旅を愛する方へ…アザマラ・クラブ・クルーズ
寄港地での滞在時間を重視した＜オールインクルーシブ＞の船旅

ほとんどのクルーズで寄港地に 1 泊以上停泊するオーバーナイトステイを設け
地元の文化、食、人々の暮らしまでじっくりと知ることができる船旅をご提案するアザマラ・クラブ・クルーズ。
アットホームにくつろげる 3 万トンのブティック客船で巡るユニークな船旅は、
ほんものの旅を愛するお客様に選ばれ、高い支持を得ています。
2016 年には「アザマラ・ジャーニー」と「アザマラ・クエスト」を大幅リニューアル。
お客さまひとりひとりが、自分らしい寄港地での楽しみ方を見つけているように
船内でももっとパーソナルなくつろぎを見出していただけるエレガントな空間にグレードアップしました。
【アザマラ・ジャーニー】

総トン数：30,277 トン
船籍：マルタ
乗客定員：690 名
乗組員数：408 名
全長：180ｍ
全幅：25ｍ
喫水：6.0ｍ
巡航速度：18.5 ノット 就航年：2007 年 5 月
改装：2013 年 1 月／2016 年 1 月

【アザマラ・クエスト】

総トン数：30,277 トン
船籍：マルタ
乗客定員：690 名
乗組員数：408 名
全長：180ｍ
全幅：25ｍ
喫水：6.0ｍ
巡航速度：18.5 ノット 就航年：2007 年 10 月
改装：2012 年 11 月／2016 年 4 月

【アザマラ・クラブ・クルーズ】

アットホームなくつろぎ
◇チップや基本的なお酒類などがオールインクルーシブ
◇ドレスコードはリゾートカジュアルのみ
寄港地でのこだわり
◇オーバーナイトステイで寄港地をのんびりと、じっくりと観光
◇寄港地での“アズアメージング・イブニング”で特別な体験を
クルーズライフ
◇2016 年、2 隻を全面リニューアル。
新施設は「スパスイート」、「ザ・パティオ」と「リビングルーム」
◇ダイニングはオープンシーティング。
5 か所のダイニングからお好みのお食事を、お好みの時間に。
◇お客様 1.8 人につき 1 名の乗務員が温かいプロフェッショナルなおもてなし
◇スイート客室のお客様は英国式バトラーサービスがお世話します。

【アザマラ・クラブ・クルーズはオールインクルーシブ】
乗船中のほとんどの費用がクルーズ代金に含まれており、お会計に煩わされずにおくつろぎいただけます。
◇クルーズ代金に含まれる主なサービス◇
全室共通
◇寄港地で開催される特別イベント
「アズアメージング・イブニング」にご招待
ほとんどのクルーズで 1 回開催。事前予約推奨
◇スタンダード銘柄のビール、
日替わりの赤白グラスワイン、
スピリッツ（ブランデーやウィスキーなど）
※銘柄は英語ホームページから
ご覧いただけます。https://goo.gl/kR4BGK
◇船内チップ
◇ミネラルウォーター、ソフトドリンク、
スペシャリティコーヒー（カプチーノ・エスプレッソな
ど）、紅茶
◇セルフサービスランドリー
◇寄港地でのシャトルサービス（必要な寄港地）

スイート客室
全室共通のサービスに加え、スイートのお客様は
以下も追加料金が必要ありません。
◇英国式バトラーサービス
◇お一人様あたり 235 分のインターネット無料
◇1 室につき 7 日間ごとに 1 個ランドリーバッグ無料
◇スペシャリティレストラン無料
◇客室でアフタヌーンティーサービス
★クラブワールドオーナーズスイート、
クラブワールドオーシャンスイートは上記に加え
◇寄港地観光プログラムのうち、Insider Access
（インサイダーアクセス）または Nights & Cool
Places（ナイトスポット）のいずれのうち 1 つ無料
※こちらのフォームから事前リクエストが必要で
す。https://goo.gl/4G3UaV

◇コンシェルジュによる個別相談や予約手配
★スパスイートは上記に加え
◇1 室につきスパで使える 200 ドルのクレジット
◇Nights in Private Places（395 ドル相当）1 回無料
※このサービスついて詳しくは英語ホームページ
をご覧ください。https://goo.gl/0zXgE7
◇ヘルシーな午後の軽食を毎日お届け

【アザマラ・クラブ・クルーズの寄港地と滞在時間へのこだわり】
3 万トンという小型の利点を十分に生かしたほかにはないユニークなルートを航海。
全寄港地の半数で、オーバーナイトステイまたは夜遅い出航を取り入れ、土地の人々と文化にじっくりふれあい、
新たな発見と感動に出会うことを重視しています。通り一遍ではない観光で素晴らしい世界に出会ってください。

AzAmazing EveningsSM アズアメージング・イブニング
その街ならではのすばらしい体験を、特別な方法でお楽しみいただく
アズアメージング・イブニング。ダンス、音楽、食事などを貸切の豪華な会場でご
用意。クルーズ中 1 回、皆様を無料でご招待いたします。
◇ギリシャ遺跡での野外コンサートとカクテルパーティ
◇トスカーナの山麓で聴く 3 人のテノール歌手
◇レッドカーペットのおもてなしと劇場でのコンサート など
★大西洋横断クルーズを除く 7 泊以上のクルーズで実施します。
出航日ごとのイベントについて詳しくは英語ホームページをご覧ください。
https://goo.gl/ptE7Sj
★ご予約が必要です。事前予約をおすすめします。https://goo.gl/xQVsRz
空席があれば、開催当日の朝までお申し込みを受け付けます。
★キャンセルは、開催日前日の夜 22：00 までにお知らせください。
以降のキャンセルは手数料を申し受けます。
★内容は予告なく変更になる場合があります。その場合返金等はありません。
状況により船内で行われる場合があります。

Land Discoveries ランド・ディスカバリー
アザマラ・クラブ・クルーズでは、寄港地観光を“ランド・ディスカバリー”と呼び
ます。まさに言葉のとおり、より深く文化や人々のくらしに近づき、新しい発見を
していただけるエクスカーションをご提案しています。
さらに音楽やその土地ならではのお料理や体験などを楽しみたい方に、新しい
タイプの寄港地観光をご用意。Insider AccessSM （インサイダーアクセス）と
Nights and Cool PlacesSM（ナイト＆クールプレイス）をご覧ください。

Insider Acess インサイダーアクセス
個人のお宅や農園、ヴィラなどを訪れる新しい寄港地観光です。観光地とし
て開発された場所以外で、素晴らしい文化や伝統、人々の暮らしに触れるこ
とができます。ツアーは少人数で催行され、地元の人によるデモンストレーシ
ョンやアクティビティなどを体験する中で、伝統文化を深く知り、温かい交流を
することができるでしょう。

Nights ＆Cool Places ナイト＆クールプレイス
パーフェクトな 1 日をしめくくる、夕食後のお出かけです。美しくライトアップさ
れたランドマークをガイドとともに徒歩観光したり、閉館後に訪れる美術館ツ
アー、音楽や劇場の夕べなどを手配します。

【お食事のご案内】
「ディスカバリー」メインダイニング
モダンフレンチのスパイスが効いたコース料理。
オープンシーティング制でお好みの時間にお好みのお席で楽しめます。
朝・昼・夕とフルコースメニューをご堪能ください。
2016 年の改装では、装飾
品、ランプ、いす、
ソファ、カーテンなどを新
調。温かい雰囲気やメニ
ューなどのコンセプトはそ
のままに、リフレッシュし
た装いでお客さまをお迎
えします。

「ウィンドウズカフェ」ビュッフェレストラン
波音を感じる屋内外のビュッフェレストラ
ン。お寿司も含め各国料理がお楽しみ
いただけます。パスタ・サラダはその場
でお好みの味に調理。出来立てをお召
し上がりください。
2 名テーブルを増設。いくつかをつなげればグループの
お客様にもいっしょにお座りいただけるフレキシブルなつ
くりです。海風を感じながらお食事をしたいお客様には屋
外エリアと併設のサンセットバーをご用意しています。

≪NEW≫「ザ・パティオ）」ロマンチックダイニング
元のプールグリルが、テーブルクロスとキャンドルのセッティン
グがロマンチックな演出をする半屋外ダイニングエリア「ザ・パ
ティオ」として生まれ変わりました。オーシャンビューの開放的
なお食事をお楽しみいただけます。
ディナータイムには、生演奏が入ることも。
シアターショーなどをご観覧いただいたあとには、セルフサー
ビスのフローズンヨーグルトスタンド「Swirl & Top（スウィール
＆トップ）」に立ち寄って甘味を楽しむこともできます。

◇ドレスコードは
「リゾートカジュアル」
毎晩の服装指定はありま
せん。お好みのスタイル
でお過ごしください。カクテ
ルパーティ用に男性はジ
ャケットを、女性はワンピ
ースなどをご持参されるこ
とをおすすめします。

◇ルームサービス
のんびりしたい日は 24
時間無料のルームサ
ービスを。スイート客室
ではダイニングと同じメ
ニューをお部屋で召し
上がることもできます。

≪スペシャリティレストラン≫「アクアリーナ」地中海料理
船尾からの眺望がすばらしい地中海レストラン。
大海原の景色を眺めながら繊細で美しい料理をお楽しみいただけます。
メニュー例 https://goo.gl/7n6oDZ

・営業時間：夕食
（18：00～21：00）
・カバーチャージ
お一人様 25 ドル
スイート客室のお客様は無料
・ご予約をおすすめします

≪スペシャリティレストラン≫「プライム C」ステーキ＆シーフード
ウッドパネルが美しいクラシックなステーキハウス。選び抜かれた上質の肉や新鮮
な魚介類をお好みお調理法でお召し上がりください。ボルドーからオーストラリアな
ど幅広いワインコレクションは約 8,000 本。極上の料理と相性の良いワインをソムリ
エがご提案します。 メニュー例 https://goo.gl/AoLRlg
デザートメニュー例 https://goo.gl/dYma4f ワインリスト例 https://goo.gl/nWj1SJ
・営業時間：夕食
（18：00～21：00）
・カバーチャージ
お一人様 25 ドル
スイート客室のお客様は無料
・ご予約をおすすめします

◇シェフズテーブル
5 コースのお料理とそれぞれに合わせたワインを
楽しみながらシニアオフィサーまたはゲストスピー
カーの解説を聞くことができます。メニューはフレ
ンチ、イタリアン、カリフォルニアの 3 種類からお選
びください。（お一人様$95）
詳しくはこちら https://goo.gl/cnG0wP

◇ナイト・イン・スペシャルプレイス
おふたりで過ごすスペシャルな夕べをバトラーがお手
伝いします。プールサイドでシャンパン＆シーフードデ
ィナー、サンクタン・テラスで星空を眺め、そのまま屋外
で眠る・・・。ご希望をお申し付けください。
（お一組＄395） 紹介ビデオはこちら
https://goo.gl/0zXgE7

【バー・ラウンジ・ナイトライフ】
≪NEW≫リビングルーム
元のルッキンググラス・ラウンジは、「リビングルーム」と名前を変
え、座り心地のよいいすやワインテーブルなど上質な家具に囲
まれ自宅でくつろぐような居心地のよさをプラス。1 日中軽食やお
飲物をお楽しみいただけます。夕刻以降は、ダンスタイム、カラ
オケ、船上ミュージシャンによる生演奏など毎晩お楽しみが。夜
も更けてくると DJ によるパーティナイトへ。ときには、シェフがお
いしいデザートをお持ちしたり、スペシャルなパフォーマンスが行
われたり。ちょっとした軽食に立ち寄るもよし、夜じゅう楽しむもよ
し、お客様のリビングルームとしてお過ごしください。
◇日中の軽食（10：00～15：30）： おいしい紅茶やコーヒーと、
サンドウィッチや菓子パン、ケーキなど
◇午後の軽食（16：00～21：00）： さまざまな種類のタパス（スペイン
の小皿料理）をご用意。ソムリエが赤、白、ローズ、シャンパンなど
からよく合うお飲物をご提案。
モザイクカフェ
ロビーの上階にあるカフェは、調度品
を新調し、さらにおしゃれな空間になり
ました。行きかう人とあいさつを交わし
ながらお好きなコーヒーをどうぞ。ネス
カフェブランドもご用意しています。（有
料）。ライブ演奏の夕べもあり、ワイン
を飲みながらくつろぐことができます。
キャバレーラウンジ
ソリストによるクラシック音楽からバン
ド、ミュージカルレビューショーまで、ク
ルーズ中 3 種類ほどのパフォーマンス
をお楽しみいただけます。

ディスカバリーバー

メインダイニング「ディスカバリー」に併設された
ラウンジ。スツールやソファ、テーブル、絵画など
を新調。居心地の良い雰囲気に、落ち着いた重
厚さが加わりました。

カジノ＆スピリッツ

カーペットやいすの新調、新しいスロットマシーン
を入れたほか、バーをリニューアルしました。

バータイムにはブランデーやウィスキー、カクテルなどを無料でお楽しみいただけます。（一部有料あり）
無料でお楽しみいただけるお飲物はこちら https://goo.gl/kR4BGK
各種ビバレッジパッケージもご用意しています。https://goo.gl/NeMAUe

【スパ・フィットネス＆バイタリティ】
≪NEW≫サンクタン・スパ
エレガントに生まれ変わったスパエリアでは、ウェルネスや
リフレッシュに重点を置いたプログラムをご用意。
ホリスティックに美と健康を追求していただけます。
予約制です。施術料金の 18％がサービス料として加算され
ます。
スパメニュー例
フェイシャル・グロー：輝く肌を取り戻すスキンケア。
マッサージセラピー：ホットストーン、スウェーデン式、
ディープティシューなどのボディマッサージ。
ボディスカルプ

：海藻やジンジャーソルトでラップ。血行促進、
お肌のひきしめ、うるおいなどの効果。

詳しくはこちらをご覧ください。 https://goo.gl/EZXiDQ

サンクタン・テラス

プライベートな感覚でリラックスできる屋外テラス。
ジャグジー付きのタラソテラピープールに浸かりながら大
海原の眺望をお楽しみいただけます。

サロン

鍼
ヘアスタイリング、カッ

免疫を強くし体の調子を整

ト、カラー、マニキュア、

える東洋のリチュアル。体と

ペディキュア、髪と頭皮

顔の鍼マッサージでは痛み

ケアなどを承ります。

のない施術でお肌のきめを
整え血行を促進します。

フィットネス

毎日の元気の秘訣は、毎日のエクササイズ。船上でもピラ
ティスやサイクリング、屋外デッキでのヨガなどグループで
行うクラスで気軽に運動しましょう。マシーンの整ったフィッ
トネスセンターで大海原を眺めながらワークアウトもおす
すめです。

【その他】
ドローイングルーム（ラウンジ兼ライブラリー）

ショップ

静かに過ごしたいとき
に最適な図書館。本は
自由に貸し出していま
す。またインターネット
コーナーとしてもご利用
いただけます。次回の
クルーズをご紹介する
コーナーもあり気軽に
お立ち寄りください。
オーナーズスイートの
お客様専用の最も豪華
でエレガントなディナー
をご用意する晩もあり
インターネット
ます。

宝飾品や時計などのブ
ランド品からお土産、サ
ングラスなどの小物まで
取り揃えています。
フォトショップでは、カメ
ラの電池やメモリーカー
ドなどのほか、船内カメ
ラマンが撮影したお客様
の写真を購入いただくこ
とができます。
ポートレートスタジオで
記念写真の撮影も承り
ます。

インターネット

Stay Connected with Azamara

船内どこでも Wi-Fi 接続。今までより速くなり、スト

デジタルエクスペリエンスを向上しました

リーミングやダウンロードも可能に。SNS で写真

◇インスピレーションセンター

を投稿するのもストレスフリーです。

ロビーに 100 インチのタッチスクリーンを設置。次の寄

料金等詳しくはこちらをご覧ください。

港地の情報を見たり、ランド・ディスカバリーの内容を

https://goo.gl/K3Osyk

調べたりすることができます。また世界地図から行きた
い場所をタッチして写真やビデオを見て、次のクルーズ
を検討したり、旅を愛するお客様に自由にお使いいた
だけます。また、リニューアルオープンした“リビングル
ーム”にも、SNS などに接続できる 2 台の小型スクリー
ンを設置しました。
◇インタラクティブテレビ
お部屋にいながらにして船内イベントのご案内や航路
ナビゲーション、寄港地情報やランド・ディスカバリーの
ご予約、船内会計の確認、ルームサービスの注文など
が可能です。

講座＆クラス
船内ではさまざまな講座やクラスが開催されます。
詳しくは室内のテレビや船内新聞デイリーニュース
レターをご覧ください。
◇ソムリエによるワインテイスティング
◇お料理デモンストレーション
◇パソコン教室
◇寄港地の歴史や文化に関する講座
◇専門家によるセミナー

【客室のご案内】

新しい家具、サウンドや照明システムなど全面リニューアル。あたたかくシッ
クラブワールドオーナーズスイート（CW） クな色使いの客室でゆったりとおくつろぎいただけます。バスルームも広く
なりました。
客室の広さ 56.0 ㎡ ベランダの広さ 21.7 ㎡
寝室（キングサイズベッド/ツインに変更不可）、
リビングルーム、バスタブ付きバスルーム、
ウォークインクローゼット、
音響設備、ベランダ
定員：2～3 名

クラブオーシャンスイート（CO）
客室の広さ 44.5 ㎡ ベランダの広さ 16.0 ㎡
寝室（キングサイズベッド/ツインに変更不可）、
リビングルーム、バスタブ付き
バスルーム、ウォークインクローゼット、
音響設備、ベランダ
定員：2～3 名

★クラブワールドオーナーズスイート、クラブオーシャンスイートは、スイートのアメニティ・サービスに加え
◇寄港地観光プログラムのうち、Insider Access（インサイダーアクセス）または Nights & Cool Places（ナイト＆クー
ルプレイス）のいずれのうち 1 つ無料 ※こちらのフォームから事前リクエストが必要です。https://goo.gl/4G3UaV
≪NEW≫クラブスパスイート（SP）

豊かな水をイメージし、海を臨むバスルームを設けたスパスイート。スパに
隣接し、ゆったりと身体をいたわる休暇をお過ごしいただける客室です。

客室の広さ 38.5 ㎡ ベランダの広さ 5.6 ㎡
寝室（ツインベッド/ダブルに変更可）、ガラス張り
の海側バスタブ、シャワールーム、
フレッテ社の厚手ローブとスリッパ、
ヒーリング音楽、ベランダ
定員：2 名
★スパスイートは、スイートのアメニティ・サービスに加え
◇1 室につきスパで使える 200 ドルのクレジット
◇ナイト・イン・スペシャルプレイス（395 ドル相当）1 回無料

◇ヘルシーな午後の軽食を毎日お届け

クラブコンチネントスイート（N1/N2）
客室の広さ 24.5 ㎡ ベランダの広さ 5.6 ㎡
ツインベッド（ダブルに変更可）、
バスタブ付きバスルーム
（シャワーのみの部屋あり）、
ベランダ
定員：2～3 名
全室共通のアメニティ・サービスに加え、スイートのお客様は以下もご利用いただけます。
◇英国式バトラーサービス（荷解き・荷造り） ◇優先チェックイン・優先下船 ◇お一人様あたり 235 分のインターネッ
ト無料 ◇1 室につき 7 日間ごとに 1 個ランドリーバッグ無料 ◇スペシャリティレストラン無料 ◇ダイニングルームの
お食事をルームサービス可 ◇客室でアフタヌーンティーサービス ◇スパマッサージを客室で施術（別料金）、ブラン
ドスピリッツ（ウォッカ、ラム、ジン、スコッチ 375ｍｌボトル各 1 本）

クラブデラックスベランダ（VX）

客室の広さ 16.3 ㎡ ベランダの広さ 6.0 ㎡
ツインベッド（ダブルに変更可）、
バスルーム（シャワーのみ）、ベランダ
定員：2～3 名
クラブ海側（04/05/06/08）

客室の広さ 15.8 ㎡
ツインベッド（ダブルに変更可）、
バスルーム（シャワーのみ）、定員：2～3 名
08 は 広さが 13.3 ㎡で、窓からの視界が遮られます。

クラブベランダ（V1/V2/V3）

客室の広さ 16.3 ㎡ ベランダの広さ 3.7 ㎡
ツインベッド（ダブルに変更可）、
バスルーム（シャワーのみ）、ベランダ
定員：2～3 名
クラブ内側（09/10/11/12）

客室の広さ 14.7 ㎡
ツインベッド（ダブルに変更可）、
バスルーム（シャワーのみ）
定員：2～3 名

全室共通のアメニティ
バスローブ、スリッパ、24 時間ルームサービス、アバウトローズのバスアメニティ、ウェルカムフルーツバスケッ
ト、生花、トートバッグ、傘・双眼鏡の貸し出し、靴磨きサービス、双方向マルチテレビ、冷蔵庫・ミニバー、エアコ
ン、電話、ライティングデスク、金庫、ヘアドライヤー、ニュースダイジェスト（英語）の配布
デッキプランはこちらからご覧ください。
アザマラ・ジャーニー https://goo.gl/vhLfiw

アザマラ・クエスト https://goo.gl/hn7h44

News

乗船のご案内

連続乗船割引
連続するクルーズを同時に予約すると、連続乗船割や
オンボードクレジットが適用される場合があります。
例）8 泊以上のクルーズでお一人様 150 ドル、9 泊以上
のクルーズでお一人様 200 ドルなど。
ご予約の際にお申し出いただき適用の有無をご確認く
ださい。

クルーズ書類一式 出航の約 2 週間前にクルーズ最終
書類をお届けします。最終書類にはゲストチケットブッ
クレット（英語で詳細を記してありチケットの代わりとな
るもの）、チェックイン時提出書類、バゲージタグなどが
含まれています。なお船会社ホームページ（英語）より
ご出発前にオンラインチェックインを済ませていただくこ
とをおすすめしています。
乗船日 乗船手続の場所や時間はゲストチケットブック
レットに記載があります。必ずご確認ください。チェック
インは通常昼頃から始まり、締め切りは出航の 90 分前
です。遅れた場合は予約キャンセルとなり返金はお受
けできせん。

お得なお一人様代金
1 室 1 名利用の代金が 200％から 125％に割引となる
キャンペーンを行う場合があります。適用される出航
日・カテゴリーは空き状況により変動します。
ご希望の出航日をお選びいただき、対象になるかどう
かを旅行会社へお問い合わせください。
2018 年「ワールドジャーニー」
シドニーからロンドンまで 29 か国 61 寄港地を巡る 103
日間のクルーズを発表しました。

船内通貨 US ドルです。
電圧 客室の電源は 110 ボルト（日本と同じ A 型プラ
グ）と 220 ボルト（2 股または 3 股プラグ）です。
送迎プラン 乗船日および下船日に運行する空港⇔港
間の乗り合いバスです（別料金）。予約は出航 35 日前
までです。詳しくはお問い合わせください。

ご旅行条件
1.予約
以下の事項をご確認の上、最寄の旅行会社にお申込みく
ださい。
①日本出発日 ②乗船日 ③船名・コース名・泊数
④客室カテゴリー ⑤乗船者名（パスポートのローマ字）
⑥性別・国籍・生年月日 ⑦リピーター会員番号
2.クルーズ代金
代金は変動制です。最新の代金はお問い合わせください。
◇クルーズ代金は、2 名 1 室利用時のお一人様代金として
表示されます。客室をお一人で使用する場合、表示代金
の 200％となります。
◇客室を 3 名以上で利用する場合、2 名様と 1 室を共有す
る 3 人目以降のお客様は割安な代金になります。ただし
3 名以上で利用できる客室は限られています。
◇子供代金はありません。0 歳から大人と同額です。
＊代金に含まれるもの：航海運賃、客室使用料、食事代、
船内チップ、寄港地特別イベント（アズアメージング・イブ
ニング）、寄港地でのシャトルバス代（主要な寄港地）、テ
ンダーボート代、特定のアルコール類、ソフト・リンク
＊代金に含まれないもの：政府関連諸税および港湾施設使
用料、寄港地における観光・食事、スペシャリティレストラ
ンのカバーチャージ（スイート客室以外）、クリーニング、
電話代、スパ（マッサージ・美容院）、有料アルコール類、
スペシャリティコーヒー類
3.お支払
<デポジット>
ご予約時に下記のデポジットを申し受けます。
スイート（カテゴリーCW/CO/SP/N1/N2）：お一人様$1,100
上記以外の客室：お一人様$550
<残金>
残金は出航の 120 日前までにお支払いください。
4.取消料
①2016 年 1 月 1 日～12 月 31 日に出航するクルーズ
取消日
取消料（お一人様）
予約日～出航の 121 日前
US$25
出航の 120～91 日前
クルーズ代金の 15％
出航の 90～61 日前
クルーズ代金の 50％
出航の 60～31 日前
クルーズ代金の 75％
出航の 30 日前以降
クルーズ代金の 100％
②2017 年 1 月 1 日以降に出航するクルーズ
取消日
取消料（お一人様）
予約日～出航の 121 日前
US$50
出航の 120～91 日前
クルーズ代金の 25％
出航の 90～61 日前
クルーズ代金の 50％
出航の 60～31 日前
クルーズ代金の 75％
出航の 30 日前以降
クルーズ代金の 100％
＊クルーズ代金に政府関連諸税および港湾施設使用料は
含まれません。
＊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.ご乗船条件
（1）パスポートの残存有効期限は下船日から 6 か月以上必
要です。有効なパスポート、訪問地の査証（ビザ）、その
他必要書類についてはお客様ご自身でご用意ください。
（2）21 歳未満の方は 21 歳以上の方の同室が必要です。特
に 18 歳未満のお子様は保護者の方と同室となります。
保護者がご両親でない場合は、事前にご両親の承諾書
が必要です。21 歳未満であってもご夫婦の場合は乗船
可能です。英文の証明書をご用意ください。
（3）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。24 週目未満の方は英文の診断書をご用意くださ
い。
（4）生後 6 か月（大西洋横断、ハワイ、南米クルーズ等で終
日航海が 3 日以上続くクルーズでは 12 か月）未満の乳児
は乗船できません。なお、アザマラ・クラブ・クルーズの船
内にはお子様向け施設はありません。
（5）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。ただしヨーロッパ、アジア、オセアニア、南米を
出航するクルーズでは同行の両親による承諾がある場
合は 18 歳以上のお客様から可能です。
（6）喫煙は、プールデッキ右舷前方の定められたエリアで
のみ可能です。パブリックエリアおよび客室はベランダを
含め禁煙です。
（7）カジノは 18 歳以上からお楽しみいただけます。
6.変更・中止
ここに記載した内容は 2016 年 6 月現在のものです。記載の
内容は予告なく変更になる場合があります。また現地の天
候その他やむを得ない状況によりスケジュール、寄港地、
出入港時間、船内プログラムを変更する場合があります。
特にテンダーボートで上陸する寄港地は悪天候で上陸でき
ない場合もありますが日程変更による払い戻しはありませ
ん。
7.責任事項
（1）アザマラ・クラブ・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、損失、自己については一切
責任は負いません。
（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。
8.約款
上記「7.責任事項」記載以外の詳細は、最終書類のゲス
トチケットブックレットに同封されているアザマラ・クラブ・
クルーズ社約款（クルーズ・チケット・コントラクト）に準じま
す。乗船時に約款に同意した旨の署名をいただきます。
9.有効期限
当パンフレットの記載内容は 2016 年 6 月現在の情報を基準
に作成しています。各種料金、記載した諸情報は予告なく
変更になる場合があります。予約時に最新情報をご確認く
ださい。

