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      あなたの世界を、あなた流で、 
人を豊かにする感動的な休日をお客様に提供したい。 

そんなご要望に、オーシャニア・クルーズはすべてお応えします。 

オーシャニア・クルーズのモットーは「Your World. Your Way」 

ゲストが求める世界を、それぞれの流儀で楽しんでいただける船旅です。 
 

 
 

• 洋上最高の美食 

 

• 追加料金なしでご利用いただけるオープンシーティングのスペシャリティ 

レストラン 

 

• グローバルに活躍する名シェフ ジャック・ペパン監修の絶品メニュー 

 

• 料理を通じて現地の魅力に浸れる「カリナリー ディスカバリー ツアーTM」な

ど充実した美食家向けのプログラム 

 

• 450 以上の人気ディスティネーションを網羅し、数々の賞に輝いたクルーズ航路 

 

• 停泊や深夜出航など訪問先の魅力を最大限に満喫できるプラン 

 

• 乗客数を 656 人または、1,210人に限定し、親密で贅沢な食事体験を実現 

 

• お客様一人ひとりに合わせた最高級のサービス 

 

• ジャケットやネクタイを着用しなくてよいエレガントながらカジュアルな雰囲

気。フォーマルナイトはありません。 

 

• 独自ブランドのアクアマール・スパ＆バイタリティーセンター 
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お荷物について 

船内にお持ちになるお荷物の重量・個数には特に制限はございません。ただし航空会社には制限がありますので、ご利用

の航空会社に確認してください。 一般的に、お一人様あたりの荷物の大きさは、長さ、高さおよび幅の値を合算した場

合、107 インチ（273cm）を超えないようにお願いします。個別のお荷物あたり、三辺の合計が 62 インチ（158cm）、重

量は 70 ポンド（31.75 kg）以内となります。 

また乗船までに、クルーズバケーションガイド冊子内のバゲージタグを荷物に付けて乗船ターミナルにてお荷物をお預け

ください。バゲージタグにある必要事項（お名前・船名・出港日・客室番号）に間違いがないかを必ずご確認をお願い致

します。パスポート、航空券類、現金・トラベラーズチェック・クレジットカード、宝飾品、常備薬などの貴重品は必

ず、身の回り品として別にお持ちください。また下船の際にご利用される様、１泊程度の小旅行用鞄をお持ちになると便

利です。 

 

服装 

日中の服装はカジュアルで結構です。観光などに適したリゾートスタイルの服装をお持ちください。ただし午後 6 時以降

は、エレガントなカントリーカジュアルが望ましいでしょう。午後 6 時以降のレストランではショートパンツやカジュア

ルなジーンズ、T シャツやベースボールキャップ、スニーカー類を含むカジュアルウェアはご遠慮ください。 

カントリークラブカジュアルとは、女性はおしゃれなワンピース、スカートとブラウスやセーター、ドレスパンツなどが

適当です。男性は最低限のスラックスと襟付きシャツの着用が原則で、ジャケットやネクタイは好みに応じて着用をお勧

めしております。 

 

 

  

  

           ご出発の前に 
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船内の通貨について 

船の通貨は米ドルで、船内では「キャッシュレスシステム」を採用しています。 

乗船時に、有効なクレジットカードの登録をお願いしております。 最終下船日の前夜、船内で利用されたサービスとご

購入品の明細書を各スイートにお届けします。お支払いは現金、、有効なクレジットカード（Visa、MasterCard、

American Express、Discover）で精算してください。トラベラーズチェック、デビットカードはご利用いただけません。

現金の場合はお一人様＄500をデポジットとしてお預けください。 

両替 ヨーロッパ航路では受付でユーロと交換していただけます。ユーロが使われていない目的地では外貨両替サービス

をご提供するか、または陸上での外貨両替サービスに関する状況をご提供するように最善を尽くします。すべての外貨両

替取引はお客様の船上アカウントに請求され、オーシャニアクルーズが請求する 5％の手数料も加算されます。 

キャッシングサービス ご登録クレジットカード 1 枚につき 1 日 500 ドルまでご利用でき、お客様の船上アカウントに請

求されます。またオーシャニアクルーズが請求する 5％の手数料も加算されます。 

最終下船日の前夜、船内で利用されたサービスとご購入品の明細書を各ステートルームにお届けします。お支払いは現

金、有効なクレジットカード（Visa、MasterCard、American Express、Discover）で精算してください。 

 

 

パスポート・ビザ・その他必要書類や予防接種について 

パスポート及びビザの用件、ならびに予防接種証明書及び健康面の用件に関する規則は、目的地により異なります。お選

びになった旅程に必要な、旅行及び健康に関する有効な書類を入手し所持しておくことは、各お客様の責任となります。

適切な書類をお持ちでないお客様には乗船が許可されません。その場合、オーシャニアクルーズにお支払いいただいたク

ルーズ料金や他の旅行要素の払い戻しは行われなせん。パスポートは旅行完了日より 6ヶ月以上の有効のものが必要で

す。お客様のパスポートに記載のお名前は、クルーズご予約のお名前と一致しなければなりません。 

 

 

海外旅行傷害保険 

ご旅行中のけが・病気、携行品の盗難、破損、不慮の事情による取り消しなど万が一の場合や、新型コロナウィルス感染

症に感染した場合に備え、陽性判定が出た時点から新型コロナの治療や旅行変更に対応する海外旅行保険への加入、また

週末の乗下船や航空便のご利用予定の場合の緊急連絡先の確保を強くお勧めしております。お手続きは、お申し込みの旅

行会社、または海外旅行傷害保険取扱店にお問い合わせください。 

 

持ち込み禁止物について 

船にお持ち込みいただけないものは主に、違法薬物、銃（レプリカ含）武器、刃物、大容量バッテリーなど。詳細は弊社

ウェブサイト What Not To Bring On Board のページをご参照ください。 
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オンライン チェックイン 

乗船前の手続きをより快適にするため、新たな手順を整えました。オンラインチェックインは乗船 21 から 3 日前の期間

にお客様自身で行っていただきます。オンラインチェックインでは登録情報の確認、お客様の写真・船内利用のクレジッ

トカード・チェックイン時間帯の登録（30 分おき）・ワクチン完了有無の登録と、安全ビデオの閲覧を行います。下記

の手順にそってオンラインチェックインを行って下さい。 

個人のメールアドレスとパスワードでマイアカウントを作成いただき、必要な手続きを行います。公式サイトから My 
Account へアクセスしていただくか、https://jp.oceaniacruises.com/login へ直接アクセスしてください。 

１． マイアカウントを作成し、ログイン後、マイアカウントのページへ接続されますので予約番号をご登録くださ

い。 
 

２． 登録しましたらお客様個人情報を入力していただきます。パスポートに記載されているお名前と一致している必

要がございますので、必ずご確認下さい。必要に応じて健康、安全、旅行情報などお客様に通知するために、有

効な E メールアドレスと携帯電話番号をご入力下さい。 
 
 

３． 次に健康と安全に関して・チケット約款健康と安全に関して・チケット約款を注意深くお読みいただき、２つの

チェックボックスに同意をしていただけたら保存して続行します。 
 

４． お客様個人情報であるゲスト・レジストレーションとオンラインチェックイン“CompleteOnlineCheck-in”（オンラ

インチェックインを完了）をクリック頂くき、個人情報が全て入力されている場合、“Complete”（完了）が表示

されます。顔写真登録へ進む前に、全てのお客様の個人情報の入力、健康と安全について、チケット約款を順に

完了させる必要があります。“Incomplete”（未完了）については、下矢印をクリックし、画面の手順に従って入

力を完了させます。全て入力が完了すると、乗船券が発券されます。乗船券は 24 時間以内にご登録のＥメール

アドレスにお送りいたします。 
 
 

５． セキュリティのための顔写真 お客様の顔写真をアップロードします。顔写真は乗下船の度に確認されます。全

ての要件を満たす顔写真がアップロードされたら、“Save“（保存）をクリックしてください。 
 

６． 安全に関するビデオ S O L AS 条約遵守のため、１分程度の短いビデオを全てご視聴ください。視聴が終わりまし

たら、ボックスにチェックを入れて保存し、次へお進みください。 
 
 

７． 港到着時間混雑を避けるため、乗船時間を調整させていただきます。港に到着されるお時間を、30 分間隔でご

選択いただき、保存してください。 
 

８． 乗船券の発券全員分の手順を全て完了すると、ご登録いただいたＥメールアドレス宛に乗船券が送信されます。

別のメールアドレスで受信したい場合は、全てのステップを完了後、メールアドレス登録の手順へ戻って新たな

メールアドレスをご登録ください。 

不明な点がございましたらお申し込みの旅行代理店へお問い合わせください。 

 

 

https://jp.oceaniacruises.com/login
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チェックイン 

乗船 21～3 日前の期間にお客様ご自身でオンラインチェックインを行っていただく必要がございます。上記のオンライン

チェックインをご一読下さい。 

オンラインチェックインの際にターミナルへの到着時間が選択されました。ご登録頂いたお時間にターミナルにご到着く

ださい。 

アメリカの港から出航するお客様は、航海の 2 時間前までに乗船する必要があります。これは、米国税関と国境保護の要

件を満たすために必須となります。他のすべての出航地では、出港時間の 1 時間 30 分前までにターミナルに到着をお済

ませください。 

ターミナルに到着しましたら、オンラインチェックイン後に登録された E メールアドレスに送付された乗船券を係員にご

提示いただき、パスポートをお預けください。引き換えにキーカード（ID カード）をお渡しします。このカードはルーム

キー、各寄港地での乗下船時の身元確認、船内で有料のサービスを利用した際の精算などに必要となりますので、船内で

は必ず携行してください。 

大きなお荷物は、必要事項が記入された荷物タグをお付けいただき、ターミナル内の指定の場所へお預けください。各お

部屋までお届けします。貴重品や身の回り品はお預けにならず、個別にお持ちください。 

 

避難訓練について 

お客様の安全確保のために、国際条約（SOLAS 条約）により乗船後２４時間以内の避難訓練実施が義務付けられておりま

す。オンラインチェックインの際、事前に S O L AS 条約遵守のための安全に関するビデオをご覧いただきました。乗船

後、お部屋のドアの裏に記載されている緊急避難場所を確認頂き、出航時間前までに指定の緊急避難場所にお向かいくだ

さい。緊急避難場所にて係員が待機しておりますので、係員にお部屋番号をお伝え下さい。 

 

料金に含まれるもの 

•無料のソフトドリンク、コーヒー、紅茶、水などの飲料（各レストラン、ミニバーなど） 

•無料のスペシャリティレストラン 

•無料無制限の WiFi 利用(１室につき１ID)  

•無料 24 時間ルームサービス 

••無料セルフランドリー 

•アーティストロフト（マリーナ、リビエラとワールドクルーズ中のインシグニア）、を含む様々な船内プログラムとエ

ンターテイメント 

 

 

 

 

         クルーズ中のご案内 
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喫煙について 

前方プールデッキの右舷側コーナーおよび後方ホライズンの左舷側コーナーに指定喫煙エリアを設けております。これら

のエリアは快適にお過ごしいただけるよう家具を備えており、飲食エリアの近くの便利な場所に位置しています。すべて

のステートルーム、スイート、ベランダ、および指定喫煙エリア以外の場所での喫煙は固く禁じられております。また電

子タバコは、指定喫煙所でのみご利用いただけます。 

  

通信機器のご利用について(WIFI） 

 船内全域においてワイヤレスインターネットサービスが利用可能です。 衛星通信システムを利用してアクセスが提供さ

れるため、 サービスと速度は寄港地ごとに異なります。 Skype、YouTube、MagicJack などの帯域幅の重いアプリケーシ

ョンは、船内ではご利用いただけない場合があります。オセアニア＠シー インターネットカフェ内でも PC をご利用いた

だけます。 

航行中、自分の携帯電話を使用して通話、テキストメッセージ、およびデータサービスの送受信を行うことができます。

また船の無線アクセスではなく携帯通信会社のネットワーク（たとえば 4G）を介してインターネットにアクセスするモ

バイルデバイスを利用している場合、携帯電話の使用と同様、国際ローミング料金が適用されます。すべての費用は、携

帯電話会社を通じて直接請求され、船からは請求されません。  

 

 

洗濯について 

R クラスの船 - ランドリールームの入り口はステートルーム 7076 の向かいにあります。  

セルフサービスのランドリー施設には、洗濯機 4 台、乾燥機 4 台、アイロン 2 台とアイロン台、無料の洗濯洗剤がありま

す。洗濯機と乾燥機の利用は無料です。ランドリールームは毎日午前 7 時から午後 10 時までご利用いただけます。 

 

O クラスの船 - お客様用ランドリールームはデッキ 7～11にあります。各デッキのランドリールームのドアはすべて左

舷にあります。ランドリールームの出入口は一つのみです。O クラスの船のランドリールームには、洗濯機 3 台、乾燥機

3 台、アイロン台と無料の洗濯洗剤があります。またドライクリーニングサービスもございますので、クローゼットの中

にあるランドリーバックに洗濯物を入れ、備え付けの用紙に記載し、担当の客室担当にご依頼ください。ランドリーはク

リーニング後、翌日にお部屋にお持ちします。 

コンシェルジュレベル以上をご利用のお客様は、3 袋まで（1 室、1 袋につき 20 点まで）のランドリーサービスを特典と

してご利用いただけます。詳しくは客室担当にお尋ねください。 

 

                                アルコールについて 

アルコール飲料の販売・消費は 21 歳以上のお客様に限らせていただきます。クルーズ開始時に、ステートルームやスイ

ートでお飲みいただくためのワインを、ステートルーム 1室あたり 3 本まで船上にお持ち込みいただけます。クルーズ中

に寄港地でご購入になった 3本を超えるワインについては、クルーズ終了までお預かりいたします。 
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電源について 

客室内のコンセントは日本と同型の 110V のコンセントとヨーロッパ型の 220V のコンセント（丸ピンタイプ）の両方が備

え付けられております。保安上の理由で、室内ではアイロンと変圧器、備え付け以外のドライヤーの使用は禁止されてい

ます。 

チップについて 

お客様の便宜を考え、チップは自動的にお客様の船上アカウントに加算されます。  

• ステートルームにご滞在のお客様には、1 名様あたり 1 日 16.00 ドルのチップが加算されます。 

• バトラーサービスが付いたペントハウス、オーシャニア、ビスタ、またはオーナーズ スイートにご滞在のお客

様には、1 名様あたり 1 日 23.00 ドルのチップが加算されます。 

• さらに、お飲み物のご購入、スパサービス、ラ レゼルブでのディナーには自動的に 18%のサービスチップが加

算されます。航海中はお客様独自の判断でチップの金額を調節していただけます。 

船内新聞（Currents） 

大切な情報、船内でのイベント、サービス、エンターティメント、寄港地観光の情報、レストランのオープン時間、避難

訓練、乗船/下船など船内生活に必要不可欠な情報を網羅している船内新聞「Currents（カレンツ）」を毎晩お客様のお

部屋にお届けいたします。陸上での緊急連絡先であるポートエージェントの情報も記載されていますので、乗船中、寄港

地での陸上滞在中も欠かさず携帯されることをお勧めいたします。 

チェックアウト 

下船アンケート 

下船の数日前に港からの移動手段や航空機スケジュール確認のためのアンケートがお客様のお部屋に配布されます。ご自

身の情報を記入の上、指定の日時までにレセプションにご提出ください。港～空港などへの送迎手配（有料）をご希望の

方は、事前に手配済みの場合でも該当欄にチェックを入れてください。 

船内会計明細 

船内会計明細がお部屋に入りますので内容をご確認ください。特に明細に問題がなければご登録のクレジットカードにて

自動で精算処理されます。明細に相違があった場合には下船日の朝 7：30 までにレセプションにお越しください。 

現金での精算をご希望の場合は、レセプションにお立ち寄りいただく必要があります。なお、現金でのご精算の場合は

USD の現金が必要になります。下船日の朝 7：30 までにレセプションにてご精算ください。 

荷物  

下船前日にバゲージタグが配布されますので預け荷物にそのタグを付け、荷造りを行い 10：00PM までにドアの外におい

て置いてください。スタッフが夜の間にお荷物を回収し、クルーズのターミナルに運びます。薬や着替え、洗面道具など

翌日必要になるものはスーツケースには入れず、1 泊程度の小旅行用の荷物鞄を別にお持ちになると便利です。 

下船 

下船日は 8：00AM までにお部屋を退出くださいますようお願い致します。下船時間はバゲージタグの色により異なりま

す。下船開始は船内アナウンスされますのでお聞き逃しのないようご注意ください。アナウンスがあるまではパブリック

スペースなどでお過ごしください。アナウンスがありましたらクルーズカードをご準備いただき、下船口までお進みくだ

さい。最終下船時刻は 9:00AMとなります。 

最終日には、到着予定時刻の直後から下船を開始する予定ですが、港から空港が近い場合でも到着予定時間から 4 時間以

内のフライトのご利用はお勧めできません。  
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「洋上の最高級料理」の提供を可能にする伝説的なシェフであるジャック・ぺパン氏の監修料理を思う存分お楽しみくだ

さい。オーシャニアクルーズでは全てのレストランがオープンシーティングレストランとなっており、お好きな時に大切

な方とお食事を楽しみいただけます。どのレストランをお選びいただいても追加料金は不要です。それぞれの個性あふれ

るレストランをすべてのお客様がご体験いただけるよう、各スペシャルレストランでのディナーの事前ご予約は 1 回づつ

とさせていただきます。お飲み物に関しては、ミネラルウォーター、ソフトドリンク、各種コーヒー類、アイスティ

ー、ジュース等はいつでも無料でお楽しみいただけます。 

 

■グランドダイニングルーム（Grand Dining Room） 

ヨーロッパの名門 5 つ星ホテルのレストランが持つ、威

厳を保ちながらも楽しい雰囲気を再現しています。セン

スよくまとめられた広いダイニングエリアは、クラシッ

クな雰囲気をかもし出しています。テーブルはボーンチ

ャイナ、きらめくリーデルのクリスタル食器、輝くシル

バー食器、上質のコットンリネンで美しく飾っていま

す。メニューは毎日替わり、ディナーには少なくとも 10

の前菜、スープ、サラダ、そして 12 以上の素晴らしいア

ントレのチョイスをご用意しています。またキャニオン

ランチスパとコラボレーションしたグルメビーガンメニ

ューも提供しております。 

朝食、昼食、夕食にご利用いただけます。ご予約は不要

です 

 

■テラスカフェ（Terrace Café） 

カジュアルで気楽な雰囲気のテラス カフェは、いつ訪れ

ても居心地のよい場所。屋内で、あるいは外に出て日陰

のテラスに置かれたチーク材のテーブルでお食事をお楽

しみください。朝一番には、おいしい朝食のセレクショ

ンが食欲をそそります。昼食時には国際色豊かな料理の

幅広いメニューに変身し、風味豊かなロースト肉やロテ

ィスリーで焼かれた肉、そしてピッツァリアの釜から魔

法のように取り出される料理もお召し上がりいただけま

す。夕食時にはロブスターテールとラムチョップはご注

文を受けてから調理され、ていねいにカットされた新鮮

な寿司と刺身がお客様に選ばれるのを待っています。キ

ャニオンランチスパとコラボレーションしたグルメビー

ガンメニューも提供しております。 

朝食、昼食、夕食にご利用いただけます。ご予約は不要

です

 

 

         

  

          お食事について 
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■ウェイブスグリル（Waves Grill） 

カジュアルなアメリカンダイニングが究極の贅沢になる

こともあります。ウェーブズ グリルはそんなリラックス

したスタイルを誇るレストランです。グルメバーガーや

フレッシュサラダのほかスムージーや、コールドプレス

ジュース、エナジーボールなどヘルシーなお食事やお飲

み物もご用意しております。 

昼食と午後のダイニングにのみご利用いただけます。 

ご予約は不要です。 

 

 

■バリスタス（Baristas） 

この居心地よいコーヒーバーは、マリーナとリビエラで

でデビューしてからコーヒー好きには人気の場所でした

が、この度、レガッタ、インシグニア、ノーティカ、シ
ィレーナでもオープンし、スターバリスタが淹れた illy

のエスプレッソやカプチーノ、ラテをいつでも無料でお

楽しみいただけるようになりました。また、おいしいペ

ーストリーや一口サンド、自家製ビスコッティなどもご

用意しております。 

毎日、夕刻の早い時間までオープン。ご予約は不要です。 

■ポロ グリル（Polo Grill） 

ポログリルは伝統的なステーキハウスのすべての要素を

併せ持ち、その時を超えた美しさを表現しています。各

コースには時を超えた人気料理が並びます。特に牛肉料

理には USDA プライムビーフを使用しており、28 日かけ

て乾燥熟成して柔らかさと風味を出しています。メカジ

キのグリル、メイン州産ロブスターのグラタンなど、ジ

ューシーなシーフード料理も変わらぬ人気を誇ります。

クラシック シーザー サラダも伝統に従い、テーブルサ

イドで心をこめて調理されます。 

マリーナ、リビエラ、レガッタ、インシグニア、ノーテ

ィカの船上でディナーにご利用いただけます。ご予約が

必要です。  

     

■トスカーナ（Toscana） 

巧みな技術で調理され、エレガントなカスタムデザイン

のヴェルサーチの皿に盛られた料理には、トスカーナの

エッセンスが漂い、イタリアの料理に対する情熱が現れ

ています。まずは、オリーブオイルの目利きが厳選した

オリーブオイルメニューの中からお好みのものをチョイ

スしてください。ジェノバ風ミネストローネ、ボローニ

ャ風ラザニア アル フォルノ、ミラノ風オッソ ブーコな

ど、北イタリアの他の地域に伝わる伝統料理もご用意し

ています。 

マリーナ、リビエラ、レガッタ、インシグニア、ノーテ
ィカの船上でディナーにご利用いただけます。ご予約が

必要です。 
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■レッドジンジャー（Red Ginger） 

パワフルなアジア料理レストラン。黒檀、心落ち着く滝

の壁、目を奪うモダンなアジアのアート作品が特徴の豪

華なデザインに負けず、レッドジンジャーのシェフは、

アジアの伝統料理にモダンな工夫を加えることに成功し

ました。前菜には、スパイシー ロースト ダックとスイ

カ、カシュ－、ミント、タイバジルのサラダをどうぞ。

マレーシア風ビーフ ペナンカレーのココナッツライスと

パラサ ロティ添えや、さつまいも、なす、きのこ、バジ

ルをグリーンカレーソースで和えたタイ風野菜カレーは

いかがですか。レッドジンジャーの料理は、見た目でも

味でもご満足いただけること間違いありません。 

マリーナ、リビエラ、シィレーナの船上でディナーにご
利用いただけます。ご予約が必要です。 

 

■ジャック（Jacques） 

パリのビストロをイメージしたフランス料理レストラ

ン。パリのビストロをモデルにしており、代々受け継が

れたアンティーク家具、酸洗木材の家具、ジャック・ペ

パンの個人コレクションからのアート作品で贅沢に飾ら

れています。赤く輝くロティスリーではチキン、ダッ

ク、豚肉、牛肉、子牛肉がゆっくりとローストされ、お

いしいアロマが漂います。どの料理も、マスターシェ

フ、ジャック・ペパンの創意工夫が加わった伝統料理で

まさに「マニフィーク（最高）」。 

マリーナおよびリビエラの船上でディナーにご利用いた

だけます。ご予約が必要です。 

 

 

■タスカン ステーキ（Tuscan Steak） 

シィレーナではポログリルのクラシックな雰囲気を維持

しながら、トスカーナの家庭の温かさが漂うイタリア料

理を提供するタスカンステーキをお楽しみください。こ

のレストランでは、ポログリルのステーキやシーフード

に加えトスカーナのロブスターグラタンやリングイネチ

ョッピーノまでお楽しみいただけます。 

シィレーナの船上でディナーにご利用いただけます。ご

予約が必要です。 

 

 

■ジャックビストロ（Jacques Bistro） 

シィレーナのグランド ダイニングルームは、毎日昼食時

には伝統的なフランス料理をお出しするジャックビスト

ロへと驚きの変身を遂げます。ジャック ビストロは、当

社のエグゼクティブ キュリナリー ディレクター、ジャ

ック・ペパンの家庭に伝わるレシピからヒントを得た、

フランス料理のエッセンスが漂う伝統的な料理を取り揃

えております。 

シィレーナの船上で昼食にご利用いただけます。ご予約
は不要です。
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■ラ・レゼルブ（La Reserve） 

オーシャニア クルーズでは、ラ レゼルブとワイン愛好

家に人気の雑誌『ワイン スペクテーター』誌との素晴

らしいコラボレーションでお食事にぴったりなワインを

あわせたペアリングをご提供致します。この完璧なペア

リングによって、当クルーズの食事体験をよりいっそう

ご堪能いただけることでしょう。 

マリーナおよびリビエラの船上でのみディナーにご利用

いただけます。ご予約が必要です。下記料金はお一人様

料金、20％のサービス料が含まれています。                

Odyssey Menu, La Cuisine Bourgeoise Menu $114.00  

Dom Perignon Experience $354.00 

 

 

■プリベー（Privee） 

10 名様までの大切なゲストをお迎えしてのプライベー

トパーティなら、船上の高級ダイニング会場、プリベー

をぜひご利用ください。ベニーニの黄金のシャンデリア

に照らされ、有名デザイナー、ダコタ・ジャクソンによ

るカスタムメイドのテーブルにおかれた料理の魔法をご

覧ください。ポロ・グリルもしくはトスカーナのコース

から、または両方を組み合わせたコースを、いくつでも

お選びいただけます。 

マリーナとリビエラの船上でのみご利用可能ご予約が必
要です。予約が必要です。サーチャージが 1 室につき
＄300 が適用されます。 

 

 

■ルームサービス 

幅広い種類のルームサービスメニューメニューを24時間いつでもご利用いただけます。プライベートなベランダで、美し

い海の風景を眺めながら朝食、昼食、または夕食をお楽しみください。 

コンシェルジュレベル以上をご利用の方は、 

グランドダイニングからランチとディナーのコースを取り寄せることができます。 

ペントハウススイート以上をご利用の方は、 

スペシャリティレストランのメニューをお部屋で楽しむことができます。 

詳しくはバトラーにお申し付けください。 

 

 

 

■アクアマールスパ＆バイタリティーセンター（AQUAMAR SPA + VAITALITY CENTER） 

様々な側面からお客様のウエルネスをサポートする為に、多彩なプログラムやサービス、エクスペリエンスをご用意して

います。活力を引き出すトリートメントやヒーリングセラピー、輝きを取り戻すメディスパサービス（マリーナ、リビエ

ラ、ビスタ限定）、栄養学やライフスタイルに関するご相談、スチームルーム、サウナ、フィットネストラック、サロ

ン、バーバーサービスなどございます。 

ウエルネスについて 
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コンシェルジュレベル以上のお客様はアクアマールスパにあるスパテラス＆プール、スチームルーム＆サウナを無料＆無

制限にご利用いただくことができます。コンシェルジュレベル以下のお客様は有料にて船上でスパテラスディパスをご購

入いただくか、スパ。トリートメントをご利用いただくと無料でご利用いただけます。 

■フィットネスセンター（Complimentary Fitness Center） 

アクアマールスパ＆バイタリティーセンター内にあるフィットネスセンターをご利用いただけます。キネシス エクササ

イズウォールを含む様々なトレーニングマシーン、LCD モニターのついたトレッドミルなど様々なフィットネスマシーン

がございます。またフィットネスセンターでは無料のヨガクラス、ピラティスクラス、ストレッチクラスなど様々なフィ

ットネスクラスをご利用いただけます。 

 

■カジノ 

リールスロット、ビデオスロット、ビデオポーカーなどバラエティに富んだマシンなどをご利用いただけます。ステート

ルームのキーカードを使うことにより、お好みのゲームやカジノのキャッシャーから、お客様の船上アカウントにゲーム

代が直接請求されます。手数料、1 日あたりの制限およびクルーズあたりの制限が適用されます。ユーロはカジノの窓口

で両替できますが、両替手数料がかかります。すべてのゲームは米ドルで行われます。なお、停泊中は休業となります。 

 

■バー＆ラウンジ 

マティーニス 

マティーニスでは、名前の由来となっている有名なカクテルのさまざまなバリエーションを、ピアノのライブ演奏付き紳

士社交クラブのような親密感のある環境の中でご提供しています。 

グランド バー 

グルメ料理を味わう前に、グランド バーの華やかで陽気な雰囲気の中で、希少なヴィンテージワインやお好きなカクテ

ルに舌鼓を売ったり、新しく知り合ったご友人との歓談を楽しみませんか。 

ラウンジ 

ヘッドラインアクトからコメディアン、手品師、陽気なジャズアンサンブルまで、ラウンジはオーシャニア クルーズの

夜のエンターテインメントの中心です。 

ホライズンズ 

毎日午後 4 時からアフタヌーンティーがお楽しみいただけます。弦楽四十奏が奏でるクラッシック音楽がやさしく流れる

中、新鮮なフィンガーサンドイッチやカラフルなプチロール、などを四段重ねのペイストリーカートに載せてスタッフが

テーブルまでお運びします。夜には生演奏にあわせてダンスや、カラオケはいかがでしょうか。 

■ショッピング 

3 つのスタイリッシュなブティックには、雑貨からデザイナー カジュアルウェアまで、さまざまなアイテムをご用意し

ています。ジュエリー、香水、オーシャニア クルーズのロゴ入りウェアなど、種類豊富な免税商品を見て回りましょ

う。 

■カリナリーセンター 

マリーナとリビエラ船上のカリナリーセンターは洋上初の実践型クッキングスクール。最先端の学習キッチンに備えられ

た、設備の整ったワークステーションで、バラエティに富んだおいしい料理の作り方を教えます。世界各国のマスターシ

エンターティメントについて 
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ェフが料理の腕を上げるためのガイダンスとインスピレーションを伝授しますが、料理を作るのは参加者ご自身。   

料理への探求心をさらに一歩進める料理発見ツアーにも参加しませんか。一部の寄港地でインストラクターのシェフに同

行して、地元マーケットで新鮮な食材を購入したり、本格的な郷土料理をシェフが選んだレストランや一般家庭で味わう

チャンスもあります。（マリーナ/リビエラのみ。有料） 

■アーティストロフト 

才能あふれる常駐アーティストがていねいに指導するアート＆クラフト教室を開催しています。指導を受けながら、油絵

や水彩画、スケッチ画、コラージュなどを創作しませんか。コースは常に変わりますので、マスターの指導によって腕が

めきめき上達することでしょう。 

 

寄港地に到着したら、下船についてのアナウンスがあるまでお待ちください。各港での出航時間やポートエージェント情

報は船内新聞「Currents（カレンツ）」をご参照ください。乗下船の際には、船の出入り口にてお客様の出入りの管理の

ため「オーシャニアクルーズワールドカード」の提示とセキュリティチェックをお受けいただきます。また、寄港地では

乗船時間の遅くとも 30 分前には船にお戻りいただけますようお願い致します。何らかの事情により出航時間に間に合わ

ず、乗船できなかった場合にはお客様のご負担にて次の寄港地までお越しいただきますのでご注意くださいますようお願

い致します。 

■寄港地観光 

寄港地観光は特別記載がない限りすべて英語ガイドで催行されます。ご予約の方法は船上予約及び事前予約にて承ってお

り、事前予約の場合、出航の 180 日前（コンシェルジュレベル以上/Your World Collection 購入者/Unlimited Passport 

Collection 購入者のみ）または 120 日前から 3 日前までご予約可能です。事前予約の場合はご予約と同時にお支払いが

必要となります。寄港地観光を事前に予約された場合、出航 36 時間を切るとキャンセルはできません。寄港地観光の料

金は船内アカウントにチャージされます。 

Your World Collection＝複数の寄港地観光を事前に購入いただくと 25％OFF となるプログラム（条件はクルーズにより

異なります） 

Unlimited Passport Collection アンリミテッド・パスポート・コレクションは、航海中の寄港地観光が無制限で、寄

港地の魅力を余すところなく体験できるサービスです。船内料金の最大 40％オフで、様々なエクスカーションからお選

びいただけます。さらに、このコレクションをご購入いただくと、オーシャニア・セレクトおよびオーシャニア・エクス

クルーシブ・ツアーが大幅に割引される特典もあります。 

                ※内容は予告なく変更されることがございます。 

オーシャニア・クルーズ 日本事務所 

jp.oceaniacruises.com 
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