ご 乗 船 のご 案 内
1．
持ち物
通常の旅行用品の他、眼鏡、
コンタクトレンズ
（スペア）
、予備のフィルム、電池、
常備薬などをご確認ください。水着、
はきなれた運動靴、帽子、
サングラス、
日焼け
止めクリーム、
虫除け薬、計算機等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ものを用意し、
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、貴重品や土産物、着替え、洗面用具など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．
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いたします。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おり、
チケットのかわりとなるもの）
、
日本
語のクルーズガイド、
チェックイン時提出書類、
バゲージタッグなどが含まれていま
す。
尚、米国本社のホームページ
（英語）
より、
ご出発前にオンライン・チェックインを
することが可能です。

3．
船内新聞
毎夕お客様の客室に船内新聞「Pursuits」
（英語）
をお届けします。翌日の食事
の時間、場所、催し物のスケジュール、各種施設のオープン時間、寄港地観光
等の案内が記載されています。必ず目をとおして、
クルーズライフの計画にお役
立てください。

4．
食事
お食事はクルーズ料金に含まれており、
どこで何を召し上がるかはお客様の自由
です。船内にはフルコースメニューをご用意しているメインダイニング、
お好みの
品をお選びいただけるビュッフェレストラン、
さらに夕食時には2つのスペシャリテ
ィレストランがオープン。
もちろん24時間無料のルームサービスもございます。
＜食事時間一例＞
●メインダイニングルーム
朝食
昼食
夕食
●ビュッフェレストラン
早い朝食
朝食
遅い朝食
昼食
プールサイドの軽食
アフターヌーンティ
夕食
●スペシャリティレストラン
●ルームサービス

＊ルームサービスは24時間承りますが、特に朝食は6：30〜10：00の間にフルメニ
ュー
（アメリカンスタイルの朝食）
をお届けします。
またスイート客室へは昼食、
夕
食時間にメインダイニングと同じメニューをお届けすることもできます。
＊糖尿病食、減塩食などの特別食のご依頼は米国クルーズ40日前、
その他のクル
ーズ80日前にお申込みください。

5．
服装
ドレスコードはリゾートカジュアルです。服装指定はありません。お好みでおしゃれ
をお楽しみください。
夕食時のレストランではジャケットやワンピースがスマートです。
メインダイニング、
スペシャリティレストランでは、素足、
ノースリーブ、
ジーンズ、野
球帽はご遠慮ください。
またビュッフェレストランへ水着で出入りするのもお避けく
ださい。

6：30
7：00
10：00
12：00
11：00

〜
〜
〜
〜
〜

7：00
10：00
11：00
14：30
18：00

15：30 〜 16：30
18：00 〜 21：30
18：00 〜 21：30
24時間

＊上記は一例です。
クルーズ日程によりオープン時間が変更になる場合があります。
＊メインダイニングは自由席です。エスプレッソなどのスペシャリティコーヒーや昼食、
夕食時のハウスワインも無料でお楽しみいただけます。
＊スペシャリティレストランは予約制です。スイート客室の方は無料でご利用いただ
けます。スイート客室以外のお客様は1回おひとり様＄15のサービスチャージを
申し受けます。

喫煙は決められたプールデッキ右舷前方のみ可能です。他のエリアは客室、
バ
ルコニーを含め全て禁煙となっていますのでご協力願います。

12．
クリーニング
有料にて承ります
（スイート客室の方はプレス2点を無料サービスいたします）
。
ま
たセルフサービスのランドリー
（無料）
もあります。

きっと 忘 れ ら れ な い 場 所 に な る

13．
お子様施設
本船にはベビーシッティング、託児室、子供用イベントなどのお子様のためのサ
ービスはございません。

14.電圧

6．
乗船日について
乗船手続きは通常昼頃から始まります。最終乗船は出航の2時間前です。遅れ
た場合はご予約キャンセルとなりますのでお気をつけください。乗船日の昼食は
16：00頃までビュッフェレストランでご用意しております。

7．
クルーズカード（キーカード）
ご乗船の際に、船名、乗船日、
お名前が記されたクルーズカード
（Key Card)を発
行します。
これは
「身分証明書」
「クレジットカード」
「客室のカギ」の3つの機能が
あります。
寄港地で乗船・下船する際には検査があり、身分証明書となりますので常時携
帯ください。
クレジットカード機能は、乗船のチェックイン手続きの際にお客様のご
指定のクレジットカードを登録することにより、船内の支払いをサインひとつで完
了できます。
ご利用いただけ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、
JCB、
ダイナーズクラブです。

＊キーカードの明細の不明点、訂正は
必ず下船前にゲストリレーションズデ
スクへお申し出ください。下船後の訂
正は承りかねますのでご了承ください。

8：00 〜
9：30
12：00 〜 13：30
18：00 〜 21：30

スケジュールは船内新聞でご確認ください。

11．
喫煙

8．
船内の案内
船内のゲストリレーションズデスクでは24時間体制で各種ご案内・ご相談に応じ
ています。
また両替も承りますので営業時間については船内新聞をご確認くださ
い。

9．
船内での通貨
船内通貨はUSドルです。船内では、USドルのトラベラーズチェックから現金への
両替、USドルからユーロへの両替も可能です。
（日本円の使用・日本円からの両
替はできません）

10．
船内イベント
船内では各種イベント(ビンゴ、
アートオークション、
ワインテイスティング、
ヨガやナ
プキンの折り方教室など）
を催しています。
ラウンジ、
バーでは時間に応じてバンド
やピアノの生演奏もございます。

キャビンの電源は交流110ボルト
（日本と同じA型）
および220ボルトで、
プラグ
は2股および3股です。

15.医務室
医師と看護士が乗船し、医務室は毎日オープンしています。緊急時にも対応
（有
料）
しますので安心です。

16.チップ
船内チップはクルーズ料金に含まれています
（客室、
ダイニング、
バーなどの船内
係員用）
。スパ、
マッサージをご利用の場合はご利用料金の18％をサービス料と
して加算させていただきます。

17.通信
船から日本に電話をかける場合、1分約$7.99です。船内にはパソコンが設置さ
れていますので、
ホームページの閲覧やメールの送信ができます
（1分間約65セ
ント）
。
ご自身のパソコンでインターネット接続も可能です。

洋上のブティック・ホテル

18.寄港地観光
各寄港地ではさまざまなショアエクスカーション
（有料の寄港地観光）
をご用意し
ています。
ツアーの内容確認、
および事前予約は米国本社のホームページ(英
語）
にて可能です。事前予約は出航の5日前までで、以降は船内で承ります。

19．
追加手配
空港から港までのトランスファープランやクルーズ前後のホテルと港へのトランス
ファーがセットになった前・後泊プラン、3泊以上の陸上観光とクルーズがセット
になったクルーズツアーなどもございますので詳細はお問い合わせください。
尚、乗船のお客様へワインやフラワーアレンジなどのギフトオーダーも可能です。
船会社のホームページ
（英語）
よりお申込み、
お支払いください。

アザマラ・クラブ・クルーズ

20．
日本語ホームページ
クルーズ会社と日本総代理店ミキ・ツーリストが共同で開発したセレブリティクル
ーズ社日本語予約サイトをぜひご活用ください。
セレブリティクルーズとアザマラ・クラブ・クルーズの全船の日程や空き客室・料
金などリアルタイムな情報を公開しています。
また船内や客室のバーチャル画像、
ご予約後に必要なさまざまな情報を入手い
ただけます。

ご旅行条件
1．
予約

3．
お支払い

ご予約は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。
乗船者名 年齢
（生年月日） 船名・クルーズコース名 乗船日と日数 客
室カテゴリー リピーター会員番号
（ル・クラブ・ボヤージュ）

2．
料金
料金は変動制です。別紙に記載の料金は目安です。最新の料金はホームペー
ジをご覧ください。
○料金に含まれるもの：航海運賃、
キャビン使用料、食事代、船内チップ
（客室、
ダ
イニング、
バーなどの船内係員用）
、港湾税、寄港地でのシャトルバス代
（一部の
港）
、
テンダーボート代、特定のワイン、水、
ソフトドリンク
○料金に含まれないもの：諸税、燃油サーチャージ、寄港地における食事、
アルコー
ル類、
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）
、
ランドリー、
電話代、
マッサージ、美容院等の個人的な費用
＊燃油サーチャージは2010年12月現在無料ですが、原油価格の動向により加算
される場合がございます。諸税
（約＄100前後）
はクルーズ日程により異なります。
キャビンをお一人で使用する場合の料金：各表示料金の200％となります。
3／4人目の方の料金：2名さまと1室を共有する3人目および4人目のお客様は
割安な料金になりますので、
ホームぺ−ジをご参考ください。ただし、3/4人対応
の客室は限られています。子供料金はありません。0歳から大人と同額です。

5．
ご乗船条件

＜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。残金は出航の91日前までにお支
払いください。
スイート客室
（カテゴリーCW/CO/N1/N2)
$1,100／お一人様
上記以外の客室
$550／お一人様

4．
取消料
取消日

取消料
（お一人様）

予約日〜91日前まで

US＄50 １室当り

出航の90〜60日前

クルーズ代金の20%

出航の59〜30日前

クルーズ代金の50%

出航の29〜15日前

クルーズ代金の75％

出航の14日前以降

お支払代金全額

＊取消料は客室カテゴリー、
出航日にかかわらず一律上記が適用されます。
＊クルーズ代金とは、
クルーズ料金、港湾税、諸税の合計をいいます。
＊取消日とは弊社営業日・営業時間内に弊社が書面を受理した日時を基準とします。
＊団体旅行
（8室16名以上）
のお支払い、
お取消条件についてはお問い合わせく
ださい。

（1）
パスポート
（残存期間6ヶ月以上）
、乗船国の査証、
その他必要書類について
はお客様自身でご準備ください。
（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。保護者の方がご両親でない場合は、事前
にご両親の承諾書も必要です。21歳未満であってもご夫婦の場合は乗船可
能ですので、英文の証明書をご用意ください。
（3）
妊娠中期
（5ヶ月）
以降のお客様はご乗船いただけません。妊娠初期の方は英
文の診断書をご用意ください。
（4）
生後6ヶ月
（一部のコースは12ヶ月）
未満の乳児は乗船できません。
（5）
飲酒は21歳以上からとなります。
コースによってはご両親の同意書があれば
18歳以上から可能になります。
（6）
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
パンフレットに記載の内容は2010年12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予定の寄港地は悪天候で上陸できない場合もござ
いますが、
日程変更による払い戻しはございませんのでご了承ください。

http://www.azamaracruises.com（英語）
http://www.celebritycruises.jp（日本語）
ロイヤル・カリビアン・インターナショナル
セレブリティクルーズ
アザマラ・クラブ・クルーズ
日本総代理店

堂島浜1- 4-16 アクア堂島NBFタワー4F（2011年3月移転） TEL.（06）
6341- 5791
3-25-9 堀内ビル9F

居心地のよいプレミアムな船内サービス

ユニークで豊かな寄港地での体験

米国の旅行雑誌『トラベルレジャー』誌で
2010年ラージ客船トップ 5 を受賞しました。

アザマラ・クルーズから

アザマラ・クラブ・クルーズへ
米国ロイヤル・カリビアン・インターナショナルとセレブリティクルーズの
姉妹ブランド、アザマラ・クルーズが 2009年に「アザマラ・クラブ・クルーズ」
として新しく生まれ変わりました。
多様化するお客様のニーズに対応した選りすぐりのコースと、多彩な
寄港地観光が自慢です。
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。
心地よいきめ細かなサービスは、まさにブティック・ホテルのようなくつろ
ぎの空間です。
アザマラ・クラブ・クルーズは、きっと忘れられない旅になるでしょう。

ひと味違った寄港地は

バラエティ豊かな寄港地観光

“きっと忘れられない場所になる ”

体験型の “スローな旅 ”を提案

小回りの利く中型の船体を活かし、小さな珍しい港や街

アザマラ・クラブ・クルーズでは寄港地観光の内容もユニー

を訪ねることができます。じっくり滞在し、より豊かな体験

ク。お客様の趣味・趣向に合わせた、バラエティに富ん

をしていただくため、見どころ豊富な寄港地では１泊停

だツアーをご用意しています。

泊するコースも多数あります。
さらにおいしい客船に

選りすぐりの “ブティック・ワイン ”をお好きなだけ
メインダイニング以外にも特別レストランを 2つ備え、お好みに合っ
た上質なお料理を召し上がれます。昼と夜はソムリエが選んだ
“ブティック・ワイン ”を無料でお楽しみください。

チップに煩わされない

心身の健康を船上で

家庭的で細やかなサービス

スパ＆フィットネスでリラックス

友人宅を訪れたような細やかで温かいサービス。テーブ

心身の健康＝ウェルネスにこだわりました。旅は心身のバ

ルに生けるお花からお休み前のチョコレートまで、心地よ

ランスを取り戻すよいチャンス。スパでのトリートメントやヨ

いリラックスをご提供します。チップをはじめ、
ミネラルウォー

ガ、ピラティスなどのフィットネスで深呼吸しましょう。

ターやスペシャリティコーヒーなどがクルーズ料金に含ま
れていますので、煩わしさを感じずに済みます。
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香港

リオ・デ・ジャネイロ

●船名：アザマラ・クエスト
アザマラ・ジャーニー
●総トン数：30,277トン

きっと忘れられない場所になる

バルト海／北欧

●乗客定員：694人
●乗組員数：390人

アザマラ・クラブ・クルーズでは、ひと味違った寄港地にこだわります。

大西洋横断
中東・インド・アジア

地中海／アドリア海／黒海

2隻がめぐる寄港地は年間 58カ国、187もの港町。3万トンという小ぶりな船体を生かして組

カリブ海

まれたユニークなコースのハイライトは、見どころの多い寄港地でのオーバーナイトステイと、

アザマラ・ジャーニー

大型客船では入れない小さな港町。じっくりたっぷり滞在する観光地と未知の街の組み合
わせは新たな発見と感動をもたらしてくれるでしょう。また主な寄港地では、無料のシャトル

アザマラ・ジャーニー
アザマラ・クエスト

夏季は人気の地中海や北欧を、冬季はカリブ・南米をご案内し
ます。 人気の地中海、カリブ海クルーズでは、大型船が寄港で
きない港へ寄港する厳選した日程となっています。

バスをご用意しているのもアザマラ・クラブ・クルーズならではのサービスです。

注目のクルーズ

体験型の “スローな旅 ”を

いろいろな街の表情を楽しむ

アザマラがご用意する寄港地観光では、見どころをめぐる通常の観光ツ

１泊以上停泊するオーバーナイトの寄港地では、毎日違う街の顔が楽し

アーに加え、その土地ならではの芸術やダンスを楽しむ文化体験コース、

める 2日間観光もご用意。

ミシュランの星付きレストランやワイナリーなど食を愉しむコース、サイクリ
ングやハイキング、ゴルフなどアクティブに自然を堪能するコースなど、“見
るだけ ”ではない “体験する旅 ”を提案します。

アザマラ・クエスト

陸に宿泊して、次の寄港地まで小旅行する宿泊付き観光ツアーでは、

夏季は地中海に、その後スエズ運河を通航して、冬季は日本を
含むアジアを航海します。地中海クルーズでは毎回異なる日程を
航海し、多彩な寄港地にご案内します。2度目、3度目の地中海
クルーズとして、または連続乗船をしても楽しめます。

ヨーロッパの寄港地では車とガイドをチャーターして、心おもむくままの観光

※寄港地観光は別料金になります。

注目のクルーズ

も可能。経験豊富な船内係員と相談しながら行程を組むこともできます。

寄港地観光ツアーの一例
フェラーリでドライブ
（ローマ）

カフェめぐり
（タリン）

「バージ・アル・アラブホテル」でハイティー
（ドバイ）

宿泊付き観光ツアーの一例
バレエ鑑賞（サンクト・ペテルブルグ）
グラン・カジノの華やかな夕べ（モナコ）

ミシュラン星付きレストランでチーズ＆ワインテイスティング
（ソレント）

イスタンブール 2 日間パッケージ

バンコクから行くアンコールワット１泊ツアー

大阪から広島へ 新幹線利用の１泊ツアー

ムンバイから行く
「タージマハール」宿泊の３泊観光

ハイファからアシュドッドへ、エルサレム・グランドツアー

アレクサンドリアからポートサイドへ、エジプト
・グランドツアー

バルト海／北欧・ロシアクルーズ
夏のお勧めは北欧・ロシア。ロシアのサンクトペテルブルグでは 1～ 2泊停泊し、じっくり
と観光ができます。年に１航海のみのノルウェーフィヨルドクルーズやアイスランドクルーズ
も人気です。

南米クルーズ
クリスマス、ニューイヤー、リオのカーニバルなどブラジルが華やかになる時期に合わせて
航海します。南米の躍動の息吹きを感じてください。

冒険には宿泊付き観光ツアーをどうぞ
内陸の観光地や隣国などへさらに足を伸ばすことができます。

ヨーロッパでは “自由自在な旅 ”も

見逃せないモナコグランプリ特別クルーズ 4泊 5日
南米リオの新年カウントダウンクルーズ 10泊 11日
世界的に知られたリオのカーニバルクルーズ 10泊 11日
秘境 南極圏クルーズ 16泊 17日
など

地中海／エーゲ海クルーズ
人気のリヴィエラ地方やエーゲ海の小さな島など、実にバラエティに富んだ寄港地が魅力
です。エジプトやイスラエルなど聖地めぐりができるクルーズも多数あります。

黒海クルーズ 7泊 8日
エジプトやイスラエルに寄港する聖地クルーズ 10泊 11日
古代文明を偲ぶ 紅海クルーズ 10泊 11日
スエズ運河通航クルーズ 11泊 12日
クラカタウ火山とインドネシア周遊クルーズ 12泊 13日 など

カリブ海クルーズ
クルーズ旅行の代名詞とも言えるカリブ海エリアですが、アザマラ・ジャーニーは東・南カ
リブの小さな島へご案内します。南カリブ海クルーズは 7泊と参加しやすい日程です。

黒海クルーズ
イスタンブールから出航し、ボスポラス海峡を通って黒海へ。ヤルタやオデッサなど歴史
のある東欧の港町をめぐります。

中東・インド・アジアクルーズ
ドバイからシンガポールまで中東・アジアエリアを横断するクルーズ、シンガポールからタイ、
ベトナムをめぐり香港へ向かう東南アジアクルーズ、上海や香港を出航し、台湾や日本
に寄港するクルーズなどがあります。
※記載の内容は 2011年の例です。コース内容は変更になります。

インド

アンタルヤ
（トルコ）
サンクト・ペテルブルグ
（ロシア）
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ローマ

チチェン・イッツア
（メキシコ）

香港

シンガポール

ヴァージン・ゴルダ島
（カリブ海）
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アクアリーナ・レストラン
プライム C・レストラン

お食事イメージ

ディスカバリー・ダイニング

船内施設とサービス

ドレスコードは「リゾートカジュアル」

Cruise around International Cuisine

船内に 4つのレストラン。一品ごとに感嘆

毎日の服装は「リゾートカジュアル」でドレ
スコードの指定はありません。お好みでお
しゃれをお楽しみください。カクテル・パー
ティー用などに、ジャケットの持参はお勧
めします。

中型客船でありながら、メインダイニングとビュッフェレストランに加え、選び抜いた素材を生かしたス
テーキ＆シーフード、そして地中海料理と、スペシャリティ・レストランが 2カ所あります。船上とは思
えない多彩なメニューときめ細やかなサービスはクルーズの素敵な思い出の一つになるでしょう。昼と
夜はお料理に合わせた赤・白ワインを無料でサービスいたします。
※スペシャリティ
・レストランのご利用は、スイート客室以外のお客様は若干のカバーチャージをいただきます。
※ミネラルウォーターやソフトドリンク、スペシャリティコーヒーはいつでも無料です。

のんびりしたい日はルームサービスを活用！

メインダイニング

ルームサービスは 24時間無料なので、客
室でのんびり過ごしたい日にピッタリです。
スイートルームのお客様はダイニングと同じ
メニューをオーダーすることができます。

「ディスカバリー・ダイニング」
オープンシーティング制のメインダイニング。時

ステーキ＆シーフード

「プライム C・レストラン」

地中海料理

「アクアリーナ・レストラン」

ビュッフェレストラン

「ウィンドウズ・カフェ」

ステーキ＆シーフードの専門レストラン。選び

船尾に位置する、眺めのよい地中海料理レス

太陽が降り注ぐ、気持ちのよい屋内外のビュッ

間や席を気にすることなく、お好きな時間にお

抜かれた上質の肉や新鮮なシーフードをお好

トランです。新鮮な素材の味を最大限に引き

フェレストラン。寿司を含む各国の料理をご用

好きな席でお食事をどうぞ。供されるフレンチ

みの調理法でどうぞ。ボルドーからオーストラ

出した味付けが特長です。夕日に染まりゆく

意し、パスタ、サラダなどはその場でお好み

のコースディナーはモダンでエスプリの聞いた

リア、南アフリカ、ナパ・ヴァレーまで幅広いワ

大海原の景色を眺めながら、繊細で美しいお

の味に調理します。出来立ての料理を温かい

アレンジが特長です。朝、昼、夜とフルコー

インのコレクションは 8000本！ 極上の料理と相

料理を目と舌で味わってください。

ままお召し上がりいただけます。朝、昼、夜

アザマラ・クラブ・クルーズの美食に供され

とお気軽にご利用ください。

る赤・白ワインは無料です（昼食および夕

スメニューをご堪能いただけます。

性のよいワインをお楽しみください。

無料のブティック・ワインをご堪能ください

食時）。あまり市場に出回ることのない特
選ワイナリーの、貴重な “ブティック・ワイン ”
を、その日のお料理に合わせてご提供し
ます。

スペシャルなディナーはいかがですか？
優雅なライブラリーでプライベートなディ
ナーがいただけます。またプライムＣのワイ
ンセラーでも 20名までのパーティーが可能
です。記念日や仲間同士でのお祝いに “ユ
ニークで最高のディナー ”はいかがですか。
ウィンドウズ・カフェ
前菜イメージ
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プライム C メニューイメージ

アクアリーナ メニューイメージ
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7

シアター
ヨガクラス

プールサイド

ディスカバリー・ラウンジ

ホットストーン・マッサージ

Wellness & Refresh

Experience Memorable Nightlife

疲れる “旅 ”からは卒業！
船上でリラックスとリフレッシュを手に入れる
健康で元気に過ごすことはアザマラ・クラブ・クルーズのもう一つのコンセプトです。スパで
のトリートメントやフィットネスはもちろん、大海原の景色を見ながら気持ちをリフレッシュす
る、居心地のよいライブラリーやラウンジもあちらこちらに。洋上ではつらつとした心身の
バランスを取り戻しましょう。

しっとりとした夜も、華やかな時間も。
夜のシーンはご希望に合わせて
スパ＆フィットネス
スパには、フェイシャルやマッサージなど多彩
なメニューを取りそろえたトリートメントルーム、

会話を楽しみながらグラスを傾ける夜も良し、カジノやダンスに盛り上がるも良し、さまざまな
場所でピアノやギターの生演奏が楽しめるのも魅力です。また見逃せないのはオーケストラ
によるラウンジでのプロダクションショー。思い思いの夜が楽しめる施設がそろっています。

タラソテラピープール、ヘアサロン、鍼、そし

しんだり、ソファに体を沈めながら静かにお酒

ンターでは、ヨガやピラティスなどのクラスや最

を味わいたい。

新のトレーニング機器を完備しています。

8

居眠りしそうな
優雅なライブラリー

おいしいコーヒーと軽食の「モザイク・カフェ」。
読書やおしゃべりにピッタリの憩いの場所。夜
はアルコールとカナッペでくつろぎのひとときを。

A Z AM A R A C L U B C R U IS E S

ダイニングに隣接する「ディスカバリー・ラウン
ジ」。カウンターでバーテンダーとのやりとりを楽

てリラックスエリアを併設。また、フィットネスセ

淹れたての
コーヒーを飲みながら

アットホームなカウンターで
お好みのドリンクを

移り行く景色は
船首のラウンジで

今日はカジノで
スマートに運試し！

華やかなショーや
音楽で過ごす夜

夜のプールデッキは
散歩にうってつけ

ときにピアノ演奏も楽しめるライブラリー。たくさ

最上階の船首にあるラウンジは 180度の眺望

アットホームな船内だからカジノも敷居が高くな

「キャバレー・ラウンジ」で繰り広げられるプロ

夜のプールデッキはライティングが美しいので

んの蔵書の中からお気に入りを選んでソファで

が楽しめます。夜はにぎやかなダンスフロアに

い。
スタッフとの会話を楽しみつつ、運試し！ テー

ダクションショーに魅せられる夜はいかが？

潮風に吹かれて散歩はいかがでしょう。星空

過ごす至極の時間をどうぞ。

変身。

ブルを囲む他の乗客と一緒に盛り上がりましょう。

演奏はオーケストラ 7重奏と本格的です。

と潮騒がロマンチックです。

A Z A MA RA CLUB CRUI S E S
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SHIP DATA

船名：アザマラ・クエスト/アザマラ・ジャーニー
総トン数：30,277トン
乗客定員：694人
乗組員数：390人
全長：180メートル
全幅：25メートル
喫水：6.0メートル
巡航速度：18.5ノット
電圧：110/220/440 AC
船籍：マルタ共和国
就航年：2007年
（2000年建造）

Deck 11
SHUFFLE BOARD

Deck 10
ラウンジ兼ライブラリー

アクアリーナ レストラン

クラブワールドオーナーズスイート CW
客室面積52m2／ベランダ21.6m2

ジョギングトラック
ラウンジ

ツインベッド付寝室、
リビングルーム、
ウォークインクローゼ
ット、
ソファー、
ＤＶＤ/ＣＤプレーヤー、
ジャグジー付き浴室、
窓、
ベランダ

プライム C レストラン

Deck 9

また戻ってきたくなる。
温かく、プロフェッショナルなサービス

ビユッフェレストラン

スパ

ツインベッド付寝室、
リビングルーム、
ソファー、DVD/CD
プレーヤー、
ジャグジー付き浴室、
窓、
ベランダ

POOL BAR

Extraordinary Service

PING PONG
TABLE
SUNSET BAR

CO

客室面積39.9〜47.2m2／ベランダ20.4〜21.8m2

WINDOWS CAFÉ OUTDOOR

クラブオーシャンスイート

ヘアサロン

インターネット

WINDOWS CAFÉ

プール

フィットネスセンター タラソテラピー
プール

WINDOWS CAFÉ

CW N1

N2

VX

V1
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Deck 8

アザマラ・クラブ・クルーズでは、洗練したサービスをご提供しています。たとえばビュッフェ・
レストランでは、その場で調理したできたてをご提供し、お飲み物はウェイターがテーブル

クラブコンチネントスイート

までお運びします。お客様がプールデッキで日光浴を楽しんでいらっしゃるときには、冷た

N1

N2

客室面積24.7m2／ベランダ5.6m2
ツインベッド、
ソファーベッド付きシッティングエリア、
バスタ
ブ付浴室、
窓、
DVD/CDプレーヤー、
ベランダ

いおしぼりをお持ちいたします。“かゆいところに手が届く ”サービスを、さりげなく行うとい

CW CO VX

V2

V3

04

10

11

Deck 7

CW CO VX

V2

V3

04

08

11

Deck 6

うのが、アザマラのプロフェッショナルなクルーの得意技。サービスの充実度は、乗務員
の人数がお客様 1.8名に対して 1名という数字にも表れています。
また乗船したい……そんな充実のクルーズライフをお過ごしいただけます。

GUEST
LAUNDRY

クラブデラックスベランダ

煩わしさから開放。さまざまな無料サービス
アザマラ・クラブ・クルーズでは下記のサービスがクルーズ料金に含まれていますので、追加費用は必要
ありません。煩わしい手間から開放されよりおくつろぎいただけます。
客室係、ダイニング、バーなどの船内係員に渡すチップ
お食事時のワイン
（昼・夕食時の赤・白ワイン。別途有料ワインもございます）
港から街までのシャトルバス
（主要な寄港地）

セルフサービスのランドリーのご利用

くつろぎの客室サービス

リピーター会員

ツインベッド、
シッティングエリア、
シャワー、
窓、
ベランダ

ル・クラブ・ボヤージュの特典
アザマラ・クラブ・クルーズにご乗船いただ
くと自動的に会員として登録され、次回
ご乗船時にさまざまな特典があります。
★リピーター会員専用のホステスがお世話
★会員限定パーティへご招待

V1 V2 V3

客室面積16.3m2／ベランダ3.7m2
ツインベッド、
ソファベット付シッティングエリア、
シャワー、
窓、
ベランダ

★次回クルーズの割引
★インターネット無料

クラブベランダ

カフェ

メインダイニング

お飲み物（ミネラルウォーター、ソフトドリンク、コーヒー、紅茶。別途有料飲み物もご用意）

VX

客室面積16.3m2／ベランダ4.3〜5.9m2

ラウンジ

など

クラブ海側

下記通常客室のサービス・設備に加え、スイート客室ならではのサービスがあります。

Deck 4

07

Deck 3

BOUTIQUE “C”

ブティック

04 05 06 07 08

ツインベッド、
シャワー、
窓
GANGWAY,
PORT SIDE
GANGWAY,
STARBOARD SIDE

◎毎日の生花 ◎エジプト綿のバスローブ ◎スリッパ ◎エレミス社のアメニティ ◎ナイトチョコ
◎ニュースダイジェスト
（英語）
の配布 ◎ 24時間ルームサービス ◎フラットテレビ ◎電話
◎金庫 ◎ミニバー
（冷蔵庫） ◎ドライヤー ◎机 ◎室内自動調節器 ◎トートバック
◎筆記用具 ◎貸出用傘 ◎双眼鏡 ◎追加のご希望があれば対応可能
（コーヒー／紅茶／カナッ
ペ／フルーツバスケットのお届け、靴磨き、荷造り、荷解きのお手伝い）

アザマラ・クエスト/アザマラ・ジャーニーは同型船のためデッキプランはほぼ同じとなります。上記はアザマラ・クエストのデッキプラン、施設名です。

クラブ内側

09 10

11 12

客室面積14.7m2
ツインベッド、
シャワー

エジプト綿のバスローブ、スリッパとエレミス社のアメニティ

A Z AM A R A C L U B C R U IS E S
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ゲスト
リレーションズ
（フロント）

客室面積13.3〜15.8m2

◎英国式本格バトラーサービス
（コーヒー／紅茶／カナッペ／レストランメニューのお届け、靴磨き、荷
造り、荷解きのお手伝い） ◎優先乗・下船 ◎スペシャリティ
・レストランを無料でご利用可能
◎ウェルカム・ワインとフルーツ ◎ウォッカまたはウィスキーのボトル1本サービス
◎衣服のプレス 2点無料 ◎スパトリートメントをお部屋で可能
（有料）
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SALES &
CLUB DESK

SHORE
EXCURSIONS

けます。

10

シアター

フォトショップ

寄港地観光デスク

は生花やバスローブ、スリッパ、エレミス社のアメニティが備えられ充実した設備の中、おくつろぎいただ

通常客室

Deck 5

カジノ

05

スイート客室では英国式教育を受けたバトラーがきめ細やかなサービスをいたします。また全ての客室で

スイート客室

ショップ

※全ての客室のベッドはツインベッドで、
お好みに応じて
1つのクイーンサイズベッドにすることができます。

室内マークの見方…
ソファーベッド付き客室

1つの上段ベッド付客室

2つの上段ベッド付き客室

車椅子対応客室
（全室シャワールーム）

コネクティングルーム

A Z A MA RA CLUB CRUI S E S
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