崩された場合はすぐご連絡ください。各船には、横揺れ防止のフィンスタビライザーが設置されていま

すが、船酔いが心配な方のためにゲストサービスにも酔い止め薬を用意しています。 

 

図書室図書室図書室図書室／／／／LibraryLibraryLibraryLibrary    （（（（デッキデッキデッキデッキ 11111111）））） 
子供の本から雑誌まで蔵書は約 3,000冊です。パソコンが設置されており、CD-ROMなどもあります。ご利用

は無料です（インターネットは有料）。利用した本は下船前日の所定の時間までにご返却ください。 

 

カードルームカードルームカードルームカードルーム／／／／Card RoomCard RoomCard RoomCard Room    （（（（デッキデッキデッキデッキ 14141414））））    

トランプ等のテーブルゲームを楽しむことができます。 

 

会議室会議室会議室会議室／／／／Conference CenterConference CenterConference CenterConference Center    （（（（デッキデッキデッキデッキ 3333）））） 
各種会議やイベントに対応できます。 

 

チャペルチャペルチャペルチャペル／／／／Pinnacle ChapelPinnacle ChapelPinnacle ChapelPinnacle Chapel    （（（（デッキデッキデッキデッキ 17171717）））） 
船の最上階に位置するステンドグラスが美しいチャペル。船上で挙式もできます。 
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客室内キーボード 

                                                            7.7.7.7.    各各各各    種種種種    ササササ    ーーーー    ビビビビ    スススス                                                        

    

ゲストサービスゲストサービスゲストサービスゲストサービス／／／／Guest ServicesGuest ServicesGuest ServicesGuest Services    （（（（デッキデッキデッキデッキ 5555））））    

船内に関する総合案内所。24時間対応しています。各種ご案内の他、郵便受付、両替、貴重品のお預かり、

落とし物のお預かりなどの業務を行っています。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。その他ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 

    

ルームサービスルームサービスルームサービスルームサービス／／／／Room ServiceRoom ServiceRoom ServiceRoom Service 
お食事や飲み物など、24 時間ルームサービスメニューから注文できます。有料の飲み物（客室にあるミネラ

ルウォーターも有料です。）以外、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。その他追加

の毛布のご要望なども承ります。お気軽にお申しつけください。なお、１回のサービスにつき$1～2 程度のチ

ップをお渡しください。また深夜 0：00～早朝 5：00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

いただきますのでご了承ください。 

 

ドライクリーニングドライクリーニング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ランドリーランドリー／／／／Dry CleaningDry CleaningDry CleaningDry Cleaning＆＆＆＆LaundryLaundryLaundryLaundry 
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に置いておいてください。出来上がり次第客室に届きます。代金は

SeaPass®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。 

 

道案内道案内道案内道案内パネルパネルパネルパネル／／／／Digital Way Finder PanelDigital Way Finder PanelDigital Way Finder PanelDigital Way Finder Panel    

エレベーター付近には、道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。 

 

インターネットインターネットインターネットインターネット／／／／Royal Caribbean OnlineRoyal Caribbean OnlineRoyal Caribbean OnlineRoyal Caribbean Online 
デッキ 7、9の前方にインターネットコーナーがあります。またデッキ 14のカ

ードルームにもパソコンが設置されています（24時間利用可能）。 

また客室内にはキーボードがあり、テレビ画面をモニターにしてインター 

ネットをすることができます。Hotmail、Ｇmail、Yahooなどのメールアドレス

をお持ちの方はご自身の E メールの送受信もできます。 

クルーズカードをパソコンの脇についている挿し込み口に通し、客室番号

を入力してください。 

画面の表示は英語です。アルファベットのみ入力いただけます。日本語の入力、送信はできませんので、ロ

ーマ字表記のみとなります。 

客室やパブリックエリアではＷiFi対応のノート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。

通信料金はいずれも 1分 65セント、60分 35 ドルなど各種パッケージもあります。 

 

ダイダイダイダイヤヤヤヤモンドモンドモンドモンド・・・・ラウンジラウンジラウンジラウンジ／／／／Diamond LoungeDiamond LoungeDiamond LoungeDiamond Lounge    （（（（デッキデッキデッキデッキ 6666））））    

ロイヤル・カリビアンのリピーター会員「クラウン＆アンカー」のうち、ダイヤモンド、ダイヤモンド・プラス、ピナ

クルクラブ会員の方にご利用いただけるラウンジです。朝食、夕刻には各種お飲み物をご用意しておりま

す。 
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                8.8.8.8.    船船船船    内内内内    イイイイ    ベベベベ    ンンンン    トトトト                                                                    

    

ボンボンボンボン・・・・ボヤージュボヤージュボヤージュボヤージュ・・・・パーティーパーティーパーティーパーティー／／／／Bon Voyage PartyBon Voyage PartyBon Voyage PartyBon Voyage Party    （（（（プールサイドプールサイドプールサイドプールサイド、、、、デッキデッキデッキデッキ 15151515）））） 
クルーズの旅ならではの出航シーンはぜひプールサイドでお過ごしください。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。 

 

キャプテンズキャプテンズキャプテンズキャプテンズ・・・・ウェルカムアボードウェルカムアボード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レセプションレセプション／／／／CaptainCaptainCaptainCaptain’’’’s Welcome Aboard Receptions Welcome Aboard Receptions Welcome Aboard Receptions Welcome Aboard Reception    

クルーズ 2 日目の晩、デッキ 5 のロイヤル・プロムナードでキャプテン主催の乗船歓迎カクテルパーティーが

開かれます｡ 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。正確な場所・時間は船内新聞でご

確認ください。 

    

映画映画映画映画／／／／CinemaCinemaCinemaCinema 
客室のテレビでは最新ヒット作品が楽しめます（但し日本語字幕はありません）。またシアター（デッキ 3-5）の

3Dスクリーンでも映画上映があります。プログラムや時間は船内にてご確認ください。 

 

ビンゴビンゴビンゴビンゴ／／／／BingoBingoBingoBingo            ※※※※    ビンゴビンゴビンゴビンゴのののの種類種類種類種類によってはによってはによってはによっては年齢制限年齢制限年齢制限年齢制限がございますがございますがございますがございます。。。。 
ビンゴカードを SeaPass®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｡ 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。くれぐれもルールを聞き逃さないように ! 

    

オールアクセスツアーオールアクセスツアーオールアクセスツアーオールアクセスツアー／／／／All Access TourAll Access TourAll Access TourAll Access Tour 
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午前に行います。お一人様＄150 で所要約 3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ゲストサービスでお申込みください。 

 

各各各各種種種種アクティビティアクティビティアクティビティアクティビティ／／／／ActivitiesActivitiesActivitiesActivities 
各種ダンス教室、カラオケ大会、ナプキン講習会、料理デモンストレーション、ワイン・テイスティング、語学教

室など、毎日様々なイベントやプログラムが催されます。詳細は船内新聞でご確認ください。 

 

オークションオークションオークションオークション／／／／AuctionAuctionAuctionAuction    

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がオークションにかけられます。プレビューを見物

するだけでもお楽しみいただけます。 

※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フェアウェルショーフェアウェルショー／／／／Farewell ShowFarewell ShowFarewell ShowFarewell Show    （（（（シアターシアターシアターシアター、、、、デッキデッキデッキデッキ 3, 4 & 53, 4 & 53, 4 & 53, 4 & 5）））） 
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。 
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                            9. 寄港寄港寄港寄港地観光地観光地観光地観光（（（（ショアエクスカーションショアエクスカーションショアエクスカーションショアエクスカーション））））                                            

    

ショアエクスカーションショアエクスカーションショアエクスカーションショアエクスカーション・・・・デスクデスクデスクデスク／／／／Box Office & Explorations! （（（（デッキデッキデッキデッキ 5）））） 
寄港地でのショアエクスカーション（有料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為に各種ご案内もいたします。 
 
ショアエクスカーションのお申込みは、各客室に配布済みの申込み用紙に必要事項をご記入の上ショアエク

スカーション・デスクに提出してください。申込みの受付け／締切り時間は船内新聞でご確認ください。 
またツアーの内容詳細の確認やご予約は客室内のテレビでもできます。 
 
全てのツアーの予約受付は先着順となりますので、お早めにお申し込みになることをおすすめします。 
チケットは客室に届けられますので、集合場所/出発時間をご確認ください。 
お支払は SeaPass®に自動的に加算され、下船時にまとめて精算になります。 
 
＜事前予約＞ 
※ツアーの内容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き、予約する

ことができます。事前予約をご希望の方は出航 5 日前までにお客様自身でお申込みください。この場合お

客様のクレジットカード払いで、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」内に説明があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
寄港地寄港地寄港地寄港地へへへへ 
寄港地寄港地寄港地寄港地でででで下船下船下船下船するするするする際際際際はははは SeaPass®（（（（シーパスシーパスシーパスシーパス））））ととととパスポートコピーパスポートコピーパスポートコピーパスポートコピーをををを必必必必ずおずおずおずお持持持持ちくださいちくださいちくださいちください。。。。下船下船下船下船／／／／再乗船再乗船再乗船再乗船のののの際際際際

ののののセキュリティチェックセキュリティチェックセキュリティチェックセキュリティチェックにににに必要必要必要必要ですですですです。。。。 
ショアエクスカーションにご参加の方は、事前にキャビンに配られるチケットをご確認の上、ご集合ください。

ツアーによっては複数集合時間が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

20分おきに往復していますのでお好きな時間に下船/乗船ください。 

    

※※※※すべてのすべてのすべてのすべての寄港地寄港地寄港地寄港地においてにおいてにおいてにおいて、、、、出航出航出航出航のののの 30分前分前分前分前までにまでにまでにまでに必必必必ずずずず船船船船におにおにおにお戻戻戻戻りくだりくだりくだりくださいさいさいさい。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

寄港地観光寄港地観光寄港地観光寄港地観光のののの主主主主ななななツアーツアーツアーツアー((((抜粋抜粋抜粋抜粋))))をををを日本語日本語日本語日本語訳訳訳訳でごでごでごでご案内案内案内案内していますしていますしていますしています。。。。    

ＰＰＰＰ.34 .34 .34 .34 参考参考参考参考資料資料資料資料    をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

※内容は予告なく変更となる場合があります。 
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                     10. おおおお 食食食食 事事事事 にににに つつつつ いいいい てててて                        
 
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、イタリアンやステーキ、日本食など多彩な専門レス

トラン、エレガントな特別レストラン、気軽なビュッフェレストラン、ハンバーガーショップ、カフェなどバラエティ

に富んだスタイルでご堪能いただけます。またルームサービスも 24時間受け付けております。 

メインダイニングルームには日本語のメニューをご用意しておりますので、ウェイターに「Japanese Menu（もし

くは International Menu）, please」とお申し付けください。 

 

メインダイニングルームメインダイニングルームメインダイニングルームメインダイニングルーム    

    

アールデコデザインの 3 階建てメインダイニングルーム。それぞれが大階段でつながっており、中央には壮

麗な吹抜けがあり優雅な空間を演出しています。 

日本語のメニューをご用意しておりますので、簡単にオーダーしていただけます。 

 

ディナータイムは、お食事時間があらかじめ決まっているトラディショナルダイニングと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。お食事時間（メインまたはセカンドシーティング）とテーブル番号は、クルーズ中毎

日同じです。ご予約されたダイニングの時間とテーブル番号は SeaPass®（シーパス）に記載してありますの

でご確認ください。乗船後の夕食のお席のご要望、お問い合わせは乗船後夕食時間前に限り承ります。 

 

マイタイムダイニングをご予約の方は乗船後に各日の夕食時間のご希望を承ります。デッキ 5、メインダイニ

ングルーム前の専用コーナーで乗船後早めにご予約ください。お席に限りがありご希望の時間がご予約でき

るとは限りませんのでご了承ください。特に時間の希望がない場合は到着順に順次空きテーブルにご案内し

ます。 

※船会社ホームページ（英語） : www.royalcaribbean.com Before you board → [Pre-Cruise Planner]の

Food and Drink Reservationから事前に予約しておくこともできます。  

 

なお、朝食、昼食は全てオープンシーティング（自由席）です。 

船内でのお食事はアルコール飲料や一部のソフトドリンク、スペシャリティレストランのカバーチャージなどを

除き、全てクルーズ代金に含まれています。 

 

ビュッフェレストランビュッフェレストランビュッフェレストランビュッフェレストラン    （（（（デッキデッキデッキデッキ 16161616）））） 
    

【【【【ウィンジャマーウィンジャマーウィンジャマーウィンジャマー・・・・カフェカフェカフェカフェ／／／／Windjammer Market PlaceWindjammer Market PlaceWindjammer Market PlaceWindjammer Market Place】】】】    

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取りできる気軽なレストランです。

朝食、昼食、夕食のほか、早朝や午後などにもコーヒー、紅茶や軽食でご利用いただけます。 

 
そのそのそのその他他他他ののののレストランレストランレストランレストラン    

    

スペシャリティレストランは予約制でカバーチャージ（お席料）がかかりますが、パートナーとお二人だけで、ま

たご家族やお友達同士でゆったりとした、より上質なお食事を楽しむことができるため大変人気です。 

その他にもカフェやピッツェリア、ドーナツショップやカップケーキなどの軽食も楽しむことができます。 
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＜＜＜＜セントラルパークセントラルパークセントラルパークセントラルパーク（（（（デッキデッキデッキデッキ 8888）＞）＞）＞）＞    

レストラン名 概要 朝食 昼食 夕食 

150 Central Park 

150セントラルパーク 

船内で最もエレガントなレストラン。 

最先端の料理やワインを楽しめます。 

※要予約 

― ― $40 

Chops Grille  

チョップスグリル 

人気のステーキハウス。お好みの焼き

加減とソースでご堪能ください。 

※要予約 

― ― $30 

Giovanni’s Table 

ジョバンニ・テーブル 

豊かなトスカーナ地方のトラットリアを

思い起こさせる、親しみやすいイタリア

ンレストラン。※要予約 

― $15 $20 

Vintages 

ヴィンテージ 

選りすぐりのワインバー。チーズやタパ

スなどおつまみも充実しています。 

― 

有料 

アラカルト 

有料 

アラカルト 

Park Café 

パークカフェ 

ニューヨークデリスタイルのカフェ。 

サンドイッチやパニーニ、ケーキなど 

朝食やティータイムにどうぞ。 

無料 無料 無料 

    

＜＜＜＜ロイヤルロイヤルロイヤルロイヤル・・・・プロムナードプロムナードプロムナードプロムナード（（（（デッキデッキデッキデッキ 5555）＞）＞）＞）＞    

レストラン名 概要 朝食 昼食 夕食 

Sorrento’s 

ソレント 

カジュアルなピッツェリア。各種ピザや

パイなど。テイクアウトもできます。 

― 無料 無料 

Café Promenade 

カフェ・プロムナード 

パン、サンドイッチ、ケーキ、コーヒー､

紅茶が楽しめます。またシアトルズベス

トを併設しています。 

無料 無料 無料 

Starbucks Café 

スターバックス 

日本でも人気のスターバックス洋上 

支店です。 

有料 

アラカルト 

有料 

アラカルト 

有料 

アラカルト 

Cupcake Cupboard 

カップケーキ・ 

カップボード 

1940 年代をイメージしたデザインの店

に色とりどりのカップケーキが並びま

す。ニューヨークで大人気のスイーツで

す。 

有料 

アラカルト 

有料 

アラカルト 

有料 

アラカルト 

    

＜＜＜＜スパエリアスパエリアスパエリアスパエリア    （（（（デッキデッキデッキデッキ 6666）＞）＞）＞）＞    

レストラン名 概要 朝食 昼食 夕食 

Vitality Café 

ヴァイタリティ・カフェ 

スパの入口にあり、ヘルシーなサンド

ウィッチ、フルーツ、フレッシュジュー

ス、スムージーなどカロリーが気になる

方にぴったりの軽食を提供。 

 

無料 

 

無料 

 

無料 

    

    

    

    

    

    

    

    

※シアトルズベストの 

スペシャルコーヒーは有料 

※全時間帯ドリンクは有料 
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＜＜＜＜ボードウォークボードウォークボードウォークボードウォーク（（（（デッキデッキデッキデッキ 6666）＞）＞）＞）＞    

レストラン名 概要 朝食 昼食 夕食 

Seafood Shack 

シーフード・シャック 

＊オアシスのみ 

カジュアルなファミリーレストラン。気軽

な雰囲気でシーフードなどが楽しめま

す。 

― 

有料 

アラカルト 

有料 

アラカルト 

Rita’s Cantina 

リタズ・カンティーナ 

＊アリュールのみ 

カジュアルなメキシコ料理店。本場のタ

コスやマルガリータなどが楽しめます。 

― 

有料 

アラカルト 

+ $3 

有料 

アラカルト 

+ $3 

Johnny Rockets 

ジョニーロケッツ 

‘50年代風の本格的ハンバーガー 

ショップ。朝食メニューもあります。 

無料  

$4.95 

 

$4.95 

Donut Shop 

ドーナツショップ 

昔ながらのドーナツショップ。いつでも

気軽に立ち寄れます。 

無料 無料 無料 

Ice Cream Parlor 

アイスクリーム 

さまざまなフレーバーやトッピングをご

用意しています。 

有料 

アラカルト 

有料 

アラカルト 

有料 

アラカルト 

Dog House 

ドッグハウス 

＊アリュールのみ 

小腹が空いた時に嬉しいホットドッグ。

いろいろな種類から選べます。 

― 

有料 

アラカルト 

有料 

アラカルト 

    

＜＜＜＜コンシェルジュコンシェルジュコンシェルジュコンシェルジュ・・・・ラウンジラウンジラウンジラウンジ    （（（（デッキデッキデッキデッキ 12121212）＞）＞）＞）＞    

レストラン名 概要 朝食 昼食 夕食 

Chef’s Table 

シェフズテーブル 

コンシェルジュ・ラウンジ内に設けられ

た特別レストラン。少人数の懇親会形

式でシェフのお勧め料理が堪能できる  

貸切用フォーマルダイニングです。 

※要予約 

― ― $95 

    

＜＜＜＜プールエリアプールエリアプールエリアプールエリア    （（（（デッキデッキデッキデッキ 15151515）＞）＞）＞）＞    

レストラン名 概要 朝食 昼食 夕食 

Solarium Bistro 

ソラリウム・ビストロ 

＊夜はオアシスのみ 

朝食・昼食はヘルシーメニューのレスト

ラン。夜はロマンティックなスペシャル・

ダイニングになります。 

無料 無料 $20 

Samba Grill 

サンバ・グリル 

＊アリュールのみ 

豪快な串焼き、シュラスコがメインのブ

ラジル式ステーキレストランです。 

― ― $30 

Wipe Out Café 

ワイプアウトカフェ 

ビュッフェスタイルのカフェ。スポーツの

後、小腹が空いた時などに便利です。 

無料 無料 無料 

    

＜＜＜＜デッキデッキデッキデッキ 16161616＞＞＞＞    

レストラン名 概要 朝食 昼食 夕食 

Izumi Asian Cuisine 

イズミ 

寿司バーや石焼料理をはじめアジア各

国の料理が楽しめます。  

― 

有料 

アラカルト 

+ $3 

有料 

アラカルト 

$5 

    

    

    

※全時間帯ドリンクは有料 
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いろいろなおいろいろなおいろいろなおいろいろなお食事食事食事食事ののののスタイルスタイルスタイルスタイル …………………… 
モーニングコーヒーモーニングコーヒーモーニングコーヒーモーニングコーヒー 
早起きのお客様のために、ウィンジャマー・カフェ、カフェ・プロムナード、パークカフェなどは早朝からオープ

ンしています。ホットコーヒー、焼きたてのデニッシュ、ペストリーを美しい朝日とともにどうぞ。 
メインダイニングルームメインダイニングルームメインダイニングルームメインダイニングルームでのでのでのでの朝食朝食朝食朝食    
朝食からしっかり召し上がりたい方はメインダイニングルームへ。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。 

客室客室客室客室でのでのでのでの朝食朝食朝食朝食    
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。ご就寝前にドアノブに注文用紙をおかけください。なお最終日には

ご注文いただけません。 

ビュッフェビュッフェビュッフェビュッフェのののの朝食朝食朝食朝食    
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、フレッシュ

ジュース、フルーツ、ヨーグルト、コーヒー、紅茶などお好みのものを選べます。テーブルは自由席です。 

メインダイニングルームメインダイニングルームメインダイニングルームメインダイニングルームでのでのでのでの昼食昼食昼食昼食    
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。

自由席ですからディナーとは異なる雰囲気をお楽しみいただけます。 

ビュッフェビュッフェビュッフェビュッフェでのでのでのでの昼食昼食昼食昼食    
ウィンジャマー・カフェでは、カジュアルに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。 

ジョニーロケッツジョニーロケッツジョニーロケッツジョニーロケッツでのでのでのでの昼食昼食昼食昼食    
50’S のムードあふれるハンバーガーショップです。ジュークボックスからはオールディーズが流れ、本格的な

ハンバーガーとともに陽気なウェイターたちが楽しませてくれます。（カバーチャージ／ $4.95） 

軽食軽食軽食軽食    
ボードウォークでカップケーキやドーナツ、アイスクリーム、ホットドッグなどをテイクアウトしてはいかがでしょ

う。またウィンジャマー・カフェでは、毎日午後紅茶とサンドウィッチ、ケーキなどをサービスしています。 

メインダイニングルームメインダイニングルームメインダイニングルームメインダイニングルームでのでのでのでの夕食夕食夕食夕食    
メインダイニングルームは、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一人一人のご注文に応じます。 

肉、魚のチョイスも自由で、シップシェイプメニューを選べば、カロリーやコレステロールが少ないコースになり

ます。お子様用メニューもご用意しています。昼食、夕食時のメインダイニングルームには、低コレステロー

ル食、低脂肪食など健康を気遣う方の為のメニューもございます。 

ワインワインワインワイン    
ワインは豊富にご用意しております。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） 

スペシャリティレストランスペシャリティレストランスペシャリティレストランスペシャリティレストランでのでのでのでのディナーディナーディナーディナー    
予約制のレストラン（150 セントラルパーク、ジョバンニ・テーブル、チョップス

グリルなど）ではより本格的なお食事を優雅なサービスでお召し上がりいた

だけます。（カバーチャージ／レストランにより異なります。お一人様 $15 ～

40程度） 

ルームサービスルームサービスルームサービスルームサービスのおのおのおのお食事食事食事食事    
24時間のルームサービスを承ります。温かい軽食、サンドウィッチ、 

サラダ、フルーツなどもございます。メニューはキャビン内のご案内をご覧ください。

（深夜のオーダーは 1回＄3.95のサービスチャージがかかります） 

※※※※    各各各各レストランレストランレストランレストランのののの営業時間営業時間営業時間営業時間はははは日日日日によってによってによってによって異異異異なりますなりますなりますなります。。。。船内新聞船内新聞船内新聞船内新聞にてごにてごにてごにてご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。    

150 セントラルパーク 
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                 11. ババババ ーーーー ＆＆＆＆ ララララ ウウウウ ンンンン ジジジジ                            
気の向くままにくつろぎの時間を過ごすのもクルーズの醍醐味です。広い船内には趣向を凝らしたスポットが

たくさんあります。ダンスパーティをのぞいてみたり、バーをはしごしたりとお酒を召し上がらない方も雰囲気

を楽しみにぜひおでかけください。夜更かしをしてもお部屋のベッドまでは歩いて数分です。 
なお、料金はいずれもアラカルト料金で SeaPass®（シーパス）にチャージされます。 

Jazz on 4 

ジャズ・オン・フォー 

デッキ 4 

ビロードのソファ、ベルベットの椅子などくつろい

だ雰囲気でジャズやブルースを楽しめます。 

Blaze 

ブレイズ（ナイトクラブ） 

デッキ 4 

燃え立つ炎のドアを入るとにぎやかな音楽が。深

夜までお楽しみいただけます。 

On Air Club 

カラオケ 

デッキ 5 

船上でカラオケが楽しめます。日中はスポーツ 

バーになります。 

Starbucks Coffee 

スターバックスコーヒー 

デッキ 5 お馴染みのスターバックスコーヒーです。 

Boleros / ボレロ（ラテンバー） デッキ 5 

人気のラテンバー。テキーラやモヒートなども楽し

める陽気なバーではラテンダンスタイムも。 

Globe and Atlus Pub 

グローブ＆アトラスパブ（オアシス） 

Bow & Stern Pub 

ボー＆スターンパブ（アリュール） 

デッキ 5 

英国パブ。世界各国のビールやウィスキーが楽し

める英国パブ。上には、大きな銅製の地球儀が

置かれ、中央から半分に割れるとパフォーマンス

の舞台となります。 

Rising Tide Bar 

ライジング・タイド・バー 

デッキ 5,8 

洋上初の動くバー。ロイヤル・プロムナードとセン

トラルパークの間を上下します。 

Champagne Bar 

シャンパン・バー 

デッキ 5 

ゲストサービス向かいにあり、気軽に立ち寄れる

上品なバー。 

Schooner Bar / スクーナー・バー デッキ 6 帆船をイメージしたピアノバー。 

Boardwalk Bar 

ボードウォーク・バー 

デッキ 6 

アクアシアターのスクリーンを眺めながらくつろげ

るボードウォークのメインバー。 

Trellis Bar / トレリス・バー デッキ 8 ガラスドームのあずまや風バー。 

Dazzles 

ダズルズ（ダンスラウンジ） 

デッキ 

8-9 

2 デッキ吹き抜けの豪華なダンスラウンジ。ビッグ

バンドからディスコ、社交ダンスなど毎夜テーマに

沿って様々な音楽を楽しめます。 

Wipe Out Bar 

ワイプ・アウト・バー 

デッキ 16 

デッキ 15、スポーツコート近くとデッキ 16、船上サ

ーフィンの側にある立ち飲みカフェ・バー。 

ビール・ワインなどを扱っています。セルフのアイ

スクリーム機も人気です。 

Solarium Bar 

ソラリウムバー 

デッキ 16 

ソラリウムの上にある雰囲気のよいバー。ガラス

張りで見晴らしも抜群です。 

Sky bar / Mast Bar 

スカイバーとマストバー 

デッキ 16 プールエリアをのぞむ開放的なバー。 

Viking Crown Lounge 

バイキング・クラウン・ラウンジ 

デッキ 17 

プールエリアを望む最上階のラウンジ。夜にはバ

ンドやピアノの生演奏に合わせ、ダンスができる

ステージもあります。 

    



 26 

                                                                            11112222....    下下下下        船船船船                                                                                    

下船準備下船準備下船準備下船準備についてについてについてについて    

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、自分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。 

 

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。 

 

＊下船日当日のフライトで移動予定の方など、お急ぎの場合はゲストサービス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 

サービスデスク横の専用箱へお入れください。 

 

SeaPass®SeaPass®SeaPass®SeaPass®（（（（シーパスカードシーパスカードシーパスカードシーパスカード））））のごのごのごのご精算精算精算精算 
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。必ずご確認ください。ご不明な点

は直ちにゲストサービスにお問い合わせください。ご利用明細の印刷はゲストサービスにて承ります。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までにゲストサービスにお越し

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）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。 

 

下船下船下船下船スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール 
1. パスポートをお預かりしていた場合は、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。バゲージタグの色および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）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. 荷物はエスカレーターを降りターミナルビル 1Fでお受け取りください。タグの色および番号別にターンテー

ブルに出てきますので、ご自分のタグの色および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。 

 

※下船はかなりの時間を要する場合があります。乗継便等の事情で早めの下船を希望される方は、前日ま

でにゲストサービスにお申し出いただき、優先下船のバゲージタグをご入手ください。一番早い下船（エク

スプレス）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システムです。 

 

※※※※荷物荷物荷物荷物のののの破損破損破損破損、、、、紛失紛失紛失紛失がががが生生生生じたじたじたじた際際際際はははは必必必必ずずずず船会社船会社船会社船会社のののの証明証明証明証明をもらってくださいをもらってくださいをもらってくださいをもらってください。 
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                            11113333....    乗船中乗船中乗船中乗船中にににに気気気気をつけていただきたいことをつけていただきたいことをつけていただきたいことをつけていただきたいこと                                                                                            

この度はロイヤル・カリビアン・インターナショナルをご利用いただきまことにありがとうございます。 

クルーズはお楽しみいただけましたでしょうか？以下は下船後よく問題になる点です。各案内ページでも明

記しておりますが、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。 

 

船内船内船内船内カードカードカードカード／／／／SeaPass®SeaPass®SeaPass®SeaPass®（（（（シーパスシーパスシーパスシーパス））））精算精算精算精算    

船内でご利用のSeaPass®（シーパス）明細書（請求書）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。 な

お、SeaPass®（シーパス）の明細は乗船期間中いつでも客室内のテレビ画面でもご確認いただけます。 

 

船内販売船内販売船内販売船内販売 CDCDCDCD（（（（写真写真写真写真））））・・・・DVDDVDDVDDVD    

クルーズ最終日には航海中の様子を撮影した記念 CDや DVDを販売しています。 

CD を閲覧するためには日本語サポートのないアメリカのソフト会社のドライバーをお客様の PC にインス ト

ールする必要があります。日本総代理店でのケアはできませんのであらかじめご了承くださいませ。 

また 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。 

 

船内船内船内船内でのでのでのでの買買買買いいいい物物物物    

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。 

 

船内船内船内船内クリーニングクリーニングクリーニングクリーニング    

クリーニングにだ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。 

 

客室客室客室客室のののの不備不備不備不備    

眺望、騒音、排水等客室に問題があった場合は、その場で船のスタッフにクレームを挙げ、客室変更などを

して対応してください。帰国後の返金は一切いたしかねます。 

 

忘忘忘忘れれれれ物物物物    

船内での忘れ物は後日問い合わせをしてもまず見つかりませんので、十分ご注意ください。 

 

手紙手紙手紙手紙のののの投函投函投函投函    

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。 

 

荷物荷物荷物荷物のののの破損破損破損破損・・・・紛失紛失紛失紛失    

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、ご自身で

海外旅行保険にご加入されることをおすすめします。 
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                    14. 船内新聞船内新聞船内新聞船内新聞”CRUISE COMPASS”のののの見方見方見方見方                
 

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います。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記載されていますので、必ずお読みください。 

＊出航前の船内説明会で日本語の船内新聞（ダイジェスト版）をお渡ししますので、併せてご確認ください。 

＊下記は一日目の見本です。2 日目以降も類似のフォーマットになります。 

 
＜P.1＞ 

① 

 
 
 
 
 
 
② 

③ 

 
 
 
 
 
④ 

⑤ 

 
 
⑥ 

 
 
⑦ 

 
 
⑧ 

 
 
 
 
 
⑨ 

 
 
 
⑩ 

出航日 

ご挨拶 

船内オリエンテー 

ションのご案内 

チャイルドルーム 

のご案内 

ショーのスケジュ

ールは２ページ目

をご覧ください 

おすすめ施設 

P.1～2は船内の一般的な情報、ご注意点 
お勧めのイベントショーのご案内です。 

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 

①船名 

②日の出・日没時刻 

③本日の天気 

④最終乗船時間 

⑤お荷物の配達 

船内での 

情報収集方法 
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↓船内施設のご案内      ↓本日のおすすめの催し物とショー 

 
 

 

寄港地観光 

 

 

 

 

 

リピーター会員の方へ 

 

 

 

健康プログラム 

 

 

 

 

乳児の方へ 

 

 

 

 

チャイルドルーム 

 

 

 

 

 

 

カジノ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネット 

午後の催し物 

今夜のショーのご紹介 

夜の催し物 

＜P.2＞ 
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デイリープランナー表面 

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。 

昼と夜で各一枚です。 

①船内施設営業時間 

↓折る 

オープン時間 

デッキ階数  

↓切取り 

名称 

② 

オープン時間 エリア デッキの階数 

↓ご注意 

① 各施設の場所・オープン時間 

② 昼食の場所・オープン時間 

③ 軽食の場所・オープン時間 

各施設の 

内線番号 

＜P.3＞ 

③ 
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デイリープランナー裏面            

催物・イベントスケジュール              各種ご案内 

①午前 

②午後 ※夜は別のページになります。 

 

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 

① 

② 

オープン時間 

＜P.4＞ 
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船内新聞 日本語訳見本 

※東／西カリブ海クルーズ 7 泊のお客様には、日本語船内新聞＜ダイジェスト版＞をお渡しします。 

Japanese Edition / Oasis of the Seas

今日のお天気：英語版船内新聞にてご確認下さい。

シップタイムシップタイムシップタイムシップタイム：：：：フォートローダーデールフォートローダーデールフォートローダーデールフォートローダーデール時間時間時間時間

自由席自由席自由席自由席（（（（ドレスコードドレスコードドレスコードドレスコード：：：：カジュアルカジュアルカジュアルカジュアル）））） デッキ

11:30AM-3:30PM ウインジャマーウインジャマーウインジャマーウインジャマー（バイキング） 16

11:30AM-3:30PM パークパークパークパーク・・・・カフェカフェカフェカフェ（サラダ・サンドイッチ等） セントラルパーク ８

正午-3:30PM ソラリウムビストロソラリウムビストロソラリウムビストロソラリウムビストロ（サラダ・サンドイッチ等） ソラリウム 16

11:00PM-7:00PM ワイプアウトワイプアウトワイプアウトワイプアウト・・・・カフェカフェカフェカフェ（ハンバーガー等） スポーツデッキ15

正午-10:00ＰＭ シーフードシャックシーフードシャックシーフードシャックシーフードシャック（シーフード） ボードウオーク 6

（予約不要・カバーチャージ$8.95）

出航前に全員が必須参加の避難訓練が行われます

集合番号と場所はキャビンのドアの内側に表示されて

指定席指定席指定席指定席（（（（ドレスコードドレスコードドレスコードドレスコード：：：：カジュアルカジュアルカジュアルカジュアル）））） デッキ います。集合場所ではシーパスカードをご提示下さい。

6:15PM メインのお客様 オーパス 3・4・5 避難訓練は全員集合の確認がとれ避難時の案内が

8:45PM セカンドのお客様 オーパス 3・4・5 済むと終了です。デッキ４・５・６にて

注） 夕食の指定席（テーブル番号）はシーパスカード中央に3桁で記載されています。

初日は入口で係員にご提示下さい。日本語のメニューもあります。アイスティー、

レモネード、コーヒー、紅茶、グラスのお水は無料。その他飲料とお酒類は有料。

自由席自由席自由席自由席（（（（ドレスコードドレスコードドレスコードドレスコード：：：：カジュアルカジュアルカジュアルカジュアル））））

6:30PM-9:00PM ウインジャマーウインジャマーウインジャマーウインジャマー（バイキング） 16 一度に多数のお荷物を各キャビンにお届けする為

予約制予約制予約制予約制・・・・有料有料有料有料レストランレストランレストランレストラン（（（（ドレスコードドレスコードドレスコードドレスコード：：：：スマートカジュアルスマートカジュアルスマートカジュアルスマートカジュアル）））） お時間がかかることをご了承下さい。8：00PM迄に

予約（テレビ又は来店にて）要。カバーチャージ（チップ込）は各レストランによって異なります。 届かない場合はデッキ5のゲストサービス係員に

24時間以内のキャンセルにはお取消料、当日不参加の場合は全額ご請求となります。 「BAGS HAVE NOT BEEN DELIVERED TO  

6:00PM-9:45PM ジョバンニジョバンニジョバンニジョバンニ（イタリア料理） セントラルパーク 8 OUR CABIN YET」とお申し出下さい。

カバーチャージ：15ドル

6:00PM-9:45PM チョップスグリルチョップスグリルチョップスグリルチョップスグリル（ステーキとシーフード） セントラルパーク 8

カバーチャージ：25ドル　 各キャビンは1:00PM頃にご用意されます。

6:00PM-9:45PM 150150150150セントラルパークセントラルパークセントラルパークセントラルパーク（高級コンチネンタル） セントラルパーク 8

カバーチャージ：35～ドル

6:00PM-9:45PM いずみいずみいずみいずみ（（（（日本食日本食日本食日本食）））） 16 ご予約がまだの方はお早目にお済ませ下さい。

カバーチャージなし・アラカルト料金にてお会計 各ショーの予約は開演45分前まで受付ています。

各ショーへは10分前にお越し下さい。それ以降は

空席待ちの他乗船客へ譲られる場合があります。

自由席自由席自由席自由席・・・・有料有料有料有料レストランレストランレストランレストラン（（（（ドレスコードドレスコードドレスコードドレスコード：：：：カジュアルカジュアルカジュアルカジュアル）））） デッキ ご予約は下記他キャビン内ＴＶ（24時間）でも受付。

11:30ＡＭ-1:00AＭ ジョニーロケッツジョニーロケッツジョニーロケッツジョニーロケッツ（ハンバーガー） ボードウオーク 6 場所：　デッキ5の中央、時計台センター

（予約不要・カバーチャージ$4.95） 時間：　 4:30ＰＭ-6:30ＰＭ

6:00PM-10:00PM シーフードシャックシーフードシャックシーフードシャックシーフードシャック（（（（シーフードシーフードシーフードシーフード）））） ボードウオーク 6

（予約不要・カバーチャージ$9.95）

11:30ＡＭ-9:00ＰＭ カップケーキカップケーキカップケーキカップケーキ（アラカルト） ロイヤルプロムナード5 船内のプールや寄港地でご利用になるビーチタオル

11:30ＡＭ-11:00ＰＭ アイスクリームアイスクリームアイスクリームアイスクリーム・・・・パーラーパーラーパーラーパーラー（アラカルト） ボードウオーク 6 はデッキ15のタオルステーションにて貸出ています。

自由席自由席自由席自由席・・・・無料無料無料無料レストランレストランレストランレストラン（（（（ドレスコードドレスコードドレスコードドレスコード・・・・カジュアルカジュアルカジュアルカジュアル）））） シーパスカードをご提示下さい。交換は随時行って

24時間 カフェカフェカフェカフェ・・・・プロムナードプロムナードプロムナードプロムナード ロイヤルプロムナード5 います。返却はシーパスカードをご持参の上下船の

11:30ＡＭ-10:00ＰＭ ドーナツショップドーナツショップドーナツショップドーナツショップ ボードウオーク 6 前日夕方迄に必ず行って下さい。ご返却が無い

11:30ＡＭ-3:00ＡＭ ソレントソレントソレントソレント（ピザ） ロイヤルプロムナード5 場合は１枚につき20ドルのご請求が発生します。

24時間受付 ルームサービスルームサービスルームサービスルームサービス（夜中0時～朝5時は$3.95のサービス料金）

注）各カフェにおいてカプチーノ等特別コーヒーは有料です。セルフサービスのコーヒーは無料です。

第第第第１１１１日目日目日目日目（（（（土土土土））））

おおおお食事食事食事食事のののの予定予定予定予定

オアシスオアシスオアシスオアシス････オブオブオブオブ････ザザザザ････シーズシーズシーズシーズ

必須必須必須必須！！！！避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練（ｱｯｾﾝﾌﾞﾘー･ﾄﾞﾘﾙ）

出航出航出航出航：：：：

明日の寄港地フォートフォートフォートフォート・・・・ローダーデールローダーデールローダーデールローダーデール

出航日出航日出航日出航日

キャビンキャビンキャビンキャビンのごのごのごのご用意用意用意用意についてについてについてについて

おおおお預預預預けおけおけおけお荷物荷物荷物荷物についてについてについてについて

5:00PM

終日洋上航海

*各種スケジュールは変更になることもあります。

＊上記避難訓練の時間は説明会にて各自ご記入下さい。

にににに警笛警笛警笛警笛がががが鳴鳴鳴鳴りますりますりますります！！！！   　 :   　 :   　 :   　 :　  　　  　　  　　  　PMPMPMPM

ビーチタオルビーチタオルビーチタオルビーチタオルのののの貸貸貸貸しししし出出出出しししし（（（（タオルステーションタオルステーションタオルステーションタオルステーション））））

今夜今夜今夜今夜ののののドレスコードドレスコードドレスコードドレスコード：　：　：　：　カジュアルカジュアルカジュアルカジュアル

各各各各ショーショーショーショーのごのごのごのご予約予約予約予約

昼食昼食昼食昼食

夕食夕食夕食夕食

軽食軽食軽食軽食
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第第第第１１１１日目日目日目日目（（（（土土土土））））オアシスオアシスオアシスオアシス・・・・オブオブオブオブ・・・・ザザザザ・・・・シーズシーズシーズシーズ Japanese Edition / Oasis of the Seas

デッキ
デッキ 時間

24時間 テレビ27チャンネルで避難訓練の案内 ゲストゲストゲストゲスト・・・・サービスサービスサービスサービス・・・・デスクデスクデスクデスク 5 24時間

24時間 テレビ15チャンネルで寄港地ツアーの案内 ボレロスボレロスボレロスボレロス（寄港地ツアー予約） 5     11:00AM-4:00PM

正午-3:45PM ダイニング質問受付    オーパス 4 時計台時計台時計台時計台センターセンターセンターセンター 5 5:00PM-9:00PM

　 　 　 　 ::::　　　　　　　　PMPMPMPM 必須必須必須必須！！！！避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練 各指定集合場所各指定集合場所各指定集合場所各指定集合場所へへへへ （ショーと寄港地ツアー予約）

5:00PM5:00PM5:00PM5:00PM 出航出航出航出航 プールプールプールプール&&&&ジャグジージャグジージャグジージャグジー 15 24時間

4:30PM-6:00PM 出航パーティー プールサイド 15 6 正午-10:00PM

4:30PM-6:00PM 出航パーティー ボードウオーク ６
バイタリティバイタリティバイタリティバイタリティ････フィットネスフィットネスフィットネスフィットネス 6 正午-10:00PM

4:30PM-6:00PM 出航パーティー ロイヤルプロムナード ５
カジノカジノカジノカジノ 4 6:00PM-深夜

ギフトショップギフトショップギフトショップギフトショップ 5 6:00PM-11:00PM

フォーカスフォーカスフォーカスフォーカス（（（（フォトフォトフォトフォト・・・・ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー）））） 6 6:00PM-11:00PM

図書室図書室図書室図書室 11 24時間

7:30PM～深夜 ラテン音楽演奏 ボレロス 5 インターネットインターネットインターネットインターネット 7･9 24時間

8:00PM ファミリー・カラオケ オンエア 5 メリーゴーランドメリーゴーランドメリーゴーランドメリーゴーランド 6 11:30ＡＭ-10:00ＰＭ

10:00PM ダンス音楽演奏 バイキングクラウン 17 空中空中空中空中バーバーバーバー（（（（ライジングライジングライジングライジング・・・・タイドタイドタイドタイド）））） 5 5:00ＰＭ-1:00ＡＭ

0:00AM 爆笑！借り物ゲーム スタジオB 4 医務室医務室医務室医務室（（（（内線内線内線内線51515151救急救急救急救急911911911911）））） 2後方 4:00PM-7:00PM

診療時間は右記。緊急は24時間。

下記の全てのショーは事前予約が必要です（前頁を参照下さい）。

ショー会場入口ではシーパスカードをご提示下さい。 お席は先着順・ ロックロックロックロック・・・・クライミングクライミングクライミングクライミング（デッキ7後方）

自由席です。会場は開演45分前から開場します。カメラのフラッシュ 時間： 正午－3:45ＰＭ/ 4:45PM-7:00PM

とビデオの撮影は一切お断りしています。ご協力下さい。 注）　服装は乾いたTシャツ・短パン・靴下着用でご参加ください。

ご参加前に登録が必要です。6歳未満のお子様は参加不可です。

18歳以下のお子様には保護者の登録が必要です。

トニー賞8部門受賞のブロードウエイ・ミュージカルをこの機会に是非！ 13歳以下のお子様の参加には保護者の方の同席も必要です。

場所： デッキ4･5 前方のオパール劇場 登録は体験終了時間の15～30分前に締切りです。

時間： 10:00PM10:00PM10:00PM10:00PM フローライダーフローライダーフローライダーフローライダー（デッキ16後方）

時間： 正午-3:45ＰＭ/4:30-7:00PM

注）　装飾品は全て外して下さい。女性はＴシャツ着用をお勧めします。

ご参加前に登録が必要です。登録は終了時間の45分前に締切です。

！前方席はショーのしぶきでずぶ濡れになりますのでご注意下さい。 身長制限がありますので係員にお問い合わせ下さい。

場所： デッキ6 ボードウオーク船尾のアクアシアター ジップラインジップラインジップラインジップライン（デッキ16後方）

時間： 10:30PM10:30PM10:30PM10:30PM 時間： 正午-3:45PM/4:45PM-5:00PM

注）　装飾品（眼鏡含）は全て外して下さい。靴下と運動靴の着用要。

無料貸運動靴はありますが貸靴下はありません。持物（かばん等）を

笑いは一番の薬。2人のコメディアンによる大爆笑のトークショー！ 持っての参加は出来ません。ご参加前に登録と予約が必要です。

場所： デッキ4 コメディー・ライブ

時間： 8:30PM,   10:30PM8:30PM,   10:30PM8:30PM,   10:30PM8:30PM,   10:30PM

２４時間オープン。切手販売と郵便受付。船酔止薬（シーシックネス･

タブレット)無料配布。両替（日本円のお取扱いなし）。紛失物受付。

医務室はデッキ2後方です。医師は船内に常駐しています。 FAXサービス。その他各種お問い合わせはこちらへ。 電話電話電話電話：：：：0000番番番番

診療は有料です。帰国後の保険申請の為の診断書を医師より必ず

お受取下さい。 救急電話救急電話救急電話救急電話51515151番番番番・・・・緊急電話緊急電話緊急電話緊急電話９１１９１１９１１９１１番番番番

スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・デッキデッキデッキデッキでのでのでのでのアクティビティーアクティビティーアクティビティーアクティビティーとととと営業時間営業時間営業時間営業時間

圧巻！プロの飛込ダイビングショーと華麗な噴水ショーのコンビネーション

午後午後午後午後のののの催催催催しししし物物物物

夜夜夜夜のののの催催催催しししし物物物物

今夜今夜今夜今夜ののののショーショーショーショー（（（（予約制予約制予約制予約制））））

バイタリティバイタリティバイタリティバイタリティ・・・・スパスパスパスパ（（（（予約予約予約予約4600460046004600））））

ヘアヘアヘアヘア・・・・スプレースプレースプレースプレー（（（（ミュージカルミュージカルミュージカルミュージカル・・・・約約約約90分分分分））））

オアシスオアシスオアシスオアシス・・・・オブオブオブオブ・・・・ドリームスドリームスドリームスドリームス（（（（水水水水ののののショーショーショーショー））））

船内施設営業時間船内施設営業時間船内施設営業時間船内施設営業時間

コメディーコメディーコメディーコメディー・・・・ショーショーショーショー（（（（約約約約1時間時間時間時間））））

ゲストゲストゲストゲスト････サービスサービスサービスサービス････デスクデスクデスクデスク((((デッキデッキデッキデッキ５５５５後方後方後方後方））））

医務室医務室医務室医務室（（（（デッキデッキデッキデッキ１１１１））））

*各種スケジュールは変更になることもあります。
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                                             15.    参参参参    考考考考    資資資資    料料料料                                                                   
    

カリブカリブカリブカリブ海海海海クルーズクルーズクルーズクルーズ寄港地観光内容抜粋寄港地観光内容抜粋寄港地観光内容抜粋寄港地観光内容抜粋    日日日日本本本本語訳語訳語訳語訳            （（（（2012012012013333 年年年年 10101010 月現在月現在月現在月現在））））     
 
1.  オアシスクラスの客船が就航する東／西カリブ海クルーズ7泊8日の寄港地が掲載されています。参加コースの寄港地
のみご参照ください。掲載されていない寄港地に関しては船会社ホームページ（英語）  www.royalcaribbean.com をご参
照ください。 

  
 

2.  最新のツアー内容（英語）・料金は船会社ホームページ（英語） www.royalcaribbean.com でご確認いただけます。各ツ
アーの内容、スケジュールおよび料金は予告なく変更になる場合があります。乗船後に再確認ください。 

 

3.  ここでは人気のあるコースを抜粋してご紹介しております。一部専門的な技術が必要なコース、体力がかなり要されるコ
ースなどは記載しておりませんので、詳細は船会社ホームページ（英語）または船内の英語のご案内をご参照ください。 

 

4.  ご予約後、参加チケットが各客室に配られます。集合場所、出発時間などが記載されていますのでご確認ください。同じ
コースでも複数の出発時間がある場合がありますので必ずご確認ください。 

 

5.  全てのコースは英語ガイドがご案内致します。 
 

6.  コースの内容により、体力を要するものがあります。体調を考慮してお選びください。 
 

7.  最少催行人員に満たない場合や天候不順など安全の為、ツアーが変更または中止される場合があります。 
また現地状況、寄港時間等の理由で募集されていないツアーもあります。 

 

8.  お申し込みは先着順です。満席の場合はためご希望のコースに参加いただけない場合があります。 
 

9.  カッコ内の料金は子ども料金です。12歳以下に適用します。特に表示がない場合は、大人と同額です。 
 

10.  お子様の参加の際には、お申し込み時に各ツアーの参加制限年齢をご確認ください。 
 

11.  船会社ホームページ（英語）から事前予約も可能ですが、お客様ご自身で入力いただき、お客様クレジットカードでのご
精算となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ショアエクスカーション（イメージ） 
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＜＜＜＜西西西西カリブカリブカリブカリブ海海海海クルーズクルーズクルーズクルーズ＞＞＞＞ 
ラバディーラバディーラバディーラバディー    LABADEE    (HAITI) 
昔、アメリカ大陸発見者として知られている探検家コロンブスが新大陸発見後の休息の場として選んだのがこ

の地ハイチの北沿岸部です。現在はロイヤル・カリビアン・インターナショナルのお客様だけが行くことのできる

プライベートビーチになっております。ここではマリンスポーツを中心にお楽しみいただけます。 
 

ツアー名 所要時間（約） 料金 
大人（子供） 

パラダイスコーブでの文化体験とビーチでの休暇 
Haitian Cultural Tour at Paradise Cove & Beach Break-QLB0 3時間 $65 

ナレーションを聞きながらウォータータクシーで120mのビーチとカリブの眺めがすばらしいパラダイスコー
ブを訪れます。ここにはハイチの生活や文化に触れることができる文化村があります。その後は美しいビ

ーチでのんびりお過ごしください。ビーチマット、チェア、ウェルカム・ドリンクが含まれています。 

ラバディ・ヒストリカル・ウォーキング 
Labadee Historic Walking Tour -ZL16 1時間 $20 ($12) 

ガイドの案内でのんびりとラバディーを散策します。ネリ・タワー跡やドラゴンズ・ロックなどをご覧くださ

い。熱帯地域を歩くので日焼けにご注意ください。 
ラバディー・シュノーケル・サファリ 
Labadee Snorkel Safari -QLB2 2時間 $48 ($38) 

カタマラン船でハイチの景色を楽しみながらカラフルなサンゴと熱帯魚で知られるスポットにご案内しま

す。ガイドがシュノーケル器具の貸し出しや説明をし、シュノーケルツアーや魚のえさやりにお連れしま

す。初心者から安心して参加いただけます。1時間後にカタマランに戻りラム酒やフルーツパンチで一休
みください。日光浴や遊泳もお楽しみいただけます。3歳以上からご参加いただけます。お酒は21歳以上
からです。身分証明書の提示を求められる場合があります。体重制限：158㎏以下。 
パラセイル 
Parasail -ZL04 1時間 $79 

高さ120m上空からラバディー全体を見下ろす景色は、想像を超える美しさです。鳥になったように感じる
でしょう。12歳以上の方が参加できます。12～15歳までのお子様は、保護者と2人乗りとさせていただき
ます。滞空時間は5-6分です。体重制限：170㎏まで。 
カヤック・アドベンチャー 
Kayak Adventure -ZL05 1時間30分 $38 ($32) 

ガイドの案内でラバディーの美しい湾でカヤックをお楽しみください。ハイチのユニークな歴史を学びなが

ら、また、ラバディー沖の美しい景色を眺めながら、のんびりとパドリングができます。インストラクターが、

丁寧に指導いたします。なお8歳未満のお子様はご参加できません。 
ウェーブジェットツアー（ドライバー） 
Labadee Wave Jet Tour - Driver  -ZL03 1時間 $95 
インストラクターについてラバディーの沿岸を50分間ジェットスキーに乗って楽しみます。運転するには16
歳以上で運転免許が必要です。21歳未満の人は運転免許証の提示が求められます。料金はドライバー1
名の料金です。乗客は別に予約（$29）が必要です。ウェイブランナーにはドライバーと乗客1名が乗ること
が出来ます。 
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アラワク・アクアパーク 
Arawak Aqua Park  -ZL01 1時間 $17 

海上に設けられたトランポリンや滑り台、巨大フロートなどで、ファミリーで遊びましょう。ご参加は泳げる

ことが条件です。4歳以上の方が参加できます。身長制限：122cm以上。 
スピードボート＆シュノーケル・アドベンチャー 
Labadee Speedboat & Snorkel  - ZL29 1時間30分 $69 ($59) 
時速90kmまで出せる12人乗りの高速ボートでリーフを訪れ、シュノーケルを楽しみます。シュノーケルの
器具はツアーに含まれています。途中、ハイチの村々、1942年にコロンブスがヒスパニョーラ島に初上陸
した湾をご覧いただけます。ボートが揺れるため、首、腰、背中を痛めている方、妊娠中の方にはお勧め

できません。また10歳未満のお子様は参加できません。 
ドラゴンズ・ブレス・フライトライン 
Dragon‘s Breath Flight Line  -ZL26 1時間15分 $94 
海上を渡る、世界最長790mのフライトラインを時速60～80kmで滑り降りながら息をのむような美しい景
色をお楽しみください。まず簡単な説明を受け、「リトル・ドラゴン」で練習します。その後小高い丘の上に

ある滑降ポイントにお連れします。身長制限：60インチ（約152cm）以上、体重制限75ポンド（約34kg）以
上、250ポンド（約113.5kg）以下です。気象状況によって体重制限は変更される場合がございますので
係員の指示に従ってください。首や背中、腰に痛みなどがある方にはお勧めできません。 
ドラゴンズ・テール・コースター（1回券） 
Dragon‘s Tail Coaster – Single Ride  -ZL38 30分 $23 
スリリングなアルパイン・コースターに乗って、時速約50kmで斜面を滑り降ります。1人乗りは12歳以上か
らです。5歳～11歳のお子様は保護者との2人乗りができます。合計体重制限は360ポンド（約163kg）で
す。滑降にかかる時間は3～5分です。 
フローティング・ビーチマット貸し出し 
Floating Beach Mat – ZL02 各自 $12 

海に浮いて、またはビーチでの日光浴にご利用ください。4歳以上の方が参加できます。 

RIBボートでいく沿岸ツアー *10歳以上 
Adrenaline Coastal Tour – ZL09 1時間 $49 ($36) 
アラワク・アクアパークとドラゴンズ・テール・コースター（1回券）  
*5歳以上、163kg以下 
Arawak Aqua Park & Dragon‘s Tail Coaster Single Ride Combo 

–ZL49 
1時間30分 $35 
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ファルマスファルマスファルマスファルマス    FALMOUTH    (JAMAICA) 
ジャマイカの北西、空の玄関口、空港のあるモンテゴベイから30ｋｍに位置する港湾都市。 
カリブ地域のなかでもジョージ王朝風の町並みがよく保存されていることで知られています。18世紀から
19世紀にかけてサトウキビの輸出でジャマイカ一の忙しい貿易港として栄えました。 

ツアー名 所要時間（約） 料金 大人
（子供） 

ファルマス徒歩観光 
Falmouth Heritage Walking Tour  -FYA6 2時間 $29 ($21) 
ガイドと徒歩でジャマイカの北西に位置するコーンウォール郡の州都ファルマスを観光します。1769年に
建設されたファルマスは、ジャマイカの重要な経済市場の中枢、そして主要港として発展しました。建設当

時より緻密に計画されたこの街には格子状に道が整備され、アメリカの大都市ニューヨークよりも先に街中

に水道管が設置されたといわれています。また、裁判所の庁舎や英国教会など、今でも当時のまま保存さ

れているジョージ王朝様式の建築を是非ご覧ください。6歳以上85歳以下の方が参加できます。 
ファルマス観光とモンテゴベイでの自由行動 
Falmouth & Montego Bay at Leisure  -FYB6 4時間 45分 $39 ($25) 

まずは、ジョージ王朝様式の建築物で有名なファルマスの観光へお連れします。その後、バスで「ジャマイ

カ」とうい名前の由来となった木と水の大地を走りながらモンテゴベイへ向かいます。途中、ジャマイカの砂

糖生産の黄金期だった1700年代の大邸宅、グリーンウッドとローズ・ホールに写真撮影のために停車しま
す。モンテゴベイでは、賑やかな街並みを観光後、自由時間となりますので、街の散策を楽しんだり、カフェ

でブルー・マウンテン・コーヒーを飲んだりしてお寛ぎください。3歳以上の方が参加できます。 
グッド・ホープ・グレートハウスとプランテーション（昼食付） 
1700’s Great House & Plantation Tour with Lunch  -FY16 3時間  $59 

港を出発し、ファルマスの車窓観光を楽しんだ後、グッド・ホープ・グレートハウスへ向かいます。ここは、

18世紀にこの一帯にある大農園の領主が住んでいた邸宅跡で、アンティーク家具や豪華な装飾品が保存
されています。2000 エーカーもある広大な敷地内には、昔の水車や窯跡なども残ります。その後、地元の
陶器製造所を訪れます。昼食はジャマイカのバーベキュー料理を召し上がっていただきます。 
緑の洞窟とダンズリバーの滝 
Green Grotto Caves & Dunns River Falls  –FY64 5時間 $69 ($49) 

港から海岸沿いを 30分ほどドライブし、緑の洞窟へ。1959年に公開され、18世紀に奴隷たちが逃げ込ん
だ場所と言われています。内部の鍾乳石や石筍、入り組んだ道や小部屋、抜け穴、湖などをガイドの案内

で 1 時間弱徒歩にて見学します。濡れてもいい滑りにくい靴で御参加ください。その後、ダンズリバーの滝
へ。ガイドと一緒に滝登りに挑戦することもできます。登らない方はビーチで寛いだり、公園内を散策したり

してお楽しみください。4 歳以上の方が参加できます。心臓や肺、気管支が弱い方、閉所恐怖症の方には
お勧めできません。 

マーサブレア川のいかだ下り(昼食付) 
Bamboo Rafting on the Martha Brae  -FYB5 3時間 30分 $76 ($45) 

長さ 9mの竹製のいかだでマーサブレア川を 4.8km下ります（約 1時間半）。いかだは素晴らしい風景の
中をゆっくりと静かに進んでいきます。3歳以上 90歳以下の方が参加できます。体重制限：116kg以下。 
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ジャマイカハイライト観光：ショー・パーク・ガーデンとダンズリバーの滝 
（昼食付） 
Jamaica Flavor Highlights  -FY40 

7時間 $99 ($69) 

ファルマスからジャマイカの北岸をドライブし、オーチョリオスへ。到着後、シダ類が生えるファーン・ガリー

を通って、オーチョリオスの街を見下ろすショー・パーク・ガーデンを訪れます。ショー・パーク・ホテルでの

昼食後、ダンズリバーの滝へ。滝登りに挑戦したり、ビーチで過ごしたりしてお楽しみください。5 歳以上の
方が参加できます。 
カタマラン・クルーズ、シュノーケルとダンズリバーの滝（昼食付） 
Catamaran Sail, Snorkel Cruise & Dunns River Falls  -FY55 7時間 $129 

ファルマスから約１時間弱ドライブし、オーチョリオスへ。到着後、カタマラン船でシュノーケル・ポイントに向

かい、約 45 分間のシュノーケリングをお楽しみいただきます。そのままカタマラン船でダンズリバーの滝を
目指します。到着後、180ｍの滝登りに挑戦できます。オーチョリオスに戻り、昼食を取った後、ファルマス
に戻ります。5歳以上の方が参加できます。 
ドルフィン・エンカウンターとダンズリバーの滝登り（昼食付） 
Dolphin Encounter Swim and Dunns River Falls with Lunch  
-FY24 

6時間 $158 

まず、ダンズリバーへ。全長約 180m、段々状の滝をガイドとともに登ります。濡れてもいい滑りにくい靴で
ご参加ください。その後、ドルフィン・コーブへ。イルカと一緒に泳ぐ体験の後、熱帯雨林のジャングルの中

で鳥、ヘビ、イグアナなどを間近に鑑賞したり、サメのショーを観覧したりしてお楽しみください。ビュッフェ・

スタイルの昼食が含まれています。8歳以上の方が参加できます。体重制限：116kg以下。 
ボブスレー・ジャマイカ とダンズリバーの滝  
*6歳以上 75歳以下、身長 122cm以上 
Bobsled Jamaica & Dunns River Falls  -FY25 

6時間 $117 ($99) 

リバー・チューブ・サファリ *6歳以上、体重 117kg以下 
Chukka River Tubing Safari  –FYB7 3時間 $79 
ドルフィン・コーブ＆ダンズリバーの滝（昼食付） 
Dolphin Cove & Dunns River Falls  -FY23 6時間 $89 

4WDサファリ・アドベンチャー *6歳以上、体重 117kg以下 
Chukka 4 X 4 Safari  -FYA2 3時間 30分 $99 
ジップライン・キャノピーとリバーカヤック *12歳以上、体重 113kg以
下 
Chukka Zipline Canopy and River Kayaking Combo  -FYB9 

4時間半 $125 

ビーチでの乗馬  *12歳以上、体重 113kg以下 
Chukka Horseback Ride `n` Swim  -FY03 4時間 45分 $99 

ボブ・マーリーの生家とレゲエ（昼食付） *18歳以上 
Bob Marley Experience  -FY14 7時間 $99 
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コスメルコスメルコスメルコスメル    COZUMEL    (MEXICO) 
コスメルはユカタン半島沖合のカリブ海に浮かぶ島です。かつて征服者たちが、金を求めてやってきたコスメ

ルですが、今では観光客の集まるリゾート地です。世界でも有数の美しい海ではカラフルな海の生き物達が目

を楽しませてくれます。メキシコ本土に足をのばしてマヤ文明トゥルムの遺跡を訪れることもできます。 
ツアー名 所要時間（約） 料金 大人

（子供） 
トゥルムのマヤ遺跡観光 
Tulum Mayan Ruins Express  -CZ02 6時間 30分 $101 ($73) 

コスメルからテンダーボートに乗り約45分でプラヤデルカルメンへ。バスに乗り換え遺跡に向います。トゥル
ムでは、青いカリブ海に面して建つ偉大なマヤ文明の遺跡を英語ガイドのご案内で観光します。フェリーで

コスメルまで戻り解散。ショッピングなどをお楽しみいただき、船までは各自タクシー等でお戻りください。 
※メキシコの法律により、トウルム遺跡へのビデオカメラの持ち込みは、$8～10徴収されます。飲料水、歩
きやすい靴と日焼け止めや帽子をご用意ください。 
トゥルムのマヤ遺跡とビーチブレイク（昼食付） 
Tulum Ruins & Beach Break  -CZH5 8時間 $113 

コスメルからテンダーボートに乗り約45分でプラヤデルカルメンへ。バスに乗り換え遺跡に向います。トゥ
ルムでは、青いカリブ海に面して建つ偉大なマヤ文明の遺跡を英語ガイドのご案内で観光します。ビデオ

カメラの持ち込みは、$8～10徴収されます。その後、近くのプライベート・ビーチクラブでビュッフェの昼食を
とり、遊泳やラウンジチェアでリラックスして自由にお楽しみください。歩きやすい靴と日焼け止めや帽子を

ご用意ください。 
コスメルハイライトとショッピング 
Cozumel Highlights and Shopping  -CZB7 4時間 30分 $59 ($47) 

最初に、ミニチュアのメキシコ村、ディスカバー・メキシコパークを見学します。続いて、マヤ遺跡のエル・セ

ドラルでマヤ文明について説明します。エル・ミラドールで美しい景色をご覧いただき、テキーラ工場へ。試

飲をお楽しみください。最後は、コスメルの中心に戻り、ショッピングタイムをおとりします。 
カンクン・ハイライトとショッピング  
Cancun Highlights & Shopping  -CZ87 8時間 $64 
メキシコで最も有名なリゾート、カンクンを訪れます。まずエル・ミラドールからカンクンと美しいカリブ海をご

覧ください。Plaza La Fiestaで下車し、約2時間、自由にお過ごしください。コスメルから対岸のプラヤデル
カルメンまでフェリーで片道約 45分です。 
コスメル島内観光 
Cozumel Island Tour  -CZF4 4時間 $59 ($46) 

美しい天然のライムストーンの地形で有名な展望台、エル・ミラドールで写真ストップし、古代マヤ遺跡のエ

ル・セドラルへ。アメリカ大陸で初めてカトリックのミサが行われた場所と言われています。続いて、ビーチ

リゾート施設へ。約 1 時間半、日光浴や海水浴、ウォータースポーツ（別料金）などでコスメルの休暇をお
楽しみください。 
シカレー海洋公園  
Xcaret Natural Adventure Park  -CZ81 8時間 $118 

($105) 
フェリーで約 45 分、プラヤデルカルメンへ渡ります。20 分のドライブでシカレーへ。ガイドが施設の説明を
します。洞窟の川を浮輪で下ったり、ラグーンで潜ったり、マヤ遺跡や植物園を訪れたりして自由にお過ご

しください。たくさんのレストランがありますので、各自昼食をおとりください。集合時間にバスに戻り、フェリ

ーでコスメルに戻ります。 
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シェルハ海洋公園 オールインクルーシブ（昼食付） 
Xel-Ha Park All Inclusive  -CZC3 8時間 $134 ($98) 
古代から交易に使われてきた天然の入り江を利用したマリンパークでマヤ遺跡も点在。ガイドが設備を案

内し、その後自由に湧き水と海水が交じり合う美しい入り江で、熱帯魚を見るためにシュノーケルしたり、リ

ラックスしたりしてお過ごしください。食事、飲み物、シュノーケル器具が料金に含まれています。日焼け止

め、水着、タオル、着替え、虫除けスプレーをお持ちください。プラヤデルカルメンからフェリーで片道約45
分です。 
チャンカナブ・マリンパークとディスカバーメキシコ 
Chankanaab Daypass & Discover Mexico  -CZG1 4時間 30分 $49 ($34) 
まずディスカバー・メキシコパークを訪れ、ミニチュアのメキシコ村で文化や芸術をご覧ください。続いてチャ

ンカナブ・マリンパークへ。宝石のように美しいビーチと珊瑚礁の海が広がります。海水浴、アシカやイルカ

のショー、ショッピングなどでお楽しみください。 
アトランティス・サブマリン 
Atlantis Submarine  -CZ19 2時間 $109 

($78) 
コスメルは世界で 5本の指に入るダイビングエリアです。潜水艦「アトランティス」に乗り、水深約 30mの世
界を約 40分楽しみます。4歳以上（身長 92cm以上）が参加できます。 
リーフエクスプローラー・セミ・サブマリン 
Reef Explorer Semi-Sub  -CZ85 1時間 30分 $49 ($39) 

快適なセミ・サブマリン（半潜水艦）で海面から 1～2mの深さに潜り、約 1時間 15分、透明度の高いパラ
ダイス・リーフを探索します。 
コスメル・シュノーケルとビーチ 
Catamaran Double Site Snorkel and Beach  -CZB4 5時間 $79 ($62) 
カタマランで国立マリンパークに向かい、最も人気のあるリーフのひとつでシュノーケルを楽しみます。用

具は貸出します。その後プラヤ・ミア・グランドビーチへ。ソフトドリンク、軽食をどうぞ。他にもハンモック、プ

ール、カヤック、トランポリン、ショッピングセンターなどがありますので、集合時間までゆっくりお過ごしくだ

さい。その後カタマランで戻ります。水着、サンダル、タオル、帽子、サングラス、日焼け止めなどをお持ちく

ださい。10歳以上 70歳以下、身長 153cm以上 213cm以下、体重 35kg以上 102kg以下の方が参加で
きます。 
カタマラン・クルーズ、シュノーケルとビーチブレイク 
Fury Catamaran Snorkel & Beach Break  -CZ13 3時間 30分 $69($47) 

屋根付きのラウンジや日光浴用デッキ、真水のシャワー設備のついた最新カタマラン船でシュノーケル

へ。その後プライベートビーチの Furyへ。アクア・パークでは、カヤック、トランポリン、ビーチマットなどをご
利用いただけます。また、冷えたビールやマルガリータをどうぞ。別料金でランチもございます。リラックスし

た後、カタマランで戻ります。 
チャンカナブ・マリンパーク：ドルフィン・エンカウンターとアシカショー 
Dolphin Encounter and Sea Lion Show at Chankanaab  -CZ76 3時間 30分 $78 
チャンカナブ・マリンパークへ。説明を受けたあと、腰まで水中に入り、イルカに触れることができます。そ

の後、アシカのショーをご覧いただいた後、パーク内で時間まで自由にお過ごしください。2歳から参加でき
ます。身長 47インチ（約 119cm）以下のお子様は保護者同伴でご参加ください。 
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ドルフィン・スイム＆ライド（昼食付） 
Dolphin Swim and Ride With Lunch & Downtown Shopping  
–CZN8 

3時間 30分 $99 ($62) 

イルカの行動などについて説明を受けた後、まず腰までの浅瀬でイルカと対面し握手やキスを。その後水

中に入りイルカと約 40分間、天然のコーブで泳ぐことができます。施設内のレストランで昼食をとった後
は、そのまま入江でシュノーケルを楽しむか、船まで戻るか、またはショッピング等へ出かけるかを選ぶこと

ができます。身長 48 インチ（約 122cm）以上、体重 16kg以上 131kg以下の方が参加できます。12歳以
下のお子様は保護者同伴でご参加ください。 
乗馬アドベンチャーツアー 
Mayan Frontier by Horseback & Ecolounge Beach Break  -CZ06 4時間 30分 $89 
車で 30分ほどにあるブエナビスタ牧場へ。説明を受けた後、ジャングルへの乗馬へ出発します。途中ガイ
ドがマヤ文明について解説。乗馬後、ブエナビスタ・エコラウンジ・ビーチへ。海水浴をしたり、のんびりくつ

ろいだり、自由にお楽しみください。つま先が覆われた靴をご用意ください。長ズボンの着用をお勧めしま

す。12歳以上 65歳以下、身長 76cm以上 182cm以下、体重 37kg以上 104kg以下の方が参加できま
す。妊娠されている方は参加できません。 
パッション・アイランド・エスケープ（昼食付） 
Passion Island Escape by Boat  -CZ20 5時間 $79($39) 
カタマラン船でパッションアイランドへ。美しいプライベートビーチで優雅なひとときをお過ごしください。ハン

モック、ラウンジベッド、シャワー完備です。新鮮な魚、チキンのビュッフェランチが含まれています。ゴージ

ャスなリゾートステイをお楽しみください。体重制限：158kg以下。 
ディスカバー・メキシコパークでのホセ・クエルボ テキーラ・セミナー 
*18歳以上 
Tequila Experience by Jose Cuervo® -CZO5 

3時間  $69 

パラセイリング *12歳以上 体重 41kg以上 99kg以下 
Cozumel Parasailing  -CZ45 1時間 $86 
クリア・カヤックとビーチ・シュノーケル *8歳以上 
Clear Kayak & Beach Snorkel Combo  -CZB2 3時間 30分 $69 ($45) 
スヌーバ・アドベンチャー *8歳以上 
Cozumel Snuba Adventure  -CZ22 2時間 30分 $69 
コスメル・ボトム・フィッシング *8歳以上 
Cozumel Bottom Fishing  -CZG4 3時間 30分 $79 ($68) 

ディープシーフィッシング *8歳以上 
Deep Sea Fishing  -CZB3 4時間 $149 

($99) 
コズメル・カントリーゴルフクラブ 
Cozumel Country Club Golf  -CZG2 5時間 $169 
マヤ遺跡チチェン・イッツア（昼食付）  
Chichen Itza Mayan Ruins  -CZK8 10時間 15分 $109 
スキューバダイビング *12歳以上 
Discover Scuba Diving  -CZ36 2時間 30分 $99 
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＜＜＜＜東東東東カリブカリブカリブカリブ海海海海クルークルークルークルーズズズズ＞＞＞＞ 
ナッソーナッソーナッソーナッソー    NASSAU (BAHAMAS) 
かつてイギリスの植民地だったバハマは 1973年に独立しました。バハマ諸島の首都ナッソーは、今なおイギリ
スの面影を残し、パステルカラーの家が立ち並んでいます。タックスフリーのショッピングや美しいビーチで有名

なリゾートです。港の近くには、ワラ細工などの民芸品が並ぶストローマーケットもあります。  
  

ツアー名 所要時間（約） 料金 大人
（子供） 

海と陸からのナッソー                                  

Nassau Sea & See Island Tour  - NS51 3時間 $62 
海底の世界とナッソー両方を楽しむツアーです。まずシャトル・ボートでアソール島のマリンパークへ。シー

ワールド・エクスプローラーで海中の世界をお楽しみください。その後、バスで市内観光へ。ローソンスクエ

ア、ベイ・ストリート、議事堂、フィンキャッスル要塞、「女王の階段」などにご案内。 
グラスボトムボートツアー                                

Glass Bottom Boat Tour  - NS11 1時間 30分 $29 
($17) 

グラスボトムボートで、輝くナッソーの海岸線と水中の世界をのぞきます。ラム酒やフルーツパンチを飲み

ながら潮風をお楽しみください。 
シーワールド・エクスプローラー 
Seaworld Explorer  - NS12 1時間 30分 $49 ($32) 

シャトル・ボートでアソール島のマリンパークへ。到着後、シーワールド・エクスプローラーに乗って海中の

世界へとご案内いたします。ガラス窓を通して、珊瑚のデリケートなコロニーや、様々な種類の熱帯魚をご

覧いただきます。このあたりの海は「海の庭園－Sea Gardens」と呼ばれているほど海洋生物がたくさん
生息しています。魚たちに餌付けをする場面を写真に撮ることもできます。 
イルカふれあいツアー 
Blue Lagoon Island Dolphin Encounter  - NS63 4時間 $132 
イルカとの出会いを夢見ていた方におすすめです。ここは、ユニバーサル・スタジオの 1996 年の映画「フ
リッパー」のすみかでもあります。カタマラン船に乗り、イルカのいるブルー・ラグーン・アイランドまでご案

内いたします。一旦上陸し、ガイドよりイルカの生態、構造、反響定位など、驚くべきイルカの世界につい

てご説明いたします。その後、いよいよイルカとのご対面です。イルカとの交流をお楽しみください。約 30
分間の自由時間もあります。水着とタオル、着替え用の洋服を各自ご用意ください。 

レインボーリーフ・シュノーケル                             

Rainbow Reef Snorkel Tour –NS52 2時間 30分 $29 
所要約 45分のシャトル・ボートで、アソール島のシーガーデンへ。ダイブスタッフの案内で、シュノーケリン
グをお楽しみください。美しい珊瑚や熱帯魚がご覧いただけるでしょう。シュノーケル道具一式が含まれて

います。シュノーケル終了後も時間はたっぷりありますので、他のツアーへの参加、ストローマーケットで

お買い物を楽しむことも可能です。6歳以上からご参加できます。 
城壁と海賊                                 
Forts & Pirates – NS50 2時間 30分 $39 

($25) 
ブルーラグーン島でアシカと触れ合う *8歳以上、身長 122cm以上                             

Blue Lagoon Island Sea Lion Encounter –NS73 4時間 $145 
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シャーロットシャーロットシャーロットシャーロットアマリーアマリーアマリーアマリー    CHARLOTTE AMALIE    (ST.THOMAS)  
クルーズ船が集まる人気の港街です。小高い丘に登れば美しい湾に停泊中の客船が眺められます。かつて 

デンマークが統治していた為、ヨーロッパ風の街並みが残っています。TAX FREEのお買い物も楽しめます。 
 

ツアー名 所要時間(約) 料金 大人
（子供） 

セント・トーマス島内観光  
St. Thomas Island Tour  -STF6 2時間30分 $32 ($22) 
ドライバー兼ガイドの案内で、まずビーコンポイントから美しい景色をご覧いただき、続いてシャーロットア

マリーを一望しながらスカイラインドライブを走ります。次に、島の北側を望めるドレークシートに立ち寄っ

た後、お買物を楽しめるマウンテン・トップへ。その後、船に戻りますが、希望者は、シャーロットアマリー

の市街で下車することもできます。その場合はご自身で船までお戻りください 
美しい島内とビーチツアー 
A Lovely Island and Beach Tour –STH4 4時間30分 $43 ($33) 
観光、ビーチ、ショッピングすべてを楽しめるツアーです。港を出発しビーコンポイントへ。島の東側一帯

が一望できます。続いてスカイラインドライブからシャーロット・アマリーの美しい景色をご覧ください。次

に植物園とセント・ピーター・グレイト・ハウスへ。30分時間をとりますので、散策やショッピング、メイゲン
ズ湾の眺めをお楽しみください。続いてナショナル・ジオグラフィックが選ぶ世界トップ10の美しいビーチ
に数えられるメイゲンズ・ビーチへ。2時間ほど遊泳やリラックス、浜辺の散策などをお楽しみください。そ
の後船まで戻ります。市内で下車してショッピングを楽しむこともできます。その場合はご自身で船までお

戻りください。 
シャンパン付きサンセット・ハーバークルーズ 
Champagne Sunset Harbor Cruise –STB3 2時間 $49 ($36) 
大型のカタマラン船でシャンパンなどと軽食を音楽と共に楽しみながらシャーロット・アマリー港をセーリン

グします。美しい日没と島々にきらめく明かりを見ながらロマンティックなひとときをお過ごしください。8歳
以上の方が参加できます。体重制限：136kg以下。 
セント・ジョン・アイランドツアー 
St. John Island Tour  -ST91 4時間 $59 ($36) 
米領ヴァージン諸島の3つの島のうちで一番小さいセント・ジョンを巡ります。ボートでセント・ジョンのクル
ーズ・ベイに向かい、島内のサファリ・バスで小さな島を回ります。木や草にうもれたプランテーション跡や

美しいビーチや湾をご覧いただきます。最後に、クルーズ・ベイで自由時間をとります。4歳以上80歳以下
の方が参加できます。 
セント・ジョン・ビーチとシュノーケル 
St. John Beach and Snorkel Tour  -STE8 4時間 $69 ($39) 

セント・トーマス島の南岸を眺めながらボートでセント・ジョン島のクルーズ・ベイへ。島の美しい湾や豊かな

緑の景色を見ながらこのツアーのハイライト、トランクベイに向かいます。着後、ビーチで約1時間半、日光
浴やシュノーケルをお楽しみいただきます。シュノーケル用具はご用意いたします。8歳以上80歳以下で体
重136kg以下の方が参加できます。 

クリスマス＆ハネムーン湾へのカリブ海セーリング（昼食付） 
 ※4歳以上90歳以下、体重136kg以下 
Caribbean Saill to Christmas & Honeymoon Coves -ST63 

６時間３０分 $101($69) 
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タートルコーブへのセーリング＆シュノーケル 
 *4歳以上90歳以下、体重136kg以下 
Turtle Cove Sail & Snorkel -ST97 

3時間30分 $63 ($38) 

セント・ジョン エコハイキングとビーチ 
 *8歳以上80歳以下、体重136kg以下 
St. John Eco Hike and Beach  -STB2 

4時間 $69 ($64) 

海中アドベンチャー *10歳以上、身長122cm以上、体重158kg以下 
BOSS Underwater Adventure -STB8 3時間30分 $119 

サファイアビーチと島内ドライブ 
Sapphire Beach & Island Drive  -STF5 3時間30分 $39 ($29) 

セント・ジョン ショッピングとフリータイム *体重127kg以下 
Destination St. John: Shopping and Leisure Time  -STG4 6時間30分 $42 ($30) 

ベスト・オブ・セント・トーマスとショッピング *体重158kg以下 
Best of St. Thomas and & Shopping  -STI7 3時間 $43 ($26) 

 
フィリップスバーグフィリップスバーグフィリップスバーグフィリップスバーグ    PHILIPSBURG    (ST.MAARTEN) 
フランス領とオランダ領に分かれており、ここフィリップスバーグはオランダ領の首都です。賑やかなショッピン

グエリアがございます。一方フランス領の首都マリゴは、レストランやカフェが並ぶフランス風のリゾートです。

国境は標識だけで、両方の文化の魅力が楽しめます。 
ツアー名 所要時間（約） 料金 大人

（子供） 
セント・マーチン島内観光 
St. Maarten Island Tour  -SM04 2時間 30分 $25 ($15) 
二つの国、フランス領とオランダ領の両方を訪れます。フィリップスバーグ（オランダ領の首都）を出発し、

グレート・ソルト・ポンド経由で国境線を超えてフランス領へ向かいます。それぞれの国の違いが建ち並

ぶ建物や雰囲気で感じられるでしょう。旧フランス側首都であったオルレアンを通り、オリエント・ビーチか

らグランドケースを抜けて現在のフランス領首都マリゴへ。45 分ほどブランド品などの免税ショッピング
や散策をお楽しみください。帰路途中、展望台で写真ストップした後、フィリップスバーグに戻ります。観

光順序が変わる場合があります。マリゴのお店の多くは日曜・祝日休業です。 
ハイライト観光 
Magical Highlights Sightseeing Tour -SMD3 4時間 30分 $89 ($64) 
グレートベイ、シンプソンズベイ、ラグーンなど美しい海岸線を眺めながらカタマラン船で約 1 時間クルー
ズした後、バスでマリゴへ。約 1 時間、免税のブティックやカフェ、マーケットなどを覗いたり散策したりし
てお楽しみください。バスで船に戻ります。なお市内で下車してショッピングを楽しむこともできます。その

場合はご自身で船までお戻りください。6歳以上の方が参加できます。 
バタフライ・ファームとマリゴ 
Butterfly Farm & Marigot  -SM02 3時間 30分 $46 ($23) 

このツアーはセント・マーチンの二つの国（フランス領・オランダ領）を巡ります。まずバタフライ・ファーム

では池や滝が美しく配置された庭園で自由に舞う何百種類もの珍しい南国の蝶をご覧いただけます。ガ

イドの案内で種類の違いや生態を学びます。ここでは飲み物のサービスがあります。その後、フランス領

首都マリゴにご案内します。ブランド品などの免税ショッピングや散策をお楽しみください。コールベイの

展望台で写真ストップした後、フィリップスバーグに戻ります。観光順序が変わる場合があります。マリゴ

のお店の多くは日曜・祝日休業です。 
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バタフライ・ファームとビーチ 
Butterfly Farm & Beach  -SM50 3時間 30分 $43 ($36) 

バタフライ・ファームでは、池や滝が美しく配置された庭園で自由に舞う何百種類もの珍しい南国の蝶を

ご覧いただけます。ガイドの案内で種類の違いや生態を学びます。続いてカリズ・ビーチへ。その美しさ

で定評があり、またヌードビーチとしても知られています。ジェットスキー、シュノーケル、カヤック、トラン

ポリンなど様々なアクティビティがお楽しみいただけます（別料金）。水着着用の上、タオル、日焼け止め

をご準備ください。 

マリゴ セイリングとショッピング 
Marigot Sailing and Shopping  -SM32 5時間 $79($69) 

クルーザーでオランダ領とフランス領の海上の境界線を横切り、美しい景色を楽しみながら約1時間のク
ルージング。フランス領首都マリゴでは約 2時間、食事やショッピングを楽しむ時間があります。帰路は、
グランドケースとオリエントビーチを経由して船に戻ります。なお市内で下車してショッピングを楽しむこと

もできます。その場合はご自身で船までお戻りください。観光順序が変わる場合があります。マリゴのお

店の多くは日曜・祝日は休業です。6歳以上の方が参加できます。 

海と陸からの観光 
Sea and See Tour -SM94 3時間 30分 $49 ($32) 

港を出発し、小さな漁村、グランドケースへ。ここからセミ・サブマリン（半潜水艦）「シーワールド・エクスプ

ローラー」に乗船し、約45分、2ｍほどの深さの珊瑚礁の海中をご覧ください。ダイバーが魚の餌付けを行
う様子もご覧いただけます。続いてフランス領の首都マリゴへ。ブランドショップやマーケット、カフェなどを

散策ください。帰路、時間があればオリエント・ベイ展望台で写真ストップし船に戻ります。 

シーワールド・エクスプローラー 
Seaworld Explorer  -SM14 2時間 30分 $46 ($29) 

フィリップスバーグから東側のグランドケースへ。ここからセミ・サブマリン（半潜水艦）「シーワールド・エク

スプローラー」に乗船し、約 1時間海中を散策します。ダイバーの餌付けをガラスの窓越しに見ることがで
きます。 

難破船コーブでシュノーケル 
Shipwreck Cove Snorkel  -SMD4 2時間 30分 $67 ($54) 

港からグレートベイ沿いの眺めの美しい景色を楽しみながら約 45分でシップレック（難破船）コーブに到
着。約 1時間シュノーケルや透き通ったカリブ海での遊泳をお楽しみください。その後、船に戻ります。6歳
以上の方が参加できます。 

カタマランとシュノーケル・アドベンチャー 
Catamaran Sail & Snorkel Adventure  -SM62 2時間 30分 $69 ($54) 

タコ、ロブスター、アカエイなどのさまざまな海洋生物があなたを感嘆させるでしょう。約１時間のシュノーケ

ルの後はカタマラン型ヨットでの港までのクルーズを、フルーツパンチを飲みながらリラックスしてお楽しみ

ください。6歳以上の方が参加できます。 
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スピードボート、観光＆ショッピング 100歳以下、体重 124kg以下 
Speedboat Dutch & French Getaway  -SMC9 3時間 45分 $119 
高速クルーザーで港を出発し島の南岸の景色を眺めながらシンプソンベイへ。着後、ラグーンで 40分ほ
どのシュノーケルをお楽しみください。続いてオランダ領で最も有名なマレットベイズビーチへ。約 1時間
半、自由に過ごしていただきます。その後、フィリップスバーグに戻ります。なお市内でショッピングを楽し

むこともできます。その場合はご自身で船までお戻りください。6歳以上 100歳以下、体重 124kg以下の
方が参加できます。 
よくばり島内ツアー：クルーズと島内観光 *体重 113kg以下 
The Ultimate Island Tour: Explorer Cruise and Island  
Tour  -SMD2 

4時間 $58 ($29) 

キャプテン・モルガン セーリングとシュノーケル *3歳以上 90歳以下 
Captain Morgan Sail & Snorkel  -SM85 3時間 $79 ($56) 

キャプテン・モルガン セーリングアドベンチャー（昼食付）  *3歳以上 
Captain Morgan’s Sailing Adventure  -SM79 4時間 30分 $95 ($71) 

カヤックとシュノーケル・アドベンチャー *9歳以上、体重 113kg以下 
Kayak and Snorkel Adventure  -SMD7 3時間 30分 $74 ($59) 

アフタヌーン・ビーチ･ブレイク 
Afternoon Beach Break  -SM58 3時間 $45 ($23) 
スヌーバとシュノーケル *8歳以上、体重 117kg以下 
Adventure Snuba and Snorkel  -SMD5 2時間 30分 $89 

シートレック *8歳以上 
Sea Trek St. Maarten  -SMA1 2時間 30分 $99 

体験ダイビング *12歳以上、体重 158kg以下 
Discover Scuba Diving  -SM16 3時間 $119 

アメリカズカップ・セーリングレガッタ *12歳以上 
America’s Cup Sailing Regatta  -SM56 3時間 $95 
ディープシーフィッシング *12歳以上 
Deep Sea Fishing Expedition  -SM61 4時間 $236 
ロッテリーファーム・ツリートップアドベンチャー 
*身長 137cm以上、体重 113kg以下 
Loterie Farm Treetop Adventure Tour  -SM88 

3時間 45分 $97 ($70) 

フィリップスバーグ サイクリング  
*13歳以上、身長 143cm以上 200cm以下、体重 108kg 
Historical Philipsburg by Bicycle  -SMD6 

3時間 30分 $53 

マウンテンバイク・アドベンチャー *12歳以上、身長 148cm以上 
St. Maarten Mountain Bike Adventure  -SM57 3時間 30分 $79 

ハーレーダビッドソンツアー *25歳以上 
Harley in Paradise  -SMB5 3時間 $249 
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Royal Caribbean International 本社本社本社本社    (MIAMI) 
ロイヤルロイヤルロイヤルロイヤル・・・・カリビアンカリビアンカリビアンカリビアン・・・・インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナル    www.royalcaribbean.com    

船会社緊急連絡先（英語）：1(国番号)-800-256-6649/1-305-415-1047 

船会社ホームページ（英語）：www.royalcaribbean.com 

    

マイアミマイアミマイアミマイアミ 24242424 時間時間時間時間    日本語緊急日本語緊急日本語緊急日本語緊急ダイヤルサービスダイヤルサービスダイヤルサービスダイヤルサービス（個人旅行の方のみ） 

 TEL．305-448-8388 (日本総合ツアーズ) 

＊団体旅行の方は添乗員様へご相談ください。 

    

制作制作制作制作: : : :     

ロイヤルロイヤルロイヤルロイヤル・・・・カリビアンカリビアンカリビアンカリビアン・・・・インインインインターナショナルターナショナルターナショナルターナショナル日本総代理店日本総代理店日本総代理店日本総代理店    

株式会社株式会社株式会社株式会社ミキミキミキミキ・・・・ツーリストツーリストツーリストツーリスト        クルーズクルーズクルーズクルーズカンパニーカンパニーカンパニーカンパニー www.royalcaribbean.jp 


