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まずはカジュアル客船から！ 1泊１万円〜の旅で気軽にトライアル！

ロイヤル・カリビアン
お勧めの理由！

全部コミコミ！
クルーズ代金

※一部有料施設やサービスがあります。

移動 アクティビティ宿泊 ショー食事

17
2019

ロイヤル・カリビアン・インターナショナルは、
著名な旅行業界専門誌による最高峰の評価「ベストクルーズライン」を17年連続受賞。

世界最高評価を誇る全26隻の客船を保有し、クルーズ史上初の施設を次 と々導入させ、
規格外の感動と体験のご提供に努めています。

ロイヤル・カリビアンでは皆さまが思い描いている旅行をはるかに超えた驚きにあふれた休日が待っています。

Cruiseline.com Members’ Choice Awards(US)

ベストビギナー向け
クルーズ

2019

ここが船の上？
海の上だからこそ楽しめる
スリルあふれるアクティビティの数 ！々

はじめてのクルーズ、
海外旅行に慣れていない方でも
ご安心ください！

本場ショービジネスの国
アメリカのクルーズ会社ならでは。
大劇場での本格的なショーは必見！

Cruise Passenger Readers’ Choice Awards

ベスト
アクティビティ

2019

Cruise Critic Cruisers’ Choice Awards

ベスト
エンターテインメント

2019

日本発着は日本人コーディネーターが乗船しています。
日本人コーディネーターが乗船してますので、言葉の不安が
ありません。乗船日には船内説明会を実施し、クルーズの楽
しみ方やルールを詳しくお伝えします。そしてその他にも船
内新聞やレストランのメニューを日本語でご用意します。

日本語サービス
・乗船日の船内説明会
・乗船中のトラブル対応
・日本語の船内新聞
・日本語の
  お食事メニューをご用意　　など※海外サイトや外国の旅行代理店で予約された場合は、

日本語サービスが受けられませんのでご注意ください。

※2016年5月ロイヤル・カリビアン日本発乗船者621人によるアンケートより

船内での服装は普段着でOK
日中はドレスコードがないので自由な服装でお過ごしください。フォーマルナイトと呼ばれる日が2回程
あります。ちょっぴりオシャレして、ジャケットやワンピースなどを。日本発着のクルーズなので、お着物や
普段着ないようなフォーマルなドレスなど思い切って着るチャンスです。オシャレを楽しみましょう♪

フォーマルナイトの夜は
ちょっとおしゃれを

男性

女性

スーツ、ジャケットに
ネクタイなど
ドレッシーなワンピースや
パンツスーツなど。船内で
は和装も映えます。

※結婚披露宴などで着る服装のイメージです。

日中はカジュアルで

男性

女性 ブラウスにスカートや
パンツ、ワンピースなど

Tシャツ、
ポロシャツなど

94%

クルーズ客船には大きく分けて3つの
クラスがあります。多くの方々が気軽さ
と手軽さを求めてカジュアル客船を
ご利用しております。

ロイヤル・カリビアンは
カジュアル客船

ラグジュアリークラス

カジュアルクラス

プレミアムクラス

ロイヤル・
カリビアンは
このクラス

ロイヤル・カリビアン日本発に乗船した

94％ の人が、 お勧めしたい!   と回答
※

大興奮！また何度も乗りたいです。
クルーズ船が動くホテルや街のようで子供
たちと大興奮！プール、食べ放題のおいし
いお食事にも大満足でした。子供たちと良
い思い出ができたので、これからも何度も
乗りたいです。

40代子連れ家族　シンガポール発着ご利用

疲れても部屋はすぐそこ、自分のペースで無理なく過ごせます。
娘が還暦のお祝いにクルーズ旅行をプレゼン
ト、初めての海外旅行にチャレンジ！不安はあり
ましたが、日本人コーディネーターが丁寧にフォ
ローしてくれ、心からクルーズを楽しめました。
荷解きも無く、疲れても部屋まではすぐそこ。自
分のペースで無理なく過ごす事ができました。

60代夫婦 　日本発着ご利用
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展望の良いビュッフェスタイルのカフェレストラン。お好きなものを自由にお取りいただける気軽な
レストランです。朝食、昼食、夕食のほか、午後もコーヒー、紅茶や軽食をご利用いただけます。

本格的な音響装置と何段もの観客席を備えたシア
ターがあり、多彩なプログラムを上演しています。
華やかな非日常のひとときをお過ごしください。

ガラス張りの展望ラウンジが夜になるとハイテクなショー
スペースに早変わり。デジタルマッピングやロボットスクリーンが
ダンサーとともに幻想的なパフォーマンスを展開します。

リラクゼーション

26ソラリウム 27屋外プールジャグジー

30バイオニックバー 31ビンテージ 32ノーススター/プールバー

人気のステーキハウス。お好みの焼き加減とソースでご
堪能ください。

21チョップスグリル（有料）

28スパ 29フィットネス8 ロイヤルシアター

ガラスの天窓に囲まれた開放的な空間 ジャクジーで日光浴もできる

心と体をリフレッシュ

非日常の空間で日々の生活から解放される

大型カジュアル客船で思う存分騒いで

ヨガなどプログラムも多彩
毎晩華麗なショーが繰り広げられる

最新テクノロジーを駆使した
未来のバー

ワインの品揃えが豊富な落ち
着いた雰囲気のワインバー

絶景と美味しいカクテルを
楽しめる展望バー

大人で洗練されたショッピングと
カフェエリア。カジュアルから高級
ブランドまで幅広く取り揃えています。

1 ノーススター

7 ロイヤルエスプラネード

360度大海原を見渡せる空中遊覧をお楽しみいた
だけます。

船内のメインストリート

斬新なアイデアと遊び心満載の施設がたくさん

9 トゥセブンティ
昼と夜とで別世界、変貌自在の異次元空間

名前の通り“不思議の国のアリス”の世
界に迷い込んだ様な空間で、マジックの
様な驚きの仕掛けの料理をお楽しみ
いただけます。

20ワンダーランド（有料）

アクティビティ

バー＆ラウンジ

新鮮な魚介やお肉、野菜を使用した地中海とカリフォ
ルニアのフュージョン料理。ワインも豊富。
※ジュニアスイートのお客様はディナー時、空席が
ある時のみ利用可能です。

17メインダイニング（アメリカン アイコン 
　グリル、ザ・グランデ、シック、シルク）
18コースタルキッチン（スイート専用）

22ウィンジャマーマーケットプレイス（ビュッフェレストラン）

23ソレントス（ピザ・イタリアン）　 25カフェトゥセブンティ
24カフェプロムナード

個性豊かな5つのダイニング

10ミュージックホール 11カジノ
船旅ならではの音楽やライブや
ダンスパーティー

本格的なカジノゲームが楽しめる

12アドベンチャー
　オーシャン
楽しく安全に遊べる洋上の
児童館

13ゲームセンター
多彩なアーケードゲームで
大人も楽しめる

14H2O
  （子供専用プール）
カラフルな遊具で何時間で
も遊べる

メインダイニングショッピング 案内所デスク

5ロッククライミング
　＆ピンクベア

6レーザータグ

初心者～上級者コースまで。
海面約60mの頂上から海を
見渡せるのはクルーズなら
ではの楽しみです。

２つのチームに分かれて
レーザー銃を使って戦うサバ
イバルゲームです。

冒険がはじまる！

これ全部が
クァンタム・
オブ・ザ・シーズ

お気に入りのバーで贅沢な時間をお過ごしください

気軽なお食事やちょっとした休憩に

カジュアルなお食事カフェ

スペシャリティレストラン
ここでしか味わえない美食のエンターテインメント

クルーズではメインダイニングはひとつですが、クァンタム
は全く違った雰囲気の4カ所のダイニング（アメリカン、
ヨーロピアン、スタイリッシュ、オリエンタル）を2フロアに
渡ってご用意。多彩なメニューとバリエーション豊かな食
をお楽しみください。　※全ての会場で同じお食事の
メニューをご提供します。

エンターテインメント お子さま

バンパーカーをはじめ、ローラースケートやサッカー、
卓球など存分に体を動かせる施設です。

寄港地でのオプショナルツアーの予約が
できます。スタ
ッフにオススメ
を聞いて予約し
ましょう。

4 シープレックス

24時間体制で 
ご対応します。
両替や落とし物も
こちらでどうぞ。

15総合案内
　（ゲストリレーションズ）

16寄港地観光案内

2 アイフライ
船上でスカイダイビングを疑似体験できます。

人工の波に乗って、安全にサーフィンを体験できます。
3 フローライダー

13

テレビで一躍有名になった英国の国民的
アイドルシェフの店。料理番組や行列の
できるレストランを手がける人気シェフの
レストランをお手軽にどうぞ。

19  ジェイミーズイタリアン（有料）
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※客室の広さ（室内＋ベランダ）見取り図はおおよその目安です。　※3・4名以上で利用できる客室はダブルサイズのソファベッドまたはプルマンベッドがあります。

朝晩2回の清掃を行い、つねに清潔かつ快適な空間をご提供いたします。
海に面した客室と内側客室をご用意しています。Standard Room

Suite Room スイート客室

スタンダード客室

1  ツインベッド（ダブルに変更可）　 2  シャワールーム＆洗面所　 3  クローゼット　 4  ソファ、リビングルーム　 5  バルコニー　 6  化粧台見取図の番号：

【定員2～4名】

客室 15.4㎡

スタンダード内側（バーチャルバルコニー）
1U 2U 4U3U

内側客室

6

1

43

2

【定員2～4名】

客室 19.8㎡ 客室 16.9㎡

ラージ海側 スタンダード海側
1N 2N1M 2M

海側客室

すべての客室に
共通の設備とサービス

【定員2～4名】

スタンダード海側

1

4

3
2

6

スイートクラスならではの高級感とゆとりある空間でリラックスしたお時間をお過ごしください。
長い1日の終わりには、ゆったりとつかれるバスタブにワンランク上のアメニティと寝具で旅の疲れをゆっくりと癒してください。

客室 18.3㎡／バルコニー 5.1㎡ 客室 16.4㎡／バルコニー 7.6㎡

スーペリアバルコニー スーペリア
ラージバルコニー1D 2D 3D 4D

5D 6D 7D 8D

バルコニー客室

客室 16.4㎡／バルコニー 7.6㎡

5

1

4

32

6

3

【定員2～4名】

（視界不良）
2E1E

施設早見表客室のご案内

※4.シェフズテーブルは16名までの貸切りで、料理に合ったワイン付のフルコースをご提供します。
※カバーチャージとは、お食事代金を含む予約料（席料）のことで、大人お一人様の金額です。5歳以
下は無料、6歳～12歳のお子さまは一律10USドルでお子さまのメニューをご用意いたします。一部
の特別メニューや飲み物は別料金です。　※アラカルト料金は、お料理一品ごとに値段がついていま
す。料金には18％のサービスチャージが加算されます。　※上記はすべて2020年4月時点の情報
で、予告なく変更になる場合があります。

有料施設・サービス
施設早見表 料金

（お一人様/USドル） デッキ 船位置

アクティビティ ノーススター（海上展望カプセル） $8 15・16F 前方

アイフライ（船上スカイダイビング） ＄29 16F 後方

リラックス スパ 施術によって異なります。 15F 前方
フィットネスプログラム プログラムによって異なります。 16F 前方

サービス
ランドリー

航路によって異なりま
す。インターネット

アルコール類

※1.出入口はデッキ4・5となります。
※2.デジタルマッピングやロボットスクリーンがダンサーとともにパフォーマンスを行います。
※3.ジュニアスイートのお客様はディナー時、空席がある時のみ利用可能です。
※アルコールや炭酸飲料など一部飲料類は有料です。

施設早見表 デッキ 船位置

エンター
テインメント

シアターショー 3～5F※1 前方
トゥセブンティ ※2 5・6F 後方
屋外ムービースクリーン 14F 中央
ミュージックホール（生バンド） 3・4F 前方

アクティビティ

フローライダー（船上サーフィン） 16F 後方
レーザータグ／バンパーカー （シープレックスで開催） 15F 後方
シープレックス（体育館） 15F 後方
ロッククライミング 15F 後方

リラックス ソラリウム （室内プール/16歳以上） 13・14F 前方
屋外プール・ジャグジー 14F 中央

ファミリー 子供用プール 14F 中央
アドベンチャーオーシャン（児童館） 11・12F 前方

無料施設・サービス
レストラン・カフェ・バー早見表 営業時間帯 デッキ 船位置

メインダイニング  朝・昼・夕 3・4F 後方
ウィンジャマーマーケットプレイス（ビュッフェ） 朝・昼・夕 14F 後方
コースタルキッチン（スイート客室専用） ※3 朝・昼・夕 14F 後方
カフェプロムナード 24時間 4F 中央
ソレントス（ピザ） 昼・夕 4F 中央
ドッグハウス（ホットドッグ） 日中 15F 後方
カフェ トゥセブンティ 朝・昼 5F 後方
ソラリウムビストロ 朝・昼・夕 14F 前方

レストラン・カフェ・バー早見表 営業時間帯 カバーチャージ
（お一人様/USドル） デッキ 船位置

 チョップスグリル（ステーキハウス）  昼・夕  昼・夕$42 5F 前方

ジェイミーズイタリアン 昼・夕 昼・夕$40 5F 後方

ワンダーランド（創作料理） 夕 $49 5F 中央

イズミ（日本＆アジア料理） 昼・夕 アラカルト 5F 中央

シェフズテーブル（貸切用） ※4 チョップスグリルで開催 夕 $95 5F 前方

ラ・パティスリー 日中 アラカルト 4F 中央

 バイオニックバー（ロボットバー） 朝・昼・夕 アラカルト 5F 中央

ビンテージ（ワインバー） 夕 アラカルト 5F 後方

イングリッシュパブ 夕 アラカルト 4F 中央

スクーナーバー（ピアノジャズバー） 夕 アラカルト 5F 前方

ノーススター／プールバー 昼・夕 アラカルト 14・15F 中央

5

1

4
3
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2

2

J4J3J1【定員2～4名】

客室 24.8-25.6㎡／
バルコニー 7.5-14.9㎡ 

船内ではショーやイベント、ショ
ッピング、ヨガやアクティビティ、
プールなど多彩な設備があるか
らむしろ忙しいくらいです。また
寄港地で観光に出かけた後は、
自分の部屋で少し休んだり、自分
の思いのままに過ごせます。

毎晩、お部屋に届く船内新聞は
クルーズを120%楽しむための
情報が満載!!

Check!

A 豊富なイベント、多彩な設備が
満載でむしろ忙しいくらい！

Q 船の中って退屈しない？

船内イベントやデッキプラン、レストランや施設
の詳細が確認できるロイヤル・カリビアン船内
専用アプリ（英語）をご利用ください。ロイヤル・
アプリご利用には船内のネット通信費は不要
ですのでご自身のスマートフォンにダウンロード
しておくと便利です。

※アップルストアなどで“ロイヤルカリビアン”で検索く
ださい。　※初めの画面にて、必要事項を入力すると、
マイアカウントが作成され詳細に進みます。オンライン
チェックインも可能です。

ロイヤル・アプリ

洋上最速のインターネット回線「VOOM」を備えているので、陸上と
ほぼ変わらない通信環境で自分のスマホやタブレットも快適に使え
ます（有料）。

A もちろん使用可能です！
Q ネット環境は？

大型客船は、波の揺れの影響を受けにくくする
設備が備わっているので、ほとんど揺れを感じ
ません。特に東南アジアは穏やかな気候ですの
で、ドリンクがこぼれることもなく、船酔いの心
配はほとんどありません。ご心配な場合は酔い
止め薬を無料でご用意しております。

A 大型船なので
ほとんど揺れません

Q 船酔いは大丈夫？

335m

東京駅

348m

クァンタム・オブ・ザ・シーズ

オープン時間は決まっていますが、緊急時は24時間体制で対応いたします。
医師の診察を受ける場合は有料となります。また、お薬を処方してもらうには
必ず医師の診断が必要です。酔い止め薬は無料でお配りしているほか、鎮痛
剤や絆創膏は船内ショップにて販売しています。

A 船内には医師、看護士が常駐しています
Q 病気になったらどうしよう？

CRUISE Q&A
クルーズの疑問を解決します！

ジュニアスイート

ロイヤルロフトスイート

他にもロフトタイプや2部屋がある
上級クラスのスイート客室がございます。

スイート客室
についてはこち
らからご覧い
ただけます。

朝晩2回の清掃、24時間ルームサービス（一部有料）、テレビ、
電話、金庫、化粧台、室内温度調節器、タオル、ヘアドライヤー、
アメニティ（コンディショナー入りシャンプー、石鹸）、110Vおよび
220Vのコンセント。

客室設備

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、収納スペースは十分ございます。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。

収納スペース

1C 2C 4C

★ ★ ★

シャワールーム＆洗面所（イメージ）

収納スペース（イメージ）

※写真は全てイメージです。5 6



お問い合わせ・お申し込み

https://www.royalcaribbean.com （英語）
https://www.royalcaribbean.jp （日本語）
http://www.facebook.com/royalcaribbean.jp （Facebook）
http://www.instagram.com/royalcaribbeanjapan （Instagram）
http://twitter.com/rci_jp（Twitter）

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル　日本総代理店

株式会社 ミキ・ツーリスト

ロイヤル・カリビアン

R-03-2012004

クルーズカンパニー
〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル
大阪支店 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-16 アクア堂島NBFタワー4F
名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-17-28 CK15伏見ビル6F
福岡営業所 〒810-0001 福岡市中央区天神4-4-26 ベストアメニティ天神ビル4F

■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、国籍、住所、連絡先をお知らせ
ください。途中乗・下船をご希望の方は必ずお申し込み時に申告ください。

■途中乗下船（区間乗船） 乗・下船地の変更も可能です。但し日本
国内のみの乗船はできませんので必ず釜山を含めてください。途中乗下船の
場合でも料金の割引などはありません。また1室あたり65USドルの手数料が
かかります。

■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ご案内
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、バゲージタグを含みます）、日本語のクルーズガイドな
どが含まれています。

■乗船日 集合時間を最終書類でご案内します。最終乗船は出航の90分
前です。遅れた場合は予約取り消しとなり返金は致しかねます。ご乗船には下
船日に6ヶ月の残存があるパス ポートが必要です。東京出航の4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・カリビアンのリピー
ター会員（クラウン・アンド・アンカー）の番号をお持ちの方は登録ください、船内
で若干の会員特典を受けられます。

■お荷物宅配サービス 東京または横浜乗下船の方は、乗船時にはご自
宅からお客様の客室、下船時には港からお客様のご自宅にお荷物をお届けする宅
配サービス（有料）がありますので便利です。（途中乗下船港のサービスはありません）

■下船日について 下船日は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ご計画ください。

■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、ルームサービス（有料）などさまざまなお食事をご用意
しています。メインダイニングはお時間とお席が固定のトラディショナルダイニ
ング（2回制）と、お時間が自由なマイタイムダイニングがございます。お時間は
最終書類でご案内します。お時間のご希望は承りません。グランドスイート以

上のお客様は専用レストラン「コースタルキッチン」もご利用いただきます。

■アルコール アルコール飲料の持ち込みはできません。ただし、出航日
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。

■喫煙 客室のベランダを含め、指定エリア以外はすべて禁煙です。喫煙
は屋外デッキもしくはカジノの指定エリアでお願いします。

■寄港地観光 船会社設定の寄港地観光ツアーに参加いただくか、各自
自由にお過ごしください。各寄港地の帰船時間は出航の30～60分前までです。

■保険 クルーズ中の思わぬ事故、病気、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。

■スケジュールの変更 当パンフレットに記載の内容は2020年4月1
日現在のものです。現地のやむを得ない事情により、発着港、スケジュール、
寄港地や、出発・到着時間、船内プログラム、各種料金サービス等は予告な
しに変更される場合があります。これらの場合でも返金はありません。

クルーズのご案内

ご旅行条件

クルーズ代金（2名1室／お一人様）
内側 807～ 海側 870～ バルコニー 996～ スイート 1,353～

クルーズ代金（2名1室／お一人様）
内側 807～ 海側 870～ バルコニー 996～ スイート 1,353～

日次 寄港地 食事 入港 出港
1 東京または横浜 夕 17:00
2 終日クルージング 朝・昼・夕 ̶ ̶
3 室蘭 朝・昼・夕 08:00 19:00
4 函館 朝・昼・夕 08:00 18:00
5 秋田 朝・昼・夕 08:00 17:00
6 金沢 朝・昼・夕 09:00 18:00
7 境港 朝・昼・夕 09:00 17:00
8 釡山（プサン）［韓国］ 朝・昼・夕 07:00 16:00
9 熊本 朝・昼・夕 07:00 15:00
10 終日クルージング 朝・昼・夕 ̶ ̶
11 東京または横浜 朝 06:00

日次 寄港地 食事 入港 出港
1 東京または横浜 夕 17:00
2 終日クルージング 朝・昼・夕 ̶ ̶
3 青森 朝・昼・夕 08:00 18:00
4 函館 朝・昼・夕 08:00 18:00
5 秋田 朝・昼・夕 08:00 17:00
6 金沢 朝・昼・夕 09:00 18:00
7 境港 朝・昼・夕 08:00 17:00
8 釡山（プサン）［韓国］ 朝・昼・夕 07:00 15:00
9 鹿児島 朝・昼・夕 11:00 18:00
10 終日クルージング 朝・昼・夕 ̶ ̶
11 東京または横浜 朝 06:00

■出発地：東京または横浜　■食事：船内全食事付き（朝10回・昼9回・夕10回）　■コーディネーター・船内係員：船内では日本人コーディネーター、船内係員（英語対応）がお世話します。
■寄港地：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。　■クルーズ代金：ロイヤル・カリビアン・インターナショナルの代金は変動制です。ここに記載したクルーズ代金は2020年4月1日現在の代
金となります。客室をお一人で使用する場合、表示代金の200％となります。（1人用のお部屋を除く。）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の代金が適用されます。ただし3・4名1室として利用できる客室数には限り
があります。　■別途費用：予告なく変更になることがあります。増額された場合、旅行代金全額をお支払い後でも追加徴収させていただきます。　■途中乗下船：クルーズ代金の割引はありません。旅行日数にかかわらず全額
お支払いいただきます。なお、1室あたり65ドルの手数料を申し受けます。

クルーズ代金に寄港料275ドルが含まれます。別途268.16ドル（政府関連諸税、港湾施設使用料および国際
観光旅客税123.16ドル、船内チップ145ドル（グランドスイート以上は175ドル））が必要です。

クルーズ代金に寄港料275ドルが含まれます。別途247.34ドル（政府関連諸税、港湾施設使用料および国際
観光旅客税102.34ドル、船内チップ145ドル（グランドスイート以上175ドル））が必要です。

■乗船制限および未成年者・お身体の不自由な方の乗船
（1）18歳未満の方は18歳以上の方の同室が必要になります。ご両親または
法定後見人以外の方と同行の18歳未満のお子さまは両親の承諾書が必要
です。（2）未成年者と姓が異なる親が同行する場合は、戸籍謄本等（英文）の
証明書が必要です。（3）大人と同室の幼児、乳児もお一人様として人数に数
えられます。（4）乗船時に生後6カ月未満の乳児、妊娠7カ月（24週目）以降の
お客様はご乗船いただけません。妊娠24週未満のお客様は英文の診断書を
ご用意ください。（5）お身体の不自由な方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です。車いすをご利用の方は車いす対応客室
をリクエストにて承ります。ただし客室数に限りがあり、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。電動車いすをご持参の方は、折りたたみの可否、

■クルーズ代金 ロイヤル・カリビアン・インターナショナルは変動制代金を採用
しています。予約状況の変化にともない代金は変動します。またプロモーションコード
が複数あり、最新の条件は日本語ホームページでご確認ください。※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、港湾施
設使用料、および国際観光旅客税」とチップが必要です。クルーズ代金と合わせてお
支払いください。また税額は各国の取り決めにより予告なく変額されることがあります。

■お支払い 
◆デポジット（予約金）　予約確認後、お一人様500USドルをお支払いください。受
領後、正式予約となります。スイート客室をご利用または客室をお一人様でご利用の
場合はお一人様1,000USドルとなります。
◆残金お支払い期限　旅行開始日からさかのぼって75日前までに残金をお支払いくださ
い。残金お支払い期限以降の新規予約の場合は、予約確認後に代金全額をお支払い
いただきます。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。

※1：ご予約によってはデポジット返金不可の条件で購入されている場合があり
ます。その場合は取消料無料の期間はなく、予約と同時にデポジットの金額が
取消料となります。※2：クルーズ代金に「政府関連諸税、港湾施設使用料、
および国際観光旅客税」とチップは含まれません。※3：クルーズ代金の50％
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になります。※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。

■取消料
取消日 取消料（お一人様）

出航日の75日前まで 無料（※1）
出航日の74日前～45日前まで デポジットの金額
出航日の44日前～15日前まで クルーズ代金（※2）の50％（※3）

出航日の14日前以降 クルーズ代金（※2）の全額

サイズ、重量、バッテリータイプを事前にお知らせください。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。※車いすの貸出は
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。

■パスポート・査証・必要書類 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さまの責任で取得、
記入をお願いします。書類不備により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。

■記載内容について 当パンフレットに記載の内容は2020年4月1日
現在の情報を基準に作成しています。掲載内容は予告なしに変更になる場合
があります。船内プログラムやサービスの内容、利用料金等に変更があっても
払い戻し等の補償はいたしかねますのでご了承ください。また、天災地変や現
地の止むを得ない事情などにより、発着地、航路、寄港地などのスケジュールを
変更する場合がありますが払い戻しはいたしません。

Bコース

※途中乗下船について
乗船できる港：室蘭、函館、
秋田、金沢、境港、釜山
下船できる港：釜山、熊本

Aコース

出航日

2021年

4/
（日）5

出航日

※途中乗下船について
乗船できる港：青森、函館、
秋田、金沢、境港、釜山
下船できる港：釜山、鹿児島

2021年

4/
（木）15

春の日本周遊・韓国クルーズ10泊11日 途中乗下船も
できます。

東京

青森秋田

金沢
境港

鹿児島
熊本

釜山

函館
室蘭

Aコース
Bコース
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