
きっと忘れられない場所になる

アザマラ・クラブ・クルーズ

お問合せ・お申し込み

http://www.azamaracruises.com（英語）
http://www.celebritycruises.jp（日本語）

アザマラ・クラブ・クルーズ　日本総代理店

クルーズカンパニー
〒105-0013 東京都港区浜松町 1-18-16 住友浜松町ビル
TEL.（03）5404−8813（旅行代理店専用）／（03）5404−8825（個人のお客様専用）
FAX.（03）5404−6683

大阪支店 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-16  アクア堂島NBFタワー4F TEL.（06）6341-5969
名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-6 NBF名古屋広小路ビル7F TEL.（052）218-3210
福岡営業所 〒810-0001 福岡市中央区天神 4-4-26 天神第2ビル4F TEL.（092）724-3671

株式会社　ミキ・ツーリスト
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きっと忘れられない場所になる
全寄港地の半数以上で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停泊（オーバーナイト）以上し時間を忘れてゆった
りとお過ごしいただけます。小回りの利く客船ならではの趣向を凝らしたルートや
寄港地を体験できる貴重な旅のひとときをご提供します。

アザマラ・クエストは2012年11月、アザマラ・ジャーニーは2013年1月に改装。
船体を白一色から「アザマラ・ブルー」と名付けた濃紺と白のツートンカラーに一新。
船内のカーペットや家具を新調し、スパにはスチームルームの新設、フィットネスセンターには
最新のフィットネスマシンを導入。カジノ・バーも拡大。スペシャリティレストラン「アクアリーナ」
にはキャビア＆シャンパンバーも新設されました。

装いも新たに、2013年春以降、寄港地での特別イベント「アズ・アメイジング・イブニング」の
開催や無料アルコール類のサービスを拡充しました。

TRAVEL+LEISURE
WORLD’S BEST

AWARD RECOGNIZED
2012

米国の旅行雑誌「トラベル＆レジャー」誌
2013年度読者投票 

ラージシップ・クルーズ・ライン部門 第3位
この他にも世界の権威ある旅行専門誌やメディアから

評価され数多くの栄誉に輝いています

アザマラ・クラブ・クルーズは“オールインクルーシブ”
ご乗船中のほとんどの費用がクルーズ代金に含まれています。

アルコール類やソフトドリンク等も無料。煩わしいチップも一切不要で、

まさにキャッシュレスのクルーズです。

ドレスコードは「リゾートカジュアル」毎夜のドレスコードの指定はありません。

くつろぎのある、そして、気取らないクルーズへと誘います。

クルーズ代金に含まれる主なサービス（全室共通）
●主なクルーズの寄港地で開催される特別イベント1回「アズ・アメイジング・イブニング」
●バータイムのビールやワイン、スピリッツ類（ブランデーやウィスキーなど）
●船内の昼・夕食時の赤・白ワインやビール
●基本の船内チップ（客室係、ダイニング・バーなどのウェイターやウェイトレスへのチップ）
●レストランでのお食事・ルームサービス、ソフトドリンク
 （ミネラルウォーター、スペシャリティコーヒーや紅茶など）
●船内のショーなどのエンターテインメント
●セルフサービスのランドリー
●港から市街地までのシャトルサービス（主要な寄港地のみ）

スイート客室のお客様へのサービス
●英国式バトラーサービス
●スペシャリティレストランのカバーチャージ
●350mℓのスピリッツ類1本

※客室サービスはP.12をご参照ください。　※別途、有料のアルコール類もご用意しています。　
※ルームサービスには、無料のアルコール類はご注文いただけません。

CONTENTS
● 寄港地特別イベント“アズ・アメイジング・イブニング” P. 4・5
● お食事 P. 6・7
● リラックス＆リフレッシュ P. 8・9
● エンターテインメント P. 10・11
● 客室サービス・デッキプラン P. 12・13
● 乗船のご案内 P. 14
● リピーター会員（ル・クラブ・ボヤージュ） P. 15
● ご旅行条件 P. 15
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2014〜2015年クルーズエリア
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アザマラ・ジャーニー
アザマラ・クエスト

心に刻む寄港地の思い出

寄港地と滞在時間へのこだわり

2013年春からの新サービス

Az Amazing EveningsSM アズ・アメイジング・イブニング

乗船されるお客様のみに与えられる寄港地の貴重な時間

3万トンという小型船の利点を十分に生かした他にはないユ

ニークなルートを航海し、2隻で年間60カ国187もの港町をめ

ぐります。さらに寄港地では、その土地の人々と文化にじっく

り触れあい新たな発見と感動に出会うことを重視して、オー

バーナイト（1停泊以上）や出航時間にもこだわっています。

主なクルーズで 1回、寄港地の特色に合わせたアザマラ・クラブ・クルーズにご乗船のお客様のみ

が体験できる特別イベント「アズ・アメイジング・イブニング（Az Amazing EveningsSM）」を開催。

たとえば・・・・、

サンクト・ペテルブルク（ロシア）
・赤やゴールドの内装やシャンデリアが幻想な美しさのミハイロフスキー劇場の貸し切りバレエ鑑賞
 （公演開始前のワインやシャンパンサービス付き） 写真：中央

ジブラルタル（英領）
・有名な岩山「ザ・ロック」のアッパーロックに位置する鍾乳洞「セントマイケルズ洞窟」でジブラルタル王立楽団のコンサート鑑賞

　（ドリンクとデザート付き） 写真：左

クサダシ（トルコ）
・夕暮れに迫るなか幻想的にライトアップされた音楽堂でローマ時代へタイムトリップ。バッハやヴィヴァルディ、モーツァルト

 などの楽曲を12の弦楽器による野外コンサートを開催 （カクテルとデザート付き）

※エフェソス遺跡への観光は含まれません。 写真：右

※人気のイベントのため出航5日前までに船会社ホームページ（英語）からご予約されることをおすすめします。ご乗船後でも空席があればお申し込みいただけます。
※主なクルーズで開催されます。ただし、太平洋横断クルーズは含みません。また、天候などにより中止となる場合があります。
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オープンシーティング制（自由席）で
多彩な食事を堪能

6つの選択肢 お好みの食事スタイルで

お好みの時間にお好みの場所で自由度の高いダイニングを

メインダイニングとビュッフェレストランに加え、ステーキ＆シーフードと

地中海料理の2つのスペシャリティレストランがあり、洗練されたサービスと

共にいただくお食事は船旅の記憶に残るひとときになることでしょう。

「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ど

うぞ。

「ディスカバリー」
メインダイニング

オープンシーティング制を

取り入れ、モダンフレンチ

のスパイスが効いたコース

料理。お好みの時間にお好

みの席で楽しめます。

朝・昼・夕とフルコースメ

ニューをご堪能ください。

「プライムC」 ステーキ＆シーフード

選び抜かれた上質の肉や新鮮な魚介類

をお好みの調理法でどうぞ。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

相性のよいワインをお楽しみください。

「ウィンドウズ・カフェ」
ビュッフェレストラン

波音を感じられる屋内外のビュッフェ

レストラン。

寿司を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。

◆ルームサービス
24時間無料。6：30am～ 10：00amはフルコースの朝食をご用意します。

◆プールグリル
日中の軽い食事はプールサイドで。ハンバーガーやフライドポテト、ケバブなどを

お召し上がりいただけます。

◆ワインやビールなどアルコール飲料
は無料！
昼食・夕食に赤白ワインやビールを。船内の

バーでは、ブランデーやウイスキーなどの

スピリッツ類なども無料でお楽しみいただ

けます。

◆ドレスコードは
　「リゾートカジュアル」

毎日の服装の指定はありません。お好みの

スタイルでお過ごしください。カクテル・

パーティー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。

◆スペシャルディナーのアレンジはいかがですか？
記念日など仲間同士で20名までのパーティーをアレンジできます。

ライブラリーや「プライムＣの」ワインセラーで特別なディナーのひとときを。

◆のんびりしたい日は
　ルームサービスを

スイート客室のお客様はダイ

ニングと同じメニューを客室

でお召し上がりいただけます。

スペシャリティレストラン

カバーチャージ　25USドル（お１人様）
※スイート客室のお客様は無料でご利用いただけます。

カバーチャージ 25USドル（お１人様）
※スイート客室のお客様は無料でご利用いただけます。

スペシャリティレストラン

※別途、有料のアルコール類もご用意しています。
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船上でリラックスと
リフレッシュを手に入れる
クルーズライフの真骨頂

ゆったりとした時が流れる空間に
身をゆだねる
健康でアクティブに、そして自分だけの時間を静かに過ごすことが

アザマラ・クラブ・クルーズのコンセプトのひとつ。

あなただけの極上のクルーズライフを満喫しましょう。

淹れたてのコーヒーを
味わいながら
1日の始まりはスペシャルコーヒーや

紅茶で。何も予定を入れずにのんびり

と時間が進むのを楽しみましょう。

読書
たくさんの蔵書の中からお気に入りの一冊を

見つけて読みふける時間も貴重です。時には

ピアノの生演奏に耳を傾けながら。

スパ
フェイシャルやマッサージなどの多彩な

メニューを取り揃えたトリートメント

ルーム。タラソテラピープール、鍼、ヘア

サロンリラックスエリアを併設。

※各種スパメニューは有料となります。

洋上でジョギング
天気のよい朝、大海原を眺めながらの

ジョギングは爽快です。

フィットネスセンター
ヨガやピラティスなどのクラス、

最新のフィットネスマシンも完備。

パーソナルトレーナーに相談

してみては？

※パーソナルトレーナーは追加料金が
かかります。
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しっとりとした夜。華やかな時間。
全てがエンターテインメント

夜のデッキも楽しみ方は
自由自在
しっとりと過ごす夜もあれば、潮風と

生演奏の音楽に乗ってダンスやアル

コールに興じてみるのもよし。

毎クルーズ少なくとも1回はデッキ

パーティーが開催されます。

◆ラウンジ
船内のいたるところでピアノやギターの生演奏が聴こえてきます。

音楽につつまれた空間でグラスを傾けてみるのも楽しみのひとつ。

華やかなレビューと
音楽で過ごす夜

「キャバレー・ラウンジ」で繰り

ひろげられるプロダクション・

ショー。ミュージカルレビュー

や、オーケストラの七重層の

演奏など。本格的な演奏に耳

を傾ける夜はいかが？

■ラウンジ・バー 一覧
キャバレー・ラウンジ（Cabaret Lounge） デッキ5
ディスカバリー・ラウンジ（Discoveries Lounge） デッキ5
モザイクカフェ（Mosaic Café and Mosaic@Night） デッキ5
カジノ・バー（CASINO Bar） デッキ5
サンセット・バー（Sunset Bar） デッキ9
ルッキング・グラス・ラウンジ（Looking Glass Lounge） デッキ10

カジノで運試し
「Casino Luxe」では、ブラック

ジャック、ルーレットやスロッ

トマシンなど、スタッフとの会

話を楽しみながらテーブルを

囲む乗客との会話も楽しみの

ひとつです。カジノ・バーも併

設しています。

心にのこる夜を過ごす
いつもと違う非日常空間の夜を過ごしてみませんか。

ピアノやバンドの生演奏をBGMに会話を楽しみながらグラスを傾けたり、

カジノやダンスに盛り上がったり。思い思いの楽しみ方で時間が流れるのを

愉しみましょう。

ドローイングルーム
日中は音楽を楽しめるライブラリー。夕食後は、本を

片手にアルコールをお楽しみいただけます。

※バータイムにはブランデーやウイスキーなどのスピリッツ類を無料
でお楽しみいただけます。 （一部有料あり）

10 AZAMARA CLUB CRUISES AZAMARA CLUB CRUISES 11



クラブ内側
客室面積：14.7㎡
ツインベッド、シャワー

SHIP DATA
船名：アザマラ・ジャーニー
　　　アザマラ・クエスト
総トン数：30277トン
乗客定員：694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
船籍：マルタ共和国
就航年：2007年（2000年建造）
改装：クエスト／ 2012年11月

ジャーニー／ 2013年1月
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クラブワールドオーナーズスイート
客室面積：52㎡／ベランダ：21.6㎡
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

クラブオーシャンスイート
客室面積：40.9 〜 46.5㎡／ベランダ：21.7㎡
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

クラブコンチネントスイート
客室面積：24.7㎡／ベランダ：5.6㎡
ツインベッド、ソファーベッド付きシッテイングエリア、
DVD/CDプレーヤー、バスタブ付浴室、窓、ベランダ

クラブデラックスベランダ
客室面積：16.3㎡／ベランダ：4.3〜6.0㎡
ツインベッド、シッテイングエリア、シャワー、窓、ベランダ

クラブベランダ
客室面積：16.3㎡／ベランダ：3.7㎡
ツインベッド、ソファーベッド付きシッテイングエリア、
シャワー、窓、ベランダ

クラブ海側
客室面積：13.3〜15.8㎡
ツインベッド、シャワー、窓
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V2V1 V3
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※全ての客室のベッドはツインベッドです。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。

◆客室マークの見方
■ 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
● 内側客室ドアの位置　  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

上記はアザマラ・クエストのデッキプラン、施設名
です。
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。

お客様1.8名につき1名の乗務員という数字が表すように
きめ細やかな洗練されたサービスを提供します。

さりげなく“かゆい所に手が届く”サービスを行うのが
アザマラ・クラブ・クルーズの得意技。
船を去るときには「また戻りたい」そんな気持ちにさせる感動とともに。
スイート客室のお客様にはバトラー（執事）がサポートします。

◆スイート客室
上記、共通のサービス・設備に加え、スイート客室ならではの特別サービスがあります。

◎英国式バトラーサービス
　（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・スパークリングワインとフルーツ　
◎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

◆共通のサービス・設備
◎毎日の生花　◎エジプト綿のバスローブ　◎スリッパ　◎アバウト ローズのアメニティ　◎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　◎室内温度調節器　◎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）

さりげなく、温かい、プロフェッショナルなサービス

客室サービス

VX

07 客室は丸窓になります。
08 客室は窓からの視界が一部遮られます。

■
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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）、予備の記録メディア、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。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
ルーズライフにお役立てください。

4. 食事
お食事はクルーズ代金に含まれており、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あります。
もちろん24時間無料のルームサービスもご利用いた
だけます。

〈食事時間一例〉
●メインダイニングルーム

朝食 8：00 〜  9：30

昼食 12：00 〜 13：30

夕食 18：00 〜 21：30

●ビュッフェレストラン

早い朝食 6：30 〜 7：00

朝食 7：00 〜 10：00

遅い朝食 10：00 〜 11：00

昼食 12：00 〜 14：30

プールサイドの軽食 11：00 〜 18：00

アフターヌーンティ 15：30 〜 16：30

夕食 18：00 〜 21：30

●スペシャリティレストラン 18：00 〜 21：30

●ルームサービス 24時間

＊上記は一例です。クルーズ日程により営業時間が変更
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船内予約制です。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$25のカバーチャージを申
し受けます。

＊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。

1. 予約
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。
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乗船者名
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。「別冊クルーズスケジュール」に
記載の代金は目安です。最新の代金はホームページ
をご覧ください。

○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（客室、ダイニング、バーなどの船内係
員用）、寄港地特別イベント、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、水、ソフトドリンク

○代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あります。諸税（約$100前後）
はクルーズ日程により異なります。
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。
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料金になります。ただし、
3/4人対応の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。

3. お支払い
〈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

乗船のご案内

ご旅行条件

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おすすめで
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控
えください。

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います。

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」

「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. 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。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あります。
スケジュールは船内新聞でご確認ください。

11. 喫煙
喫煙は決められたプールデッキ右舵前方のみ可能で
す。パブリックエリアおよび客室はバルコニーを含め
全て禁煙となっています。

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

13. お子様施設
本船にはベビーシッター、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ありません。

4. 取消料
取消日 取消料（お一人様）
予約日〜91日前まで US$25
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、諸税の合計金額です。
＊取消日とは当社営業日・営業時間内に当社が書面を

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、お取消条件につ

いてはお問い合わせください。

5.ご乗船条件
（1）パスポート（残存有効期間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ご自身でご準備くだ
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。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。

14. 電圧
客室の電源は交流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代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$7.95が目
安です。日本から船に電話をかける場合は、米国経
由の船専用回線（自動音声応答サービス）をご利用
いただきます。米国から船への通話料金は1分間約
7.95USドルでお客様のクレジットカード会社より請求
となります。米国までの通話料は別途必要です。
（1）国際電話識別番号010に続いて1（アメリカ国

番号）-732-335-3297　へおかけください。
（2）英語でアザマラ・クラブ・クルーズ社船専用電話

であることの説明があります。
（3）続いて「1」を押すと、船別の番号をご案内しま

す。該当船の船番号を押して「#（シャープ）」を入
力してください。

（4）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、ダイナーズク
ラブのみ利用可能、JCBはご利用いただけませ
ん。

（5）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：2016年12月まで有効=1216）

　 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。問題がなければ船内につ
ながります。

船内にはパソコンが設置されています。WEBサイトの
閲覧やメールの送受信ができます（日本語の文字入力
はできません）。公共エリアでは、ご自身のパソコンやス
マートフォンで無線インターネット接続（Wi-fi）をご利用
いただけます。船内では海域やサテライト状況により通
信が不安定で回線がつながりにくい場合があります。
いずれの場合も通信料は有料で1分65セントです。

18. 寄港地観光
各寄港地ではさまざまな有料の寄港地観光（ショアエ
クスカーション）をご用意しています。ツアーの内容確
認、および事前予約は船会社のホームページ（英語）
にて可能です。事前予約は出航の5日前までです。以
降は船内で承ります。
＊主なクルーズで1回開催される寄港地特別イベント「ア

ズ・アメイジング・イブニング」は大変人気のため、事前
予約をおすすめします。天候等により中止となる場合も
あります。

19. 追加手配
空港から港までの送迎プランやクルーズ前後のホテル
と港への送迎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
アーなどもあります。詳細はお問い合わせください。
なお、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。船会社ホームページ（英
語）よりお申込み、お支払いください。

20.日本語ホームページ
www.celebritycruises.jp

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ホームペー
ジをぜひご活用ください。
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、予約後に必要な
さまざまな情報を入手いただけます。

6. 変更・中止
パンフレットに記載の内容は2013年11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ありますが、日程変更による払い
戻しはありませんのでご了承ください。

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、
紛失、事故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・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の
上、ご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2013年11月現在の
情報を基準に作成しております。代金、各種料金、
諸税、日程および表記した諸情報は予告なしに変
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。

10. 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。

アザマラ　メンバーシップ・プログラム　『ル・クラブ・ボヤージュ』

会員サービス互換プログラム
ロイヤル・カリビアン・クルーズ社のひとつであるアザマラ・クラブ・クルーズは、セレブリティクルーズの『キャプテンズクラブ』またはロイヤル・カリビアン・インター
ナショナルの『クラウン＆アンカーソサエティー・ロイヤリティ・クラブ』との相互互換プログラムがあります。
詳しくは、アザマラ・クラブ・クルーズ（英語）ホームページヘ
（http://www.azamaraclubcruises.com/club-azamara/le-club-voyage

※『ル・クラブ・ボヤージュ』のプログラム内容は予告なく変更となる場合があります。

クルーズポイントを貯める

上級会員へのステップアップ
獲得ポイントにより上級会員へとステップアップしていきます。

SM

アザマラ・クラブ・クルーズに乗船し会員登録されると、次回乗船の際にさまざまな特典を受けることができます。

1度目のご乗船中にお申し込みください。1回のクルーズで最大3ポイント貯めることができます。

●11泊以内のクルーズに乗船：1ポイント（基本）
●12泊以上のクルーズに乗船：1ポイント（追加）
●スイート客室をご利用：1ポイント（追加）

例えば、12泊以上のクルーズでスイート客室をご利用の
場合は、1度のクルーズで3ポイント取得できます。

アドベンチャー ：1 ～４ポイント エクスプローラー ： 5 ～ 9 ポイント ディスカバー ： 10 ポイント以上
 特 典
リピーター会員専用のホステスが乗船中に
お世話します
★会員限定パーティーへのご招待
★会員限定イベントへのご招待
★乗船記念ギフトの進呈
★次回クルーズの割引
★インターネット接続料85分無料
★スパメニュー10%割引など

 特 典
 アドベンチャーレベルの特典に以下が追加されます
★船長からのシャンパン1本
★エクスプローラーレベルに到達した乗船後に
　記念ギフトの進呈
★会員限定カクテルパーティーへのご招待
★無料ランドリーサービス（1週間につき1回）
★インターネット接続料150分無料
★スパメニュー15%割引など

 特 典
 アドベンチャー＆エクスプローラーレベルの特典に以
下が追加されます
★ディスカバーレベルに到達した乗船後に
　記念ギフトの進呈
★シャンパンブランチにご招待
★インターネット接続料235分無料
★無料ワインテイスティング
★船上ショッピング割引
★スパメニュー20%割引など

登録方法


