
1. 予約
以下の事項をご確認の上、最寄りの旅行会社にお申し込みください。
①日本出発日②乗船日③船名・クルーズコース名・泊数④客室カテゴリー⑤
ダイニングリクエスト（メイン/セカンドシ−ティングまたはセレクトダイニング）⑥
テーブルサイズ（2/4/6/8/10人用またはスモール/ラージテーブル）⑦乗船
者名⑧性別・生年月日⑨国籍⑩キャプテンズ・クラブ会員の方は会員番号
※空き状況、代金をすぐにご案内します。
※個人予約のお客様は予約時に客室番号も決まります。

2. クルーズ代金
（1）変動制代金：セレブリティクルーズは変動制代金を採用しています。全て
のカテゴリーの代金は全世界からの予約をリアルタイムに反映し、予約状況
の変化にともない変動します。混雑期や出航日が近くなると値上がる傾向が
あり、早めの予約をおすすめします。なお、この代金はマイアミの本社にてコン
ピューター管理されており、全世界同額です。

（2）クルーズ代金とは、クルーズ料金（航海運賃・客室使用料・食事代・エン
テーテインメント・テンダーボート代など）と寄港料/雑費（NCCF）の合計をい
います。クルーズ代金のほかに「政府関連諸税および港湾施設使用料」と
チップが必要です。クルーズ代金とあわせてお支払ください。また税金額は各
国の取り決めにより予告なく変額される場合があります。

※スイート客室をご利用の場合または客室をお一人でご利用の場合は上記
の200％となります。

（2）残金お支払い期限

（3）代金表の見方：代金表は客室タイプ別の2015年8月現在の代金です。
最新の代金はホームページでご確認ください。

（4）表示の代金：1室を2名で使用する場合の1名様あたりのUSドルです。
日本総代理店ミキ・ツーリストよりご請求の際は都市銀行キャッシュ・セリング・
レートを適用し、日本円に換算いたします。

（5）客室をお一人で使用する場合の代金：各表示代金の200％となります。
（6）子供代金：子供割引はありません。0歳から大人と同額になります。
（7）3/4人目の方の代金：2名様と1室を共有する3人目および4人目のお客
様は割安な代金になります。ただし3／4名様1室としてお使いになれる客室
数には限りがあります。

3. お支払い
（1）デポジット（予約金）
予約確認後、下記のデポジットをお支払いください。受領後正式予約となります。

※残金お支払い期限以降に新規予約した場合は、予約確認後早急に代金
全額をお支払い願います。
※期限内にお支払いがない場合予約が取り消されることがあります。
※ホリデイクルーズとはクリスマス（12/24・25）、年末年始（12/31・1/1）、
旧正月（アジアクルーズのみ該当）を含むクルーズを指します。

4. 取消料
●通常期

（1）5泊以下のクルーズ

●ホリデイクルーズ※2 （およびセレブリティ・エクスペディション）
（1）5泊以下のクルーズ

（2）6泊以上のクルーズ＆クルーズツアー

※１ クルーズ代金に、「政府関連諸税および港湾施設使用料」とチップは含
まれません。
※2 ホリデイクルーズとはクリスマス（12/24・25）、年末年始（12/31・1/1）、旧
正月（アジアクルーズのみ該当）を含むクルーズを指します。
※3 クルーズ代金の50％／75％がデポジットの金額より安い場合は、デポ
ジット金額が取消料となります。
※取消料対象期間の出航日やカテゴリー変更はお受けできません。取消料
を申し受けたうえで新規ご予約となります。
※お客様のご都合によるチケットの再発行については＄35の変更手数料を
申し受けます。
※取消日とは日本総代理店ミキ・ツーリストの営業日・営業時間内（土・日・祝
祭日・年末年始を除く平日9：30～18：00）に当社が書面を受理した日時を基
準とします。

5. 団体の諸条件
旅行会社の取扱いによる8客室（16名）以上のグループでのお申し込みは
別途条件があります。また前払いチップが原則になります。詳細はお問い合
わせください。

6. スケジュール変更・中止
現地の止むを得ない事情などにより、スケジュール、寄港地、出発・到着時
間、船内プログラム等は予告なしに変更されることがあります。天地天災（気
象・海象）により航路、寄港地等のスケジュールを変更する場合があります。そ
れらの変更に対する払い戻しは一切お受けできません。

※テンダーボートにて上陸予定の寄港地は天候等により上陸できない場
合があります。
※出航前までの最新日程はホームページでご確認いただけます。

7. パスポート・査証
パスポートの残存期限は下船日より6か月以上必要です。また、訪問国の査
証についてはお客様の責任で取得ください。
※日本国籍のお客様は、米国を日程に含むクルーズにご参加の場合、米国
入国までにESTA（電子渡航認証システム）の登録が必要です。またオースト
ラリアを日程に含むクルーズにご参加の場合、ETAS（電子ビザ）の取得が必
要です。そのほかブラジルなど査証が必要な国がありますのでご自身で確認く
ださい。ロシアに寄港するクルーズの場合、船会社主催のショア・エクスカー
ションに参加するとビザが必要ありません。個人的に下船する場合はロシアビ
ザの取得が必要です。
※外国籍のお客様はこの限りではありませんのでご自身で大使館や領事館
などにご確認ください。

8. 荷物
（1）船内持ち込み荷物は200ポンド（約90kg）を限度とします。個数の制限
はありません。ただし航空機の重量制限にご注意ください。

（2）セレブリティクルーズ社が不適当と判断する物、武器、爆発物、燃料など
の危険物の持ち込みは固くお断りします。

（3）ペットは乗船できません。
（4）個人的所持品はお客様の責任で管理をお願いいたします。貴重品等は
客室内の金庫にて保管ください。

（5）お預かり荷物が万一紛失・破損した場合、セレブリティクルーズ社の損害
賠償責任の上限額は乗客お一人につき300USドルです。現金、宝石類、有
価証券、写真、など貴重品の紛失、破損については損害賠償の責任は負い
ません。貴重品、壊れ物はスーツケースでなく手荷物として携帯ください。お客
様ご自身で海外旅行保険に加入されることをおすすめします。

9. 乗船制限および未成年者・
お身体の不自由な方の乗船

（1）お子さまだけのお部屋の予約は制限されています。北米クルーズの場合
は21歳以上の方、アジア、ヨーロッパ、オセアニア、南米クルーズの場合は
18歳以上の方が1室に1名以上必要です。ただし、隣室にご両親がいる場
合や制限年齢未満であってもご夫婦の場合はご予約いただけます。ご夫婦
の場合は英文の証明書をご用意ください。　

（2）大人と同室の幼児、乳児もお1人様として人数に数えられます。　
（3）乗船時に生後6か月未満（南米、ハワイ、太平洋横断、大西洋横断ク
ルーズは12か月未満）の乳児、妊娠7か月（24週目）以降のお客様はご乗船
いただけません。妊娠24週未満の方は英文の診断書をご用意ください。　

（4）ご両親以外の方と同行の18歳未満のお子さまは事前にご両親の承諾
書が必要です。　

（5）お身体の不自由なお客様は、付き添いの方が同行するなど、支障なくク
ルーズができることが条件になります。車いすをご利用の方は車いす対応客
室をご予約いただけます。ただしスイート客室でもバスタブがなくシャワーのみ
となります。また客室数に限りがありますのでお早めにお申し込みください。電
動車いすをご持参の方は、乗船前に折り畳みの可否、サイズ、重量、バッテ
リータイプをお知らせください。また、特別治療が必要な方はご予約の際にお
申し出いただき、英文の診断書をご用意ください。　
※船内に車いすのご用意はありません。テンダーボートや寄港地観光ツアー
では車いすではご参加いただけない場合があります。

10. 乗船の拒否、強制下船
船医より乗客の健康上の理由で航海継続が不可能と判断された場合、本
人または他人に危害がおよぶと船長が判断した場合は乗船拒否や途中下
船を敢行することがあります。この際いかなるクルーズ代金の返金も致しませ
ん。また下船によって生じる交通機関等全ての費用に対し一切責任を負いま
せん。

11. 乗船
（1）ご予約のお客様以外の方の乗船は、一切できません。
（2）出航日及び各寄港地において、船に乗り遅れた場合は、いかなる理由で
あってもセレブリティクルーズおよび日本総代理店は責任を負いません。乗り
遅れたために生じる交通機関・ホテル等の費用はお客様の負担となります。
また、ご利用いただけなかった区間のクルーズ代金についても払い戻しはあり
ません。

12. 乗船ターミナル
乗船ターミナルはご出発前にお渡しする書類（ゲストチケットブックレット）に記
されていますが、ターミナルの場所、桟橋番号は変更になる場合があります。

13. 責任事項
（1）セレブリティクルーズ社の責任はクルーズ運航および同社のスタッフによ
るサービスのみであり、乗船までの交通機関、寄港地での観光、観光業者、レ
ストラン、医療業者などで起こった損害、紛失、事故については一切責任を負
いません。

（2）当船についての苦情や損害賠償は下船後10日以内に予約番号、詳細
を記載し、書面でご送付ください。

14. 約款
上記記載以外の詳細は、最終書類・ゲストチケットブックレットに同封されてい
るセレブリティクルーズ約款（クルーズ・チケット・コントラクト）に準じます。ご乗
船時に約款に同意の上、ご署名をいただきます。

15. 有効期限
当パンフレットの内容は2015年8月現在の情報を基準に作成しております。
代金、各種料金、政府関連諸税および港湾施設使用料、日程および表記し
た諸情報は予告なしに変更される場合があります。予約時に最新情報をご
確認ください。

16. 無断掲載の禁止
当パンフレットの無断転用を禁じます。データをご利用の際は日本総代理店ミ
キ・ツーリストまでご連絡ください。

（2）6泊以上のクルーズ＆クルーズツアー

ご旅行条件

対象クルーズ 金額（お一人様）
5泊以下 ＄100
6・7・8泊 $250

９泊以上＆クルーズツアー、ガラパゴスクルーズ $450

対象クルーズ お支払期限
通常期（5泊以下の）クルーズ 出航の60日前まで

通常期（6泊以上の）クルーズ・クルーズツアー 出航の75日前
ホリデイクルーズ 出航の90日前まで

ガラパゴスクルーズ 出航の120日前まで

取消日 取消料（お一人様）
出航日の60日前まで 無料

出航日の59日前〜43日前まで デポジットの金額
出航日の42日前〜29日前まで クルーズ代金※１の50％※3
出航日の28日前〜15日前まで クルーズ代金※１の75％※3

出航日の14日前以降 クルーズ代金※１の全額

取消日 取消料（お一人様）
出航日の90日前まで 無料

出航日の89日前〜64日前まで デポジットの金額
出航日の63日前〜43日前まで クルーズ代金※１の50％※3
出航日の42日前〜15日前まで クルーズ代金※１の75％※3

出航日の14日前以降 クルーズ代金※１の全額

取消日 取消料（お一人様）
出航日の90日前まで 無料

出航日の89日前〜64日前まで デポジットの金額
出航日の63日前〜43日前まで クルーズ代金※１の50％※3
出航日の42日前〜22日前まで クルーズ代金※１の75％※3

出航日の21日前以降 クルーズ代金※１の全額

取消日 取消料（お一人様）
出航日の75日前まで 無料

出航日の74日前〜57日前まで デポジットの金額
出航日の56日前〜29日前まで クルーズ代金※１の50％※3
出航日の28日前〜15日前まで クルーズ代金※１の75％※3

出航日の14日前以降 クルーズ代金※１の全額

Celebrity Cruises 

How to Enjoy Oneself.
セレブリティクルーズの8つの魅力

セレブリティクルーズの象徴とも言える天然芝ガーデン。その美しさはクルーズ各誌
で絶賛されています。コーニングガラス美術館と提携したガラス工房やプライベート
テラス「アルコーブ」も好評。上質な癒しとくつろぎのひとときをお過ごしください。

1. 洋上初の天然芝ガーデン

洋上最大級の広いスパエリアを活かし、あらゆるトリートメントをご提供していま
す。数々の受賞実績を誇る「キャニオンランチ・スパクラブ」の世界トップレベルの
施術も体験できます。

5. 世界最高水準のスパプログラム

著名な建築家達が手がけたスタイリッシュな空間デザインもセレブリティクルーズ
の特徴です。船内随所に飾られている現代美術コレクションをiPadのアートツ
アーで観賞したり、購入することもできます。

3. 洗練された空間デザイン

プレミアム客船ならではのエレガントで上質なサービスに加え、iPadやマルチ双
方向TVを活用した最新システムも導入。伝統的なサービスと最先端の技術で
お客さまの旅を快適にサポートします。

7. 上質なサービスと先端設備

セレブリティクルーズは、世界トップクラスのシェフが料理を監修し、欧米では最も
厳しいといわれる「ベルリッツ社」のクルーズガイド誌で４つ星の評価を獲得。芸
術的な美食をお楽しみいただけます。

2. 誉れ高き美食の船

「ズンバ」や「トップシェフ・アットシー」など人気ブランドと提携したプログラムや、
料理やダンスをプロから学べる本格的な講座が多数。乗務員と対戦する「プー
ルバレー」や船内ツアー、各種パーティーも催されています。

6. ハイグレードな学びと遊び

洋上でありながら、常時200人のソムリエと500種類のワインを保有。1800本
のボトルを管理する巨大なワインセラーや最先端のワインサーバーをそなえ、量質
ともに最高水準のワインをご提供しています。

4. 卓越したワインコレクション

ブルガリやマイケルコースなど世界の人気ブランドが揃います。フルラ、ケイトス
ペード、コールハーンでは上質なレザーグッズを。カルバンクライン、アルマーニ、
ベルサーチなどのファッションブランドも充実しています。

8. 人気ブランドが勢揃い

セレブリティクルーズでは
お得な特典キャンペーンを実施中！

海側客室以上をご予約いただくと様々な特典が付与
され、よりオールインクルーシブに近い寛ぎのクルーズ
をお楽しみいただく事ができます。
特典はお好みでお選びいただける他、追加料金で複
数の特典を付与することもできます。
※ガラパゴス、大西洋・太平洋横断・南米ポジショニングクルーズは対象
外となります。
※海側客室以上・4泊以上のクルーズが対象です。
※空き状況により適用できない場合があります。
※旅行会社のパッケージツアーにお申し込みのお客様は対象外となります。

［選べる特典］
①飲み放題パッケージ

お一人様1泊＄55×泊数分相当の「クラシックパッケー
ジ」：指定ビール、ワイン、スピリット他炭酸飲料、特別
コーヒーが無料でお楽しみいただけます。

②チップ無料
お一人様1泊あたりスイート客室＄16.45、アクア・コン
シェルジュクラス＄13.45、一般客室＄12.95×泊数分が
無料になります。

③オンボードクレジットプレゼント
お一人様＄150のオンボードクレジットをプレゼントします。

④インターネット無料
6-9泊クルーズ＄199、10-14泊クルーズ ＄299相当のイン
ターネットパッケージを無料でご利用いただけます。

該当：1室のうち1・2人目の方にのみ適用となります。また、同室内で別々の
特典を選ぶことはできません。3人目以降の方はノンアルコール飲料飲み放
題パッケージおよびインターネット40分無料が付与されます（選択不可）。

［料金プラン］
・Ｇｏ Ｂｉｇ
上記より1つの特典を選択。クルーズ料金に含まれています。

・Ｇｏ Ｂｅｔｔｅｒ
1泊あたり、お一人様＄15の追加料金で上記より2つの特典
が選べます。

・Ｇｏ Ｂｅｓｔ
1泊あたり、お一人様＄45の追加料金で上記4つすべての
特典がつきます。更に飲み放題パッケージはプレミアムパッ
ケージにランクアップ。
※追加料金は1・2人目のみ加算となります。3人目以降は追加料金をお
支払いただいても①～④の特典を付与することはできません。
※キャンペーンは予告なく終了する場合があります
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