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この小冊子は、セレブリティクルーズをよりお楽しみいただくために編集いたしました。ご出発前の準備やク

ルーズライフの過ごし方について、主な情報を盛り込んでおります。ご活用いただければ幸いです。なお、

セレブリティクルーズのホームページ(http://www.celebritycruises.jp/)でも、船内・客室のバーチャルツアー

やデッキプランの詳細をご覧いただけます。Q&Aページでは約 350の質問と答えもご用意しています。 

ただし、催し物のプログラム、船内施設など、ご乗船になられるクルーズについての最新情報は船内でのご

案内になりますので、船内新聞にてご確認ください。 

また、事前の予告なくスケジュール、料金等変更がある場合があります。予めご了承ください。                                      
（2013/AUG） 
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セレブリティクルーズセレブリティクルーズセレブリティクルーズセレブリティクルーズのごのごのごのご紹介紹介紹介紹介 
 

セレブリティクルーズでの旅にようこそ。 

 

セレブリティクルーズは、格調と気品あふれる高級クルーズを展開するクルーズラインです。各クルーズ専門

誌において多数の賛辞をいただいており、創業以来、食事やサービスなどあらゆる部門において毎年数々の

栄誉にかがやいています。 

 

現在、天然芝のデッキと充実したスパが自慢の 12万2千トンのソルスティスクラス 5隻を筆頭に、9万トンの

ミレニアムクラス 4 隻、7 万トンクラスのセレブリティ・センチュリー、そしてガラパゴスクルーズ専用の小型船

2,824 トンのセレブリティ・エクスペディションの計 12隻を保有しており、いずれもプレミアムクラスのサービスを

ご提供しています。 

 

セレブリティクルーズは、お客様 2人につき 1人のクルーという数字があらわすように、船内のサービスにおい

てもクルーズライフ全体にわたってきめ細やかなサービスを徹底させています。また美食のクルーズラインとし

てお客様から常に高い評価をいただいております。 

船内は、木目をいかしたシックなインテリアでまとめられた内装、シアターや客室の最新の AV システム、洗練

されたアクアスパなど、現代のクルーズ客船の先駆けとも言われています。 

 

今回ご乗船いただくミレニアムクラスの 4 隻、セレブリティ・ミレニアム、セレブリティ・インフィニティ、セレブリテ

ィ・サミット、セレブリティ・コンステレーションは都会的な洗練された雰囲気と伝統的なサービス、最新設備の

数々をあわせ持ったセレブリティクルーズの代表格で、長年培ってきた経験をより優雅に体現したクルーズ客

船といえるでしょう。軽快な 9万トンクラスは多彩なコースも大変好評をいただいております。また、2010年より

“ソルスティス化”とよばれる改装プロジェクトを順次行い、ソルスティスクラスで人気のレストラン、カフェ、最新

設備、そして客室カテゴリーが追加され、より選択肢が増え、より快適な洋上ライフをお楽しみいただけるように

なりました。 

 

都会的な洗練された雰囲気と伝統的なサービス、最新設備の数々をあわせもったセレブリティクルーズで極上

のバカンスをお過ごしください。 

 
 
 

BON VOYAGE！楽しい船旅を！ 
 
 
 
＜シップデータ＞ 

・セレブリティ・コンステレーション   2002年就航（2010年 5月、2013年 5月改装） 

・セレブリティ・サミット         2001年就航（2012年 1月改装） 

・セレブリティ・インフィニティ      2001年就航（2011年 11月改装） 

・セレブリティ・ミレニアム        2000年就航（2012年 5月改装） 

 

総トン数：91,000 トン 

乗客定員：2,034人～2,046人     乗務員数：920 ～999人    客室数：1,019 ～1,025室 

全長：294m                全幅：32m            喫水：7.9m 

巡航速度：24.0 ノット          船籍：マルタ 
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1．．．．持持持持ちちちち物物物物についてについてについてについて 
 
服装  
 

日中の船内および寄港地では、普通のご旅行と同様にカジュアルな服装をおすすめいたします。スポーツシュ

ーズなど歩きやすい靴もご用意ください。 

午後 6時頃からは、その夜のドレスコードに合わせてお洒落をお楽しみください。 

スマートカジュアル、フォーマルの 2つのドレスコードがあります。毎日の船内新聞にてご案内いたします。 

 
＜服装の目安＞ 
スマートカジュアル パンツ、スカート、袖付きシャツ、セーターなど 

※ジーンズ、半ズボン、ノースリーブ、ビーチサンダルはご遠慮ください。 

フォーマル 
男性：ダークスーツ、タキシード、ディナージャケットにネクタイなど 
女性：イブニングドレス、カクテルドレス、ドレッシーなスーツや 

ワンピース、和服など 
 
＜泊数別ドレスコード＞ 
クルーズ 
泊数 

スマート 
カジュアル フォーマル クルーズ 

泊数 
スマート 
カジュアル フォーマル 

4泊 3回 1回 10泊 8回 2回 
5泊 4回 1回 11泊 9回 2回 
6泊 5回 1回 12泊 9回 3回 
7泊 5回 2回 13泊 10回 3回 
8泊 6回 2回 14泊 11回 3回 
9泊 7回 2回 

 

15泊 12回 3回 
 

※各回数は目安です。コースにより変更になる場合がありますので船内でご確認ください。 
 
また、船内のアクア・スパ、サウナやプールをご利用いただく際には、水着をご用意ください。サングラス、帽子

などもお忘れなく。フィットネスやデッキでジョギングをされる方はスポーツウェアもご用意ください。 
 
電気製品 
 

客室のコンセントは 110-125Ｖまたは 220Ｖです。110V のプラグは日本と同

じ A型ですので、コンセントをそのまま差込むことが可能です。PCやデジカ

メの充電等は短時間使用可能ですが、電圧が若干異なるので安全のため

変圧器のご持参をおすすめします。（日本の電圧は 100V）なお、客室内で

のアイロンのご使用はご遠慮ください。バスルームにはヘアドライヤー、シ

ェーバー用の電源があります。  

 
その他 
 

通常のご旅行用品の他、眼鏡・コンタクト用品（スペア）、予備の記録メディア、電池、常備薬、日焼け止めクリー

ム、計算機など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物を用意し、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、洗面道具など 1 泊分の荷物が入る手荷物用

バッグもご用意ください。 

    

110Vは上を二股として使用 
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2. 必要書類必要書類必要書類必要書類 
1.  パスポート（下船日から ６カ月以上の残存有効期限が必要。またコピーもお持ちください。） 

査証（ビザの要否は旅行代理店もしくは各国大使館へお問い合わせください。） 

 

2.  出入国カード（必要な国のみ、用紙は出航する港にご用意しています。） 

 

3.  ゲストチケットブックレット（お客様への最終書類／英語で記載のもの） 

お客様のご予約内容が記載されています。事前に内容をご確認ください。 

 

4.  提出書類 

＜ゲストチケットブックレットに直接ご記入ください＞ 

・クレジットカード登録用紙およびクルーズ約款同意サイン  (Charge Account and Cruise Ticket） 

・ゲスト・クリアランス・インフォメーション  (Guest Clearance Information Form) 

 
※※※※事前事前事前事前ににににオンラインオンラインオンラインオンラインチェックインチェックインチェックインチェックインをををを行行行行うこともうこともうこともうことも可能可能可能可能ですですですです。。。。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  クレジットカード 

上記 4.のクレジットカード登録用紙に記入またはオンラインチェックインで入力したカードと同じもの。 

“SeaPass®”（クルーズカード）に登録して精算します。 

VISA、マスター、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブがご利用いただけます。 

現金精算希望の場合は不要です。 

 

6． バゲージタグ 

ゲストチケットブックレット内に印刷してあります。ご案内に従って荷物にお付けください 

 

7． 健康アンケート（提出が求められる場合があります。用紙は出航する港にご用意しています。） 

 

8.  クルーズガイド（本冊子） 

 

※団体旅行にご参加のお客様は、旅行会社のご案内に従ってください。 

 
 
リピーター会員登録 
 
セレブリティクルーズに過去乗船されたことがあり、リピーター会員（キャプテンズクラブ）番号をお持ちの方 

はクルーズご予約時に会員番号をお申し出になるか、オンラインチェックインの際お客様ご自身でご入力くださ

い。2 度目のご乗船時より会員の特典（船内リピーター向け特別イベントへの招待など）が受けられます。初め

てご乗船で入会希望の方は船内の会員登録用紙にご記入の上申込受付箱へ投函してください。 

 

上記の提出書類 4.は、日本出発前に船会社ホームページ（英語） http://www.celebritycruises.comにて事前

に登録することができ（オンラインチェックイン）、乗船手続きを短縮することができます。出航日の 5 日前ま

でに完了してください。 

日本語ホームページ（http://www.celebritycruises.jp）の「ご予約後の流れ」に操作方法が記載されています

のでご参照ください。 

船会社ホームページ（英語） http://www.celebritycruises.com から直接アクセスする場合は、トップページ

右上の“Already Booked?”⇒“Online check-in”をクリックし、必要事項を入力してください。（＊印が必須項目

です。）  

入力が完了すると、チェックイン確認書“Xpress Pass”が表示されますので必ずプリントアウトし、署名をして

から乗船時チェックインカウンターに提出してください。 
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3. よりよりよりより快適快適快適快適におにおにおにお過過過過ごしいただくためにごしいただくためにごしいただくためにごしいただくために 
 
船内の医療設備 

 

医務室は毎日オープンしています。緊急時には24 時間体制で対応します。診察は有料です。なお持病の心配

がある方は、かかりつけの医師による英文の診断書をお持ちください。 

 

船酔い 

本船には、コンピュータ制御のスタビライザーが設置されており、船の揺れを最小限にとどめておりますが、 

ご心配の方は普段お使いになっている酔い止め薬をお持ちください。 

 

車椅子のご用意 

車椅子をご利用の方は、必ず付き添いの方の同伴が必要となります。車椅子専用の客室には限りがあります。

また、船内での車椅子の貸し出しはありません。 

 
4. 乗船乗船乗船乗船 
 
乗船場所 

 

乗船場所は“ゲストチケットブックレット”内の“Port Directions”をご覧ください。大きな港では複数の客船が停泊

していますので、タクシーご利用の場合は船名もお伝えください。   

 

お荷物 

 

港に着くまでに、スーツケースなどの大きなお荷物にはバゲージタグをお付けください。予めバゲージタグに記

載されている客室番号を必ずご確認ください。 

バゲージタグはゲストチケットブックレットのうしろから 3 ページ目に印刷されています。このページを切り離し、

中央部分の Guest Name にローマ字でお名前をご記入ください。その後、折り曲げてお荷物のもち手等に巻き、

ホチキスでとめるかテープで貼ってください。 

なお 1 枚以上必要な場合は、お手数ですがコピーをおとりになりご対応ください。 

また、このバゲージタグとは別にお客様のお名前をローマ字で書いたネームタグをお付けになることをおすす

めします。 

 

荷物は港でポーターがお預かりいたします。チップ$1～2 程度をご用意ください。（団体旅行でご参加の方は添

乗員の指示に従ってください。）お預かりしたお荷物が客室に届くまで数時間かかりますので、乗船 

後すぐにお使いになるものは、手荷物に入れられることをおすすめいたします。 

夕食後まで届かない場合はゲストリレーションズデスクへご連絡ください。 

なお、ライター、アイロンやハサミなど危険物をお預け荷物に入れることは固く禁じられています。 

 

チェックイン 

 

乗船開始時間はゲストチケットブックレットの“Cruise Summary”をご確認ください。 

出航の 1 時間半前にはチェックインカウンターが閉まりますので、2 時間前までに港に到着してください。 

混雑時には 1 時間以上要することもあります。またその日の港の状況により記載の乗船開始時間より早くカ

ウンターが開くこともあります。 

チェックインの際には、P.4 必要書類の 4.提出書類をあらかじめご用意ください。パスポートはコースによって

はお預かりする場合もあります。手続き後、“SeaPass®”（クルーズカード）をお渡しいたします。夕食のテーブ

ル番号も記載されていますのでご確認ください。 

チェックイン後、セキュリティチェック、出国審査をして乗船していただきます。セキュリティのための写真撮影 

と記念撮影（後日船内に掲示します。ご希望により購入可能）があります。 

乗船開始が昼頃の場合は、船内のビュッフェレストランにて 15：30 頃まで昼食をご用意しております。 
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クルーズカード（SeaPass®） 
 

乗船時にお渡しする“SeaPass®”には、下記の機能を備えています。 

1) 客室の鍵機能         :  客室の鍵はオートロックです。 

2) クレジットカード機能     :  船内でのお買い物・各種サービスをご利用の際にカードを提示し、伝票にサ

インするだけで購入できます。 

3)  身分証明書機能      :  寄港地で下船する際や再び乗船する際に入口でカードの提示を求められま

す。忘れずに携帯してください。パスポートやパスポートコピーの提示を求

められる場合もありますので携帯ください。 

 

＜“SeaPass®”見本＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ライフボートドリル（避難訓練） 

 

通常出航 30 分前に全員参加の避難訓練が行われます。時間は船内新聞に案内されますのでご確認ください。

船内放送、または緊急を知らせる警笛（短い音の後に長い音が続く）が鳴りましたら指定の場所にお集まりくだ

さい。集合場所は客室のドアの内側に表示してあります。通路ではスタッフが集合場所を指示してくれます。救

命胴衣は客室内にありますが着用は必要ありません。所要時間は約 30 分です。 

この訓練は、国際海洋法で参加が義務づけられておりますので必ずご参加ください。 

 

5. クルーズライフクルーズライフクルーズライフクルーズライフ 
 
船内新聞 （Celebrity Today） 

 

船内新聞“Celebrity Today”は、毎夕お客様の客室に翌日の分が届けられます。 

船内新聞には以下のような情報や諸注意が記載されています。必ずご一読ください。 

 

●食事の時間、場所  ●夕方以降のドレスコード   

●ラウンジやバーの営業時間  ●本日のスペシャルカクテル ●ショーやイベントなどの催しもの   

●各種講習会の時間、場所・スパ、美容院、船内ショップからのお知らせ 

●各種サービス施設の営業時間や内線番号  ●喫煙や海へのゴミ投げ捨て注意など各種案内 

●寄港地観光（ショアエクスカーション）からのお知らせや寄港地での最終帰船時間 

（P.20～23 船内新聞「Celebrity Today」の見方をご参照ください。） 

 

お支払い 

 

船内通貨は US ドルです。 

船内でのお支払いは、“SeaPass®” によるキャッシュレス・システムとなっております。カジノを除く船内でのお

買い物・各種サービスは全て “SeaPass®” を提示し、伝票にサインするだけで購入することができます。ご利

用明細は客室のテレビでご覧いただけるほか、下船前夜に明細書が届きますので必ずご確認ください。 

ご利用金額は、乗船時にクレジットカードでのお支払いを選択された方はご登録のクレジットカード会社を通じ

てお支払いとなります。現金でのお支払いを選択された方は下船前にまとめて現金またはトラベラーズチェック
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(どちらも US ドルのみ)で精算ください。ご利用金額によってはクルーズ途中に一旦精算をしていただく場合も

あります。 

 

なお、船内には ATM が設置されており各クレジットカードにて現金のお引き出しが可能です。また、カジノオ

ープン時には “SeaPass®” 付にて現金(US ドル)の購入もできます。いずれも 3％の手数料がかかります。 

 

寄港地通貨への両替 

 

US ドルから現地通貨への両替はゲストリレーションズデスクにて承ります。  

なお、日本円からはいずれの通貨へも両替できませんのでご了承ください。 

 

チップ 

チップは本来お客様のお気持ちとしてお渡しいただくものですが、便宜上、ご出発前にクルーズ代金とあわせ

て下記の金額をいただいております。 

 

また、バースタッフ、スパスタッフへのチップは代金に自動的に 15％のサービスチャージが加算されますの 

で別途必要ありません。ルームサービスなどお客様の個人的なご要望にお応えしたサービスについては、そ

の都度＄1～2 程度、お客様の判断でお願いいたします。 

    

◆お一人様 1泊あたりのチップ額 

 

客室タイプ お一人様 1泊あたりのチップ額 

一般客室 US$ 12.00 

コンシェルジュクラス、アクアクラス US$ 12.50 

スイート US$ 15.50 

 

 

喫煙について 

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。ベランダを含む客室、公共エリア

は禁煙です。 

喫煙は指定ラウンジ、カジノの指定コーナー、プールデッキ、サンライズデッキの指定コーナー（灰皿のある場

所）でお願いいたします。指定場所以外の喫煙は$250 の罰金が請求されますのでご注意ください。皆様のご

理解、ご協力をお願いいたします。 

 

アルコール 

船上では 21 歳以上のお客様からアルコール飲料をお楽しみいただけます。場合によってはバーのスタッフ

が年齢を照明する書類の提示を求めることもありますのでご了承ください。ご両親、保護者の方、未成年の皆

様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

アルコール飲料の船内への持ち込みは、1客室あたり 750mlのワイン 2本まで許可されています。ワインは乗

船時にセキュリティで確認いたします。持ち込まれたワインをレストランなど公共エリアでお召し上がりになる場

合は 1本あたり＄25の持ち込み料が必要となります。 

 

寄港地や船内のショップにてご購入されたアルコール類は船内でお預かりし、下船前夜に客室へお届けいたし

ます。 
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ランドリー＆ドライクリーニング 

水洗い、ドライクリーニングまたはアイロンがけなどを有料で承ります。申し込み用紙とランドリーバッグは通 

常クローゼットの中にあります。申し込み用紙に必要事項を記入し、洗濯物と一緒にランドリーバッグに入れ 

てください。詳細は申し込み用紙をご参照ください。 

なお、旅行中の貴重な時間をできるだけ楽しんでいただくため、船内にはコインランドリーの設備はありません。

手洗いされる場合はシャワールームの洗濯ロープをご利用ください。 

 

寄港地観光 

各寄港地では寄港地観光（船会社主催オプショナルツアー／別料金）を多数ご用意しております。 

ご予約はショアエクスカーション・デスクで承ります。各客室に配布済みの申込み用紙に必要事項をご記入の

上、提出してください。申込みの受付けや締切り時間は船内新聞でご確認願います。寄港地観光の予約受付

は先着順で、人気のツアーは満員となりご参加いただけない場合もあります。お早めにお申し込みになること

をおすすめします。お支払いは“SeaPass®” に計上されます。 

※チケットは客室にお届けします。集合時間と場所をご確認ください。 

※寄港地観光は英語ガイドのみとなります。 

ショアエクスカーション・デスクでは寄港地で自由行動をされる方のために各種ご案内もいたします。 

 

寄港地観光ツアーの内容や予約状況は客室のテレビでも確認することができます。 

 

また、寄港地観光ツアーの内容は船会社ホームページ（英語） http://www.celebritycruises.com より事前にご

覧いただき予約することができます。事前予約をご希望の方は出航 5日前までにお客様ご自身でお申し込みく

ださい。この場合お客様のクレジットカード払いとなり、手配の代行はできませんのでご了承ください。  

ご予約方法については日本語ホームページ http://www.celebritycruises.jp“ご予約後の流れ”に説明がありま

す。ご参照ください。 

 

寄港地へ 

寄港地で下船する際、“SeaPass®”、パスポート（チェックイン時にお預かりした場合はパスポートコピー）を必

ずご持参ください。船に戻る際は手荷物検査があり、植物や生ものの持ち込みは禁止されています。 

寄港地によっては船が直接接岸できないため、テンダーボート（小型船）で寄港します。下船番号札が配布 

されることがあります。配布場所、時間は船内新聞をご覧ください。 

 
すべてのすべてのすべてのすべての寄港地寄港地寄港地寄港地ではではではでは、、、、出航出航出航出航のののの 30 分前分前分前分前までにまでにまでにまでに必必必必ずずずず船船船船におにおにおにお戻戻戻戻りくださいりくださいりくださいりください 
 
 
 

6.客室設備客室設備客室設備客室設備 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

デラックス海側客室（ベランダ付き） スタンダード海側客室 
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マルチ機能搭載双方向型テレビ 
 

1) 操作方法について 
電源を入れるとメインメニューの画面になるので番組を見る場合には、チャンネルキーを押して選び、セレ

ブリティネットワークのメニューを利用する場合にはメニューボタンを押します。 
 

2)  セレブリティネットワークのメニューについて 
メニューボタンを押すと、“Welcome to Celebrity Network” と案内が続く。つながらないときは再度電源
を入れ直してください。表示されたメニュー一覧から、番号をリモコンで選択します。 
ACCOUNT では、日々の“SeaPass®”ご利用状況が確認できます。書面で配られるのは下船前夜1回の
みですので、都度間違いがないか確認されることをおすすめします。 
寄港地観光（ショア・エクスカーション）のツアー内容確認およびご予約、ルームサービスのメニュー確認

やご注文、その他ゲームなど色々なメニューがございます。 
 

3) 番組について 
＜音楽＞  クラシック、クラシック・ポップス、コンテンポラリー・ポップス、カントリーなどが

各チャンネルに分かれており映像とともに流れます。 
＜ニュース＞       ニュース番組を放送します。 
＜屋外モニター＞ 
＜クルーズ案内番組＞ クルーズの楽しみ方などのオリジナル番組を放送します。 
＜寄港地案内＞      各寄港地の見所を順番に紹介しています。寄港地観光の予習に最適です。 
＜映画＞          客室テレビの使い方マニュアルに上映プログラムがあります。 
 

船内放送 
 

船内放送は緊急時または必要情報のみスピーカーを通じて全室に流れます。 
 
収納スペース 
 

クローゼット、引き出し、キャビネットが室内や洗面所に備え付けられており、収納スペー

スは広くあります。クルーズ中の衣類などは全てクローゼットのハンガーにかけていた

だくと便利です 
 
ミニバー 
 

有料の飲み物やスナックが入っています。ご希望に応じてご利用ください。料金は 
SeaPass®に課金されます。また客室内に無料の氷を用意しており、毎日お取替えしま
す。 
 
バスルーム 
 

シャワー、トイレ、ヘアドライヤー、シェーバー用電源、100％コットンタオル（大・中・小各サイズ）、バスローブ、
シャンプー、石鹸、ボディーローション、綿棒、コットン、シャワーキャップ（必要に応じて）、ティッシュが備えつけ

られております。また、船内にコインランドリーはございませんが、水着や小さな洗濯物はシャワールームの上

にあるロープに干すことができます。 
※不足の品がありましたら、担当の客室係にお申しつけください。 
※室内タオル、バスローブは持出禁止です。紛失や、最終日にお持ち帰られた場合はタオル 1 枚$28、バスロ

ーブ 1着$55をご請求させていただきます。 

 
冷暖房 
 

壁に小さな調節装置があります。 

ミニバー 
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電話 
 

客室間の通話はもちろん、航海中、客室の電話から衛星回線を通じて陸上との通話が可能です。その他留守

番電話機能、ルームサービス、緊急時のワンタッチボタン、目覚まし機能があります。 
 
＜目覚し時計のセット方法＞  
時刻は船時間に合わせられています。 

① 受話器をあげる。 
② Wake up Callボタンを押す 
③ 4桁の数字で 24時間制の希望の時刻を押す。(例：午前7時 = 0 7 0 0) 
④ 英語で設定時間が復唱されます。 
⑤ 指定時刻に電話がなり、“This is your wake up call...” と流れます。 

 
＜留守番電話＞ 
衛星回線、内線ともに留守番電話機能がございます。用件がある場合は電話に赤いランプが点滅します。

Voice Mail ボタン、テープの指示にしたがって、用件を聞く場合は 1を押します。 
聞き終えたら 2を押します。 
 
＜ゲストリレーションズデスクへの電話＞ 
Guest Relations ボタンを押すと直接つながります。 
 
＜内線（客室から客室へ）＞ 
客室から客室へかける時は客室番号を押してください。その他の施設の内線番号は、船内新聞にてご確認くだ

さい。船内の廊下やパブリックスペースにも内線電話がありますので、お待ち合わせのときに便利です。 
 
＜船から日本へかける時＞ 
① 短縮ボタン（OUTLINE CALL）を押す。 
② ダイヤルトーンが鳴ったら、011＋81（日本の国番号）＋市外局番（最初の 0を除く） 
＋相手先の番号を押す。 

船内からの電話料金はSeaPass®に加算されます。通話料金は１分間約7.95ドルが目安です。詳細は客室内
のご案内でご確認ください。 
 
 

 
※船から、または船への電話は衛星回線を使用しますのでつながるまでに約 40秒かかります。つながる前に
途中で切った場合や、相手が不在だった場合にも料金がかかりますのでご注意ください。また船が寄港してい

る間はつながりません。 

※日本から船へかける時 
米国のセレブリティクルーズ船専用回線（自動音声応答サービス）へ電話して船につなぎます。 

1. 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321-953-9002へおかけください。 

2. 英語でセレブリティ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を押すと船名別の番号をお伝えします。該当船（例：セレブリティ・センチュリーは 1111番・・・と順に案

内されます）の番号を押し、＃を押してください。 

4. 料金システムの説明があります。（VISA、AMEX、マスターカード、ダイナースクラブのみ有効。JCBはご利

用いただけません。） 

5. カード番号、有効期限を 4桁で押してください。（例：2015年10月まで有効の場合：1015）その後クレジット

カードのセキュリティ番号（CVV番号）を 3桁で入力します。 
 
問題が無ければ船内につながります。通話料金は1分間約7.95USドル、後日クレジットカード会社より請求
となります。別途、米国までの国際電話料金もかかります。 
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金庫 
 

客室内の鏡の裏または、クローゼットの中に金庫があります。パスポートや貴金属など、貴重品は必ず金庫の

中にお入れください。客室内のお荷物に関して、セレブリティクルーズ社は責任を負いかねますのでご了承くだ

さい。また、下船前に金庫に置き忘れがないか、必ずご確認ください。 
※一旦船を降りますと、忘れものが見つかるケースはほとんどありませんので、十分ご注意ください。 
 
◆金庫の使い方 
金庫の暗証番号（4桁または 6桁）を決めてください。 
＜暗証番号の入力方法＞ 
先ず扉を開けて下さい。金庫の正面は下記のような数字の配列になっています。 

 ① 扉を開けたまま“＃”を押す。 
 ② ご希望の 4桁または 6桁の番号を押す。 
 ③ 最後に“＊”を押す。 
これで暗証番号が入力されました。 

１ ２ ３ 
４ ５ ６ 
７ ８ ９ 
＊ ０ ＃ 

            Close         clear 
 
＜扉の閉め方＞ 

 ① 扉を閉める 
 ② 暗証番号を入力し“＊”を押す。 
以上で扉が閉まります。 

 
＜扉の開け方＞ 
ご自分の暗証番号を押す。 
※何度か番号を間違えた場合、また誤作動させた場合は 1分程たってから再度入力してください。 
※下船時には金庫の扉は開けたままでお願いいたします。置き忘れがないか必ずご確認ください。 
 
 
特別サービス（スイート客室／コンシェルジュクラス／アクアクラス） 
 

＜全てのスイート客室＞ 
バトラー（執事）が荷物の整理、荷造り、スパやスペシャリティレストラン、寄港地観光の予約などを承りますそ

の他下記のサービスが受けられます。ご希望によってお申し付けください。 
●乗船日にウェルカム・スパークリングワイン、生花のお届け  
●毎日のフルーツ、アフタヌーンティ、カナッペのお届け  ●エスプレッソ、カプチーノを無料でお届け   
●選べるまくらメニュー  ●厚手バスローブ  ●大判バスタオル  ●スリッパ 
●ブルガリのバスアメニティ、追加のアメニティ（ネイルキット、シャワージェル、裁縫道具） 
●優先チェックイン、優先下船、テンダーボートの優先下船 ●靴磨きサービス  
●フォーマルナイトのシアター座席リザーブ ●メインダイニングと同じメニューをルームサービス 
セレブリティスイート以上のお部屋にはインターネット・ステーションがあります。 
●スペシャリティレストランのカバーチャージが以下のとおり、無料になります。乗船後ご予約ください。 
【6、7泊のクルーズ】・・・ 1 回、  【8 泊以上のクルーズ】・・・ 2 回 

 
 
＜コンシェルジュクラス＞ 
下記のサービスが受けられます。ご希望によってお申し付けください。 
●乗船日にウェルカム・スパークリングワイン、生花、フルーツのお届け  ●イブニングオードブルのお届け 

金庫 
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●優先チェックイン、乗船時のお荷物優先配達、優先下船 ●スペシャリティレストラン優先予約  
●各種予約やご相談を承るコンシェルジュサービス  ●靴磨きサービス ●選べるまくらメニュー 
●厚手バスローブ  ●大判バスタオル  ●文房具、トートバッグのご用意 ●双眼鏡、傘の貸し出し 
 
 
＜アクアクラス＞ 
コンシェルジュクラス客室のサービスに加え、以下のサービスが受けられます。 
●トリートメントの予約や相談を承るスパ・コンシェルジュ 
●ペルシャン・ガーデン（スパ内のリラクゼーションルーム）のご利用 
●アクアクラス専用レストラン「ブルー」をメインダイニングとして利用 
●ヨガやメディテーションなど個人に合わせたプログラムなどのウェルネスプログラム 
●ミネラルウォーターと紅茶を毎日お届け ●スリッパ  
●追加のアメニティ（シャワージェル、ファイシャルスプレー、リップバームなど） ●アロマディフューザー 
 
 
7. 船内施設船内施設船内施設船内施設 
 
グランドフォイヤー（プラザデッキ 3） 
船の中央にある優雅な空間がお客様をお出迎えします。また、大海原を望む展望エレベーターがあります。 

また、フロント機能が集まっております。 

 
ゲストリレーションズデスク（プラザデッキ 3） 
 

船内の総合案内デスクです。24 時間体制でお客様のご質問やご依頼を承ります。お気軽にお問い合わせくだ
さい。クルーズ中の落とし物の保管、ファックスや郵便も承ります。 
 
ショアエクスカーションズ（プラザデッキ 3） 
ショアエクスカーション（船会社主催のオプショナルツアー／別料金）のお申し込みを承ります。お申し込み方法

については P.8をご参照ください。また、寄港地での過ごし方などのお問い合わせにお応えしております。 
 
セレブリティ・シアター（プロムナードデッキ 4、エンターテイメントデッキ 5） 
 

最新の音響・照明設備を駆使した劇場です。毎晩華麗なダンスショーや音楽、コメディーなどをお楽しみいただ

きます。プログラムは船内新聞でお知らせいたします。 
 
エンポーリアム （エンターテイメントデッキ 5） 
 

セレブリティクルーズのオリジナルグッズや、香水、化粧品、アクセサリー、一流ブランド品、革製品、洋服、陶

磁器、アンティーク、リゾートウェア、アルコール類、たばこやお土産品など様々な品を取り揃えており、免税価

格でお買い求めいただけます。またフィルム、乾電池、洗面用具、日焼けローション、スナック菓子やガム、そ

の他身の回りの品も揃います。 
 
アクアスパ（リゾートデッキ 10） 
 

総面積 2,322.6 ㎡のビューティースパ・フィットネスセンターです。トリートメントルーム、ペルシャン・ガーデン、
ヘアサロン、フィットネスセンター、更衣室、サウナがあります。また近くにはヘルシーメニュー豊富なスパカフ

ェもあり、トリートメントやフィットネスの間にヘルシーな食事やお飲み物もお楽しみいただけます。 
 
アクアスパ・トリートメント 
世界最高水準の技術や、洗練されたサービス、充実したプログラムでおくつろぎください。身体をリラックスさせ

る全身マッサージ、タラソセラピー（海洋療法）トリートメントなど豊富なメニューをご用意しております。タラソテ

ラピープール（深さ 125～135cm）にはウォータージェットや水泳用の自動水流装置もあります。 
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※各種トリートメントプログラムは、ご予約が必要です。料金は船内にてご案内いたします。 

※ビスタデッキ 7には、鍼マッサージの施設もあります。※セレブリティ・インフィニティにはありません。 

 
ペルシャン・ガーデン（リゾートデッキ 10） 
 

アロマの香りとヒーリングミュージックが漂うミストルームです。トリートメントの効果を高めるため、施術の前後

にくつろぐのもおすすめです。 
※有料です。1日パスや 1週間のパス（約 100 ドル）などがあります。 

※アクアクラス客室をご利用のお客様は無料でご利用いただけます。 

 
ヘアサロン（リゾートデッキ 10） 
 

アクア・スパ内にヘアサロンがございます（要予約）。特にフォーマルナイトの前には混雑いたしますのでお早

めのご予約をおすすめいたします。 
 
 
フィットネスセンター（リゾートデッキ 10） 
 

パノラマの景色を楽しみながら、最新のマシーンでトレーニングできます。また個人的なフィットネス指導やヨガ

などのスタジオプログラムもあります。更衣室にはサウナも併設しています。大海原を眺める窓もありますので

おくつろぎください。 
※ 18歳未満の方はご利用いただけません。 
※ ヨガなどのプログラムは有料です。船内新聞でご確認ください。 
 
ソラリウム（リゾートデッキ 10） 
流水音が心を落ち着かせる室内プールとジャグジー。ラウンジチェアでゆったりとおくつろぎいただけます。ア

クアスパ・カフェが併設されています。※お子様のご利用はご遠慮ください。 
 
プール（リゾートデッキ 10） 
 

優雅な屋外プール。ジャグジーも併設しています。デッキチェアも多数ご用意しております。 
 
フォーチュンズ・カジノ（プロムナードデッキ 4） 

 

航海中、フォーチュンズ・カジノではルーレット、ブラックジャック、ポーカー、クラップス、スロットマシン、ロットー

などの様々なゲームをお楽しみいただけます。国際規制に準じ、カジノは領海内または港に停泊中はご利用で

きません。 
※18歳未満の方はご参加いただけません。 
 
シネマ & 大会議室（プラザデッキ 3） 

 

船内で一番広い会議場として 300人以上が劇場スタイルの座席に着席できます。 
ワイヤレスマイクとヘッドホンで同時通訳会議が可能。会場視聴者アンケート集計装置、マルチメディアオーデ

ィオ装置を完備。時間帯によっては、シネマとして映画も上映します。またクルーズ中にパソコン講習会を行う

場合もあります。プログラムは船内新聞でご確認ください。 
 
ワーズ（スカイデッキ 9＆パノラマデッキ 8） 

 

2階建ての図書室では 1階に英語の書籍、2階にはその他の言語の書籍を取り揃えています。 
 
iラウンジ（ペントハウスデッキ 6 ※セレブリティ・インフィニティはデッキ 9）  
 

24時間インターネットをご利用いただけるパソコンが設置されています。 
料金は1分$0.75の他、38分$25、90分$50などの割安パック料金もあります。詳細は船内でご確認ください。
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Hotmail, Yahoo, Gmailのアドレスをお持ちの方はホームページからご自身のメールの受信確認もできます。
なお日本語は閲覧は可能ですが、入力（メール送信）はできません。 
またお客様自身のパソコンやスマートフォンから、無線（WiFi）でパブリックエリアにてインターネット接続が可
能です。船内のパソコンを利用の場合と同額の通信料が必要です。なお、船内の固定パソコン、ＷｉＦｉともに通

信が不安定で海域やサテライト状況によっては接続しにくい場合がありますのでご了承ください。 
 
iラウンジではアップル社と提携し、製品の販売、使い方の講習会等を行っています。 
※セレブリティ・コンステレーションのインターネットコーナーは“オンライン”という名称で、アップル製品はござ

いません。 
 
 
 
フォト・ギャラリー（プロムナードデッキ 4） 

 

船内で専属カメラマンが撮影した記念写真を展示、販売いたします。また、お客様のフィルムの現像も承ります。

また、下船日近くになると航海中の船内の模様を収めたDVDを販売します。DVDには映像方式、リージョンの
種類がありますので、ご購入の際は日本で再生できることを必ずご確認ください。 
（映像方式 : NTSC、リージョン : 2、またはフリー） 
帰国後帰国後帰国後帰国後、、、、万万万万がががが一映像一映像一映像一映像がががが映映映映らないらないらないらない場合場合場合場合もももも返金返金返金返金、、、、おおおお取替取替取替取替えはできかねますのでごえはできかねますのでごえはできかねますのでごえはできかねますのでご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。 
 
ファン・ファクトリー（サンライズデッキ 11） 
 

子どもたちが楽しく安全に遊べるスペースです。4 つの年齢別プログラムがあり、専任のスタッフが担当します。
隣接のビデオアーケードでは$1程度でゲームを楽しめます。XClubはティーンエイジャーが集う部屋でゲーム
やスポーツ、ダンスタイムなど楽しいイベントが開かれます。 
 
スポーツコート（スポーツデッキ 12） 
 

バスケットボール、ミニサッカー、パドルテニス、バレーボール、馬蹄投げなどが楽しめます。ジョギングはサン

ライズデッキ(デッキ 11)でお楽しみください。また卓球の設備もあります。 
卓球のボールはゲストリレーションズデスクにご依頼ください。 
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8. おおおお食事食事食事食事 
船内でのお食事はアルコール類など一部を除き、すべてクルーズ代金に含まれています。 
本格的なフルコース料理からビュッフェスタイルの軽食、カフェなどバラエティ豊かな食事をご堪能いただけま

す。24時間ルームサービスも承ります。お好きな時にお好きな物をお選びください。 
 
メインダイニング 
（プロムナードデッキ 4＆エンターテイメントデッキ 5、船尾） 
 

2 層構造の船内最大のダイニングルームで毎食フルコースのメニューをお
召し上がりいただけます。 
 
メインダイニングルームの夕食時間は、クルーズ中毎夕食の時間が決まっ

ているトラディショナルダイニングと、お好きなときにお召し上がりいただけ

るセレクトダイニングの 2種類があります。 
 
トラディショナルダイニングは、メイン･シーティング(18:00～18:30頃)とセ
カンド･シーティング(20:30～21:00頃)の 2回制となっており、ご予約時にお
選びいただいています。お食事時間とテーブル番号は、クルーズ中毎日同

じ指定席となります。乗船後のテーブルやシーティングの時間帯について

のご要望、お問い合わせは乗船日の指定の時間のみメートルディ（ダイニ

ングマネージャー）が承ります。 
 
セレクトダイニングの方は、船会社ホームページ（英語）http://www.celebritycruises.com/ より各夕のお食
事時間を乗船前に事前予約することが可能です。トップページから “Before your Cruise” をクリックし、
“ Select Main Dining Arrangements ”  より予約画面にお入りください。日本語ホームページ 
http://www.celebritycruises.jp/ の【ご予約の流れ】内、「レストラン」の項目に予約方法の説明を記載していま
す。また乗船後船内でご予約を承ることもできます。特にご希望時間がない場合は18:00～21:30の間にレスト
ランにお越しいただければ順次お席にご案内いたします。 
 
ただし、いずれも定員がありご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。 
 
朝食・昼食はオープンシーティング（自由席）です。終日航海日などに氷の彫刻を飾った豪華な「ビュッフェ・ブラ

ンチ」がおこなわれることがあります。船内新聞でご確認ください。 
※日程により寄港日のメインダイニングの昼食は営業しない場合があります。 
 
ビュッフェレストラン（リゾートデッキ 10） 
 

リゾートデッキ船尾にはカジュアルレストランでは、早朝から深夜までビュッフェスタイルでお気軽にお食事や

軽食をお召し上がりいただけます。メニューは一般的な洋食のほか、ピザやパスタ、スープやサラダ、デザート、

アイスクリームなどもありますのでお好きなだけおとりください。中華などアジア料理が加わることもあります。

隣にはガラス窓に囲まれた開放的なカフェがあります。オープンデッキのテーブルもあり海を眺めながらゆっく

りおくつろぎください。 
また夜は日本人にうれしい寿司カフェや、サラダ・パスタコーナーもあります。 
寄港地観光等でメインダイニングの夕食時間に間に合わない際に便利です。 
 
アクアクラス専用レストラン ブルー／Blu（エンターテイメントデッキ 5） 
アクアクラス客室のお客様専用の夕食のレストランです。メインダイニングでなく小規模でサービスも充実した

こちらのレストランへご案内します。ヘルシーメニューの朝食もご用意しておりますのでお好みでどうぞ。心地

よいダイニングでは、「美しい料理」を楽しむことができます。ローストしたビーツの前菜・ヤギのチーズ添えや

地中海風サラダ・ざくろ酢ドレッシングなどといった香り高いメニューを取り揃えています。 
※スイート客室のお客様は、空席があれば$5 のチップのみで夕食のスペシャリティレストランとしてご利用い

メインダイニング 
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ただけます。その他の客室にご滞在の方はご利用いただけません。 
 
 
スペシャリティレストラン 
 

古き良き時代の名船をイメージし、優雅な雰囲気の中で上質なサービスを受けられるレストラン。 

デモンストレーション・キッチン、ワインセラーもあります。ワインを片手に、当時の趣にひたってみてはいかが

でしょうか。いずれの船でもカバーチャージとしてお 1 人様あたり$45 が必要です（料金は変更になる場合あり

ます）。 

 

●【オーシャンライナーズ／Ocean Liners】…セレブリティ・コンステレーション （プラザデッキ 3） 
1927年のイル・ド・フランス号の内装を受け継いでいます。客船黄金時代の資料も展示されています。 
 
●【ノルマンディレストラン／The Normandie】…セレブリティ・サミット （プラザデッキ 3） 
北大西洋横断の最速記録を出し、ブルーリボンに輝いた客船から命名されました。 
 
●【ユナイテッドステーツレストラン／SS United States】…セレブリティ・インフィニティ （プラザデッキ 3） 
1952年に大西洋横断記録を出したアメリカが誇る客船から、当時のエッチンググラスをそのまま使用。 
 
●【オリンピックレストラン／The Olympic】…セレブリティ・ミレニアム （プラザデッキ 3） 
タイタニック号の姉妹船、オリンピック号のダイニングにあったオリジナルのパネルをそのまま使用。 
 
また、以下のスペシャリティレストランもお楽しみいただけます。 
 
●【トスカーナグリル／Tuscan Grill】（サンライズデッキ 11） 
※セレブリティ・コンステレーションのみ 
 

イタリアの豊かな田園、トスカーナ地方を彷彿とさせる内装の

ステーキレストラン。テーブルのそばで用意されるシーザーサ

ラダ、アンティパスト・バー、神戸ビーフ、様々な種類のステー

キなどをすばらしいイタリアワインとともに楽しむことができま

す。 
※ カバーチャージ：お 1人様$35（料金は変更になる場合があ
ります） 

※ 12歳未満のお子様はご利用いただけません。  
 
●【クイジーヌ／Qsine】（サンライズデッキ 11） 
※セレブリティ・サミット／インフィニティ／ミレニアム 
   

世界各国の料理を味はもちろん、デザインにも凝って独自にアレンジした創作料理レストラン。 
※ カバーチャージ：お 1人様$45（料金は変更になる場合があります）。 
※ 12歳未満のお子様はご利用いただけません。 
 
スペシャリティレストランはすべて予約制となっております。大変人気がありますのでお早めにお申し込みくだ

さい。18:00～22:00の間で 30分ごとにご予約時間をお選びいただけます。 
また、船会社ホームページ（英語）http://www.celebritycruises.com より乗船前に事前予約することが可能で

す。トップページにある “Before your Cruise” をクリックし、“Book Specialty Dining” より予約画面にお入りく
ださい。日本語ホームページ http://www.celebritycruises.jp の【ご予約の流れ】内、「レストラン」の項目に予
約方法の説明を記載しています。また乗船後船内でご予約を承ることもできます。予約受付時間は船内新聞で

ご確認ください。 
なおワインなどアルコール飲料の料金は別途かかります。 
 

トスカーナグリル 
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ビストロ・オン・ファイブ／Bistro on Five（エンターテイメントデッキ 5） 
 

カジュアル・シックな、クレープをメインとしたビストロ。クレープの他にも、サンドウィッチ、サラダ、スープ、フィ

ッシュ＆チップス、各種前菜などの軽食もあります。オーシャンビューのレストラン内でゆっくり召し上がることも、

テイクアウトすることもできます。 

※カバーチャージ：お 1人様 1回$5（料金は変更になる場合があります）。 

 
カフェ・アル・バーチョ＆ジェラテリア／Café al Bacio & Gelateria 
（エンターテイメントデッキ 5） 
 

ヨーロッパの街角にあるような小粋なカフェではイタリアン・ジェラート各種、コ

ーヒー、紅茶、焼きたてのペストリー、チョコレート・トリュフなどをお楽しみいた

だけます ※有料（アラカルト料金）です。 
 
アクアスパ・カフェ（リゾートデッキ 10） 
 

ヘルシーメニューを中心にご用意。ソラリウム内の穏やかな空間で、スパでく

つろいだ後に軽食やドリンクをお召し上がりください。 
 
プールサイド・グリル（リゾートデッキ 10） 
 

ピザ、ホットドック、ハンバーガーなどの軽食をプールサイドでお召し上がりい

ただけます。 
 
ルームサービス 
 

24時間承ります。メニューは客室内の案内書をご覧ください。 
ルームサービスの朝食をご希望のお客様は、所定の用紙を当日午前 4:00 までにドアノブにかけておいてくだ
さい。06:30～10:00のご希望の時間にお届けいたします。 
※お食事は無料ですが、ルームサービスをご利用の場合はご依頼の都度$１～2のチップをご用意ください。 

 
バー＆クラブ、ラウンジ 
 

船の航行中は、早朝から深夜までバーサービスをご利用いただけます。 
港に停泊中の営業時間は、寄港地の規制に従います。毎日のバーの営業時間は船内新聞でご確認ください。

また、当社の規制に準じて、お客様がラウンジやバー、デッキにご自分のアルコール類をお持ち込みになるこ

とはご遠慮ください。 
 
・ セラーセラーセラーセラーマスターマスターマスターマスター （エンターテインメントデッキ 5） 
洗練された雰囲気のワインバーで、様々なワインがグラスやボトルで

楽しめ、ワインサーバーもあります。優秀なソムリエがサービスにあた

ります。 
・ マティーニバーマティーニバーマティーニバーマティーニバー＆＆＆＆クラッシュクラッシュクラッシュクラッシュ （プロムナードデッキ 4） 
水、氷、雪をモチーフにしたこのバーのカウンターは霜に覆われおり

世界各国100種類以上のウォッカやあらゆるマティーニ・カクテルをキ
ャビアとともに楽しむことができます。 

・ マイケルズマイケルズマイケルズマイケルズ・・・・クラブクラブクラブクラブ （プロムナードデッキ 4） 
夕食後のコニャック等をお楽しみいただけます。※葉巻の販売はして

おりません。 
・ ランデヴーラウンジランデヴーラウンジランデヴーラウンジランデヴーラウンジ （プロムナードデッキ 4） 
メインレストランに隣接しており、夕食前のカクテルやダンスに最適の場所。 

・ 展望展望展望展望ラウンジラウンジラウンジラウンジ （サンライズデッキ 11、船首） 
昼間は陽光がふりそそぐ展望ラウンジ、夜間は華やかなディスコです。 

カフェ・アル・バーチョ（イメージ） 

クラッシュ 
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・ マストバーマストバーマストバーマストバー （サンライズデッキ 11、船体中央） 
・ ザザザザ・・・・プールバープールバープールバープールバー （リゾートデッキ 10、メインプール隣り） 
 
9．．．．下船下船下船下船 
 
パスポート返却 
 

パスポートをお預かりした場合は、下船までに客室にパスポート返却の案内があります。SeaPass®を提示し
て指定の時間、場所にてお受取りください。 
※コースによっては乗船時にパスポートをお預かりしない場合もあります。その際はお客様ご自身で保管をお

願いいたします。 
 
精算 
 

下船前日に SeaPass®のご利用明細を客室にお届けいたします。ご不明な点がありましたらゲストリレーショ
ンズデスクまでお問い合わせください。 
下船後下船後下船後下船後のおのおのおのお問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは承承承承りかねますりかねますりかねますりかねますので十分ご確認ください。 
問題なければそのまま下船して結構です。SeaPass®はそのまま記念にお持ち帰りください。 
後日、クレジットカード会社より請求がきます。現金またはトラベラーズチェックで精算される場合）は前日また

は下船日朝に指定の場所へお越し下さい。 
※クレジットカードでの精算を登録された方がご利用金額の一部をUSドルの現金で支払うことも可能です。 
 
お荷物 
 

お部屋係が前もって下船用バゲージタグをお届けいたしますので、必要事項をご記入ください。 
下船前夜、荷造りが済みましたらバゲージタグをつけ、夜 10 時ごろまでに客室外の廊下にお出しください。ご
就寝中に回収いたします。下船前夜および下船日午前にご使用になるものは、手荷物としてお持ちください。

預ける荷物の中には貴重品は絶対に入れないようご注意ください。 
荷札の色は下船の順番を示しますのでタグの端を切り取り、色を忘れないようにご注意ください。 
 
アンケート 
 

船内サービスに関するアンケート（Questionnaire）が客室に配られます。ご協力をお願いいたします。 
 
下船 
 

下船日が近づくと下船の説明会が行われます。また客室のテレビや船内新聞でも下船手順の案内があります

のでご確認ください。有料で港から空港までのセレブリティクルーズ専用バスのチケットを販売している場合も

ありますので、ご希望の方は早めにゲストリレーションズデスクにご相談ください。 
バゲージタグの色別および番号別に下船の順序が決まります。バゲージタグの色および番号は、船内でお客

様が記載の下船後の予定表に基づき決められます。航空会社の予約等で早い下船を希望の方は事前にゲス

トリレーションズデスクで優先下船のお申し込みをしてください。 
下船日当日は、早めに朝食をすませ、全ての荷物を持ってシアターやラウンジなど公共のスペースでお待ちく

ださい。バゲージタグの色別および番号別に下船の放送が入りますので、呼ばれた色から順次下船となります。

お客様全員の下船には、約1時間 30分から 2時間かかります。 
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10．．．．乗船中乗船中乗船中乗船中にににに気気気気をつけていただきたいことをつけていただきたいことをつけていただきたいことをつけていただきたいこと 
 

この度はセレブリティクルーズをご利用いただき誠にありがとうございます。 

スタッフ一同快適なクルーズライフを過ごしていただけるよう努力しておりますが、以下は下船された後によく

問題になる点です。各案内にも記載していますが、下船（帰国）後のトラブルを避けるためご一読ください。 

 

船内カード精算 

 

船内でご利用の“SeaPass®”明細書は最終日に必ずご確認いただき、不明な点は乗船中に対応と処理をお願

いします。下船後の調査や返金は不可能となります。特に、ご請求通貨はチェックイン書類で US ドルに指定し

たのにもかかわらず日本円で請求されることがありますのでご注意ください。 

 

船内販売DVD 

 

クルーズ最終日には航海中の様子を撮影した記念 DVD を販売しています。DVD には映像方式とリージョンコ

ードがありますので、ご購入の際には日本で再生できることを必ずご確認ください。（映像方式 : NTSC、リージ

ョン : 2またはall）  帰国後、写真CDおよび映像DVDともにデータに不備が見つかった場合でもお取り替え、

返金は一切承りかねます。 

 

船内、寄港地での買い物 

 

船内ショップでのお買い物品、特に貴金属や洋服のサイズ直しや返品は一切できかねます。 

寄港地でのお買い物についての返品・返金その他お問い合わせや、オークションでの購入や美術品等を船内

の専門業者よりご購入された商品については、直接お客様が販売会社とやりとりをしていただくことになります。

（ご購入後到着まで、船便にて約 8週間から半年ほどかかります）日本総代理店及び船会社は一切お取り次ぎ

できませんのでご注意ください。高価なお買い物はお控えになることをおすすめします。 

 

船内クリーニング 

 

クリーニングに出した際に生じた事故の賠償金額はクリーニング代の7倍が上限です。熱に弱い素材や高価な

服はお控えください。 

 

客室の不備 

 

眺望、騒音、排水等客室に問題があった場合は、その場で客室係にクレームを挙げ、対応してください。帰国後

の返金は一切いたしかねます。 

 

忘れ物 

 

船内での忘れ物は後日問い合わせをしても見つからないことがほとんどです。お客様で十分ご注意ください。 

 

手紙の投函 

 

船内で投函されたお手紙が届かないことがあります。一般郵便の場合、郵便物の追跡調査はできかねます。

各寄港地からご自身で郵便ポスト等に投函されることをおすすめします。 

 

荷物の破損・紛失 

 

荷物の破損及び紛失が生じた場合は下船前に船会社の証明書を必ずもらってください（下船時の破損は、港を

離れる前に証明をもらってください）。紛失の場合はお客様の届け先をお伝えください。 クルーズ約款に記載

のとおり、船会社の賠償責任の上限額はお一人様US$300です。貴重品、割れ物については手荷物にお入れく

ださい。十分な保障ではありませんので、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。
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         船内新聞船内新聞船内新聞船内新聞「「「「Celebrity TODAY」」」」のののの見方見方見方見方                          
 

毎日夕方、翌日の船内新聞が各客室に届けられます。いろいろな情報が盛り込まれておりますので、一日の

予定作りにお役立てください。船からの重要なご案内も記載されています。必ずお読みください。 
※見本は 1日目の例です。2日目以降も類似フォーマットになっています。 
 
＜P.1＞ 

①①①①    

②②②②    

③③③③    

①日付 

②日の出・日の入り時刻 

③本日のドレスコード 

最終乗船時刻 

船名 

出航時刻 

避難訓練のご案内 

ご挨拶 

④④④④    

④コース名  ⑤日付 ⑥各日のドレスコード ⑦寄港地 

⑧出入港時刻 ⑨ドレスコードの説明 

⑤⑤⑤⑤    ⑥⑥⑥⑥    ⑦⑦⑦⑦    
⑧⑧⑧⑧    

**マーク寄港地はテンダーボートで上陸します。 

⑨⑨⑨⑨    
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寄港地観光デスクのご案内 

Top X Tips ～便利な１０ヶ条 
1. 各種ご予約はお早めに             6. 団体写真撮影サービス 
2. 室内テレビのご案内              7. ワールドニュースの配布 
3. ドリンクパッケージ（お飲み物飲み放題）  8. 船内での前後左右の表示の仕方 
4. クリーニング、プレスサービスのご案内  9. インターネットクーポンのご案内 
5. 出航シーンのご案内             10.今日のワンポイント外国語 

＜P.2＞ 

クルーズライフの特徴・ご紹介 

↓ 

キャプテンズクラブのご案内 

喫煙場所についてのご注意 

緊急事態に備えて 

双方向テレビの提供情報のご案内 
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＜P.3＞ 

本日のイベント・各種催し物のご案内 

時刻 イベント内容   開催場所、デッキ階数 

本日のお食事のご案内（レストラン別営業時間と内容） 

シェフお勧めのメニュー 

ソムリエお勧めのワイン 
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＜P.4＞ 

①①①①    

②②②②    

③③③③    

⑤⑤⑤⑤    

⑥⑥⑥⑥    

① 各施設の場所（デッキ階数）、営業時間      ④ より快適なクルーズライフをお送りいただけるイベントのご紹介 
② 各バーの場所（デッキ階数）、営業時間      ⑤ シアターでのショーのご案内 
③ 本日のスペシャルカクテル                ⑥ ラウンジ、バーでの生演奏ライブのご案内 

※本ページとは別に、“FEATURED TODAY”という縦半切サイズのチラシがはさまれており、そこにも本
日おすすめのイベントが記載されています。 

④④④④    
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Celebrity Cruises(セレブリティクルーズ本社) （MIAMI） 

  船会社緊急連絡先（英語）：1（国番号）-800-256-6649 / 1-305-539-4107 

   ホームページ（英語）: http://www.celebritycruises.com 

 

制作：セレブリティクルーズ 日本総代理店 

株式会社 ミキ・ツーリスト クルーズカンパニー www.celebritycruises.jp 

 

    


