
2015年4月25日（土）出発

済州島・博多・名古屋クルーズ
〈東京発横浜着7日間〉〈東京発名古屋着6日間〉〈福岡発横浜着5日間〉

5日間コース／お１人様旅行
代金／スタンダード内側／

2名1室利用／大人・子供同
額

84,800円
  GWに
みんなで
行こう!

別途、寄港料/雑費、政府
関連諸税および

港湾施設使用料、船内チ
ップが必要です

2015年5月6日（水・祝）出発

沖縄・台湾クルーズ
〈東京発横浜着9日間〉〈神戸発着7日間〉

7日間コース／お１人様旅行
代金／

スタンダード内側／2名1室
利用／大人・子供同額

109,800円
   素敵な

イベントを

  満喫!

別途、寄港料/雑費、政府
関連諸税および

港湾施設使用料、船内チ
ップが必要です

ゴージャスな体験をリーズナブルに！
旅行代金に基本の食事・ショーが含まれていて
コストパフォーマンスばっちり！

　　ファミリー3世代でらくらく海外旅行
　　　  それぞれのペースで、いっしょの思い出がつくれます

日本語対応OKだからのびのび楽しもう!
日本人コーディネーター乗船＆日本人ダンサーによる
ダンスレッスンは大人気

ファミリー
応援プラン

あり!

アイススケートリンクが
ある客船だからこそ！
人気アイスショーの演出＆振付

坂上美紀先生によるトークショー  
　　　を開催します！　　　

他にもコラボ
イベントがたくさん！
ボイジャーならでは
のオリジナル企画を
ぜひお楽しみください。

ボイジャー・オブ・ザ・シーズ
アジア最大13万8千トン 2015年 日本発着クルーズ

■お申し込み
お申し込みの際はご希望の出発日、客室タイプ、客室
ごとのお名前（パスポートのローマ字）、生年月日、パス
ポート番号・有効期限、国籍、住所、連絡先をお知らせ
ください。4月25・27日出発コースにお申し込みで12歳
以下のお子さまがいる場合は生年月日を必ずお知らせく
ださい。スーペリアバルコニー以上の客室にお申し込
みの方はお申し込み時にダイニング時間（メイン17：45
頃～、セカンド20：00頃～）のご希望をお知らせくださ
い。ロイヤル・カリビアン・インターナショナルの日本発着
クルーズに乗船履歴のある方は、乗船したクルーズの
船名と出発日・出発地をお知らせください。乗船履歴を
確認させていただき、オリジナルグッズにつきましては最
終案内とともにお送りします。

■代金
・ 旅行代金は、1室を2名様でご利用の場合の1名様の

代金です。客室をお1人様でご利用の場合は、記載の
1人部屋追加代金が必要です。3/4人用客室をご希
望の方は1/2人目代金に3/4人目代金が追加になり
ます。3/4名利用の客室数には限りがあります。

・ 客室を3/4人で利用する場合、4月25・27日発は12歳
以下のお子さまは子ども代金が適用されます。それ以
外の場合は大人と同額となります。ベッドを利用しない
乳幼児もお1人様として人数に数えます。

・定員5名以上の客室の場合、5人目以降のお客様
にもそれぞれ3/4人目代金が適用されます。

■最終案内
ご出発の2週間前頃に詳細を記した最終案内を代表
者の方へご郵送いたします。

■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、眼

鏡、コンタクトレンズ（スペア）、常備薬などをご準備くだ
さい。水着、平底の歩きやすい靴、船内は冷房がよく
効いている場合がありますので、重ね着できる上着の
ご持参をおすすめします。

・ 日中はカジュアルな服装でお過ごしください。夜はドレス
コードがあり、フォーマルな服装を指定する日を2回（4月
27日福岡発横浜着は1回）予定しています。男性はジャ
ケットとネクタイ、女性はワンピースなどをご持参ください。

・ アルコール飲料の持ち込みはできません。ただし、出航
地の東京に限り1客室2本までワインまたはシャンパン

が持ち込めます。
・ 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。
・ 大きな荷物は乗船する港（東京・福岡・神戸）に事前発

送し、身軽にご出発いただけます（有料/お客様負担）。
下船時は別途有料にてご利用いただけます（横浜・名
古屋・神戸）。

■乗船日・下船日
・ 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の情報およびお客様の署
名などが必要です。乗船当日は混雑しますので、出発
の5日～7日前までにオンラインチェックインをお済ま
せください。その際、ロイヤル・カリビアン社のリピーター

（クラウン＆アンカー）会員の方は会員番号も忘れずご
登録ください。詳しくは最終案内をご覧ください。

・ 最終チェックインは出発の2～3時間前を予定していま
す。最終案内にてご確認ください。最終チェックインに遅
れた場合は、予約取消となり返金はお受けできません。

・ 下船日は船の入港から下船まで通常約2～3時間かか
ります。下船後の予定は余裕をもって計画ください。

〈東京での乗船〉
・ 出発は東京港大井ふ頭です。チェックインは品川駅周

辺を予定しています。昼前後から数回に分けて時間差
で行います。受付時間は最終案内でお知らせします。
チェックイン後、シャトルバスで本船まで移動します（所
要約20～30分）。乗船後は船から出ることはできませ
ん。なお、大井ふ頭への一般車両等の立ち入りはでき
ません。

〈博多での乗船〉
・ 博多港中央ふ頭周辺でのチェックインを予定してい

ます。
〈名古屋での下船〉
・ 名古屋港金城ふ頭で下船し、あおなみ線金城ふ頭

駅周辺までシャトルバスを運行する予定です。（所要
約5～10分）

〈横浜での下船〉
・ 横浜港大黒ふ頭で下船し、新港ふ頭周辺までシャト

ルバスを運行する予定です。（所要約40～50分）
・ 新港ふ頭の最寄駅はみなとみらい線「馬車道駅」で

徒歩約10分です。
〈神戸での乗船・下船〉

・ 出発・到着は神戸港ポートターミナルです。　　
チェックインは夕刻から数回に分けて時間差で行い
ます。受付時間は最終案内でお知らせします。

■日本語案内
船内の案内は英語ですが、船内新聞やメインダイニン
グのメニュー、寄港地案内など大半の案内書は日本語
でご用意します。日本人コーディネーターが乗船し、日
本語デスクを設置しお客様をサポートします。

■リピーター（クラウン＆アンカー）会員
リピーター会員番号をお持ちの方はご出発前にお届
けする最終案内でご案内するオンラインチェックイン
画面で会員番号を入力してください。船内でリピーター
パーティー等が開催されます。会員ランクがシーパス

（SeaPass®）にご案内が印字され、客室に特典一
覧やパーティの案内が届けられます。特典利用の際は
シーパス（SeaPass®）を提示ください。
■お食事
・ 基本のお食事（メインダイニングとビュッフェレストラン）

は旅行代金に含まれます。その他、予約制のスペシャ
リティレストラン（カバーチャージが必要）、カフェの軽
食、24時間無料のルームサービス（深夜はサービス料
が必要）などさまざまなお食事をご用意しています。メイ
ンダイニングの夕食は2回制でメインシーティング（17：
45頃）とセカンドシーティング（20：00頃）があり毎晩同
じテーブル指定席です。スイートおよびスーペリアバル
コニー客室のお客様はお申し込み時にシーティングの
希望をお伺いします。それ以外のお客様はお任せいた
だきますが基本的にセカンドシーティングをご利用いた
だきます。また別々にお申し込みのお客様と夕食を同じ
テーブルにすることはできません。なお夕食のビュッフェ
レストランは自由席で18：00頃から21：00頃まで毎晩
バラエティに富んだお食事をご用意しています。

■喫煙
客室のバルコニーを含め、船内はすべて禁煙です。喫
煙は屋外デッキの右舷側にある指定エリアおよびカジ
ノの指定エリアでお願いします。指定エリア以外での
喫煙は＄250の違反金がかかります。　　　　　　
■両替

船内で日本円からUSドルや現地通貨への両替を承り
ますが、金額に限りがありご希望に添えない場合があ

ります。また現地通貨は日本円→USドル→現地通貨
（韓国ウォン、ニュー台湾ドル）への両替となるため、
釣銭はUSドルにて返金になります。なお、日本円へ再
両替はできません。

■ギフトサービス
有料でギフトサービスもお受けします。船会社のホーム
ページ（英語）から事前にご予約、クレジットカードでの
お支払いになります。記念のケーキやワインなどをご旅
行予定の方へお届けします。

■寄港地
各寄港地ではクルーズカード（SeaPass®）を見せるだ
けで自由に乗・下船できます。停泊中も船内でお食事
の用意をしていますのでご自由にお過ごしください。

■寄港地での観光
船会社主催の日本語観光（別料金）を予定していま
す。詳しくは、最終案内でお知らせします。
■船酔い

船には横揺れ防止フィンがついていますので、大きく揺
れることはありません。酔い止め薬はゲストリレーション
ズまたは医務室で無料で配布します。
■医務室

船内には医師1人、看護師1人以上が乗船し、24時
間体制で緊急時も対応します（診察は有料）。

■スケジュールの変更
当パンフレットに記載の内容は2014年10月17日現
在のものです。現地のやむを得ない事情により、スケ
ジュール、寄港地や、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場合があります。

■日本発着クルーズリピーター特典（オリジナルグッズプ
レゼント）対象クルーズ
【レジェンド・オブ・ザ・シーズ1
2010年5月2・10日横浜発着、2011年9月14日福岡
発 着、2012年4月28日、5月6・14・22・28日、9月13
日横浜発着、5月7日名古屋発、横浜着、9月22日～25
日横浜・大阪・宮崎・鹿児島発福岡着
【ボイジャー・オブ・ザ・シーズ】
2013年4月27日東京発着、5月3日東京発横浜着、5
月8・9日横浜・神戸発福岡着、2014年4月20・26日東
京発着、5月5日東京発神戸着、5月6日神戸発着

ご案内とご注意

旅行条件（要約）　お申し込みの際には、必ず事前にお渡しする旅行条件書（全文）をご確認の上お申し込みください。
■募集型企画旅行契約

この旅行は下記掲載の旅行会社（以下「当社」と
いう）が企画・実施する旅行であり、この旅行に
参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約
を締結することになります。旅行契約の内容・条
件は､パンフレット（インターネットホームページに掲載
する旅行日程やコースごとの条件を説明したものも
含みます）、別途お渡しする旅行条件書および出発
前にお渡しする最終日程表並びに当社旅行業約
款（募集型企画旅行契約の部）によります。

■旅行代金に含まれるもの
航海運賃、客室使用料、食事代（飲み物は一部別
料金）、船内でのエンターテインメントなど。

■旅行代金に含まれないもの
渡航手続き諸費用、自宅から発着港間の交通費
およびお荷物宅配料金、船内のアルコール類、スペ
シャリティレストランのカバーチャージ、バーやカフェのソ
フトドリンク、コーヒーやアイスクリーム、インターネット、ク
リーニング、電話代、マッサージ、美容院等の個人的
な費用、各寄港地での観光（オプショナルツアー）や
食事など。なお、船内チップ、寄港料/雑費、政府関
連諸税および港湾施設使用料はご旅行代金とあ
わせ別途お支払いいただきます。

・ 別途かかる費用の金額は予告なく変更になる場
合があります。増額された場合、旅行代金を全額お
支払い後でも追加徴収させていただきます。

■お申し込み条件
・ 旅行開始時点で18歳未満の方は18歳以上の方と

の同室が必要です。ただし、隣室に両親が予約してい
る場合はご予約いただけます。両親以外の方と同行の
18歳未満のお子様は両親の承諾書が必要です。

・ 6ヶ月未満の乳児、および妊娠中期（24週）以降の
お客様はご乗船いただけません。

・ お身体の不自由な方、特別治療を要する方は予約
時にお申し出の上、英文の診断書をご用意くださ
い。なお、車いす対応客室数には限りがあります。
また車椅子をご利用の方は付き添いの方のご乗船
が必要です。

・ ご旅行終了日の時点で残存有効期間が6ヶ月以上
の旅券（パスポート）をご用意ください。

■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い
・ 当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金

を添えてお申し込みください。申込金は旅行代金
をお支払いいただくときにその一部として繰り入

れます。また、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し
申込金を受領したときに成立するものといたします。

・ 電話・郵便・ファクシミリやその他の通信手段でお申
し込みの場合、当社が予約の承諾の旨を通知した日
の翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込
金の支払いをしていただきます。

・ 旅行代金は、旅行開始日から起算してさかのぼっ
て、（1）93日前（4月25・27日出発）、（2）63日前（5月
6・7日出発）までにお支払いください。

■申込金（お1人様）
申込金

25,000円（お1人で1室利用は50,000円）

　子ども代金の場合でも申込金はお1人様25,000円です。
　残金お支払いの際に合計旅行代金から差し引いてご請求します。
■旅行代金の額の変更

利用する運送機関の運賃・料金が通常想定される
程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂
差額だけ旅行代金を変更します。増額の場合は旅
行開始日の前日から起算して15日目にあたる日よ
り前にお知らせします。
■お客様の交替

お客様は当社が承諾した場合、旅行開始日の18
日前までに代表者を除く同行者を変更することが
できます。なお、旅行開始日の92日前（4月25・27日
出発）、62日前（5月6・7日出発）以降18日前までの同
行者変更はお一人様10,800円の変更手数料を申
し受けます。また、代表者を含む全員を変更する場
合は一旦ご予約を取り消しいただき、新規申し込
みとなります。

■旅程保証
当社は契約書面に重要な変更が生じた場合は、規
定の変更補償金を支払います。ただし、次の場合は
変更補償金を支払いません。天災地災、戦乱、暴
動、官公署の命令、運送機関等の旅行サービス提
供の中止、当初の運行計画によらない運送サービ
スの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確
保のために必要な措置。なお、変更補償金は旅行
者1名に対し、1募集型企画旅行につき旅行代金の
15％を限度とします。また、変更補償金が千円未満
のときは、変更補償金は支払いません。

■旅行契約内容の変更
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送機関等の
旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によら

　ない運送サービスの提供その他当社が関与しえ
　ない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実
　施をはかるため止むを得ないとき、旅行日程、旅行サー
　ビスの内容を変更することがあります。
■取消料（お客様による旅行契約の解除）

お申し込み後、お客様のお申し出により取消になる
場合、および旅行代金が所定の期日までに入金が
なく当社が参加をお断りした場合、旅行代金に対
し、下記の取消料（または違約料）を申し受けます。

（1）4月25・27日出発「済州島・博多・名古屋クルーズ」
取消日 取消料（お一人様）

旅行開始日の前日から
起算して93日前まで 無料

旅行開始日の前日から
起算して92日前～48日前

25,000円
※1名1室利用の場合50,000円
※子ども代金の場合5,000円

旅行開始日の前日から
起算して47日前～34日前 旅行代金の 50％

旅行開始日の前日から起算
して33日前以降および
無連絡不参加

旅行代金の100％

（2）5月6・7日出発「沖縄・台湾クルーズ」
取消日 取消料（お一人様）

旅行開始日の前日から
起算して63日前まで 無料

旅行開始日の前日から
起算して62日前～48日前

25,000円
※1名1室利用の場合50,000円

旅行開始日の前日から
起算して47日前～18日前 旅行代金の 50％

旅行開始日の前日から起算
して17日前以降および
無連絡不参加

旅行代金の100％

■旅行条件基準日
　2014年10月17日を基準としています。
■特別補償

当社は、当社または当社が手配を代行させた者
の故意または過失の有無にかかわらず、当社約
款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行
参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その
身体、生命または手荷物上に被った一定の損害
について、下記の金額の範囲において、補償金ま
たは見舞金を支払います。

死亡補償金 2500万円
入院見舞金 4～40万円
通院見舞金 2～10万円（通院3日以上）

携行品損害補償額
お客様1名につき～15万円

（但し、携行対象品1個あたり10
万円を限度とします）

■個人情報の取り扱いについて
当社及び受託旅行業者（以下「販売店」といいま
す）は、旅行申し込みの際に提出された申込書に
記載された個人情報についてお客様との連絡の
ために利用させていただくほか、お客様がお申し
込みいただいた旅行において旅行サービスの手
配およびそれらのサービスの受領のための手続
きに必要な範囲内で利用させていただきます。

　このほか、当社及び販売店では、①当社、販売店及
び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペー
ンのご案内 ②旅行参加後のご意見やご感想の提
供のお願い ③アンケートのお願い ④特典サービス
の提供 ⑤統計資料の作成、お客様の個人情報を
利用させていただくことがあります。

海外旅行保険ご加入のおすすめ
募集型企画旅行約款特別保証規程により、当社
は、お客様がご旅行中に被られた損害について
は、一定の範囲で補償させていただきますが、疾病
治療・疾病死亡等については補償いたしません。
安心してご旅行をしていただくためにお客様ご自身
および携行品等に必ず保険をかけられますようお
すすめいたします。
また「クルーズ旅行取消費用特約」も同時に加入
されることをおすすめします。

運航会社：ロイヤル・カリビアン・インターナショナル

旅行企画・実施

（R03-1-1410）

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル　日本総代理店

観光庁長官登録旅行業 第1100号
総合旅行業務取扱管理者　糸川雄介
〒105-0013 東京都港区浜松町 1-18-16 住友浜松町ビル

運航会社：ロイヤル・カリビアン・インターナショナル

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル　日本総代理店

観光庁長官登録旅行業 第1100号
総合旅行業務取扱管理者　糸川雄介
〒105-0013 東京都港区浜松町 1-18-16 住友浜松町ビル

運航会社：ロイヤル・カリビアン・インターナショナル

旅行企画・実施

運航会社：ロイヤル・カリビアン・インターナショナル

旅行企画・実施

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル　日本総代理店

観光庁長官登録旅行業 第1100号
総合旅行業務取扱管理者　糸川雄介
〒105-0013 東京都港区浜松町 1-18-16 住友浜松町ビル

運航会社：ロイヤル・カリビアン・インターナショナル

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル　日本総代理店

観光庁長官登録旅行業 第1100号
総合旅行業務取扱管理者　糸川雄介
〒105-0013 東京都港区浜松町 1-18-16 住友浜松町ビル

運航会社：ロイヤル・カリビアン・インターナショナル

旅行企画・実施
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天神の屋台（イメージ） 写真提供：福岡市 名古屋城（イメージ）

新済州は飲食店やショップが並び、免税店もあります。中文リゾートは南国ムード漂うお
しゃれなレジャーエリア。ロッテ免税店はこちらに。海岸沿いのウォーキングルート、オルレ

は気持ち良い春の自然をたっぷり感じる
人気のアクティビティ。城山日出峰は海に

浮かぶ王冠の
カタチをした景
勝地で自然遺
産に登録され
ています。

博多港中央ふ頭から中心部の天神までは
市バスなどで約20分。博多名物のラーメ
ンやモツ鍋などのグルメを堪能できます。

名古屋城や熱田神宮など歴史を感じる名
所はもちろん、ひつまぶしや味噌かつなど
試してみたいグルメもたくさんあります。

効率よく見どころをめぐるには船会社主催の日本語寄港地観光ツアーが便利です。詳しくはご出発2週間前頃にお送りする最終書類でご案内します。
入港予定地は変更される場合があります。

アジアの玄関口として
にぎわうエネルギッシュな街 

ゆたかな自然と素朴な文化が魅力の
リゾートアイランド

名古屋
日本の真ん中、「名古屋めし」など
独自の文化が脚光を浴びている 

博多

済州島ロイヤル
プロムナードで
アイスを食べながら…

パレードを見物
キャラクターも
出てきて
大盛り上がり！

お洒落してディナーは
いい思い出に

のんびり起きて
バルコニーで朝食

パパ・ママ＆こどもは
タオルアニマル教室や
ロッククライミングに
挑戦

昼食後、こどもは
アドベンチャー・
オーシャンで遊び、
おばあちゃん＆ママは
スパで至福のひととき

ファミリーで

     わくわく過ごそう！

お部屋を1歩出れば、楽しいアドベンチャーがすぐそこに！
ゴージャスな非日常ライフに
三世代のファミリー全員が満足できる、
それがボイジャー・オブ・ザ・シーズのクルーズです。

朝

午前

午後

夜

おじいちゃん・
おばあちゃんは
ダンスレッスンに参加 4月出発 の寄港地紹介

パターゴルフ
やサウナも
無料！

華麗なアイス
ショーに拍手
喝采

予約制レストランで
ゆったりディナー

カジノに挑戦バーで1杯

潮風のウォーキングで1日をスタート

朝からゆったり
いただける
メインダイニングが
お気に入り

化粧品やブラン
ドバッグ、家族へ
のおみやげも免
税価格

プールデッキに設置された
大型スクリーンを眺めなが
らのんびり

基隆港旅客ターミナルから繁華街は徒歩圏内。
22時出航だからナイトマーケットを覗くこともで
きます。映画「千と千尋の神隠し」のモデルとして
有名になった九份は基隆から約10キロと近隣
です。そしてアジア随一の人気観光地、台北まで
は車で約1時間。忠烈祠や故宮博物院などの観
光スポット、小龍包などの中華料理、足つぼマッ
サージ、茶芸館…。思う存分お楽しみください。

あの浅田真央さんをはじめ、世界のトップスケーターが出演するアイ
スショー『ザ・アイス』の演出・振付けを担当されている坂上美紀先生。
4月25日、5月6日出航の両クルーズに乗船いただき、シアターでトー
クショーを開催します。（観覧無料・自由席）「ザ・アイス」の名シーンやウ
ラ話に、今までに行われたショーの美しい映像や演技中のハプニング
映像などを交え臨場感たっぷりにお話しいただきます。話題のアイス
ショーを身近に知るチャンス！ お子さまも入場できますので芸術にふ
れる機会としてもおすすめです。（詳しい開催日時は乗船後にお知らせします。）

◇シアターで、2014年「ザ・アイス」ショーの模様を上映します。
坂上先生演出のショーで浅田真央さん、ソチ五輪金メダリスト、アデリナ・ソトニコワ選手、
銀メダリスト、パトリック・チャン選手などが出演しました。先生のトークショーと合わせてお
楽しみください。（観覧無料）

◇「ザ・アイス」で実際に着用された衣装や
　歴代の出演者たちのサイン入りポスターを展示します。
そのほかにも坂上美紀先生とのコラボイベントを企画中です。随時ホームページでご紹介
していきますのでぜひチェックください。
(http://www.royalcaribbean.jp)

首里城はぜひ訪れたい世界遺産。ひめゆりの塔
と平和祈念資料館や美ら海水族館は寄港地観
光で訪れることができます（予定）。市内はずれに
ある那覇港泊ふ頭大型客船バースから国際通
りまで4～5キロ。公設市場で沖縄の食を堪能し
たりショッピングを楽しんだり、南国での1日をお
楽しみください。

にぎやかなウォーターフロントから
三宮駅周辺、自然がいっぱい六甲
エリア、おしゃれでハイカラな北野
エリアなどお好みに合わせてお過
ごしください。

ウチナー時間が
ゆったり流れる南国

台北への海の玄関口
九份へも足を伸ばせる

神戸異国情緒ただよう
美しい港町那覇

基隆（台北）

基隆の街並（イメージ）

守礼門（イメージ） 神戸港（イメージ）

5月出発 の寄港地紹介

夫婦や仲間とのびのび

アクティブに過ごそう！

アイススケートリンクのあるボイジャー・オブ・ザ・シーズだから実現！
2015年日本発着クルーズのオリジナル企画

【プロフィール】
8才よりスケートを始め、選手引退後、ディズニーオンアイス
のワールドツアーに参加。5年に亘り世界各地で公演し、ス
ケーティングのみならず演技力やショーマンシップを学ぶ。
帰国後、振付師として織田信成、鈴木明子、無良崇人らトッ
プ選手のエキシビションナンバーをはじめジュニア選手まで
様々なプログラムを振付けている。2007年からは、浅田真
央出演のアイスショー"The Ice" の振付け・演出を手掛け、
浅田舞・真央姉妹のコラボナンバー、観客参加型のフィナー
レなど独自の演出で人気を博す。

そのほかにも坂上美紀先生とコラボした
イベントを続々企画中です！

THE ICE（ザ・アイス）とは
2007年7月、日本のトップスケーター
を多数輩出する愛知県で、世界のトッ
プスケーターとの交流と親睦を深め
るために始まったアイスショー。世界
のトップスケーターが真夏に集結する
アイスショーとして広く認知されてい
ます。参加するスケーター同士がオリ
ジナルのコラボレーションをしたり、グ
ループナンバーを滑ったりと、バラエ
ティーに富んだプログラムで構成さ
れ、過去には、浅田姉妹によるオリジ
ナルナンバー、浅田真央とプルシェン
コによるペアナンバー等の貴重なコ
ラボレーションが行われており、多くの
スケートファンを魅了しています。2014年ショーのワンシーン

城山日出峰とオルレ（イメージ）

とある
終日クルーズの

1日

人気アイスショーの演出＆振付 ・ 坂上美紀先生が乗船！ 

　　　　　　　　　トークショーを行います。
船旅なら無理なくラクラク自分のペース。
おしゃれをして華やかなショー、カジノに挑戦するのも新鮮。
思いのままに過ごせる、
それがボイジャー・オブ・ザ・シーズのクルーズです。

漢拏山

オルレウォーキングルート

新済州 旧済州

済州港

大浦海岸

中文リゾート山房窟寺

城山日出峰
城邑民俗村

天地淵瀑布

とある
終日クルーズの

1日

朝

午前

午後

夜

深夜
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●那覇
●基隆（台北）

●
★★

横浜
東京神戸

■出発地 ：6・7日間／東京港（大井ふ頭）　5日間／博多港（福岡）　　■最少催行人員 ： 1名
■食事 ： 船内全食事付き（7日間／朝 ：6回、昼 ：5回、夕 ：6回）
　　　　　　　　　　　（6日間／朝 ：5回、昼 ：4回、夕 ：5回）
　　　　　　　　　　　（5日間／朝 ：4回、昼 ：3回、夕 ：4回）
■添乗員 ：同行しません 　船内では日本人コーディネーター、船内係員がご案内します
●[OP]各寄港地では船会社主催の日本語観光（別料金）を予定しています。　
●各寄港地の最終乗船は通常出港の30分前です。　
●寄港地は天候などのやむを得ない事由により変更または抜港となる場合があります。

7日 6日 5日 月日 寄 港 地 入 港 出 港 宿泊・食事

1 1 4/25（土） 東京（大井ふ頭） 午後乗船
16：30  船中泊

2 2 4/26（日） 終日航海 − −  船中泊

3 3 1 4/27（月） 博多 [OP] 15：00 午後乗船
21：00  船中泊

4 4 2 4/28（火） 済州島 [OP] 09：30 16：30  船中泊

5 5 3 4/29（水・祝） 終日航海 − −  船中泊

6 6 4 4/30（木） 名古屋（金城ふ頭） [OP] 09：30
午前下船 15：30  船中泊

7 5 5/ 1（金） 横浜（大黒ふ頭） 07：00
午前下船

  

日
本

韓
国

日
本

スケジュール

博多

東京横浜
名古屋済州島

★★

ボイジャーの楽しみ方を完全ガイドした
クルーズハンドブックをプレゼント!
ロイヤル・カリビアンロゴ入り
オリジナルグッズをプレゼント!
※対象クルーズは裏表紙をご覧ください。

お申し込み時にメインダイニング
夕食時間をお選びいただけます
（メイン17：45頃／セカンド20：00頃）
それ以外の客室のお客様はお任せください

1室を3人以上で利用する場合、12歳以下のお子さまは、
デラックスバルコニー
スーペリアバルコニー なら

内側・海側・スイートなら 旅行代金一律10,000円
※別途かかる費用は必要です

スタンダード海側以上の客室にお申し込み
をし、かつ12歳以下のお子さまがいる場合、
1客室につき
100ドルのオンボードクレジット
をプレゼント! ※オンボードクレジットは、船内の
会計に充当できるおこづかいです。

お子様だけで遊べる
「アドベンチャー・オーシャン（児童館）」も
日本人コーディネーターがサポートします!

ご参加者
全員に

日本発着
クルーズ

リピーター
の方

ファミリー
応援①

ファミリー
応援②

ファミリー
応援③

スーペリア
バルコニー客室
以上にお申し込み

の方

ゴールデン
ウィーク

お得に行こう！

■出発地 ：7日間／神戸港　9日間／東京港（大井ふ頭）　　■最少催行人員 ： 1名
■食事 ： 船内全食事付き（7日間／朝 ：6回、昼 ：5回、夕 ：6回）
　　　　　　　　　　　（9日間／朝 ：8回、昼 ：7回、夕 ：8回）
■添乗員 ：同行しません 　船内では日本人コーディネーター、船内係員がご案内します
●[OP]各寄港地では船会社主催の日本語観光（別料金）を予定しています。　
●各寄港地の最終乗船は通常出港の30分前です。　
●寄港地は天候などのやむを得ない事由により変更または抜港となる場合があります。

スケジュール
9日 7日 月日 寄 港 地 入 港 出 港 宿泊・食事

1 5/ 6（水・休） 東京（大井ふ頭） − 午後乗船
16：30  船中泊

2 1 5/ 7（木） 神戸 15：00 午後乗船
21：00  船中泊

3 2 5/ 8（金） 終日クルーズ − −  船中泊

4 3 5/ 9（土） 那覇 [OP] 10：00 18：00  船中泊

5 4 5/10（日） 基隆〈台北〉 [OP] 11：00 22：00  船中泊

6 5 5/11（月） 終日クルーズ − −  船中泊

7 6 5/12（火） 終日クルーズ − −  船中泊

8 7 5/13（水） 神戸 06：00
午前下船 11：00  船中泊

9 5/14（木）
横浜（大黒ふ頭） 08：30 −

日
本

台
湾

日
本

楽しみ方は
あなた次第!

ボイジャーの楽しみ方を
完全ガイドした
クルーズハンドブック
をプレゼント!

ロイヤル・カリビアンロゴ入り
オリジナルグッズをプレゼント!
※対象クルーズは裏表紙をご覧ください。

日本人ダンスホストによる
社交ダンスイベントや
カルチャー教室など
イベントが盛り沢山です!

お申し込み時にメインダイニング
夕食時間をお選びいただけます
（メイン17：45頃／セカンド20：00頃）
それ以外の客室のお客様はお任せください

ご参加者
全員に

日本発着
クルーズ

リピーター
の方

趣味を
楽しもう

スーペリア
バルコニー客室
以上にお申し込み

の方

〈ハンドブック見本〉

Wowな船旅！ 大人も子供も大満足! わくわくエンジョイ
済州島・博多・名古屋クルーズ 
東京発 横浜着 7日間

〈東京発 名古屋着 6日間／博多発 横浜着 5日間〉

ロイヤルな船旅！ らくらく満喫
沖縄（那覇）・台湾（基隆）クルーズ 
東京発 横浜着9日間／神戸発着7日間

旅行代金（2名1室お一人様）
客室タイプ カテゴリー

コード
デッキ
階数 7日間 6日間 5日間 3／4人目

代金

スタンダード内側
K L M
N Q

3・6〜
10 94,800円 89,800円 84,800円

40,000円
12歳以下は
10,000円

スタンダード内側・
バーチャルバルコニー J 9・10 122,800円 117,800円 112,800円
プロムナード PR 6〜8 132,800円 127,800円 122,800円

スタンダード海側 H I 2・3・6・
7・9 152,800円 147,800円 142,800円

ラージ海側 F 6〜9 162,800円 157,800円 152,800円
ファミリー海側 FO 6〜9 192,800円 187,800円 182,800円
パノラマ海側 P2 12 172,800円 167,800円 162,800円
ラージパノラマ海側 P1 12 198,800円 193,800円 188,800円
ファミリーパノラマ海側 PF 12 222,800円 217,800円 212,800円

デラックスバルコニー
E1 E2
E3

6〜10 172,800円 167,800円 162,800円 40,000円
12歳以下は
無料スーペリアバルコニー

D1 D2
D3

6〜10 189,800円 184,800円 179,800円

ジュニアスイート JS 6・7・
9・10 250,000円 245,000円 240,000円

70,000円
12歳以下は
10,000円

グランドスイート GS 10 340,000円 335,000円 330,000円
ファミリースイート FS 8・9 460,000円 455,000円 450,000円
オーナーズスイート OS 10 460,000円 455,000円 450,000円
ロイヤルスイート RS 10 700,000円 695,000円 690,000円
1人部屋代金（相部屋不可） 上記各客室タイプ別代金の210％

別途かかる費用＊
内側客室〜ジュニアスイート客室 31,600円
グランドスイート以上の客室    OSFSGS RS 33,000円

＊別途かかる費用の内訳　
寄港料/雑費17,500円、政府関連諸税および港湾施設使用料6,100円、船内チップ8,000円（ジュニアスイート以下）/9,400円
（グランドスイート以上）の合計になります。なお、別途かかる費用の金額は予告なく変更になることがあります。増額された場合、
旅行代金を全額お支払い後でも追加徴収させていただきます。6日間、5日間コースは区間乗船のため、別途かかる費用は7日間
コースと同額です。
●�3/4人目代金は、1室を3名または4名でご利用の場合の3人目・4人目の方の旅行代金です。3人目・4人目の方は、ソファベットま
たは2段ベッド（プルマンベッド）を利用します。また3/4名利用の客室数には限りがあります。
●定員5名以上の客室の場合、5人目以降のお客様にも3/4人目代金が適用されます。
●�お申込み後に1室の人数を変更する場合（2名用客室を3/4名用客室に変更、または3/4名用客室を2名用客室に変更）はリクエス
ト受けとなります。
●�同客室タイプ内のカテゴリーコード、デッキ階数、客室の位置、客室番号指定はお受けできません。

旅行代金（2名1室お一人様）
客室タイプ カテゴリーコード デッキ階数 9日間 7日間 3／4人目代金

スタンダード内側 K L M N Q 3・6〜10 119,800円 109,800円

50,000円

スタンダード内側・
バーチャルバルコニー J 9・10 152,800円 142,800円
プロムナード PR 6〜8 162,800円 152,800円
スタンダード海側 H I 2・3・6・7・9 182,800円 172,800円
ラージ海側 F 6〜9 202,800円 192,800円
ファミリー海側 FO 6〜9 232,800円 222,800円
パノラマ海側 P2 12 212,800円 202,800円
ラージパノラマ海側 P1 12 238,800円 228,800円
ファミリーパノラマ海側 PF 12 272,800円 262,800円
デラックスバルコニー E1 E2  E3 6〜10 222,800円 212,800円

スーペリアバルコニー D1 D2 D3 6〜10 239,800円 229,800円
ジュニアスイート JS 6・7・9・10 300,000円 290,000円

80,000円
グランドスイート GS 10 400,000円 390,000円
ファミリースイート FS 8・9 560,000円 550,000円
オーナーズスイート OS 10 560,000円 550,000円
ロイヤルスイート RS 10 800,000円 790,000円
1人部屋代金（相部屋不可） 上記各客室タイプ別代金の210％

別途かかる費用＊

内側客室〜ジュニアスイート客室
9日間 43,400円
7日間 40,000円

グランドスイート以上の客室
OSFSGS RS

9日間 45,400円
7日間 42,000円

＊別途かかる費用の内訳　　
寄港料/雑費25,300円（神戸発着7日間21,900円）、政府関連諸税および港湾施設使用料7,500円、船内チップ10,600円（ジュ
ニアスイート以下）/12,600円（グランドスイート以上）の合計になります。なお、別途かかる費用の金額は予告なく変更になること
があります。増額された場合、旅行代金を全額お支払い後でも追加徴収させていただきます。神戸発着7日間は区間乗船のため寄
港料/雑費以外は9日間と同額です。

●�3/4人目代金は、1室を3名または4名でご利用の場合の3人目・4人目の方の旅行代金です。3人目・4人目の方は、ソファベットま
たは2段ベッド（プルマンベッド）を利用します。また3/4名利用の客室数には限りがあります。
●定員5名以上の客室の場合、5人目以降のお客様にも3/4人目代金が適用されます。
●�お申込み後に1室の人数を変更する場合（2名用客室を3/4名用客室に変更、または3/4名用客室を2名用客室に変更）はリクエス
ト受けとなります。
●�同客室タイプ内のカテゴリーコード、デッキ階数、客室の位置、客室番号指定はお受けできません。

ゴールデンウィーク前半のお休みを
利用するうららかな陽春のクルーズ。
小さなお子さまやシニアの方でも
無理なく参加できる
バランスのよい日程でクルーズ初めて
の方にもぴったりです。

スタンダード内側 デラックスバルコニー

基本旅行代金（大人2名） 94,800円×2 172,800円×2
3/4人目旅行代金
（12歳以下2名） 10,000円×2 無料

家族4名合計 209,600円 345,600円
1人あたり旅行代金 52,400円 86,400円

旅行代金無料！

例えば、パパ・ママ・12歳・6歳の4人家族で7日間コースに申し込むと・・・

爽やかな5月の旅行シーズンに
南国ムードたっぷりな沖縄と台湾をめぐります。
前回まで関西発着で人気を博したコースが、
首都圏でも乗下船できるようになりました。
大海原をゆったり航く終日航海も3日あり、
クルーズを存分に満喫できるおすすめコースです。
日本人ホストによるダンスレッスンやイベントを
開催。初めてでも踊れるようになると好評です。

2コース共通

PR J �は2名、デラックスバルコニーは2〜3名、その他は2〜4名、
GS�以上は2〜5名、ファミリータイプは4名以上、6〜8名です。

客室の定員について

� 旅行開始時点で18歳未満のお子様
は18歳以上の大人と同室が必要です。ただし、隣室に両親が予約し
ている場合はご予約いただけます。※両親以外の方と同行の18歳
未満のお子様は両親の承諾書が必要です。

未成年者の乗船について
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New!

ロッククライミング
ファンネル（煙突）の側面にある
ダイナミックなアトラクション！

アドベンチャー・オーシャン（児童館）
安全に楽しく遊べるプレイルーム。年齢別のプログ
ラムは「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、3歳未満は保護者といっしょ
にご参加ください。3歳未満のお子さまにはフィッ
シャープライスと提携した知育玩具をご用意してい
ます。

船上サーフィン
船上サーフィンが登場！

アイススケートショー
船上にアイススケートリンクが。プ
ロスケーターが舞うアイススケート
ショーは迫力満点！

シアターショー
1300名収容の本格的な
シアターでは毎晩多彩な
ショーが行われます。

カジノ
本場ラスベガスさながら
で本格的に楽しめます。

ミニゴルフ
9ホールのパター
ゴルフリンク。

プールデッキ
2つの屋外プールとジャグ
ジー、お子さま用プールも
あります。

A3

A1

E2

E3

F1

E1

A6A5

A2

スケートリンク スパ

ビュッフェ
ビュッフェなら大人も子
供も自分にちょうどいい
量が食べられます。

プロムナード・
カフェ（24時間営業）

ジョニー　
ロケッツ
陽気なハンバー
ガーショップ。
（有料）

チョップス・グリル
（ステーキハウス）

落ち着いた雰囲気の中、
ジューシーなステーキやシー
フードグリルを味わえます。

ジョバンニズ・テーブル
（カジュアルイタリアン）

ラザニアやお肉料理などシェ
アできる大皿料理もあるファ
ミリー向けのトラットリア。

イズミ
（日本＆アジア料理）

お寿司、てんぷらをはじめ
麺類や餃子などアジア各国
の料理が楽しめます。

F2

メインダイニング

アイスクリーム
ショップ

●プロムナード・パレード
●写真を撮ろう！
●キャラクター・ブレックファスト（有料）
●3D映画

K1

※いずれも予約制・有料です。詳しくはP.9のQ&Aをご覧ください。

A5

F2

F3

 洋上 のテーマパークへ
　　　 ようこそ！

WOW!

ドリームワーク
スの

人気のキャラク
ターたちに

　　出会える
よ！ ドリームワークス・

エクスペリエンス

にぎやかで楽しいロイヤル・カリビアン
の船上ライフ。
昼も夜もイベントもりだくさんです。

フルコースのメインダイニング、気軽な
ビュッフェレストランに加え、カジュア
ル・イタリアンやステーキ、ハンバーグ
ショップの専門レストラン、カフェでの
軽食など豊富なメニューから選べます。

改装でスペシャリティレストランが
オープン!選択肢が広がりました。

Madagascar,Kung Fu Panda, 
Shrek and all related properties 
TM and ©2013. Dreamworks 
Animation L.L.C.

写真は全てイメージです

アクティビティ&リラクゼーションエンターテインメント

フード ＆ ドリンク

思わずWOW!と言ってしまう
　　おどろきの施設が
　　もりだくさんです

WOW!
スケールの大き

な

アクティビティ!

リラックスも思
いのまま

Activity&RelaxationEntertaiment

Food&Drink

スパでマッサージを受けたり、大人の空間ソ
ラリウム（室内プール）でのんびりしたり。ロ
イヤルカリビアン名物のロッククライミング、
スケートリンクをはじめプールやミニゴルフ、
バスケットボールなど遊びのメニューは盛り
だくさん！

A4

パレード

ロイヤル・プロムナード
メインストリートのロイヤル・プロ
ムナードでは名物パレードが!!

E4

WOW!
迫力のアイス
スケートショーに

きらびやかなシ
ョー!

すべて無料で
見られます

WOW!
基本のお食事は

優雅なダイニン
グで

フルコース!

ほかにも
いろいろな軽食が
楽しめます!

New!

『シュレック』や『カンフーパンダ』などドリームワークス
の人気のキャラクターがパレードやイベントに出没。

全世界のファミリーに愛されるロ
イヤル・カリビアンのキッズプログ
ラムは高く評価されています。

お子さま向けサービス
Kids&Baby

K1

E2 E4

E3

E1

F2
F5

F1

A5

A1
A2 A3

A4

A6



その他のスイート客室

●客室の広さ 24.5m2

●バルコニーの広さ 6.9m2

●バスタブ付きバスルーム　　
●ツインベッド（ダブルに変更可）
●定員2〜4名

●客室の広さ  PF  37.7m2　 P1  26.2m2 P2 17.7m2〜19.9m2

●定員　 P1  P2 2〜4名　 PF 6 名
※改装により12デッキ前方に新設されました。眺めのよい大き
な窓（開きません）があります。写真は他船のパノラマ海側です。
※ PF  は4名以上でご予約ください。

JS  ジュニアスイート
D1 D2 D3  スーペリアバルコニー
E1 E2 E3  デラックスバルコニー

海側客室海側客室

●客室の広さ　　 D1 D2 D3 16.6m2　

               E1 E2 E3 15.2m2　

●バルコニーの広さ  D1 D2 D3 4.8m2　

               E 1 E2 E3 4.7m2

●ツインベッド（ダブルに変更可）
●定員　スーペリアバルコニー2〜4名
　　　　　　デラックスバルコニー2〜3名

K L M N Q  
スタンダード内側

バルコニー客室

●客室の広さ 14.8m2

●ツインベッド（ダブルに変更可）
●定員2名
※窓はロイヤル・プロムナード
　に面しています。

●客室の広さ 13.9m2

●定員2名
※海上や航海中の様子を内
側客室の壁面に設置したスク
リーンにリアルタイムで映し
出します。

PR  プロムナード J  バーチャルバルコニー

スイート客室

海側客室

●客室の広さ 24.3m2

●ツインベッド
  （ダブルに変更可）
●定員6名
※4名以上で
　ご予約ください。

FO  ファミリー海側F  ラージ海側

内側客室 内側客室内側客室

●客室の広さ F 16.5m2　

     　　　                H I 14.8m2

●ツインベッド
  （ダブルに変更可）
●定員2〜4名

H I  スタンダード海側

●客室の広さ 13.9m2

●ツインベッド
 （ダブルに変更可）
●定員2〜4名

（イメージ） ●客室の広さ 100.9m2　　

●バルコニーの広さ 20.1m2

●バスタブ付きバスルーム　　
●ダブルベッド（ツインに変更不可）
●定員5名

RS  ロイヤルスイート

グランドスイート客室
以上のお客様への
特典

◆乗船日の優先チェックイン　◆バスローブ　◆フォーマルナイト日のプレスサービス
◆メインダイニングと同じメニューをルームサービスで
◆朝食、昼食にスペシャリティレストランの座席を利用　◆シアターでの優先席
◆プールチェアの優先席　◆マテル社の子供向けボードゲーム貸し出し
◆コンシェルジュクラブ・ラウンジ（デッキ9）のご利用

コンシェルジュクラブ・ラウンジ
《サービス内容》コンチネンタルの朝食、食前酒と
オードブル、特別レストランや寄港地観光の予約代
行、DVD・CDレンタル、FAX、コピー使用など
《サービス時間例》
8：30〜11：30／17：00〜20：30

●客室の広さ 51.9m2

●バルコニーの広さ 8.3m2

●バスタブ付きバスルーム　　
●ダブルベッド（ツインに変更不可）
●定員5名

OS  オーナーズスイート　
●客室の広さ 52.1m2

●バルコニーの広さ 22.8m2

●バスタブ付きバスルーム　およびシャワールーム
●2ベッドルーム　●定員8名
●各室にツインベッド（ダブルに変更可）
　1室は2つのプルマンベッド付き
※4名以上でご予約ください。

FS  ファミリースイート
●客室の広さ 32.4m2

●バルコニーの広さ 9.2m2

●バスタブ付きバスルーム　　
●ツインベッド（ダブルに変更可）
●定員2〜5名

GS  グランドスイート

Q. 携帯電話やインターネットは通じる？

A. 携帯電話は洋上では国際ローミングによる接続が利用できる場合があ
りますが高額で、接続できないエリアもあります。インターネットは船内
に設置されているパソコンかお持ちのノートパソコンやスマートフォンを
無線LAN(WiFi)接続して使うことができます。（1分75セント）。衛星回
線を利用するため通信が不安定で接続しにくい場合があります。
※船内のパソコンは日本語での閲覧はできますが日本語入力はできません。

Q. チップは必要ですか？

A. 必要ですが、別途かかる費用として旅行代金とあわせて事前に旅行会社
へお支払いただきます。飲み物には料金の15％、美容関連の施術には料
金の18％のサービスチャージが加算されます。ルームサービスを頼んだ
際にはその都度$1～2を渡すとスマートでしょう。

Q. 船内での服装は？ ドレスコードって？

A. 日中の船内や寄港地で
はカジュアルな服装でお
くつろぎください。夕方
以降はカジュアルまたは
フォーマルの2種類のド
レスコードが設定され、
その日の船内新聞でご
案内します。カジュアル
船ですので堅苦しく考え
る必要はありません。特
にフォーマルでは思い思
いに華やかな装いをお
たのしみください。船内
は空調が効いています。
薄手のジャケットやカー
ディガンをお持ちになる
と重宝します。

バルコニー
付きなら開
放的に過
ごせます。

プルマンベッド（壁に収納式のベッド）
（デラックスバルコニー、スタンダード海側、スタンダー
ド内側など）
3/4名利用の場合、夕方の客室の清掃（ターンダウン）
の時に客室係が設置します。スイート客室、スーペリア
バルコニー、パノラマ海側、ラージ海側などはソファベッ
ドになります。（ダブルベッド1台を2名で利用します） はじめてクルーズ

Q. 船内での支払いは？ 現金は必要ですか？

A.

クルーズカード
（SeaPassⓇ）見本

船 内 通 貨 は U Sドル で す 。シー パ スカード
(SeaPass®)によるキャッシュレスシステムで、船
内で利用した金額はお部屋付けになりまとめて
精算します。乗船日にクレジットカードを登録する
とそのままカード会社に請求され便利です。クレ
ジットカードをお持ちでない方は最終下船前にま
とめて現金でお支払ください。

初めてでも愉しいクルーズライフを！

カジュアル

フォーマル

〈男性〉
襟付きのシャツにスラックスなど
〈女性〉ブラウスとスカート、
　　　パンツなど
※�メインダイニングではTシャツ・
ショートパンツ・ジーンズ・サンダル
履きはご遠慮ください。

〈男性〉
スーツや、ジャケットにネクタイ
着用など
〈女性〉
ワンピース、ブラウスにスカート、
パンツスーツなど

PF  ファミリーパノラマ海側
P1  ラージパノラマ海側
P2  パノラマ海側

Q. 船内での食事は無料？

A. 基本のお食事は旅行代金に含まれ、1日中さまざまなお食事をご用意
しています。予約制のスペシャリティレストラン、カフェ、24時間無料の
ルームサービス※もありお好きなように利用ください。
※深夜12：00～早朝5：00は1回3.95のサービス料がかかります。

◆ 基本のお食事（メインダイニングとビュッフェレストラン）
メインダイニングの夕食は2回制で、メインシーティング（17：15頃か
ら）とセカンドシーティング（20：00頃から）があり、クルーズ中は毎晩
同じテーブル指定席です。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。お食事はフルコースで前菜からメイン、
デザートまでお好きなだけお選びください。

◆ キャラクターブレックファスト 事前予約  船内予約
メインダイニングの朝食テーブルにドリームワークスのキャラクター
が遊びにきます！お子さまがご一緒のファミリー対象です。
6歳以上はお1人様$10、5歳以下無料。

◆ スペシャリティレストラン 事前予約  船内予約
改装により、こぢんまりした雰囲気でワンランク上のサービスやお料
理が召し上がれたり、家族でワイワイ楽しめる専門料理店がオープン
しました。カバーチャージまたはアラカルト料金が必要です。
カバーチャージとは予約料（席料）で子ども同額です。どのお料理を注
文しても追加料金はかかりません。アラカルト料金はお料理1品ごと
に値段がついています。どちらもお飲物は別料金です。
スペシャリティレストラン＆カフェ早見表

店  名 営業
時間帯

カバーチャージ
（お1人様/USドル）

チョップス・グリル（ステーキハウス） 夕 $35
ジョバンニズ・テーブル（カジュアルイタリアン） 昼・夕 昼$15／夕$20

イズミ（日本＆アジア料理） 昼・夕
アラカルト

※加えてサービス料
　（昼$3、夕$5）が必要です。

ジョニーロケッツ（ハンバーガーショップ） 昼・夕 $5.95

カフェ・プロムナード（軽食） 24時間
無料（飲み物は有料）

※ セルフサービスの無料の
飲み物もあります

ベン＆ジェリーズ（アイスクリーム） 日中 アラカルト
カップケーキ・カップボード（カップケーキ） 日中 アラカルト

◆ ドリンクについて 事前予約
食後のレギュラーコーヒー・紅茶、朝食のオレンジジュース、ビュッフェ
レストランのドリンクバーは無料です。缶飲料、ミネラルウォーター、
ノンアルコールカクテル、お酒類などは客室のミニバーも含め有料で
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。割安に購入できたり飲み放題になったりする各種ドリンクパッ
ケージ（事前予約）を用意しています。
※事前予約の方法についてはご出発前にお渡しする「クルーズハンドブック」
　または「クルーズガイド」でご案内します。
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■客室内標準設備
テレビ、電話（目覚まし機能付）、金庫、湯沸かし器、ラジオ、化粧台、クローゼット、室内温度調節器、アメニティ

（タオル、石鹸、リンスインシャンプー）、ヘアドライヤー、120V（日本同様A型プラグ）及び220Vの電源、グラ
ンドスイート以上の客室にはバスローブ
全室にミニバー（スイート客室以上は冷蔵庫）があります。また朝夕の清掃サービスがあります。

■バスタブ　スイート客室に付いています。スイート客室以外はシャワーのみとなります。 

客室のご案内
※写真・見取図は一例です



デッキプラン
（船内の見取り図）

会議室へは
船首側
エレベーターで

会議室入口

通り抜け不可
会議室⇔スケートリンク

トイレ（男）

トイレ（女）

トイレ（男） トイレ（女）

トイレ（男）

トイレ（男）

トイレ（女）

トイレ（女）

トイレ（男） トイレ（女）

シアター入口

ラウンジ

ロ
イ
ヤ
ル・プ
ロ
ム
ナ
ー
ド

ゲ
ス
ト
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ（
受
付
）

トイレ（男） トイレ（女）

トイレ（男） トイレ（女）

ビュッフェレストラン

トイレ（男） トイレ（女）

トイレ（男） トイレ（女）

ジャグジー

ジャグジー ジャグジー

プ
ー
ル

ティーンディスコ
ハンバーガーショップ
（ジョニーロケッツ）

ゲーム
コーナー

トイレ（男）

トイレ（男女）

トイレ（男女）

トイレ（女）

トイレ（男）

トイレ（女） スポーツコート

トイレ（男女）

トイレ（男女）

トイレ（男女）

屋外ムービースクリーン屋外ムービースクリーン

(ウンジャマーカフェ)(ウンジャマーカフェ)

アドベンチャー・オーシャン
（児童館）
アドベンチャー・オーシャン
（児童館）

ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
レ
ス
ト
ラ
ン

（
チ
ョッ
プ
ス・グ
リ
ル
）

ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
レ
ス
ト
ラ
ン

（
チ
ョッ
プ
ス・グ
リ
ル
）

ミニゴルフミニゴルフ

船上
サーフィン
船上

サーフィン

ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

スペシャリティレストラン
（イズミ）

スペシャリティレストラン
（イズミ）

ダイヤモンドクラブダイヤモンドクラブ

寄
港
地
観
光
案
内

寄
港
地
観
光
案
内

R
バ
ー

R
バ
ー

ス
ポ
ー
ツ
バ
ー

ス
ポ
ー
ツ
バ
ー

展望デッキ展望デッキ

シアターシアター

ピアノバーピアノバー

カジノカジノ

メインダイニングメインダイニング

通り抜け不可

アイススケートリンク入口

アイス
スケートリンク
アイス

スケートリンク

フォト
ショップ
フォト
ショップ

操
舵
室
を
覗
け
る

窓
が
あ
り
ま
す

カフェ・プロムナードカフェ・プロムナード

ブティックブティック
アイスクリームアイスクリーム

パブパブ

ロゴショップロゴショップ

ギフトショップギフトショップ

メインダイニングメインダイニング

ショップショップ
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FS 8名定員
FO 6名定員
RS OS GS 5名定員

就  航  年：1999年 乗 客 定 員：3,286名 全　長：310ｍ 喫 　 水：8.8ｍ
総 ト ン 数：137,276トン 乗 組 員 数：1,176名 全　幅：48ｍ 巡 航 速 度：22.0ノット

全　高：63ｍ

シップデータ

デッキ11 デッキ10
RS OS GS JS D1

D2 E3 J K M

デッキ9
FS JS D1 D2 E2 E3

FO F I J K M

デッキ8
FS D1 D2 E1 E2 E3

FO F PR K M

デッキ7
JS D1 D3 E1 E2 E3

FO F I PR L N

デッキ6
JS D1 D3 E1 E2 E3

FO F I PR L N Q

 ＊ 3名用客室（プルマンベッド使用）
 † 3/4名用客室（プルマンベッド使用）
 

∇

 ダブルサイズのソファベッド使用客室
 ◆ ソファベッド・プルマンベッド使用客室
   コネクティングルーム
  車いす対応客室
　 （全室シャワールーム）
※プルマンベッドは壁に収納式のベッドです。

客室カテゴリー 一覧
スイート客室
RS  ロイヤルスイート／100.9m2+20.1m2

OS  オーナーズスイート／51.9m2+8.3m2

FS  ファミリースイート／52.1m2+22.8m2

GS  グランドスイート／32.4m2+9.2m2

JS  ジュニアスイート／24.5m2+6.9m2

海側客室
PF  ファミリーパノラマ海側／37.7m2

P1  ラージパノラマ海側／26.2m2

P2  パノラマ海側／17.7m2〜19.9m2

FO  ファミリー海側／24.3m2

F  ラージ海側／16.5m2

H  I  スタンダード海側 ／14.8m2

バルコニー客室
D1  D2  D3  スーペリアバルコニー／16.6m2+4.8m2

E1  E2  E3  デラックスバルコニー／15.2m2+4.7m2

内側客室
PR  プロムナード／14.8m2

J  スタンダード内側・バーチャルバルコニー／13.9m2

K  L  M  N  Q  スタンダード内側／13.9m2

デッキ5 デッキ4 デッキ3
H I Q

デッキ2
H I

デッキ12
E3 PF P1 P2

デッキ13（他デッキの約 80% 表示） デッキ14（他デッキの約 80% 表示） デッキ15（他デッキの約 80% 表示）

船首

▲

▲船尾▲船尾 船首

▲

▲
船
首

▲
船
首

船
尾▲

船
尾▲


