
出航 冬 季

2016年
12月 23日㈮・28日㈬

2017年
2月 4日㈯

出航 冬 季

2016年
10月 24・31日㈪
11月 7・14・28日㈪
12月 8日㈭・12・19日㈪

2017年
1月 2・9日㈪・27日㈮・

31日㈫
2月 13・20・27日㈪
3月 13・20日㈪

出航 冬 季
 月曜日

2016年
12月 12・19・26日

2017年
1月 2・9・16・23・30日
2月 6・13・20・27日
3月 6・13・20・27日

ドバイ・アラビア半島クルーズ 7泊8日

日次 曜日 寄港地 入港 出港
1 月 ドバイ アラブ首長国連邦 18：00

2 火 カサブ オマーン  08：00 17：00

3 水 マスカット オマーン 
09：00 ─

4 木 ─ 18：00

5 金 終日クルージング ─ ─
6 土 アブダビ アラブ首長国連邦 08：00 18：00

7 日 ドバイ アラブ首長国連邦 
08：00 ─

8 月 ─
※12/12出航は3日目アブダビ、5・6日目マスカットに寄港します。
※2/13出航は2日目終日クルージング、5日目カサブに寄港します。
※12/19・26出航はホリデークルーズのため旅行条件が異なります。

ビジョン・オブ・ザ・シーズ 　ドバイ発着　  

クルーズ代金（お一人様、USドル）

内側 728～

海側 1,018～

バルコニー 2,088～

スイート 2,438～
政府関連諸税および港湾施設使用料：
お１人様／73.25（USドル）
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出航 冬 季

2017年
1月 20日㈮

出航 冬 季

2017年
1月 13日㈮
3月 6日㈪

プーケット・マレーシアクルーズ 4泊5日

タイ・ベトナムクルーズ 7泊8日

〈週末利用〉マレーシアショートクルーズ A／Bコース 3泊4日

東南アジア島めぐりクルーズ 5泊6日

東南アジア満喫クルーズ 7泊8日

日次 寄港地 入港 出港
1 シンガポール シンガポール 17：00

2 ポートクラン（クアラルンプール） マレーシア 07：00 15：00

3 プーケット島 タイ 10：30 20：30

4 終日クルージング ─ ─
5 シンガポール シンガポール 08：00

※10/17、2/9出航でポートクランに寄港しない4泊の類似クルーズがあります。
※11/21出航でランカウイ島に寄港する4泊の類似クルーズがあります。

日次 曜日 寄港地 入港 出港
1 金 シンガポール シンガポール 17：00

2 土 終日クルージング ─ ─
3 日 レムチャバン（バンコク） タイ

12：00 ─
4 月 ─ 19：00

5 火 終日クルージング ─ ─
6 水 フーミー（ホーチミン） ベトナム 08：00 20：00

7 木 終日クルージング ─ ─
8 金 シンガポール シンガポール 08：00

日次 曜日 寄港地 入港 出港
1 金 シンガポール シンガポール 16：30

2 土 Ⓐペナン島 マレーシア 17：00 23：59

Ⓑポートクラン（クアラルンプール） マレーシア 08：00 17：00

3 日 終日クルージング ─ ─
4 月 シンガポール 08：00

日次 寄港地 入港 出港
1 シンガポール シンガポール 17：00

2 ペナン島 マレーシア 17：00 23：59

3 ランカウイ島 マレーシア 08：00 17：00

4 プーケット島 タイ 08：00 20：00

5 終日クルージング ─ ─
6 シンガポール シンガポール 08：00

※12/23出航はランカウイ島の代わりにポートクランに寄港し、寄港順も異なります。
※12/23・28出航はホリデークルーズのため旅行条件が異なります。

日次 寄港地 入港 出港
1 シンガポール シンガポール 17：00

2 ポートクラン（クアラルンプール） マレーシア 08：00 17：00

3 ペナン島 マレーシア 08：00 17：00

4 ランカウイ島 マレーシア 08：00 17：00

5 プーケット島 タイ
08：00 ─

6 ─ 20：00

7 終日クルージング ─ ─
8 シンガポール シンガポール 08：00

マリナー・オブ・ザ・シーズ 　シンガポール発着　  

マリナー・オブ・ザ・シーズ 　シンガポール発着　  

マリナー・オブ・ザ・シーズ 　シンガポール発着　  

マリナー・オブ・ザ・シーズ 　シンガポール発着　  

マリナー・オブ・ザ・シーズ 　シンガポール発着　  

クルーズ代金（お一人様、USドル）

内側 699～

海側 799～

バルコニー 969～

スイート 1,729～
政府関連諸税および港湾施設使用料：
お１人様／68.45（USドル）

クルーズ代金（お一人様、USドル）

内側 639～

海側 739～

バルコニー 919～

スイート 1,589～
政府関連諸税および港湾施設使用料：
お１人様／71.83（USドル）

クルーズ代金（お一人様、USドル）

内側 679～

海側 779～

バルコニー 949～

スイート 1,709～
政府関連諸税および港湾施設使用料：
お１人様／83.53（USドル）
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出航 冬 季
Aコース（ペナン島）

 金曜日
2016年
10月 28日
11月 4・11日

2017年
1月 6日
2月 17・24日
3月 3・17・24日

Bコース（ポートクラン）
 金曜日

2016年
10月 21日
11月 18日・25日
12月 2日

クルーズ代金（お一人様、USドル）

内側 409～

海側 509～

バルコニー 719～

スイート 1,159～
政府関連諸税および港湾施設使用料：
お１人様／68.67（USドル）

クルーズ代金
（お一人様、USドル） 内側 359～ 海側 459～ バルコニー 669～ スイート 1,059～
政府関連諸税および港湾施設使用料：お１人様／Aコース：43.58（USドル）／Bコース：57.68（USドル）

クルーズご予約
ご予約については、P.31 をご覧ください。その他ご旅行条件も事前にご確認ください。

乗船の手続き
1.クルーズ書類一式
出航の2週間前頃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（英語で詳細を記したもの、チェック
イン時提出書類、バゲージタグ、クルーズ約
款を含みます）、日本語クルーズガイド、オン
ラインチェックイン手順、ゲストチケットブッ
クレットの補足説明などが含まれています。 ゲス㋣㋠㋘ッ㋣ブッ㋗㆑ッ㋣（左）㋗㋸ーズガ㋑ド（右）見本

2.パスポート・査証・必要書類
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。パスポートの取得や有効期
限の確認、訪問国の査証（ビザ）その他必要書類についてはお客様の責任で取得、記
入をお願いします。
※詳細はP.31「７.パスポート・査証・必要書類」をご覧ください。

3.旅行保険
クルーズ中の思わぬ事故、病気、寄港地観光中の盗難などに備え、お客様ご自身で
海外旅行保険（含む携行品）に加入されることをおすすめします。

4.乗船前&下船後の手配
●発着港
チェックイン場所や開始時間については最終書類の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。日本語ホームページに主な港へのアクセスを掲載
していますので、ご参考ください。
●下船後
下船日は入港から下船まで通常2～3時間かかります。下船後の予定は余裕をもって
ご計画ください。早朝に入港する場合でも午後以降のフライトをご予約ください。
●送迎プラン（トランスファー） 片道／お1人様

空港・市内から離れた港へも、船会社手配の乗合バスを利用すれば便利です。乗船日
および下船日のみ運行します。
※  右記は片道のお1人様料金です。
掲載していない港はお問い合わせく
ださい。港→空港も同料金です。
料金は予告なく変わる場合がありま
す。予約時に再度ご確認ください。
なお下船日のトランスファーは船内
でもお申し込みいただけます。
※  お申し込み時にフライト情報（到着・
出発日時・便名）をお知らせくださ
い。当プランがご利用いただけるフ
ライト到着・出発時間には制限があ
ります。詳しくはお問合せください。
※  すべて英語でのご案内です。待合せ
場所は最終書類のゲストチケットブックレットに記載があります。通常係員が関税出口でお待ちしておりま
す。係員と会えずバスの利用ができなかった場合も返金等はありません。
※ロンドン、ローマ、バルセロナ、ニューヨークなどの大都市では市内⇔港のトランスファーもあります。
※出航35日前までにお申し込みください。出航30日前より全額の取消料を申し受けます。

●前後泊プラン
クルーズ前後の宿泊と港までの送迎がセットになった前後泊プランをご用意していま
す。個人旅行の方におすすめです。

㋺ンドン ダブ㋸㋡㋷ーバ㋑㋪㋸㋣ン $252.88～
㋺ー㋮ ㋪㋸㋣ン・ガーデン・㋺ー㋮・㋗㋶㋷ッジ $243.29～
バ㋸㋝㋺㋤ ㋛㋸㋘ン・ダ㋑㋐ゴ㋤㋸ $149.19～
フォー㋣・㋺ーダデー㋸ ㋛ェ㋶㋣ン・フォー㋣㋺ーダデー㋸・ビー㋠ $137.15～
㋮㋑㋐㋯ JW㋮㋷㋔ッ㋣ $147.23～

＊ ホテル1泊（2名1室利用）とホテル→港（または港→ホテル）送迎のお一人様料金です。シーズンやご利
用日により料金が異なります。予約時にご確認ください。全て英語でのご案内です。
＊  ホテル～港間の送迎は他のお客様との乗合で時間の指定はできません。地中海の特定クルーズで実施
している出航前の日本語船内説明会に参加いただけない場合があります。
＊ 出航35日前までにお申し込みください。出航30日前より全額の取消料を申し受けます。

5.オンラインチェックイン
船会社ホームページ（英語）より出航5日前までオンラインチェックインが可能です。

チェックイン時にご提出いただく下記2種類の書類についての内容を事前に登録できま
す。乗船当日のチェックイン時間短縮にご協力ください。

●「ゲストクリアランスインフォメーション」
お名前、生年月日、クルーズ乗船経験の有無、メールアドレス、ご住所、緊急連絡先など。

●「チャージアカウント＆クルーズチケット」
船内での会計に関する支払い方法の選択及び、クルーズ約款への同意（署名）。

《方法》
船会社㋭ー㋰ページ（英語） http://www.royalcaribbean.com に㋐㋗㋝スし、
“PREPARE & GO”よりOnline “Check in”を㋗㋷ッ㋗。お客様の姓と予約ID、出航日、
船名を入力して㋺グ㋑ンし、必要事項を入力してください。
最後に表示される セットセイルパス（SetSail Pass） を印刷して㋠ェッ㋗㋑ン 
㋕㋒ンターにご提出ください。出航49日前から5日前までにお済ませください。
＊  操作方法については、日本語ホームページhttp://www.royalcaribbean.jpの「ご予約後の流れ」の中の
説明をご参照ください。

旅行の準備
1.持ち物
通常の旅行用品の他、パスポート、パスポートコピー、常備薬、メガネ・コンタクトレ
ンズ（スペア）、デジタルカメラなどの充電器、予備の記録メディア、電池などをご確認
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、虫よけ
薬、計算機等のご持参をおすすめします。客室アメニティはP.10 客室設備をご覧くだ
さい。船内にはコインランドリーはありませんがクリーニングサービス（有料）がありま
す。下船前夜にスーツケースなどの大きな荷物は船に預けますので、貴重品や着替え、
洗面具など1泊分の荷物が入る手荷物バッグをご用意ください。アイロン、ポットなど
の発熱する製品、ナイフなどの危険物の持ち込みは禁止されています。アルコール飲
料のお持込はご遠慮ください。お持込されたものやお土産に購入されたものは下船時
まで船内でお預かりします。ただし出航日に限りワインまたはシャンパンを1部屋につ
き2本までお持込いただけます。
※電化製品についてはP.30 「10.電圧」をご覧ください。

2.服装とドレスコード
日中の船内および寄港地ではカジュアルな服装でおくつろぎください。客室内は温度調
節ができますが、パブリックエリアについては冷房がよく効いている場合があります。朝
夕の冷え込みに備えて上着をお持ちください。ウィンドブレーカーや運動靴があると船
内アクティビティや寄港地観光の際に便利です。アラスカクルーズは氷河観光用に防
寒の衣類をご用意ください。なお、水着姿でパブリックエリアに出入りすることはご遠慮
ください。
※  ボイジャー／フリーダム／オアシスクラスの客船でアイススケートをされるお客様は長袖、長ズボンの
着用が必要です。

夕刻から就寝まで、カジュアル、スマートカジュアル、フォーマルのドレスコードが設
定されます。思い思いのおしゃれをお楽しみください。
ドレスコードの目安（㋗㋸ーズにより若干異なる場合があります）
㋗㋸ーズ泊数 ㋕ジュ㋐㋸ ス㋮ー㋣㋕ジュ㋐㋸ フォー㋮㋸ ㋗㋸ーズ泊数 ㋕ジュ㋐㋸ ス㋮ー㋣㋕ジュ㋐㋸ フォー㋮㋸
3泊㋗㋸ーズ 2回 − 1回 10泊㋗㋸ーズ 6回 2回 2回
4泊㋗㋸ーズ 3回 − 1回 11泊㋗㋸ーズ 7回 2回 2回
5泊㋗㋸ーズ 3回 1回 1回 12泊㋗㋸ーズ 8回 2回 ※ 2回＊
6泊㋗㋸ーズ 3回 1回 2回 13泊㋗㋸ーズ 9回 2回 2回
7泊㋗㋸ーズ 4回 1回 2回 14泊㋗㋸ーズ 8回 3回 3回
8泊㋗㋸ーズ 4回 2回 2回 15泊㋗㋸ーズ 9回 3回 3回
9泊㋗㋸ーズ 5回 2回 2回 16泊㋗㋸ーズ 10回 3回 3回

＊ 12泊の㋵ー㋺ッパ㋗㋸ーズはフォー㋮㋸が3回、㋕ジュ㋐㋸が7回となります。 

○カジュアル 襟付きシャツやスラックス、スカート、パンツ、ワンピースなど
○スマートカジュアル   男性はジャケット、ブレザーにネクタイ着用など 

女性はワンピースまたはスーツなど
○フォーマル   男性はダークスーツ、ディナージャケットやタキシードなど 

女性はドレッシーなワンピースまたはイブニングドレスなど
＊洋装だけでなく、船内では和服も映えます。
＊夕方以降のドレスコードについてはP.6もご覧ください。
＊クァンタムクラスにはドレスコードの設定がありません。詳しくはP.6およびP.29「1.食事」をご覧ください。

3.船内での通貨・両替
船内通貨はUSドルです。USドルから各寄港地の現地通貨への両替を承りますが、両
替金額には限りがありご希望に添えない場合があります。また所定の両替手数料がか
かります。日本円からの両替はアジアクルーズなど一部のクルーズで可能です。

4.チップ
チップは原則としてお客様のお気持ちとしていただくものですが、便宜上クルーズ代金
と一緒に事前にお支払いいただきます。
（お1人様1泊あたり）

グランドスイート客室以上 15.95ドル
ジュニアスイート客室およびスイート客室以外 12.95ドル
飲み物および美容関連の施術には料金の18％がサービス料として加算されます。その
他お客様のご要望にお応えしたサービスについてはその都度お客様の判断でお願いい
たします。

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル

乗船ガイド

㋮㋑㋐㋯空港～㋮㋑㋐㋯港 $18.00
㋮㋑㋐㋯空港～フォー㋣・㋺ーダデー㋸港 $30.00
フォー㋣・㋺ーダデー㋸空港～フォー㋣・㋺ーダデー㋸港 $16.75
㋥ュー㋵ー㋗J.F.K空港～㋘ープ㋷バ㋢ィ港 $28.50
バ㋸㋝㋺㋤空港～バ㋸㋝㋺㋤港 $31.50
㋺ー㋮空港～㋠ビタベッ㋖㋐港 $75.00
ベ㋥ス空港～ベ㋥ス港 $34.00
㋺ンドン㋪ース㋺ー空港～㋚㋒㋚ンプ㋣ン港 $101.00
㋛ンガポー㋸空港～㋛ンガポー㋸港 $29.00
香港空港～啓徳㋗㋸ーズター㋯㋤㋸ $45.00
上海浦東空港～上海宝山港 $54.00

変動制代金をオンラインで検索
www.royalcaribbean.jp

ロイヤル・カリビアンの代金は変動制です。最新の代金は日本語ホームページで簡単に確認できます。
全てのカテゴリー代金、日程、船、寄港地情報もご覧いただけます。※上記は2015年8月現在の代金です。別途「政府関連諸税および港湾施設使用料」と船内㋠ップが必要です。
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乗　船
⑴   出航日のチェックイン場所と開始時刻は、最終書類のゲストチケットブックレットを
ご覧ください。夕刻出航の場合、通常昼頃からチェックインカウンターが開きます。P.12
「クルーズスケジュール」でご案内している日本語船内説明会は13：30頃より船内の
指定会場で開始しますので早めにご乗船ください。港にはたくさんの船が停泊して
いますので、タクシーをご利用の場合は船名をお伝えください。

⑵   最終チェックインは出航の90分前です。チェックインカウンターには2時間前までに
ご到着ください。最終チェックインに遅れた場合はご予約取消となり、返金はお受
けできません。

⑶   チェックインにはパスポート情報やご住所、連絡先、船内精算用のクレジットカード
情報およびお客様の署名などが必要です。オンラインチェックインでこれらの情報を
入力し、セットセイルパス（SetSail Pass）を出力（プリントアウト）してお持ちいただく
か、ゲストチケットブックレット内にあるチェックイン用紙に記入してお持ちください。

⑷   スーツケースなど大きな荷物は、クルーズターミナルでポーターにお預けください。
荷物には最終書類に同封したバゲージタグにお名前を記入し、客室番号をご確認
したうえでお付けください。　＊ポーターには荷物1個につき$1～2をお渡しください。

⑸   乗船日には、13：00～15：00頃の間船内でビュッフェスタイルの昼食をご用意してい
ます。

★クルーズカード「シーパス」（Seapass®）
ご乗船の際に船名、出航日、お名前、食事のシー
ティング、テーブル番号、精算手続き番号（フォ
リオナンバー）が書かれたシーパス（SeaPass®）と
よばれるカードを発行します。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。寄港地で下船・乗船する際に検査がある
など、寄港地および船内での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
によりサインひとつで船内のお支払を行うことが
できます。なお安全のため客室番号は印字されま
せん。客室のカギはオートロックです。

㋗㋸ーズ㋕ード（SeaPass®）見本

船内生活
1.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。
フルコースをご用意しているメインダイニング、ビュッフェレストラン、スペシャリティ
レストラン、軽食カフェなどがあります。詳しくはP.6「スペシャリティレストラン＆カフェ
早見表」をご覧ください。さらに全船24時間無料のルームサービスや、ボイジャー／
フリーダム／オアシス／クァンタムクラスには24時間営業のカフェ・プロムナードがあ
ります。
＊  ルームサービスを利用した場合、強制ではありませんが1～2ドル程度のチップを渡すとスマートです。 
なお、深夜0：00～午前5：00のご注文については1回あたり$3.95のサービス料を申し受けます。
＊レストランの営業時間は船内新聞でご確認ください。
＊  低脂肪食、減塩食、ベジタリアンなどの特別食のご用意、食物アレルギーのある方は出航45日前（ヨー
ロッパ、南米クルーズは90日前）までにお申し出いただいたうえで、食事内容につきましては乗船後ダ
イニングマネージャーとご相談ください。

●メインダイニング
夕食は2回制で、時間とテーブル番号が毎晩同じトラディショナルダイニングと毎晩お
好みの時間が予約できるマイタイムダイニングがあります。朝食・昼食はオープンシー
ティングでお越しいただいた順にご案内します。

●トラディショナルダイニング
時間（18：00頃からと20:30頃から）とテーブルサイズ（4～6人用または8～10人用）を
クルーズご予約時にお選びください。お席は他のお客様と相席になりますのでコミュニ
ケーションをお楽しみください。
＊食事時間は寄港地の出港時間の都合により若干変更になる場合があり、船内新聞でご案内します。

●マイタイムダイニング
船会社ホームページ（英語）から希望の夕食時間を予約しておくことができます。また
は船内で予約するか、予約せずダイニング営業時間にお越しいただくこともできますが、
込み合っている時間はお待ちいただく場合もあります。

●クァンタムクラスのダイナミックダイニング
時間とテーブルが固定された従来のシステムを取り払い、6つのメインダイニング（う
ち1つはスイート客室専用）から毎晩お好みの場所と時間を選んで予約できる自由な仕
組みを取り入れました。レストランごとに雰囲気にあったドレスコードが設定されており、
服装も考慮してお選びください。お客様全員に向けてフォーマルナイトを設定すること
はありません（ただし中国発着のクルーズではクルーズ中1回皆でおしゃれを楽しむエ
レガント・ナイトが実施されます）。詳しくは日本語ホームページのQ&Aをご覧ください。
●お飲物について
メインダイニングとビュッフェレストランでご用意するアイスティー、レモネード、ミルク、
食後のレギュラーコーヒー・紅茶、朝食に提供するオレンジジュースは無料です。その
ほかの缶飲料、ミネラルウォーター、ノンアルコールカクテルなどは客室のミニバーに
あるものも含め有料です。またスペシャリティコーヒー（エスプレッソ、カプチーノなど）

も有料です。各種飲み放題パッケージをご用意しており、船会社ホームページ（英語）
から注文することができます（P.28 「5. 各種サービスの事前予約」をご覧ください）。

2.船内でのお支払い
船内はシーパス（SeaPass®）によるキャッシュレスシステムです。船内で利用した金額
はお部屋付になりまとめて精算します。乗船日にお客様のクレジットカード（VISA、マ
スター、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ、JCB）を登録するとご利用分がカー
ド会社に請求されます。クレジットカードをお持ちでないお客様は最終日にまとめてUS
ドルの現金でお支払ください（ご利用額が一定額を超えると、途中で精算が必要です）。
USドル建てのトラベラーズチェックもご利用いただけますが所定の手数料がかかりま
す。ご利用明細は下船日に客室に届けられるほか、客室テレビでも確認することがで
きます。明細の不明点や訂正は必ず下船前にゲストリレーションズへお申し出ください。
下船後の訂正は承れません。

3.船内新聞と船内イベント
毎夕お客様の客室に船内新聞「コンパス」（英語）をお届けします。翌日の食事の時間、
場所、夕方6時以降のドレスコード、催し物のスケジュール、各種施設の営業時間、寄
港地観光、ショップのセールやお得なスパトリートメント、スペシャルドリンクなどの案
内が記載されています。必ず目を通して、クルーズライフの計画にお役立てください。
日本人コーディネーターが乗船するクルーズでは日本語の船内新聞（簡易版）をお渡しし
ます。日本人係員により出航前に乗船説明会を行うクルーズでは日本語の船内新聞見本
（ダイジェスト版）をお渡ししますが、最新の情報は英語版の船内新聞をご覧ください。
船内ではダンス教室、卓球トーナメント、タレントショー、ヨガやナプキンの折り方教室
などさまざまなイベントがあり、お好みでご参加いただけます。ラウンジやバーでは時間
によりバンドやピアノの演奏もお楽しみいただけます。

4.船内のご案内
船内のゲストリレーションズでは、24時間体制でご相談に応じます。各種案内の他に、
郵便・ファックス受付、両替、貴重品のお預かりなどを行います。ご不明な点は、お気
軽にご相談ください。両替等、お金の出し入れに関する業務時間は船内新聞でご確認
ください。

5.カジノ
各船に本格的なカジノを備えており18歳以上から（アラスカクルーズは21歳以上から）
プレイすることができます。停泊中および領海内を航行中は法律により開場できません。
カメラ・ビデオの撮影はご遠慮ください。チップ、トークンの両替には手数料がかかり
ます。

6.写真撮影
船専属のカメラマンが、船内のさまざまな場面でお客様の写真を撮影します。写真は
フォトショップでご覧いただくことができ、ご希望の写真はご購入いただけます（有料）。

7.通信
船内での通信は衛星回線を使うため不安定で接続しにくい場合があります。

●インターネット
インターネットコーナーのパソコンでウェブサイトの閲覧やeメールの送受信が可能です
（日本語は閲覧のみ。入力不可）。またご持参したノートパソコンやスマートフォンを
WiFi接続することもできます。利用料は1分75セントまたはインターネットプラン（1回
30分まで$10、24時間$55.95など）からお選びください。
＊クァンタムクラス、オアシスクラスの客船では大容量高速回線がご利用いただけます。 
＊マジェスティでは2015年5月の改装後から無料でご利用いただけます。

●電話
携帯電話の場合、洋上で国際ローミングによる接続がご利用いただける場合がありま
すが高額です。船内電話からの外線、陸上から船内への通話料は1分7.95ドルです。
日本から船に連絡する場合は、米国経由の船専用回線をご利用ください。通話料は
お客様のクレジットカードからの自動引き落としになります。米国までの通話料が別
途必要です。
〈ロイヤル・カリビアン船専用回線ご利用方法〉
⑴   国際電話識別番号010に続いて、1 （㋐㋱㋷㋕国番号）＋専用回線番号（321-953-9003）
へおかけください。

　  010＋1（アメリカ国番号）＋321-953-9003
⑵  英語で㋺㋑㋳㋸・㋕㋷ビ㋐ン・㋗㋸ーズ船専用電話であることの説明があります。
⑶   続いて「1」を押すと船別の番号をご案内します。該当の船番号を押して「＃（㋛ャープ）」を
入力してください。

⑷   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㆑ス、
ダ㋑㋤ース㋗㋶ブのみ利用可能、JCBはご利用いただけません。

⑸   ㋕ード番号および有効期限を4桁の数字で入力してください。
　 （例：2018年12月まで有効の場合＝1218）
　   その後、㋗㆑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。問題なけれ
ば船内につながります。  

8.喫煙
世界各地での禁煙化の流れを受け、船内の禁煙ポリシーが強化されました。喫煙は
屋外およびカジノの指定エリア（灰皿のある場所）でお願いします。ベランダを含む客
室、パブリックエリアでは禁煙です。指定場所以外での喫煙は250ドルの違反金がか
かります。

5.各種サービスの事前予約
船会社ホームページ（英語）から、寄港地観光ツアー、エンターテインメント、スペシャリ
ティレストランやスパトリートメントなどを事前に予約し、クレジットカードでお支払いを
済ませることができます。出航日の2ヶ月前から5日前までにお申し込みください。

《方法》
船会社㋭ー㋰ページ（英語） http://www.royalcaribbean.com に㋐㋗㋝スし、上段㋡ー
㋸バーの PREPARE & GO より CRUISE PLANNER を㋗㋷ッ㋗します。RESERVE 
NOW を㋗㋷ッ㋗して進み、お客様の姓と予約ID、出航日、船名を入力して㋺グ㋑ンくだ
さい。内容をご確認の上ご予約、お支払い手続きをお済ませください。
＊  お支払いは㋗㆑ジッ㋣㋕ードのみです。決済はお客様と㋺㋑㋳㋸・㋕㋷ビ㋐ン米国本社の直接決済となり、日本
総代理店は関知しません。ご利用いただける㋗㆑ジッ㋣㋕ードは㋐㋱㋷㋕ン・㋓㋗スプ㆑ス、VISA、㋮スター、ダ
㋑㋤ース㋗㋶ブ、JCBです。
＊  出航5日前までの予約取消は、予約と同様に㋺グ㋑ンして手続きいただけます。㋗㆑ジッ㋣㋕ードに返金します。
出航4日前以降のご予約・取り消し・変更は船内で承ります。予約日時の24時間前以内の取消は取消料がかか
ります。
＊  操作方法については、日本語㋭ー㋰ページhttp://www.royalcaribbean.jpの「ご予約後の流れ」に㋐㋗㋝スし
てご覧ください。

●寄港地観光ツアー（ショア・エクスカーション）
各寄港地ではさまざまな寄港地観光ツアーをご用意しています。ツアー内容・料金等詳
細は船会社ホームページ（英語）でご覧いただけ、また事前に予約し、クレジットカードで
お支払いを済ませることができます。予約が完了すると、メールで予約確認書が送られ
てきますので保管ください。乗船後のご予約は船内の寄港地観光案内デスクで承ります。
集合時間・集合場所を記載したチケットはお客様の客室に届けられます。
＊  子ども料金は4～12歳に適用されます。3歳以下は無料です。18歳未満のお子さまは保護者と一緒にご
参加ください。
＊  人気のツアーは満席のためご参加いただけない場合があります。事前予約または乗船後お早めの申し込み
をおすすめします。なお、ツアーは船会社とは異なる現地の手配会社が運行します。
＊  寄港地観光案内デスクではショア・エクスカーションだけでなく個々に観光される方への情報提供も行って
います。ご遠慮なくお問い合わせください。
★  ロイヤル・カリビアン日本総代理店ミキ・ツーリストが設定している日本語観光ツアーもございます。 
地中海クルーズの日本語寄港地観光はP.13をご覧ください。また、別冊「アジアクルーズ」にもご案内があ
ります。

●エンターテインメント
クァンタムクラス、オアシスクラス、フリーダムクラス（インディペンデンスを除く）の各船
では主なショーを事前に予約することができます。ご予約も観覧も無料です。ご予約はク
ルーズカード（SeaPass®）に記録されますので会場に入る際にご提示ください。座席指
定ではありません。会場には早めにお越しください。下記のショーが予約できます。
•クァンタム／アンセム／オベーション
①ラウンジ270°のショー　②ミュージカル（アンセムのみ）

•オアシス／アリュール／ハーモニー
①アクアシアターショー　②アイススケートショー　③ミュージカル　④シアターショー
⑤コメディライブ

•フリーダム／リバティ
①アイススケートショー　②ミュージカル（リバティのみ）　③シアターショー
＊  ショーの開始15分前頃になるとキャンセル待ちの方をご案内するため、予約済みの場合でも座席が確保
できない場合があります。
＊予約可能なショーは一部のみです。その他のエンターテインメントは予約せずにご覧いただけます。

●スペシャリティレストラン
スペシャリティレストランは、メインダイニングやビュッフェレストランとは別に、趣向を凝
らした料理やより優雅な雰囲気で食事を召し上がれる予約制のレストランです。大型船
になるほどたくさんのレストランがありお好みにあわせてご利用ください。ご利用は有料で
す（カバーチャージまたはアラカルト料金）。
なお、座席数に限りがあり、乗船後はご希望の日時で予約ができない場合がありますので、
事前予約をおすすめします。
各船のスペシャリティレストランは、P.6「スペシャリティレストラン&カフェ早見表」をご覧
ください。5歳以下のお子さまは無料、6歳～12歳のお子さまは一律＄8でご利用いただ
けます。

●マイタイムダイニング
メインダイニングでの夕食時間に、マイタイムダイニングを選択されたお客様は、ご希望
の夕食時間を予約することができます。

●キャラクターブレックファスト
ドリームワークスのキャラクターが乗船している客船では、朝食のテーブルにキャラクター
があいさつにくるキャラクターブレックファストが大人気。6歳以上はお1人様$10、5歳
以下は無料です。事前予約するか船内でお申し込みください。

●ビバレッジパッケージ
各種ドリンクパッケージを予め申し込まれると、1本ずつ購入するより割安にご利用いた
だけます。

•ミネラルウォーター・パッケージ
エヴィアンの1リットル入りのボトルを、12本または24本の単位でご購入いただけます。船
会社ホームページ（英語）に記載された料金に18％のサービスチャージが加算されて請求さ
れます。
＊商品はお客様の客室に届けられます。
＊購入手続後は、本数の変更等はできません。変更の場合は一度取り消し後、最初からやり直してください。

《飲み放題パッケージ》
指定ドリンクが乗船中飲み放題。1日あたりの料金に泊数をかけた金額が請求されま
す。料金には18％のサービス料が含まれます。
＊4泊以上の㋗㋸ーズが対象です。＊乗船後、バーなどでもお申し込みいただけます。 
＊㋝㆑㋗㋣／プ㆑㋯㋐㋰／㋐㋸㋢ィ㋱ッ㋣を購入したお客様はボ㋣㋸㋻㋑ンを20%割引で購入できます。 
＊客室内の炭酸飲料はパッ㋘ージに含まれません。別途有料となります。

•  セレクトパッケージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1日$35／お1人様】 
ビール、グラスハウスワイン、ノンアルコールカクテル、ジュース、炭酸飲料など

•  プレミアムパッケージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1日$49／お1人様】 
ビール、グラスハウスワイン、プレミアムカクテル、フローズンドリンク、ジュース、
炭酸飲料など。コカコーラお土産カップ付き

•  アルティメットパッケージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1日$55／お1人様】 
船内で提供しているすべてのお飲物（ボトルを除く）

•  ロイヤル・リフレッシュメントパッケージ ・・・【1日$6.5／お1人様（17歳以下＄4.5）】 
ソーダ、コーラ、炭酸飲料

●スパトリートメント
フェイシャルや各種ボディマッサージ、鍼、マニキュア、ペディキュアなどをご予約いた
だけます。内容と料金をご確認の上お申し込みください。
船会社ホームページ（英語）に記載された料金に18％のサービスチャージが加算されて
請求されます。
＊12歳未満のお子さまはご利用いただけません。

6.ギフト＆スペシャルアレンジ
ご乗船のお客様の客室にお花、ワインやチョコレートをお届けしたり、記念日のケーキや
お子さまのおむつなどを予め注文しておくことができます。

《方法》
船会社㋭ー㋰ページ（英語） http://www.royalcaribbean.com に㋐㋗㋝スし、
PREPARE & GO より ROYAL GIFTS を㋗㋷ッ㋗します。さらに Onboard Delivery を
㋗㋷ッ㋗すると一覧が表示されます。
●Celebrations・・・・・・記念日ケーキ＄16.95、客室のデコレーション＄45.00など
●Babies on the Go・・・・・・  おむつパック＄23.95～、 

ガーバ社オーガニックベビーフード$38.95～など
●Culinary Collection・・・・・・スパークリングワインとストロベリー＄42.95など
●Floral Expressions・・・・・・フラワーバスケット＄60.00など
●Wine Cellar・・・・・・スパークリングワイン、赤白ワイン＄35.40～

BEGIN ORDER を㋗㋷ッ㋗しお客様の姓、予約ID、出航日、船名を入力して進み、商
品を選びます。プ㆑ゼン㋣の場合はギフ㋣㋕ードの欄に㋱ッ㋝ージを記入できます（㋐㋸ファ
ベッ㋣のみ）。㋗㆑ジッ㋣㋕ードでお支払いください。
＊  料金は予告なく変更となる場合があります。予約時に再度ご確認ください。
＊  ご本人以外の予約も可能です。その際、乗船のお客様の船名・出航日・予約IDが必要です。
＊  お申し込み後の取り消しはできません。
＊  お支払いは㋗㆑ジッ㋣㋕ードのみです。決済はお客様と㋺㋑㋳㋸・㋕㋷ビ㋐ン米国本社の直接決済となり、日
本総代理店は関知しません。
＊  品物に不備があった場合の下船後の問い合わせはお受けできません。不備があった場合は必ず乗船中に
客室係やゲス㋣㋷㆑ー㋛ョンズデス㋗にお申し出ください。

日本語ホームページ&フェイスブック

www.royalcaribbean.jp
ロイヤル・カリビアン社と日本総代理店ミキ・ツーリストが共同で開発した日本語ホーム
ページをぜひご活用ください。パンフレットに掲載できなかったクルーズや変動制代金、
空室情報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
や予約後に必要なさまざまな情報を入手いただけます。
《内容》
●㋗㋸ーズ㋶㋑フご案内 ●㋛ップガ㋑ド
●㋗㋸ーズ㋓㋷㋐情報 ●㋗㋸ーズ㋕㆑ンダー/㋗㋑ッ㋗検索
●日程、代金、客室確認＆予約 ●㋥ュース・㋣ピッ㋗ス/Q&A
●船会社㋭ー㋰ページ（英語）での㋔ン㋶㋑ン㋠ェッ㋗㋑ン・各種事前予約方法のご案内

●フェイスブックでも最新情報や楽しいトピックスをお届けしています。
　http://www.facebook.com/royalcaribbean.jp
●  各種サービスの事前予約やオンラインチェックインは船会社ホームページ（英語）をご
利用ください。　http://www.royalcaribbean.com
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9.飲酒
船内では21歳以上のお客様からアル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、南米クルーズにご参加の18歳以上21歳未満のお客様は、同
行のご両親による承諾書がある場合は可能です。

10.電圧
客室の電源は交流110ボルト（プラグは日本と同じA型）および220ボル
トで、プラグは2股または3股です。使用可能電圧がAC100-240Vの
電化製品はプラグをそのまま差し込めば使用が可能です。それ以外の
電化製品は安全のため変圧器をお持ちください。 プラグA型

11.クリーニング
有料（シャツ＄4程度）にて衣類のクリーニングを承ります。プレスのみや当日仕上げのコー
スもあります。コインランドリーやアイロンの貸与はありません。安全のため、アイロンの
持ち込みはご遠慮ください。

12.医務室
各船に医師1人、看護師2人以上が乗船し、緊急時は24時間体制で対応します。受診
は有料です。診療時間は船内新聞に掲載されます。
なお、酔い止め薬はゲストリレーションズまたは医務室にて無料で配布します。治療中の
疾病がある場合は英文の診断書をお持ちになることをおすすめします。

13.横揺れ防止
全ての船にはフィンスタビライザーと呼ばれる横揺れ防止装置がついています。
全て7万トン以上の大きな客船のため小型船に比べて波の影響はあまり受けません。特
にカリブ海などの主なクルーズ海域は通常穏やかな海で知られています。

下　船
下船手続きの説明文や荷物に付けるバゲージタグ、税関申告書は、下船前日に客室に
配られます。
下船当日のフライトを予約しているなどで早めの下船を希望されるお客様はゲストリレー
ションズにてご相談ください。
大きなお荷物はお名前、ご住所を記入したバゲージタグを付けて下船前夜に客室前に
お出しください。貴重品や壊れ物は手荷物としてお持ちください。

便利なサービス&特典
■日本語サポート
船内の案内は英語ですが、日本からのお客様のために各種日本語サービスをご用意して
おります。
●  日本人コーディネーター
ヨーロッパやカリブ海、アジアの一部のクルーズでは、日本人コーディネーターが乗
船します。出航時の船内説明会や日本語の船内新聞作成、乗船中のご質問・ご相談
に応じます。
＊ 対象㋗㋸ーズについては、P.12「㋗㋸ーズス㋘ジュー㋸」をご参照ください。

●  乗船説明会
ハーモニーの西地中海クルーズ 7泊8日およびビジョンのアドリア海・エーゲ海A
コース 7泊8日は日本人スタッフによる船内説明会を行います。
＊乗船日の出航前に説明会を行います。終了後、日本人スタッフは下船します。
＊やむを得ない事情で中止された場合も返金はありません。

なお、ハーモニー／アリュール／オアシスのフォート・ローダデール発着 西／東カリブ海
7泊8日クルーズでは、2016年3月いっぱいで日本人スタッフによる出航前の船内説明会
を終了します。4月からは新サービスとして同じ内容をビデオにまとめホームページ等でい
つでもご覧いただけるようになります。詳しくは日本語ホームページでご案内します。

説明
ビデオ

●  日本語メニュー
全ての船のメインダイニングルームには日本語メニュー
をご用意しております。

日本語船内新聞日本語㋱㋥ュー

●  日本語クルーズガイド
ご出発前に船内の過ごし方を記載した日本語クルーズガ
イドをお送りします。
●  寄港地観光ツアー
日本発着クルーズ、シンガポール発着クルーズと西地中海クルーズの一部出航日限定で日本
語の寄港地観光ツアー（別料金）をご用意します。

■お子さまのためのサービス
家族旅行をお楽しみいただけるよう充実した設備、サービスをご提供しています。

●アドベンチャー・オーシャン（児童館）
安全に楽しく遊べる年令別のプログラムは、子ども用船内新聞「キッズコンパス」でご案内
します。
＊3歳～11歳はお子さまだけで過ごします。初回利用時に登録し、お迎え時間を確認してお預けください。

•アクアノーツ（3～5歳）
    シャボン玉遊びや海賊に扮してパレードなど。

•エクスプローラー（6～8歳）／•ボイジャー（9～11歳）
    宝探しゲーム、タレントショー、科学実験、スポーツトーナメントなど。

•ロイヤルベイビーズ（6か月～1歳半）&ロイヤルトッツ（1歳半～2歳）
    保護者といっしょにおもちゃ遊びや絵本の読み聞かせをするプログラムです。

•トゥイーン＆ティーン（12歳～17歳）
    専用の集会室でゲーム、カラオケ、ディスコ、スポーツコートでテニスやバスケなどを楽し
めます。

●お子さま用プール
アドベンチャービーチやH2Oゾーンで水遊びができます。利用はおむつがとれた3歳以
上からです。保護者の見守りをお願いします。
※お子さま用プールのある船は P.5 「施設早見表」をご覧ください。

●託児室（ナーサリー）・ベビーシッターサービス
託児室では6か月から3歳未満のお子さまを専任スタッフがお預かりします（1時間$6～）。
託児室がある船はP.5「施設早見表」をご覧ください。ベビーシッターサービスは全船で実
施し、1歳以上のお子さまを客室でお預かりします（同一家族のお子さま3人まで1時間
$19～）。

●その他
•   客室に乳児用ベビーベッド（60cm×90cm）をご用意できます。クルーズ予約時にお申
し出ください。

•   メインダイニングでの夕食を早めに済ませたお子さまをアドベンチャー・オーシャンに預
け、ご両親はゆっくり食事やショーに行ける「マイ・ファミリータイム・ダイニング」もあり
ます。メインシーティングのお客様のみ利用できます。

•   ロッククライミングは6歳以上からです。6歳～13歳のお子さまは保護者の同意が必
要です。

•   ソラリウム、フィットネスは16歳以上、スパは12歳以上、バー、カジノは18歳以上（ア
ラスカクルーズは21歳以上）のお客様にご利用いただけます。

•   かさばるおむつやベビーフードは有料ギフトサービス（P.28「6. ギフト＆スペシャルアレ
ンジ」）で客室にお届けできます。

• 小さなお子さまが船内で一人にならないよう保護者のご協力をお願いします。

■ロイヤル・スイートクラス 
クァンタム、アンセム、オベーション、オアシス、アリュール、ハー
モニーでは、2016年5月より、スイート客室のお客様に新サービス
“ロイヤル・スイートクラス”がご利用いただけます。

クラス スタークラス スカイクラス シークラス

対象客室カテゴリー
RL、OL、GL、
SL、PS、A1、
A2

L1、L2、A3、
A4、OS、FS、
SG、GS

FJ、SJ、JS

バ㋣㋶ー㋚ービス“㋺㋑㋳㋸・ジ㋥ー” ○
㋠ップの別途支払不要 ○
スペ㋛ャ㋷㋢ィ㆑ス㋣㋶ン無料 ○
㋐㋸㋢ィ㋱ッ㋣・ビバ㆑ッジパッ㋘ージ無料 ○
㋑ンター㋧ッ㋣無料 ○ ○
ス㋑ー㋣専用㋶㋒ンジ ○ ○
専用ダ㋑㋥ング「㋙ースタ㋸・㋖ッ㋠ン」 ○ ○ ○
㋯㋧㋶㋸㋒ォーター ○ ○ ○

■リピーター会員「クラウン&アンカー」特典
ロイヤル・カリビアン・インターナショナルのクルーズに一度ご乗船されるとクラウン&アン
カー会員に登録いただけます。クルーズポイントを貯めてさまざまな特典をご利用くださ
い。 >> 1泊あたり1ポイント、スイートは2ポイント付与
会員ランク ポイント数 会員ランク ポイント数

ゴー㋸ド 3～29 ダ㋑㋳㋲ンド 80～174
プ㋶㋠㋤ 30～54 ダ㋑㋳㋲ンドプ㋶ス 175～699
㋓㋱㋶㋸ド 55～79 ピ㋤㋗㋸㋗㋶ブ 700以上

船内の特典〈例〉
〈㋗㋸ーズ中〉 ●  スパ、㋑ンター㋧ッ㋣、㋕ジ㋨、㋛ョッピングなどの割引㋗ーポンが㋛ーパス

（SeaPass®）に登録され割引対象㋚ービスを利用すると自動的に割り引かれます。
 ●㋷ピーターパー㋢ィーへご招待
 ●船上予約で㋔ンボード㋗㆑ジッ㋣プ㆑ゼン㋣ ●優先㋠ェッ㋗㋑ン
 ●下船時に会員専用待合スペースをご用意
 ●会員特別㋑ベン㋣へのご招待★ ●客室にバス㋺ーブをご用意★

〈予約時〉 ●新㋙ースの会員優先予約 ●  四半期ごとに割引㋗㋸ーズのご案内
 ●㋔ン㋶㋑ンで客室㋐ップグ㆑ードの㋷㋗㋓ス㋣受付（限定条件あり）

＊ 上記はゴールド会員（★はプラチナ会員以上）の特典です。詳細およびエメラルド会員以上の特典は船会
社ホームページ（英語）または、日本語ホームページをご覧ください。
＊ 新規会員登録は船内および船会社ホームページ（英語） www.royalcaribbean.com の［Crown & 

Anchor Society］ をクリックし、“Enroll or Activate” から入力ください。
＊  9桁の会員番号を取得後、船会社ホームページ（英語）でID、パスワードをご設定いただくと、以後ポイン
ト数、クルーズ履歴、お客様情報が簡単にご覧いただけます。
＊  会員の方が2度目以降のクルーズでポイントを加算、特典を受けるためにはオンラインチェックイン画面で
会員番号を登録する必要があります。乗船後の申請はできませんのでご注意ください。
＊  予約時の特典はメールアドレスを登録し、ロイヤル・カリビアン社からのニュースを受けとることを選択した
お客様にお届けします。

ご旅行条件

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・泊数・クルーズコース名④客
室カテゴリー⑤ダイニングリクエスト（メイン、セカンドシーティ
ングまたはマイタイム）※⑥テーブルサイズ（6人以下／8人以
上）⑦乗船者名⑧性別・国籍・生年月日⑨リピーター会員の
方は会員番号
※クァンタムクラスはダイナミックダイニングのため選択不要です。
＊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
⑴  変動制代金：ロイヤル・カリビアン社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。
⑵  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、エンターテインメント、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。
⑶  代金表の見方：当パンフレット「クルーズスケジュール」に
掲載の代金は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。
⑷  表示の代金：1室を2名で使用する場合のお一人様あたりの

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、日本円に換算します。
⑸  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。
⑹  子ども代金：0歳から大人と同額になります。子ども割引は
ありません。
⑺  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
⑴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。

対象クルーズ 金額（お一人様）
5泊以下 100 USドル

6泊～ 8泊 250 USドル
9泊以上＆クルーズツアー 450 USドル

＊  スイート客室をご利用の場合または客室をお一人様でご利用の場合は
上記の200％となります。

⑵残金お支払い期限
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日前まで
ホリデイクルーズ 出航の 90日前まで
＊  残金お支払期限以降に新規予約した場合は、代金全額を予約確認後
早急にお支払い願います。
＊  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

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
（2）6泊以上のクルーズ&クルーズツアー

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

●ホリデイクルーズ（※ 2）

（1）5泊以下のクルーズ
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
（2）6泊以上のクルーズ＆クルーズツアー

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
※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）、アジアの旧正月（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
料を申し受けた上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）にミキ・ツーリストが
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。またチップは前払いが原
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。天災地変（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（通船）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にてご確認いただけます。

7．パスポート・査証・必要書類
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。パ
スポートの取得や有効期限の確認、訪問国の査証（ビザ）その
他必要書類についてはお客様の責任で取得、記入をお願いし
ます。書類不備によりご乗船できない場合は船会社には一切
責任がなく払い戻しはお受けできません。なお、乗船の際また
はクルーズ中に寄港地での出入国手続きのためお客様のパス
ポートをお預かりする場合があります。パスポートコピーをお
持ちいただくことをおすすめします。クルーズでの出入国手続
きは寄港する港によって異なります。船内新聞や書面でお知
らせします。またクルーズ中はクルーズカード「SeaPass®」が
身分証明書となります。お預かりしたパスポートは下船の入国
審査前までにご返却します。なお、ご予約のお名前とパスポー
トのお名前が異なる場合、乗船が拒否される場合があります。
＊  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。その他ブラジルなど査証（ビザ）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（寄港地観光ツアー）に参加すると
査証（ビザ）が必要ありません。個人的に下船する場合はロシア査証（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
⑴  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。但し航空機の重量制限にご注意
ください。
⑵  ロイヤル・カリビアン社が不適当と判断するもの、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。
⑶  ペットは乗船できません。
⑷  個人的所持品はお客様の責任で管理をお願いします。貴重
品等は客室内の金庫にて保管ください。金庫が備えられてい
ない場合はゲストリレーションズでお預かりします。
⑸  お預かり荷物が万一紛失・破損した場合、ロイヤル・カリ
ビアン社の損害賠償責任の上限額は乗客お一人様につき
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（含む携行品）にご加
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
⑴  お子さまのみ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。
⑵  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。
⑶  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。
⑷  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。
⑸  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目にお申込みくださ
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
アーでは車いすをご利用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ありません。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
⑴  ご予約のお客様以外の方の乗船は、一切できません。
⑵  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ロイヤル・カリビアン社および日本総
代理店ミキ・ツーリスト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、バース
（停泊位置）番号は変更になる場合があります。

13．責任事項
⑴  ロイヤル・カリビアン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。
⑵  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）に同封されているロイヤル・カリビアン社約款（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。

15．船籍
全船バハマ船籍です。

16．有効期限
当パンフレットの記載内容は2015年8月現在の情報を基準に
作成しています。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。

17．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。
なお、船内や寄港地で撮影した写真を弊社制作物に使用する
場合があります。お客様が写っている場合もありますが、ご了
承ください。
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