
   
ベニス港のご案内 

 

この度は MSC クルーズをご利用いただき、誠にありがとうございます。ベニス港でのご乗船手

続きについて、次のとおりご案内申し上げます。 

 
◆乗船場所： VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI 
◆交通：  ベニス空港より車で約 30 分 市内より 20 分(水上タクシー) 
◆チェックイン開始時間： クルーズチケット書面にてご確認ください。 
◆乗船手続き： 出港の約 2 時間前までにはターミナルへお越しのうえ、乗船手続きをおすませください。 

①ターミナルビルの外にポーターがおりますので、お名前とキャビン番号を記入したラゲッ

ジタグがお荷物についていることをご確認のうえ、お預け下さい。お部屋までお運びしま

す。 
②ターミナルビル内に入りチェックインカウンターへお進みください。カウンターにてクルー

ズチケット、パスポートをご提示し写真撮影をした後、クルーズカードをお受け取り下さ

い。 
③クルーズカード、パスポートを受け取った後、セキュリティーチェックを通りご乗船下さい。 

  ④ご乗船後、ご希望のお支払い方法によって下記の登録を行ってください。 
■クレジットカード払いの場合 
ご乗船後、2 日以内に船内に配置されているクレジットカード登録用機械にてクレジットカード

の登録を行ってください。登録時、（PIN ナンバーの設定がある場合は）PIN ナンバーが必要

となりますので、事前にクレジットカード会社にご確認下さい。 

※クレジットカードは現地の通信状況等の理由により、登録されないことがございます。そのため、2 種類以上のカ

ード会社のカードをお持ちになることをお勧めします。 

※クレジットカードのご登録を行ったにもかかわらず、最終的に現金で精算をされた場合、後からクレジットカード

に請求がつく可能性がございます。下船後のご返金は非常に困難なため、現金精算をご希望される方はクレジッ

トカードの登録をお控えください(船内にてデポジットが必要となります)。 

■現金支払いの場合 
レセプションにて現金のデポジットを行って下さい。クルーズ中にご利用になった額がデポジ

ットの額を超えた場合は、追加でデポジットの入金を御願いする手紙がキャビンに届けられま

す。 
 
 
※上記の乗船手続きは参考であり、状況により予告なく変更になることがございます。現地でのスタッフの指示に

従って乗船手続きを行ってください。 
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◆ヴェネツィア港 地図 
Stazione Marittima(ｽﾀﾁｵｰﾈ・ﾏﾘﾃｨﾏ) クルーズターミナル 



 
乗船のご案内 / ご注意 

(ジェノバ港) 
 

この度は MSC クルーズをご利用いただき、誠にありがとうございます。ジェノバ港でのご乗船

手続きについて、次のとおりご案内申し上げます。 

 

◆乗船場所：ジェノバ港 / ポンテ・アンドレア・ドーリアもしくはポンテ・デイ・ミッレ  
◆交通：  ジェノバ空港より車で約 20 分 市内より徒歩 15 分 
◆チェックイン開始時間： クルーズチケット書面にてご確認ください。 
◆乗船手続き： 出港の約 2 時間前までにはターミナルへお越しのうえ、乗船手続きをおすませください。 

①ターミナルビルの外にポーターがおりますので、お名前とキャビン番号を記入したラゲッ

ジタグがお荷物についていることをご確認のうえ、お預け下さい。お部屋までお運びしま

す。 
②ターミナルビル内に入りチェックインカウンターへお進みください。カウンターにてクルー

ズチケット、パスポートをご提示し写真撮影をした後、クルーズカードをお受け取り下さ

い。 
③クルーズカード、パスポートを受け取った後、セキュリティーチェックを通りご乗船下さい。 

  ④ご乗船後、ご希望のお支払い方法によって下記の登録を行ってください。 
■クレジットカード払いの場合 
ご乗船後、2 日以内に船内に配置されているクレジットカード登録用機械にてクレジットカード

の登録を行ってください。登録時、（PIN ナンバーの設定がある場合は）PIN ナンバーが必要

となりますので、事前にクレジットカード会社にご確認下さい。 

※クレジットカードは現地の通信状況等の理由により、登録されないことがございます。そのため、2 種類以上のカ

ード会社のカードをお持ちになることをお勧めします。 

※クレジットカードのご登録を行ったにもかかわらず、最終的に現金で精算をされた場合、後からクレジットカード

に請求がつく可能性がございます。下船後のご返金は非常に困難なため、現金精算をご希望される方はクレジッ

トカードの登録をお控えください(船内にてデポジットが必要となります)。 

■現金支払いの場合 
レセプションにて現金のデポジットを行って下さい。クルーズ中にご利用になった額がデポジ

ットの額を超えた場合は、追加でデポジットの入金を御願いする手紙がキャビンに届けられま

す。 
 

 

※上記の乗船手続きは参考であり、状況により予告なく変更になることがございます。現地でのスタッフの指示に

従って乗船手続きを行ってください。 
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下記いずれかに停泊 

ポンテ・アンドレア・ドーリア 

ポンテ・デイ・ミッレ 



 
 
 
 

チビタベッキア港のご案内 
 

この度は MSC クルーズをご利用いただき、誠にありがとうございます。チビタベッキア港でのご

乗船手続きについて、次のとおりご案内申し上げます。 

 

◆乗船場所： Civitavecchia Cruise Terminal 
◆交通：  ローマ･フィウミチーノ空港より車で約 1.5 時間 
◆チェックイン開始時間： クルーズチケット書面にてご確認ください。 
◆乗船手続き： 出港の約 2 時間前までにはターミナルへお越しのうえ、乗船手続きをおすませください。 

①ターミナルビルの外にポーターがおりますので、お名前とキャビン番号を記入したラゲッ

ジタグがお荷物についていることをご確認のうえ、お預け下さい。お部屋までお運びしま

す。 
②ターミナルビル内に入りチェックインカウンターへお進みください。カウンターにてクルー

ズチケット、パスポートをご提示し写真撮影をした後、クルーズカードをお受け取り下さ

い。 
③クルーズカード、パスポートを受け取った後、セキュリティーチェックを通りご乗船下さい。 

  ④ご乗船後、ご希望のお支払い方法によって下記の登録を行ってください。 
■クレジットカード払いの場合 
ご乗船後、2 日以内に船内に配置されているクレジットカード登録用機械にてクレジットカード

の登録を行ってください。登録時、（PIN ナンバーの設定がある場合は）PIN ナンバーが必要

となりますので、事前にクレジットカード会社にご確認下さい。 

※クレジットカードは現地の通信状況等の理由により、登録されないことがございます。そのため、2 種類以上のカ

ード会社のカードをお持ちになることをお勧めします。 

※クレジットカードのご登録を行ったにもかかわらず、最終的に現金で精算をされた場合、後からクレジットカード

に請求がつく可能性がございます。下船後のご返金は非常に困難なため、現金精算をご希望される方はクレジッ

トカードの登録をお控えください(船内にてデポジットが必要となります)。 

■現金支払いの場合 
レセプションにて現金のデポジットを行って下さい。クルーズ中にご利用になった額がデポジ

ットの額を超えた場合は、追加でデポジットの入金を御願いする手紙がキャビンに届けられま

す。 
 
 
※上記の乗船手続きは参考であり、状況により予告なく変更になることがございます。現地でのスタッフの指示に

従って乗船手続きを行ってください。 
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乗船のご案内 / ご注意 
(バルセロナ港) 

 

この度は MSC クルーズをご利用いただき、誠にありがとうございます。バーリ港でのご乗船手

続きについて、次のとおりご案内申し上げます。 

 

◆乗船場所： Puerto de Barcelona – Moll Adossat (Muelle Adosado) 
◆交通：  バルセロナ空港より車で約 30 分 
◆チェックイン開始時間： クルーズチケット書面にてご確認ください。 
◆乗船手続き： 出港の約 2 時間前までにはターミナルへお越しのうえ、乗船手続きをおすませください。 

①ターミナルビルの外にポーターがおりますので、お名前とキャビン番号を記入したラゲッ

ジタグがお荷物についていることをご確認のうえ、お預け下さい。お部屋までお運びしま

す。 
②ターミナルビル内に入りチェックインカウンターへお進みください。カウンターにてクルー

ズチケット、パスポートをご提示し写真撮影をした後、クルーズカードをお受け取り下さ

い。 
③クルーズカード、パスポートを受け取った後、セキュリティーチェックを通りご乗船下さい。 

  ④ご乗船後、ご希望のお支払い方法によって下記の登録を行ってください。 
■クレジットカード払いの場合 
ご乗船後、2 日以内に船内に配置されているクレジットカード登録用機械にてクレジットカード

の登録を行ってください。登録時、（PIN ナンバーの設定がある場合は）PIN ナンバーが必要

となりますので、事前にクレジットカード会社にご確認下さい。 

※クレジットカードは現地の通信状況等の理由により、登録されないことがございます。そのため、2 種類以上のカ

ード会社のカードをお持ちになることをお勧めします。 

※クレジットカードのご登録を行ったにもかかわらず、最終的に現金で精算をされた場合、後からクレジットカード

に請求がつく可能性がございます。下船後のご返金は非常に困難なため、現金精算をご希望される方はクレジッ

トカードの登録をお控えください(船内にてデポジットが必要となります)。 

■現金支払いの場合 
レセプションにて現金のデポジットを行って下さい。クルーズ中にご利用になった額がデポジ

ットの額を超えた場合は、追加でデポジットの入金を御願いする手紙がキャビンに届けられま

す。 
 
 
※上記の乗船手続きは参考であり、状況により予告なく変更になることがございます。現地でのスタッフの指示に

従って乗船手続きを行ってください。 

 



 

出典:www.barcelona-tourist-guide.com 
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◆パルマ・デ・マジョルカ港 地図 
     Port of Palma de Mallorca 

■旧市街地まで約6キロ 

■通常、MSCクルーズはPIER23 又は 25に停泊します

が、当日の状況によっては変更する場合もございます。 



 
 

乗船のご案内 / ご注意 
(キール港) 

 

この度は MSC クルーズをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

アムステルダム港でのご乗船手続きについて、次のとおりご案内申し上げます。 

◆乗船場所： Cruise Terminal Ostuferhafen または Oststeekai 
◆交通： ハンブルグ国際空港より車で約 1 時間半、港まで約 100ｋｍ 

 キール駅から徒歩約 10 分 
◆チェックイン開始時間： クルーズチケット書面にてご確認ください。 
◆乗船手続き： 出港の約 2 時間前までにはターミナルへお越しのうえ、乗船手続きをおすませください。 

①ターミナルビルの外にポーターがおりますので、お名前とキャビン番号を記入したラゲッ

ジタグがお荷物についていることをご確認のうえ、お預け下さい。お部屋までお運びしま

す。 
②ターミナルビル内に入りチェックインカウンターへお進みください。カウンターにてクルー

ズチケット、パスポートをご提示し写真撮影をした後、クルーズカードをお受け取り下さ

い。 
③クルーズカード、パスポートを受け取った後、セキュリティーチェックを通りご乗船下さい。 

  ④ご乗船後、ご希望のお支払い方法によって下記の登録を行ってください。 
■クレジットカード払いの場合 
ご乗船後、2 日以内に船内に配置されているクレジットカード登録用機械にてクレジットカード

の登録を行ってください。登録時、（PIN ナンバーの設定がある場合は）PIN ナンバーが必要

となりますので、事前にクレジットカード会社にご確認下さい。 

※クレジットカードは現地の通信状況等の理由により、登録されないことがございます。そのため、2 種類以上のカ

ード会社のカードをお持ちになることをお勧めします。 

※クレジットカードのご登録を行ったにもかかわらず、最終的に現金で精算をされた場合、後からクレジットカード

に請求がつく可能性がございます。下船後のご返金は非常に困難なため、現金精算をご希望される方はクレジッ

トカードの登録をお控えください(船内にてデポジットが必要となります)。 

■現金支払いの場合 
レセプションにて現金のデポジットを行って下さい。クルーズ中にご利用になった額がデポジ

ットの額を超えた場合は、追加でデポジットの入金を御願いする手紙がキャビンに届けられま

す。 
※上記の乗船手続きは参考であり、状況により予告なく変更になることがございます。現地でのスタッフの指示

に従って乗船手続きを行ってください。 
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マイアミ港のご案内 
 

この度はMSCクルーズをご利用いただき、誠にありがとうございます。マイアミ港でのご乗船手

続きについて、次のとおりご案内申し上げます。 

 

◆乗船場所： Port Miami 
◆交通：  International Airport, Miami より車で約 20～30 分 
ADRESS:  1015 N. America Way, Miami, Florida 33132 
◆乗船手続き： 出港の約 2 時間前までにはターミナルへお越しのうえ、乗船手続きをおすませください。 

①ターミナルビルの外にポーターがおりますので、お名前とキャビン番号を記入したラゲッ

ジタグがお荷物についていることをご確認のうえ、お預け下さい。お部屋までお運びしま

す。 
②ターミナルビル内に入りチェックインカウンターへお進みください。カウンターにてクルー

ズチケット、パスポートをご提示し写真撮影をした後、クルーズカードをお受け取り下さ

い。 
③クルーズカード、パスポートを受け取った後、セキュリティーチェックを通りご乗船下さい。 

  ④ご乗船後、ご希望のお支払い方法によって下記の登録を行ってください。 
■クレジットカード払いの場合 
ご乗船後、2 日以内に船内に配置されているクレジットカード登録用機械にてクレジットカード

の登録を行ってください。登録時、（PIN ナンバーの設定がある場合は）PIN ナンバーが必要

となりますので、事前にクレジットカード会社にご確認下さい。 

※クレジットカードは現地の通信状況等の理由により、登録されないことがございます。そのため、2 種類以上のカ

ード会社のカードをお持ちになることをお勧めします。 

※クレジットカードのご登録を行ったにもかかわらず、最終的に現金で精算をされた場合、後からクレジットカード

に請求がつく可能性がございます。下船後のご返金は非常に困難なため、現金精算をご希望される方はクレジッ

トカードの登録をお控えください(船内にてデポジットが必要となります)。 

■現金支払いの場合 
レセプションにて現金のデポジットを行って下さい。クルーズ中にご利用になった額がデポジ

ットの額を超えた場合は、追加でデポジットの入金を御願いする手紙がキャビンに届けられま

す。 
 

 

※上記の乗船手続きは参考であり、状況により予告なく変更になることがございます。現地でのスタッフの指示に

従って乗船手続きを行ってください。 



◆マイアミ 港（MIAMI port） 地図 

マイアミ国際空港からタクシーで約 20-30分。クルーズターミナルはマイアミ市内の中心部からも近いため、タクシーも拾いやすい便利な立地にあります。 

空港からのタクシー料金は人数や荷物によって異なります。港が細長いので、船会社名を運転手にお伝えください。（クルーズターミナル Dもしくは、Eに着岸予定。） 

 

 

 



 
乗船のご案内 / ご注意 

(ドバイ港/UAE) 
 

この度は MSC クルーズをご利用いただき、誠にありがとうございます。ドバイ港でのご乗船手

続きについて、次のとおりご案内申し上げます。 

 

◆乗船場所： Dubai Cruise Terminal (Port rashid- DP World) 
◆交通：  ドバイ国際空港より車で約 20 分  
◆チェックイン開始時間： クルーズチケット書面にてご確認ください。 
◆乗船手続き： 出港の約 2 時間前までにはターミナルへお越しのうえ、乗船手続きをおすませください。 

①ターミナルビルの外にポーターがおりますので、お名前とキャビン番号を記入したラゲッ

ジタグがお荷物についていることをご確認のうえ、お預け下さい。お部屋までお運びしま

す。 
②ターミナルビル内に入りチェックインカウンターへお進みください。カウンターにてクルー

ズチケット、パスポートをご提示し写真撮影をした後、クルーズカードをお受け取り下さ

い。 
③クルーズカード、パスポートを受け取った後、セキュリティーチェックを通りご乗船下さい。 

  ④ご乗船後、ご希望のお支払い方法によって下記の登録を行ってください。 
■クレジットカード払いの場合 
ご乗船後、2 日以内に船内に配置されているクレジットカード登録用機械にてクレジットカード

の登録を行ってください。登録時、（PIN ナンバーの設定がある場合は）PIN ナンバーが必要

となりますので、事前にクレジットカード会社にご確認下さい。 

※クレジットカードは現地の通信状況等の理由により、登録されないことがございます。そのため、2 種類以上のカ

ード会社のカードをお持ちになることをお勧めします。 

※クレジットカードのご登録を行ったにもかかわらず、最終的に現金で精算をされた場合、後からクレジットカード

に請求がつく可能性がございます。下船後のご返金は非常に困難なため、現金精算をご希望される方はクレジッ

トカードの登録をお控えください(船内にてデポジットが必要となります)。 

■現金支払いの場合 
レセプションにて現金のデポジットを行って下さい。クルーズ中にご利用になった額がデポジ

ットの額を超えた場合は、追加でデポジットの入金を御願いする手紙がキャビンに届けられま

す。 
※上記の乗船手続きは参考であり、状況により予告なく変更になることがございます。現地でのスタッフの指示に

従って乗船手続きを行ってください。 



◆ドバイ港 地図 
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※寄港ターミナルは、当日セキュリティーゲートの電光掲示板にてご確認下さい。 
   セキュリティーゲートより徒歩禁止となりますため、お車での出入りをお願い致します。 



ベニス(ベネツィア)/イタリア



ジェノバ/イタリア



チビタベッキア/ローマ/イタリア



バルセロナ/スペイン



コペンハーゲン/デンマーク



キール/ドイツ



マルセイユ/フランス



マイアミ/フロリダ/アメリカ合衆国



アブダビ/アラブ首長国連邦
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	◆乗船場所：　Cruise Terminal Ostuferhafen またはOststeekai
	◆交通：　ハンブルグ国際空港より車で約1時間半、港まで約100ｋｍ
	キール駅から徒歩約10分
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