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Embarkation Procedures Remarks

チェックインチェックインチェックインチェックイン 　　　　　　　　: 1300Hrs

乗船開始乗船開始乗船開始乗船開始 　　　　　　　　　　　　: 1330hrs

ゲートクローズゲートクローズゲートクローズゲートクローズ : 1600hrs

出港出港出港出港 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 : 1700hrs

*上記時刻上記時刻上記時刻上記時刻はははは天候天候天候天候などやむをなどやむをなどやむをなどやむを得得得得ないないないない事由事由事由事由によりによりによりにより予告予告予告予告なくなくなくなく変更変更変更変更されることがありますされることがありますされることがありますされることがあります。。。。

乗船乗船乗船乗船のごのごのごのご案内案内案内案内

1. チェックインは出港時刻の4時間前より開始されます。

2. チェックイン、出入国審査の間は順番に列になってお待ちください。

3. ゲートクローズは出港時刻の1時間前となります。

4. 上記時刻より遅れたお客様は乗船をお断りすることがございます。

手荷物手荷物手荷物手荷物のチェックインのチェックインのチェックインのチェックイン

1. 手荷物チェックインカウンターはターミナルの1階にあり、シップコンシェルジュが待機しています。 手荷物カウンターは1階階段手前

2. 手荷物チェックインの際、バゲージタグが発行されます。こちらはクレーム時に必要です、大切に保管ください。 英語表記Ground Floor=1階

3. チェックインされた手荷物は各お部屋へ出港後1時間以内に届けられます。

4. 万が一、時間内に届けられなかった場合には、お手数ですがスタッフにお問い合わせください。

5. パスポート、現金他貴重品は手荷物にお入れにならない様お願いします。

6. パスポート、出入国カード（他必要な書類がある場合）は、出入国審査で提示する為手荷物に預けないでください。

チェックインチェックインチェックインチェックイン

1. 手荷物のチェックイン後、ターミナル2階にあるスタークルーズチェックインカウンターへお越しください。 チェックインカウンターは2階

2. コンファメーションスリップ（乗船券）とパスポートをカウンターへ提出してください。アクセスカードと引換になります。 英語表記1st Floor=2階

メンバーズカード（VIP)をお持ちの方は、一緒に提出してください。

3. アクセスカード(青もしくは黄色）をお渡しします。

4.出入国審査へ進みます。アクセスカードと同じ色のレーンにお進みください。

5. 黄色のアクセスカード（スイートキャビン）をお持ちの方は、優先乗船していただけます。

6. お客様全員、同じ階(デッキ4）より乗船いただけます。

重要注意事項重要注意事項重要注意事項重要注意事項

1. 乗船開始の際、アクセスカードをお持ちでないお客様はレーンから離れていただきます。

2. 安全のため, 放置されている荷物はただちにペナンターミナルオフィスへ通報、届けられます。

3. 車椅子サービスはご依頼いただいた時点での空き状況によりご利用できない場合もございます。

4. 車椅子で乗船される方の付添は、お1人様とさせていただきます。

5. ご家族、ご友人の場合でもそれぞれのアクセスカードに順じたレーンにお進みいただけます様お願いいたします。

※※※※別途拡大図別途拡大図別途拡大図別途拡大図がございますがございますがございますがございます。。。。

バゲージのハンドリングとチェックインからバゲージのハンドリングとチェックインからバゲージのハンドリングとチェックインからバゲージのハンドリングとチェックインから乗船乗船乗船乗船までのごまでのごまでのごまでのご案内案内案内案内　　　　ペナンペナンペナンペナン国際国際国際国際クルーズターミナルクルーズターミナルクルーズターミナルクルーズターミナル（（（（PICTPICTPICTPICT))))



Phuket Deep Sea Port

Chaophaya Terminal International Co. Ltd.

Phuket Port

Vichit, Muang Phuket Thailand

タクシー乗り場

ツアーバス乗り場

屋台エリア

ディープシーポートディープシーポートディープシーポートディープシーポート //// ポートオブプーケットポートオブプーケットポートオブプーケットポートオブプーケット





＜パスポート/アクセスカード受領＞ ＜健康質問表を記入＞ ＜出国審査＞ ＜パスポート回収＞

※パスポート表面にシールが
添付され、乗船カードがパス
ポートに挟まれてお渡しさせて
頂きますので、そのままでお持
ち下さい。

※チェックインカウンター前の
台に用意されている健康質問
表を1人1枚記入いただきます。
健康質問表は乗船前に回収さ
れます。

※乗船時間になりましたら、
チェックインカウンター左手の
入り口よりお進み頂き、出国審
査へお進みください。（地図⑥）

※出国審査後、クルーズ船ス
タッフによるパスポートチェック
が御座います。チェック後、パ
スポートは回収され、アクセス
カードのみが返却されます。

＜チェックインカウンター＞ ＜乗船チェックイン＞ ＜乗船チェックイン＞ ＜団体での乗船チェックイン＞

※ショッピングモール内の最も
奥にクルーズチェックインカウ
ンターが御座います。（地図
⑤）

※アドミラルクラス、バルコニー
クラス、それ以外＝ワールドク
ルーザークラスの列がございま
す。お客様のキャビンカテゴ
リーの列にお並び頂きます。

※パスポートと香港入国時に
パスポートに挟まれます証紙、
乗船券（コンファメーションス
リップ）をご提出下さい。

※団体のお客様は代表者（添
乗員様）がまとめてパスポート
をお持ちいただき、チェックイン
をお願い致します。

＜団体でのバゲージチェックイン＞ ＜オーシャンターミナル内移動＞ ＜エスカレーターにて2階へ＞ ＜チェックインカウンタへ移動＞

※団体のお客様で、事前にバ
ゲージタグを弊社香港オフィス
にてピックアップいただいてい
る場合は、荷物は流し込みとな
ります。

※乗船チェックインカウンター
へ向かいます。オーシャンター
ミナル内ショッピングモールを
まっすぐ奥へお進み頂きます。

※100ｍ程進んだ先にあるエス
カレーターにて2階へ移動しま
す。（地図③）

※エスカレーターを降りて、右
手奥側へ引き続きショッピング
モール内をお進み頂きます。
（地図④）

※香港オーシャンターミナルへ
お越し下さい。

※1階の大きなガラス扉より、
オーシャンターミナル内ショッピ
ングモールへお入りください。
（地図①）

※入り口より、50ｍほど先の左
手側にバゲージチェックイン
ホールが御座います。こちらに
て預けお荷物のチェックインを
していただきます。（地図②）

※乗船券（コンファメーションス
リップ）を提示の上、スーツケー
ス等をお預け下さい。規定によ
り大きなお荷物を手に持っての
乗船は出来ません。

香港オーシャンターミナルでのチェックイン、乗船の御案内

＜オーシャンターミナル入り口＞ ＜エントランス＞ ＜バゲージチェックインホール＞ ＜バゲージチェックインホール＞



＜乗船ゲートへ移動＞ ＜乗船前手荷物検査＞ ＜乗船前最終チェック＞ ＜素敵なクルーズへ！＞

※パスポートは下船までクルー
ズ船側にて管理・保管いたしま
すので、御安心ください。

※ボーディングブリッジをお渡
りいただき、船のデッキへ移動
しますと、乗船前手荷物検査が
御座います。（地図⑦）

※手荷物検査後、乗船前の最
終確認のアクセスカードスキャ
ンが御座います。

※スタークルーズにて、素敵な
クルーズをお楽しみください！

① 

② 

③ 

④ 
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⑥ 
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※ 各ポイントの番号は次頁の地図上の位置番号とリンクしております。

※

＜ボーディングブリッジ ⑭＞

※乗船時間になりましたら、エ
スカレーター前のレーンでパス
ポートと乗船カードを提示の上、
乗船待合室にてお待ち下さい。

※御案内がありましたら、パス
ポートをご用意の上、セキュリ
ティーチェック、出国審査へお進
みください。

※向かって左手側よりアドミラ
ルクラス、バルコニークラス、そ
れ以外＝ワールドクルーザーク
ラスの列となります。パスポート
と入国カードの半券、乗船券（コ
ンファメーションスリップ）をご提
出下さい。

下船時の導線等のご案内はこちらにて。

※出国審査を抜けた後、ボー
ディングブリッジを抜けて、ク
ルーズ船内へ向かいます。乗
船前にアクセスカードをスキャン
させていただき、同時にパス
ポートをお預かりさせていただ
きます。パスポートは下船まで
クルーズ船側にて保管いたしま
す。

※パスポート表面にシール、内
側に乗船カードがクリップで添
付されますので、そのままでお
持ち下さい。

＜パスポート/アクセスカード受領＞ ＜乗船前待合室 ⑫＞ ＜荷物検査＆出国審査 ⑬＞

※バス、タクシープール下車
後、正面に見えますバゲージ
チェックインカウンターへお進み
ください。

※乗船券（コンファメーションス
リップ）を提示の上、スーツケー
ス等をお預け下さい。規定によ
り大きなお荷物を手に持っての
乗船は出来ません。お荷物の
お預けは出航のおよそ6時間前
より可能です。

※団体のお客様で、事前にバ
ゲージタグを弊社シンガポール
オフィスにてピックアップいただ
いている場合は、荷物は流し込
みとなります。最後にお預かりし
た荷物の数を明記した書面に
サインをいただきます。

※1階ロビーに両替所もござい
ます。

※クルーズセンターロビー中央
のエスカレーターにて3階
（チェックインカウンター）へ

※エスカレーターを上がって右
手側にチェックインカウンターが
ございます。

※団体のお客様は代表者（添
乗員様）がまとめてパスポートを
お持ちいただき、チェックインを
お願い致します。

＜チェックインカウンター ⑪＞

※チェックイン時間、乗船時間
を御確認下さい。

※カウンターに向かって左手に
お進みください。

※シンガポールクルーズセン
ター1階ロビー

＜クルーズセンター2階ロビー ⑨＞ ＜チェックインカウンター ⑩＞

シンガポールクルーズセンターでのチェックイン、乗船の御案内

＜バス/タクシープール ①＞ ＜エントランス ②＞ ＜バゲージチェックインカウンター ③＞ ＜バゲージチェックインカウンター ③＞

＜案内表示スクリーン ④＞ ＜ロビーエリアへ向かって ⑤＞ ＜クルーズセンター 1階ロビー ⑥＞ ＜両替屋 ⑦＞

＜2階へ向かうエスカレーター ⑧＞

※ハーバーフロントセンター内、
シンガポールクルーズセンター
へお越し下さい。



※出国審査を抜けた後、ボー
ディングブリッジを抜けて、ク
ルーズ船内へ向かいます。乗
船前にアクセスカードをスキャン
させていただき、同時にパス
ポートをお預かりさせていただ
きます。パスポートは下船まで
クルーズ船側にて保管いたしま
す。

シンガポールクルーズセンターマップ
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