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アザマラ・・クラブ
クラブ・・クルーズ
クルーズのご
のご紹介
アザマラ
のご紹介

1. 持ち物

アザマラ・クラブ・クルーズは、ロマンス語の青い海 “Azmar” とギリシャ神話の南天に輝く星 ”Acamar” か
らインスピレーションを得て、“青い海に浮かぶ最も輝く星”との意を込め ”Azamara” と名付けられました。
好奇心を刺激する魅力的な寄港地と他に類をみない贅沢な時間をお約束するデラックス・クルーズラインで
す。

服装

2007 年、プレミアムクルーズブランド、セレブリティクルーズのもとに、約 19 億円をかけた全面改装が施され
たアザマラ・ジャーニーとアザマラ・クエストの 2 隻が誕生しました。
さらに 2009 年、「ブティックホテルのようなくつろぎ」と「スローな旅」をコンセプトにサービス面がリニューアル
され、アザマラ・クラブ・クルーズとして独立しました。
木目を生かしたシックなインテリアでまとめられた船内では、日常を忘れゆったりとした優雅な時間を御過し
いただけます。また、中型船でありながら 4 つのレストランを備えるなど、充実の船内設備を擁しています。
サービス面においては、船内チップをはじめ、ミネラルウォーター、スペシャリティコーヒー、昼食・夕食時のブ
ティックワインをクルーズ料金に含めたことで、船内での料金追加という煩わしさから解放されたことが最大
の特徴です。またお客様 1.8 人に対し 1 人の乗務員を配置し、(執事)対応としたことで、クルーズライフ全体
にわたりお客様一人一人に満足いただけるきめ細やかなおもてなしが可能となりました。一方ドレスコードは
クルーズ中を通してリゾートカジュアルと親しみやすく、アットホームな雰囲気も感じていただけることでしょ
う。
小回りの利く中型の船体を生かし、大型船では入ることのできない小さな港や入り組んだ地形の街を含む、
バラエティ豊かなコースも特徴です。また、じっくり滞在できるよう、1～2 泊停泊する寄港地も少なくありませ
ん。寄港地観光も体験型のユニークなツアーを多数ご用意しております。
さあ、アザマラ・クラブ・クルーズで、他では経験できない忘れられない旅をお楽しみください。

アザマラ・クラブ・クルーズの船上では、昼夜を問わずドレスコードをリゾートカジュアルとしております。日中
の船内および寄港地では、普通のご旅行と同様にカジュアルな服装をおすすめいたします。スポーツシュー
ズなど歩きやすい靴もご用意ください。
服装指定はございませんが、船内には予約制レストランをはじめ、バーやラウンジを備えておりますので、も
ちろんドレスアップをされて特別な夜をお楽しみいただくこともできます。
※タキシードのレンタルサービスはございません。
＜服装の目安＞
リゾートカジュアル

男性：スポーツウェア、ゴルフシャツ、スラックス、パンツ、スポーツコートなど
女性：スポーツウェア、カジュアルドレス、スカート、パンツ
＊リネンやコットン、シルク、ウールギャバジンなど軽い素材がおすすめです。

※メインダイニングルームまたは予約制レストランでのお食事される際は、ジーンズ、ショートパンツ、タンクト
ップ、T シャツ、水着、裸足、野球帽着用での入場はご遠慮ください。
船内のアクアスパ、サウナやプールをご利用いただく際には、水着をご用意ください。サングラス、帽子など
もお忘れなく。フィットネスをご利用される方はスポーツウェアもご用意ください。いずれもレンタルサービスは
ございません。

電気製品
客室のコンセントは 110-125V または 220V です。日本の電気製品
は、PC やデジカメの充電等そのままでも短時間であればお使いに
なれるものもありますが、安全のため変圧器をお持ちください。（日
本の電圧は 100V）なお、客室内でのアイロンのご使用はご遠慮く
ださい。バスルームにはヘアドライヤー、シェーバー用の電源がご
ざいます。

110V は上を二股として使用

その他
＜アザマラ・
アザマラ・ジャーニー／
ジャーニー／アザマラ・
アザマラ・クエスト シップデータ＞
シップデータ＞
総トン数：30,277 トン
客定員：694 人
乗務員数 408 人
全長：180m
全幅：25m
喫水：6.0m
船籍：マルタ
就航年：2000 年（2007 年改装）

客室数：347 室
巡航速度：18.5 ノット

この小冊子は、アザマラ・クラブ・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
備やクルーズライフの過ごし方について主な情報を盛り込んでおりますので、ご活用いただければ幸いで
す。
日本語オンライン予約サイト(http://www.celebritycruises.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、ご乗船になられるクルーズについての最新情報は船内での
ご案内になりますので、船内新聞にてご確認ください。
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ございます。予めご了承ください。
（2011/DEC）
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通常のご旅行用品の他、眼鏡・コンタクト用品（スペア）、予備のフィルム、電池、常備薬、日焼け止めクリー
ム、計算機などのご持参をおすすめいたします。
また、スーツケースは少し大きめの物を用意し、お土産用のスペースを空けておくこともお忘れなく。下船前
夜にスーツケースなどの大きな荷物は船に預けてしまいますので、洗面道具など 1 泊分の荷物が入る手荷
物用バッグもご用意ください。

2. 必要書類
1. 有効なパスポート（有効期限をご確認ください。またコピーもお持ちください。）
査証（ビザが必要かどうかは旅行代理店もしくは各国大使館へお問い合わせください。）
2. ゲストチケットブックレット（お客様への最終書類／英語で記載のもの）
お客様のご予約内容が記載されています。事前に内容をご確認ください。
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3. 提出書類
＜ゲストチケットブックレット内＞
・クレジットカード登録用紙およびクルーズ約款同意サイン (Charge Account and Cruise Ticket）
・ゲスト・クリアランス・インフォメーション (Guest Clearance Information Form)
※事前に
事前にオンラインチェックインを
オンラインチェックインを行うことも可能
うことも可能です
可能です。
です。
上記の提出書類 3. は、日本出発前に船会社のホームページ（英語）
http://www.azamaraclubcruises.com/
にて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）。この場合乗船手続きが短縮することがで
きます。ただし出航の 3 日前までに完了してください。
トップページ上部バナーの一番右にある [COMMUNITY] から“Online Check-in”へ進み、必要事項
を入力してください。＊印が必須項目です。
入力完了すると、チェックイン確認書“Xpress Pass”を印刷ができますので、プリントアウトの上手書き
でサインをしてから乗船時チェックインカウンターに提出してください。
日本語ホームページ（http://www.celebritycruises.jp）フッターの「ご予約後の流れ」では、別ブランドで
あるセレブリティクルーズホームページ上での操作方法が記載されています。類似のものですのでよろ
しければご参照ください。
＜その他＞
・イミグレーションフォーム（寄港地により必要な場合があります。用紙は乗船港にご用意してあります）
・バゲージタッグ（あらかじめ荷物に付けておいてください。港でポーターがお預かりします）
4. クレジットカード
上記 3.のクレジットカード登録用紙に記入またはオンラインチェックインで入力したカードと同じもの。
SeaPass（船内専用カード）に登録して精算します。
VISA、マスター、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブがご利用になれます。
※現金精算希望の場合は不要です。
5. 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いただきます。
※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傷害保険(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. より快適
より快適にお
快適にお過
にお過ごしいただく為
ごしいただく為に
船内の医療設備
医務室（デッキ 4）は毎日オープンしており、緊急時には 24 時間体制で対応しますのでご安心ください（有
料）。なお持病のご心配がある方は、かかりつけの医師による英文の診断書をお持ちください。

車椅子のご利用

リピーター会員登録
アザマラ・クラブ・クルーズに過去乗船されたことがあり、リピーター会員（ル・クラブ・ボヤージュ）番号をお持
ちの方はクルーズご予約時に会員番号をお申し出になるか、オンラインチェックインの際お客様ご自身でご
入力ください。2度目のご乗船時より会員の特典（船内リピーター向け特別イベントへの招待など）が受けら
れます。初めてご乗船で入会希望の方は船内に会員登録用紙がございますので、ご記入の上申込受付箱
へ投函してください。
また、同じくロイヤル・カリビアン・クルーズ傘下のロイヤル・カリビアン・インターナショナルおよびセレブリティ
クルーズのリピーター会員の方も、会員のランクにより特典を受けることができます。

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

お荷物
港に着くまでに、スーツケースなどの大きなお荷物には最終書類に同封のバゲージタッグをお付け下さい。
あらかじめバゲージタッグに記載されているキャビン番号、お名前を必ずご確認ください。
荷物は港でポーターがお預かりいたします。チップ$1～2 程度をご用意ください。（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。）
お預かりしたお荷物がお部屋に届くまで時間がかかる場合がございますので、乗船後すぐにお使いになるも
のは、手荷物に入れられることをおすすめいたします。
夕刻までに届かない場合はゲストリレーションズ・デスク（受付）へご連絡ください。

チェックイン
乗船開始時間は“ゲストチケットブックレット”内、“Cruise Summary”をご確認ください。
出航の 1 時間半前にはカウンターが閉鎖しますので、2 時間前までに港に到着してください。
混雑時には 1 時間以上お待ちいただくこともございます。またその日の港の状況により、記載の乗船開始時
間より早くカウンターが開くこともございます。
チェックインの際には、提出書類をあらかじめご用意ください。パスポートはコースによってはお預かりする場
合もあります。手続き後、SeaPass（船内専用カード）をお渡しいたします。同時に夕食のテーブル番号を記
載の紙を渡されますので確認ください。
チェックインの後、セキュリティチェック、出国審査をして乗船していただきます。セキュリティのための写真撮
影と記念撮影（後日船内に掲示します。ご希望により購入可能）がございます。
乗船開始が昼の場合は、ウィンドウズ・カフェ（デッキ 9）でビュッフェスタイルの昼食を 15:00 頃までご用意い
たしております。
®

クルーズカード（SeaPass ）

車椅子をご利用の方は、必ず付き添いの方の同伴が必要となります。また、車椅子専用の客室には限りが
ございます。車椅子は乗船／下船時のみ港で貸し出しが可能です（台数に限りがございます）。なお、船内
での車椅子の貸し出しはございません。

乗船時にお渡しする“SeaPass”には、下記の機能がございます。
1) キャビン・キー機能
: キャビンの鍵はオートロックです。
2) クレジットカード機能
: 船内でのお買い物・各種サービスをご利用の際にカードを提示し、伝票にサ
インするだけで購入できます。
3) 身分証明書機能
: ショアエクスカーションで一旦下船する際や再び乗船する際に入口でパスポ
ートと共にカードの提示を求められます。忘れずに携帯してください。
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＜シーパスカード見本＞

ランドリー＆ドライクリーニング
各客室にランドリーバッグとランドリーリストがございます。水洗い、ドライクリーニングまたはアイロンがけな
どを有料で承ります。申し込み用紙は通常クローゼットの中にあります。リストに必要事項を記入し、品物と
一緒にランドリーバッグにお入れください。詳細はランドリーリストをご参照ください。
なお、船内にはセルフサービスのコインランドリーがございます（洗濯機・乾燥機・洗剤有/アイロン無料）。場
所はデッキ 7、客室 7076 号室の前です。料金は無料です。

00B

喫煙
喫煙はプールデッキの右舷側前方でお願いいたします。その他の公共スペース、レストラン、客室、ベランダ
は全て禁煙となっておりますので皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
また火災予防のため、船上から吸殻を投げ捨てることは絶対におやめください。

ライフボートドリル（避難訓練）
通常出航 30 分前に始まります。船内新聞でご確認ください。
短い音の後に長い音が続く警報が鳴りましたら指定の場所にお集まりください（※客室内に救命胴衣があり
ますが着用は必要ありません）。集合場所は客室のドアの内側に表示してあります。通路ではスタッフが集
合場所を指示してくれます。救命ボートの見学の後解散します。所要時間は約 30 分です。
この訓練は、国際海洋法で参加が義務づけられておりますので必ずご参加ください。

6. 客室設備

5. クルーズライフ
船内新聞／Pursuits
寄港地や食事、船内プログラムに関する詳細など、便利な情報が満載されています。クルーズライフの注意
事項もございますので、必ずご一読ください。毎日夕刻にお部屋にお届けいたします。
（P.15～の「11. 船内新聞の見方」をご参考ください。）

冷暖房

お支払い

壁に小さな調節装置がございます。

船内通貨は US ドルです。船内でのお支払いは、“SeaPass” によるキャッシュレス・システムとなっておりま
す。カジノを除く船内でのお買い物・各種サービスは全て SeaPass を提示し、伝票にサインするだけで購入
することができます。ご利用金額は、後日登録のクレジットカード会社を通じてお支払いとなります。
下船前夜に明細書が届きますので必ずご確認ください。クレジットカードをお持ちでない方は、下船前にまと
めて現金／トラベラーズチェック(どちらも US ドルのみ)で精算となります。ご利用金額によってはクルーズ途
中に一旦精算をしていただく場合もございます。
なお、船内には ATM が設置されており各クレジットカードにて現金のお引き出しが可能です。また、カジノオ
ープン時には SeaPass 付にて現金(US ドル)の購入もできます。いずれも 3％の手数料がかかります。
また船内の銀行カウンター（ゲストリレーションズ・デスク横）では、US ドルから各寄港地の通貨への両替も
可能です（外貨の在庫状況によってはできない場合もあります。また日本円からはいずれの通貨へも両替で
きませんのでご了承ください）。

船内放送

チップ
アザマラ・クラブ・クルーズでは、お客様が乗船後にわずらわしい思いをされないために、客室係、ウェイター、
バトラー（スイート客室のみ）、その他サービス係への規定のチップはすべてクルーズ料金に含まれています。
船内での追加支払いはございません。ただしルームサービスなど、特別な依頼をされた場合は、少額のチッ
プをご用意されるとスマートです。
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クラブ海側客室

クラブベランダ客室

船内放送は緊急時または必要情報のみスピーカーを通じて全室に流れます。

金庫
客室内の鏡の裏またはクローゼットの中に金庫がございます。パスポートや貴金属など、貴重品は必ず金
庫の中にお入れください。客室内のお荷物に関して、アザマラ・クラブ・クルーズは責任を負いかねますので
ご了承ください。また、下船前に金庫に置き忘れがないか、必ずご確認ください。
※一旦船を降りますと、忘れものが見つかるケースはほとんどありません。

収納スペース
クローゼット、引き出し、キャビネットが室内や洗面所に備え付けられており、収納スペースは十分ございま
す。クルーズ中衣類などは全てクローゼットのハンガーにかけていただくと便利です。

ミニバー（冷蔵庫）
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 に課金されます。またデスクに無料の氷とミネラルウォーターを
ご用意しており、毎日お取替えします。
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無料の氷と飲料水

バスルーム

マルチ機能搭載双方向型テレビ

シャワー、トイレ、ヘアドライヤー、シェーバー用電源、100％コットンタオル、シャンプー、リンス、石鹸、ボデ
ィローション、綿棒、コットン、シャワーキャップ、ティッシュが備えつけられております。またバスローブは客室
にございます。

1)

操作方法について
電源を入れるとメインメニューの画面になるので、番組を見る場合にはチャンネルキーを押して選び、ネ
ットワークメニューを利用する場合にはメニューボタンを押します。

2)

ネットワークメニューについて
メニューボタンを押すと案内が始まります。つながらないときは再度電源を入れ直してください。表示さ
れたメニュー一覧から、番号をリモコンで選択します。
ACCOUNT では SeaPass のご利用状況が確認できます。書面で配られるのは下船前夜 1 回のみで
すので、都度間違いがないか確認されることをおすすめします。
ショアエクスカーション（有料の寄港地観光ツアー）の内容確認およびご予約、ルームサービスのメニュ
ー確認やご注文、その他ゲームなど色々なメニューがございます。

3)

番組について
＜音楽＞

※不足のものがございましたら、担当の客室係またはバトラー（執事）にお申しつけください。

電話
客室間の通話はもちろん、航海中、客室の電話から衛星回線を通じて陸上との通話が可能です。その他留
守番電話機能、ルームサービス、緊急時のワンタッチボタン、目覚まし機能があります。
＜目覚し時計のセット方法＞
案内に従って下さい。
＜内線＞
客室から客室への内線は、かけた相手またはかかってきた相手のキャビン番号が表示されます。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。
＜ゲストリレーションズ・デスクへの電話＞
Guest Relations ボタンを押すと直接つながります。
＜留守番電話＞
衛星回線、内線ともに留守番電話機能がございます。用件がある場合は電話に赤いランプが点滅します。
Voice Mail ボタン、テープの指示にしたがって、用件を聞く場合は 1 を、聞き終えたら 2 を押します。

＜ニュース＞
＜屋外モニター＞
＜クルーズ案内番組＞
＜寄港地案内＞
＜映画＞

クラシック、クラシック・ポップス、コンテンポラリー・ポップス、カントリーなど
が各チャンネルに分かれており映像とともに流れます。
ニュース番組を放送します。
クルーズの楽しみ方などのオリジナル番組を放送します。
寄港地の見所を順番に紹介しています。寄港地観光の予習に最適です。
客室テレビの使い方マニュアルに上映プログラムがございます。

客室の標準設備と特別サービス

＜船から日本へかける時＞
① 短縮ボタン（OUTLINE CALL）を押す。
② ダイヤルトーン確認後、011＋81（日本の国番号）＋市外局番（最初の 0 を除く）＋相手先の番号を押す。
船内からの電話料金は SeaPass に加算されます。通話料金は１分間約 7.95 ドルが目安です。詳細は客室
内のご案内でご確認ください。衛星回線を使用しますのでつながるまでに約 40 秒かかります。つながる前に
途中で切った場合や、相手が不在だった場合にも料金がかかりますのでご注意ください。また船が寄港して
いる間はつながりません。

【客室標準設備】
マルチ機能搭載双方向テレビ / ミニバー（冷蔵庫） / 室内温度調節器 / ボイスメール機能付き電話 /
金庫 / ヘアドライヤー / 綿 100%タオル / バスローブ / 石鹸 / シャンプー・リンス / スリッパ

※日本から
日本から船
から船へかける時
へかける時
米国のアザマラ・クラブ・クルーズ船専用回線へ電話して船につなぎます。
①国際電話の番号（001 など）＋010 に続いて 1(アメリカ国番号)－専用回線番号
（Tel Communication Network）732－335－3297 へおかけください。
②英語でアザマラ・クラブ・クルーズ船専用電話であることと料金システムの説明があります。
お支払いはクレジットカード払いのみ可能です。ご利用可能なカードは VISA、マスター、JCB、アメリカン･
エキスプレス、ダイナースクラブです。
③続いて船名別に In Put 番号をアナウンスします。該当船の番号（2011 年 12 月現在、1 番：アザマラ・ジャ
ーニー、2 番：アザマラ・クエスト／予告無く変わる可能性があります）を押してください。
④カード番号および有効期限月＆年を 4 桁で押してください。
（例 2013 年 10 月まで有効 ＝ 1013 ＜月+西暦の下 2 桁＞）

【特別サービス(スイート客室)】
全客室共通サービスに加え、スイート客室ならではのサービスをご提供します。
英国スタイルのバトラー（執事）サービス / 優先乗下船 / スーツケースの優先配達 / テンダーボートの優
先利用 / ご希望があれば軽食のお届け（16:00～18:00） / ウェルカムスパークリングワインとフルーツ /
ウォッカまたはスコッチウィスキー1 本無料 / コーヒー / 炭酸飲料 / 切り替えマッサージシャワーヘッド /
シルクハンガー / アイロン掛け（お一人様につき 2 着まで）

カード情報に問題がなければ船内につながります。通話料（1 分$7.95）は後日クレジットカード会社から請
求されます。別途、米国までの国際電話料金もかかります。

船内の総合案内デスクです。24 時間体制でお客様のご質問やご依頼はこちらで承ります。お気軽にお問い
合わせください。クルーズ中の落とし物のお預かり、ファックスや郵便も承ります。
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【全客室共通サービス】
ペットボトル入りミネラルウォーター / 生花 / 乗船時のウェルカムフルーツバスケット / カナッペ / イギ
リスの自然派化粧品「Elemis」のバスアメニティ / 靴磨き / 高級ヨーロッパ式寝具 / 双眼鏡・傘の貸し
出し / トートバッグ / 24 時間ルームサービス

7. 船内施設
ゲストリレーションズ・デスク／Guest Relations （デッキ 4）

9

キャバレー・ラウンジ／Cabaret Lounge （デッキ 5）

アストラル・スパ／Astral Spa （リゾートデッキ 12）

最新の音響設備を備えた劇場型のラウンジです。毎晩華麗なダンス
ショーや音楽、コメディーなどを、グラスを片手にお楽しみいただけま
す。プログラムは船内新聞でお知らせいたします。

世界最高水準の技術と洗練されたサービスが自慢のビューティスパ。充実したプログラムでおくつろぎくださ
い。身体をリラックスさせる全身マッサージ、タラソテラピー（海洋療法）トリートメントから個人的なフィットネス
指導に至るまで豊富なメニューをご用意しております。
フィットネスセンターではパノラマの景色を楽しみながら、最新のマシーンでトレーニングできます。

カジノ／Casino Luxe （デッキ 5）

＊各種トリートメントプログラムは、有料でご予約が必要です。料金は船内にてご案内いたします。
＊アクアスパは大人の方のためのリラクゼーションエリアですので 16 歳未満の方はご遠慮ください。

ルーレット、ブラックジャック、ポーカー、クラップス、スロットマシン、
ロトなどの様々なゲームをお楽しみいただけます。国際規制に準じ
て、カジノは航海中のみオープンします。領海内または港に停泊中
はご利用できません。また 18 歳未満の方はご参加いただけません。

各種ショップ／Shops

ヘアサロン （リゾートデッキ 12）
キャバレー・ラウンジ

アストラル・スパ内にヘアサロンがございます。要予約。フォーマルナイトの前には混雑いたしますので、お
早めのご予約をおすすめいたします。

（デッキ 4,5）

アザマラ・クラブ・クルーズのオリジナルグッズや、香水、化粧品、アクセサリー、一流ブランド品、革製品、洋
服、アルコール類、たばこやお土産品など様々な品を取り揃えており、免税価格でお買い求めいただけます。
またフィルム、乾電池、洗面用具、スナック菓子やガム、その他身の回りの品も揃います。

フォトショップ／Photo Shop （デッキ 5）
船内で専属フォトグラファーが撮影した記念写真を展示、販売いたします。焼き増しも承ります。また、お客
様のフィルムの現像やデジタルカメラのデータの CD コピーも承ります。
下船日近くになると航海中の船内の模様を収めた DVD を販売します。DVD には映像方式等の種類があり
ますので、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: 2）
帰国後、万が一映像が写らない場合も返金、お取替えはできかねますのでご了承ください。

8. お食事
船内でのお食事はアルコール類など一部を除き、すべてクルーズ代金に含まれています。
中型船ながら、本格的なフルコース料理からビュッフェスタイルの軽食、カフェなどバラエティ豊かな食事をご
堪能いただけます。24 時間ルームサービスも承りますので、お好きな時にお好きな物をお選びください。

メインダイニングルーム（ディスカバリーズ）／Discoveries （デッキ 5）
船内最大のダイニングルームで毎食フルコースのお食事をご用意しておりま
す。自由席ですので、船内新聞にて営業時間をお確かめの上、お越しください
ませ。

インターネット／eConnections （デッキ 9）
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。（有料／1 分 65 セント。パッケージ
料金もあり）。Hotmail、Gmail などフリーメールのアドレスをお持ちの方はホームページからご自身の E-mail
の受信確認もできます（日本語の受信メールは読めますが、日本語で送信することはできません）。
また客室を含め船内全体で無線インターネット接続が可能ですので、お客様が持参のパソコンを客室やラウ
ンジなどでご利用いただけます（ただし無線 LAN 対応のパソコンに限ります。また 1 分 65 セントの通信料は
別途必要です）。

ビュッフェレストラン（ウィンドウズ・カフェ）／Windows Café （デッキ 9）
眺めの良い上階にあるウィンドウズ・カフェでは、友人宅に招かれたようなカジ
ュアルで居心地のよい雰囲気の中、サラダ、パスタ、ピザ、寿司などのビュッフ
ェスタイルのお食事をお召し上がりいただけます。

スペシャリティレストラン （デッキ 10）
ウィンドウズ・カフェ

船内にはディナー専用の予約制レストランが 2 ヶ所ございます。

プール （リゾートデッキ 9）

＊予約制です。大変人気ですのでご乗船後お早めにお申し込みください（予約受付時間は船内新聞でご確認ください）。
＊カバーチャージ（お席料）はスイート客室ご宿泊のお客様は無料、その他の客室にご宿泊のお客様は 1 回につき$15 が必
要です（無料ご招待などはございません）。

優雅な屋外プール。ジャグジーも併設しています。ドリンクを片手にデ
ッキチェアで寛ぎのひとときをどうぞ。近くには卓球台も設置されてい
ます。

図書室／The Drawing Room （デッキ 10）

プールデッキ（リラクゼーションエリア）

ラウンジ（The Drawling Room）にある図書室では英語を中心に書籍を取り
揃えています。静かに読書を楽しめるくつろぎの空間です。ご予約いただけれ
ば優雅なプライベートディナーを召し上がることも可能です。

【アクアリーナ／Aqualina Restaurant】
地中海料理をベースにした創作料理が味わえます。シルバーとク
リーム、青を基調とした内装で明るい雰囲気です。夕日に染まり
ゆく大海原を眺めながら、繊細で美しい料理をお楽しみください。
【プライム C／Prime C Restaurant】
美しい木目と温かな照明にソフトレザーの椅子を合わせた柔らか
な空間。選び抜かれた上質でジューシーな肉や新鮮な魚介類を
お好みの調理法でお召し上がりください。また約 8,000 本のワイン
コレクションから、料理に相性のよいワインをお選びいただけま
す。
プライム C
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図書室

プール・グリル （デッキ 9）

9. 下船のご
下船のご案内
のご案内

フライドポテト、ハンバーガー、ピザやパスタなどをプールサイドで
お召し上がりいただけます。

パスポート返却

モザイク・カフェ （デッキ 5）

パスポートをお預かりした場合は、下船までにキャビンにパスポート返却の案内があります。SeaPass を提
示して指定の時間、場所にてお受け取りください。
※コースによっては乗船時にパスポートをお預かりしない場合もございますので、その際はお客様ご自身で保管をお願いい
たします。

会話の弾むあたたかな雰囲気のカフェで、本格的なエスプレッソド
リンクや紅茶と、サンドウィッチやスコーン、ビスコッティなどをお楽
しみください。
＊お飲み物は有料です。

精算
モザイク・カフェ

ルームサービス
24 時間ルームサービスを承っております。メニューは客室内の案内書をご覧ください。
ルームサービスの朝食をご希望のお客様は、所定の用紙へ記入の上、前夜までに客室係へお渡しください。
06：30～10：00 までのご希望の時間にお届けいたします。
＊お食事はいずれも無料ですが、ルームサービスをご利用の場合はご依頼の都度少額のチップをご用意ください。

バー＆クラブ・ラウンジ

下船前日に SeaPass のご利用明細をお部屋にお届けいたします。ご不明な点がございましたらゲストリレ
ーションズ・デスクまでお問い合わせください。下船後
下船後のお
下船後のお問
のお問い合わせは承
わせは承りかねます。
りかねます。
問題なければそのまま下船して結構です。後日、クレジットカード会社より請求がきます。
現金またはトラベラーズチェックで精算される場合は、前日または下船日朝に指定の場所へお越し下さい。
クレジットカードでの精算を登録された方が、ご利用金額の一部を US ドルの現金で支払うことも可能です。
ご精算後はお飲み物やお買い物に SeaPass をご利用いただけません。お部屋の鍵としては最後までご利
用いただけます。SeaPass はそのまま記念にお持ち帰りください。

お荷物

船の航行中は、早朝から深夜までバーサービスをご利用いただけます。
港に停泊中の営業時間は、寄港地の規制に従います。毎日のバーの営業時間は船内新聞でご確認くださ
い。また、当社の規制に準じて、お客様がラウンジやバー、デッキにご自分のアルコール類をお持ち込みに
なることはご遠慮いただいております。またレストランにお持ち込みになる場合は持ち込み料をいただきま
す。
【キャバレー・ラウンジ／Cabaret Lounge】 （デッキ 5）
お好きなお酒を手にショーをご覧いただけます。

お部屋係が前もって下船用バゲージタッグをお届けいたしますので、必要事項をご記入ください。
下船前夜、荷造りが済みましたらバゲージタッグをつけ、23 時ごろまでに客室外の廊下にお出しください。ご
就寝中に回収いたします。下船前夜および下船日午前にご使用になるものは、手荷物としてお持ちください。
預ける荷物の中には貴重品は絶対に入れないようご注意ください。
荷札の色は下船の順番を示しますのでタグの端を切り取り、色を忘れないようにご注意ください。

アンケート
船内サービスに関するアンケート（Questionnaire）が客室に配られます。ご協力ください。

【カジノバー／Casino Bar】 （デッキ 5）
Casino Luxe 内のバー。ゲームの合間に美味しいお酒を楽しめます。

下船

【ディスカバリーズ・ラウンジ／Discoveries Lounge】 （デッキ 5、船尾）
メインダイニングルームに隣接しており、お食事前のカクテルなどに最適な場所です。
【プールバー／Pool Bar】 （デッキ 9）
プールサイドのデッキチェアでドリンクを片手にゆっくりお寛ぎください。
【サンセットバー／Sunset Bar】 （デッキ 9）
ビュッフェレストラン（Windows Café）の屋外席エリアに併設されているバー。潮風の中、夕日を浴びてい
ただくカクテルは格別です。
【ドロウイング・ルーム／The Drawing Room】 （デッキ 10）
時にはピアノ演奏も楽しめるライブラリーでは、本を片手にソ
ファに体を預け、夕食後のお酒をお楽しみいただけます。

下船日が近づくと下船の説明会が行われます。また客室のテレビや船内新聞でも下船手順の案内がありま
すのでご確認ください。有料で港から空港までの専用バスチケットを販売している場合もありますので、御希
望の方は早めにゲストリレーションズ・デスクにご相談ください。
バゲージタッグの色別に下船の順序が決まります。バゲージタッグの色は、船内でお客様が記載の下船後
の予定表に基づき決められます。フライトの関係等で早い下船を希望の方は事前にゲストリレーションズ・デ
スクで優先下船のお申し込みをしてください。
下船日当日は、早めに朝食をすませ、全ての荷物を持ってシアターやラウンジなど公共のスペースでお待ち
ください。バゲージタッグの色別に下船の放送が入りますので、呼ばれた色から順次下船となります。お客
様全員の下船には、約 1 時間半から 2 時間かかります。

◇◆◇ 船内でのお
船内でのお忘
でのお忘れ物についてセレブリティクルーズ
についてセレブリティクルーズは
セレブリティクルーズは責任を
責任を負いかねます。
いかねます。 ◇◆◇
◇◆◇ 荷物の
荷物の破損及び
破損及び紛失の
紛失の場合は
場合は必ず船会社の
船会社の証明書をもらってください
証明書をもらってください。
をもらってください。

【ルッキング・グラス／Looking Glass】 （デッキ 10）
陽光がふりそそぐ展望ラウンジ。望遠鏡もございますので、眼
前に広がる風景を楽しみながら、ムラーノ・グラスに注がれる
お好みのカクテルをお召し上がりいただけます。
ルッキング・グラス
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◇◆◇

10. 寄港地観光（
寄港地観光（ランド・
ランド・ディスカバリーズ）
ディスカバリーズ）

11．
．最終確認

寄港地観光デスク／Land Discoveries (デッキ 4)

この度はアザマラ・クラブ・クルーズをご利用いただき誠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？下船後によく問題になる点をまとめました。スタッフ一同努
力しておりますが、帰国後のトラブルを避けるために下船前に再確認ください。

寄港地観光（ランド・ディスカバリーズ： 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為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し込み用紙に必要事項をご記入の上、寄港地観光デ
スクに提出して下さい。
申し込みの受付け／締め切り時間は船内新聞でご確認下さい。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。また、ツアーの詳細は客室内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、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。
＊乗船前に船会社ホームページ（英語）http://www.azamaraclubcruises.com/ から PDF のカタログを入手
することができます。
ホームページヘッダーの PLAN YOUR VOYAGE より、[LAND EXPLORATIONS] をクリック。そこから
更に “Land Discoveries” をクリック→次画面の[DOWNLOAD LAND DISCOVERIES BROCHURE]
をクリックすると、クルーズの指定（船名・出航日）をする画面が出ますので、各項目を選択して[Submit]を
クリックすると、必要なクルーズの寄港地観光カタログが表示されます。
＊また、同様に “Land Discoveries” のページまで進み、[Book Land Discoveries for your voyage] をク
リックすると、寄港地観光の事前予約ができます。ご希望の方は出航 5 日前までにお客様自身でお申し込
みください。この場合お客様のクレジットカード払いとなり、手配の代行はできませんのでご了承ください。

寄港地へ

船内カード精算
船内でご利用の SeaPass 明細書は最終日に必ずご確認いただき、不明な点は乗船中に対応と処理をお願
いします。下船後にお調べすることや返金は不可能です。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 DVD
クルーズ最終日には航海中の様子を撮影した記念 DVD を販売しています。DVD には映像方式とリージョン
コードがありますので、日本の方式に合っているかを必ずご確認ください。
（映像方式 : NTSC、リージョン : 2）
帰国後に画像が映らない場合のお取り替え、返金は一切いたしかねます。

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

寄港地で下船する際は SeaPass とパスポートコピーを必ずお持ち下さい。下船／再乗船の際のセキュリテ
ィチェックに必要です。
船会社の寄港地観光にご参加される方は優先的に下船することができます。事前に客室に配られるチケッ
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。
船会社の寄港地観光に参加されない方は、順次お好みの時間に下船してください。
（団体旅行で、クルーズをご予約された旅行代理店のツアーに参加される方は添乗員の指示に従ってくださ
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
港にもよりますが、概ね 20 分おきに往復しています。なお、天候により下船できない（テンダーボートが運航
できない）場合がありますのであらかじめご了承ください。

すべての寄港地
すべての寄港地では
寄港地では、
では、出航の
出航の 30 分前までに
分前までに必
までに必ず船にお戻
にお戻りください。

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。

忘れ物
船内での忘れ物は後日問い合わせをしても見つかることがほとんどありませんので、お客様で十分ご注意く
ださい。

手紙の投函
船内で投函されたお手紙が届かないことがございます。一般郵便の場合調査の方法がございませんのでご
理解ください。各寄港地からご自身で投函されることをおすすめします。

荷物の破損・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必ずもらってください。紛失の場合はお客
様の届け先をお伝えください。クルーズ約款に記載のとおり、船会社の賠償責任の上限額はお一人様
US$300 です。貴重品、割れ物については手荷物にお入れください。十分な保障はありませんので、各自で
海外旅行傷害保険にご加入されることをおすすめします。
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＜P.2＞

12. 船内新聞の
船内新聞の見方
毎日夕刻に翌日の船内新聞が各客室へ届けられます。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ございますので、必ずお読みください。
＜P.1＞

日中の過ごし方のご案内
(寄港地観光、スパ、インターネット、
室内の双方向テレビ)

手洗いの励行
（船内での健康のために）

SeaPass の説明

日の出時刻

日付

日の入り時刻
ドレスコード（リゾートカジュアル）について

ご挨拶

上級スタッフ
の紹介

リピーター会員制度について

航路図

喫煙場所について

出航時刻
安全について（ライフジャケットの場所など）
最終乗船
時刻

ベッドの配置について（ツイン・ダブル変更可能）

日程

セルフランドリーについて

その他重要なお知らせ（ある場合）
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＜P.3＞

＜P.4＞

本日のイベント・各種催し物のご案内
時刻

イベント内容

各施設のデッキ階数、営業時間
開催場所、デッキ階数
本日のおすすめイベントのご案内

各レストランのデッキ階数、営業時間、内容
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各バーのデッキ階数、営業時間
（21 歳未満の方にはアルコール
飲料をご提供できません）

その他各種イベントの時間、
場所、内容のご案内
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Azamara Club Cruises（
（アザマラ・
アザマラ・クラブ・
クラブ・クルーズ）
クルーズ）本社 (MIAMI)
船会社緊急連絡先（英語）：1(国番号)-877-222-2526
ホームページ（英語）：http://www.azamaraclubcruises.com/
制作:
アザマラ・
・クラブ・
制作 アザマラ
クラブ・クルーズ 日本総代理店
株式会社ミキ
株式会社ミキ・
ミキ・ツーリスト クルーズセンター www.celebritycruises.jp
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