ご旅行条件（抜粋） Terms and Conditions

GENERAL INFORMATION
乗船ガイド

エレガント・
カジュアル

女性：スカート/スラックスにブラウス/セーター
男性：スラックスに襟付きシャツ
（ジャケットは任意）

※パブリックスペースでの、ジーンズ、Tシャツ、野球帽、半ズボン、スニーカー、
バスローブの着用はご遠慮ください
フォーマル・
オプショナル

女性：イブニング・ドレスやカクテル・ドレス
男性：タキシード、ディナージャケット、ダークスーツ（ネクタイ要）

任意（オプショナル）
でドレスアップをしてお過ごしください
※通常、15 泊以下のクルーズは毎日「エレガント・カジュアル」となり、16 泊以上のクル
ーズで2 回の「フォーマル・オプショナル」がございます。ワールド・クルーズなどのロン
グクルーズでは異なる場合がございます。リージェント・セブンシーズ・クルーズ社のホ
ームページ（http://www.rssc.com/）
でご確認いただけます。
※ドレスコードにかかわらず、夕食時、ビュッフェレストランには
「エレガント・カジュアル」
で、予約制のスペシャリティ・レストランにはインフォーマル、またはフォーマルな服装

船内でのお支払い
●船内通貨は米ドルです。
●ご乗船の際にクレジットカード
（アメリカン・エキスプレス、
マスターカード、
ビザ）のご登録をお願いしております。特にお申し出がない限り、下船日の
前夜にスイートルームにお届けします船内会計の明細をもとにお引き落と
しをいたします。他にも、現金・トラベラーズチェックでもお支払いいただ
けます。

チップ
●船内のチップはクルーズ代金に含まれておりますので、お支払いの必要は
ございません。

スイートルーム

電源
●各スイートルームには、110ボルト
（日本と同タイプ）
と220ボルト
（ヨーロ
ッパ丸ピンタイプ）
の両方が備え付けられています。
●ヘアードライヤーは全室にございます。

貴重品

SEVEN

SEAS

CRUISES

●スイートルームのウォークイン・クローゼットの中にセーフティーボックス
がございますので、ご利用ください。現金、貴金属、カメラ、双眼鏡、重要書
類、その他個人的な所持品の紛失について、リージェント・セブンシーズ・
クルーズ社は責任を負いません。

REGENT

スパと美容室
●キャニオン・ランチのスパでは、お客様のニーズにお応えすべく様々なメニ
ューを取り揃えております。ドレスにお似合いのヘアースタイルへのセット
はもちろんのこと、マッサージ、アロマテラピー、サウナ、その他のトリート
メントをご利用いただけます。終日航海日は混み合いますので、乗船後お
早めのご予約をおすすめいたします。

フィットネスルームとプール
●フィットネスルームには各種トレーニング機器を備えております。エアロビ・
スタジオでは、ヨガやピラティスのプログラムをご用意しております。他にも
プールはもちろん、卓球、パドル・テニス、ジョギング・トラックで汗を流す
こともできます。

ブティック

でそれぞれお越しください。
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パブリックスペースと各種サービス

●免税のブランド製品やリージェント・セブンシーズ・クルーズのロゴグッズ、
生活雑貨等をご購入いただけます。
●寄港中は規定により営業しておりません。

カジノ
●ブラックジャック、ポーカー、ルーレット、スロットマシン等でお楽しみいた
だけます。
● 18 歳未満のお客様のご入場をお断りしております。また、寄港中は規定に
より営業しておりません。

ランドリー
●ランドリー、プレス、ドライクリーニングのサービスは、スチュワーデスにお
申し付けください（有料）。無料でご利用いただけるセルフランドリーもござ
います。

医療サービス
●船内のメディカルセンターでは、24 時間体制で医師と看護士が対応しま
す。この施設は、恒常的な疾病に対応するものではありません。ご乗船にあ
たり特別の治療や治療器具が必要な場合は、ご予約の際にお申し出くだ
さい。

電話
●スイートルームの電話より船内・船外への通話が可能です。船外への通話
料（約＄6.50/ 分）は乗船時に登録されたクレジットカードよりお引き落とし
がされます。衛星通信を利用するため、つながりにくいことがございます。
● Wireless Maritime Service とロー ミング 契 約 している GSM または
CDMA の携帯電話は、船内でご利用いただけます。通常の通話料より高
額となりますのでご注意ください（詳しくはご契約の携帯電話会社にお問
い合わせください）。

郵便
●船より郵便をご利用になりたい方はレセプションにお申し付けください（有
料）。船のハガキもございます。

12 歳未満の
お客様

A-Hカテゴリー
上記以外
全カテゴリー

Hカテゴリーの
クルーズ代金の50％
Hカテゴリーのクルーズ代金
Hカテゴリーの
クルーズ代金の50％

記念日

ご注意点

喫煙
●スイートルーム
（バルコニー含む）
での喫煙はご遠慮ください。
●船内には、シガールームやプール・デッキの一部など、喫煙が可能な場所
をご用意しております。喫煙場所には灰皿が置いてあります。

ペット
●いかなる場合もペットはお断りします。

※151日前までのお取り消しの場合にかかる取消料は、次
回ご乗船時の船内クレジットに振替が可能です。

5. 予約変更

●乗船書類発行後のクルーズ、ホテル /ランド・プログラム
の変更に対して、その都度お一人様＄100を申し受けます。
また、同伴の方の名義変更が必要な場合は、お問い合わせ
ください。ただし、乗船書類発行後の名義変更は一切いた
しかねます。

2. 変更について

6. 必要書類

●リージェント・セブンシーズ・クルーズ社は、当パンフレッ
トに記載された事項を遂行することに全力を尽くしますが、
すべての事項において変更せざるを得ない場合があります
ので、ご了承ください。
●パンフレットに表示されたクルーズ代金はパンフレット作
成時のものです。リージェント・セブンシーズ・クルーズ社
は、燃料コスト、物価、為替などの変動に伴い、すべての代
金を変更する権利を有します。
●また、スケジュールは予告なしに変更になる場合がござ
います。天候やその他不可抗力により、出入港時間や寄港
地を変更することがございます。また、チャーターやその他
のやむを得ない理由により、当パンフレットに記載されたコ
ースを取り消しまたは延期する場合がございます。これらの
場合に生じた損害や損失などに対する責任は一切負いか
ねます。

●パスポートや訪問国の査証その他必要書類については、
お客様の責任で取得していただくことになります。取得方
法はお近くの旅行会社にご相談ください。パスポートの残
存有効期間は、下船日より6ヶ月以上必要です。渡航先に
よっては、予防接種等の、健康状態に関する書類が必要
な場合もございます。なお、これらの必要書類に不備がある
場合は、乗船できません。その際の返金は一切いたしかね
ます。

3. 予約金と残金のお支払い

●ご予約にあたり、お一人様あたりクルーズ代金の15％
（26 泊以上のクルーズの場合は20％）の予約金をいただ
きます。指定日までに予約金が支払われない場合、そのご
予約は取り消される場合がございます。
●クルーズ代金の残金は、出発日の90日前（26 泊以上の
クルーズの場合は150日前）までにお支払いいただきます。
その期日までにお支払いがなされない場合、ご予約が取り
消されたものとみなされることがございます。
●クルーズ出発日の前日から起算して30日前以降のご予
約については、ご予約が成立した日から3 営業日以内にク
ルーズ代金の全額をお支払いいただきます。
●なお、予約金もしくはクルーズ代金全額のお支払いをも
ってして、すべてのご旅行条件に同意されたものとみなされ
ます。

●すべてのお取り消しは、書面にて行われる必要がござい
ます。その書面が受理された日を契約解除の日とし、次の
通り取消料をいただきます。なお、チケットの紛失、不使用
（全て/ 一部に関わらず）に対する払い戻しはお受けできま
せんので、ご了承ください。
契約解除の日
出発日の前日より起算して
121日前まで
出発日の前日より起算して
120日前〜 91日前まで
出発日の前日より起算して
90日前〜 51日前まで
出発日の前日より起算して
50日前〜 31日前まで
出発日の前日より起算して
30日前以降

7. お子様の乗船

● 21 歳未満のお子様は、21 歳以上の保護者の同伴が必
要です（親権者ではない者が保護者となる場合は別途手
続きが必要となります）。また、1 歳未満のご乗船はお受け
できません。なお、お子様の乗船者数を制限する場合がご
ざいます。

8. 健康状態の告知義務
●身体に障害をお持ちの方、または特別治療を要する方
は、ご予約時にその旨をお申し出ください。可能な限りのお
世話をいたしますが、この通知義務を怠った時は乗船を拒
否される場合がございます。
●車椅子をご利用の方は予約時にお申し出ください。乗船
には、付き添いの方の同乗が必要です。車椅子は各自ご用
意願います。また、寄港地によっては、車椅子での乗下船
が難しい場合がございますので、ご了承ください。
●乗船時妊娠 6ヶ月以上の方の予約をお受けできません。
また、6ヶ月未満の場合でも、医師の診断書の提出が必要
となります。
●食餌療法上、特別食を希望される方は、出港の60日前
までにお申し出ください。

9. 寄港地観光（オプショナルツアー）

4. 取消料と払い戻し

●誕生日、結婚記念日を迎える方やハネムーンの方はぜひお申し出ください。
ささやかながらお祝いをさせていただきます（乗船日の4 週間前までにお申
し出ください）。

コミュニケーション

12 歳以上の
お客様

お一人様あたり、
クルーズ代金の25％
お一人様あたり、
クルーズ代金の50％
お一人様あたり、
クルーズ代金の75％
お一人様あたり、
クルーズ代金の100％

取消料

●各寄港地では、寄港地観光（オプショナルツアー）をご
用意しております。お申し込みは出港前、または船内でお
受け致します。最少催行人員に達しない場合等、予定の寄
港地観光を実施しない場合がございます。乗船後にご確認
ください。また、2010 年よりほとんどの寄港地観光を無料
でご利用いただけます。一部追加代金の必要なものがござ
います。

1 件あたり＄200（※）

10. 乗船書類

お一人様あたり、
クルーズ代金の15％
お一人様あたり、
クルーズ代金の50％
お一人様あたり、
クルーズ代金の70％
お一人様あたり、
クルーズ代金の100%

●乗船書類は、クルーズ代金全額のお支払いがなされ、ゲ
スト・インフォメーション・フォーム
（お伺い書）記載の必要
事項をいただいての発送となります。通常、出港日の2 〜 3
週間前となります。
●乗船書類の諸規定は、お客様とリージェント・セブンシ
ーズ・クルーズ社との合意書であり、拘束力のある契約の
証です。この乗船書類を受領されることは、乗船書類に記
載されたこれらの規定に同意することを意味します。これら
の規定は、いかなる口頭、または書面による表明にも優先
されます。また、乗船書類の売却および譲渡はできません。

※121日前までのお取り消しの場合にかかる取消料は、次
回ご乗船時の船内クレジットに振替が可能です。

12. 荷物
●船内へのお荷物の数量・重量の制限は特にございません
が、クルーズの前後に航空機をご利用になる場合は、その
航空会社の規定を必ずご確認ください。
●すべてのお荷物に、お名前・船名・出港日を記したタッグ
をお付けください。また、お荷物の紛失、破損等に対する責
任は負いかねます。

13. 寄港地での訪問客
●乗船中のお客様ならびに本船の安全を図るため、寄港
地での船内への訪問客を原則として禁止しております。特
別なご希望のある場合は、出港日の30日前までにお申し出
下さい。

14. 旅行保険
●ご旅行中の盗難、病気、お荷物の破損等万一の事故に
備えて、ご出発前に旅行保険へのご加入をお勧めいたしま
す。

15. 他社によって提供されるサービス
●乗船時間外に起こった事故、損失、損害等に対する責
任は、いかなる場合も一切負いかねます。
●寄港地観光（オプショナルツアー）、ホテル、飛行機、そ
の他すべてのトランスファー等は、すべて現地の独立業者
が運営しており、リージェント・セブンシーズ・クルーズ社
はこれらの代行販売者にすぎません。リージェント・セブン
シーズ・クルーズ社を通してご予約をされた場合でも、これ
らのサービス/ 施設を利用中、または関連して起きた全ての
事故、損失、損害等について、サービス/ 施設を提供する第
三者 / 団体の過失の有無に関わらず、いかなる場合もリー
ジェント・セブンシーズ・クルーズ社、そのオーナー、代理
店、代理人に責任を負いかねますので、ご了承ください。ま
た、これらの独立業者のサービスの質や条件、ホテル / 施設
の清潔度、全てのトランスファーの遅延に関しても一切責
任を負いかねます。

16. ホテル /ランド・プログラム

●ご予約時、または出港 30日前までにご利用のフライト情
報をお知らせください。また、送迎の手配の関係上、フライ
ト情報に変更があった際もお知らせください。変更のご連
絡がなく、手配済みの送迎をご利用いただけなかった場合
は100％の取消料を申し受けます。
●ホテル・プログラムは開始日の前日より起算して45日前
より、ランド・プログラム
（観光付プログラム）
は開始日の前
日より起算して60日前より取消料がかかります。この場合
100％の取消料がかかります。
●リージェント・セブンシーズ・クルーズ社は、ホテルを同
等クラスのホテルに変更する権利を有します。また、
ランド・
プログラムは、申し込みが一定数に満たない場合は催行さ
れないことがございますので、ご了承ください。
●下船後の送迎のみの手配をご希望のお客様は、船内の
トラベル・コンシェルジュ・デスクにて承ります。

※このご旅行条件は抜粋です。詳細は乗船券、
及び同封の書面をご参照ください。

クルーズ代金に関するご注意
●記載代金は全て米ドルで表示されています。
●原則として日本円でのお支払いとなり、その時の為替
レートは、請求書発行日の銀行キャッシュセーリング
レートを適用致します。

CRUISES

●日中はカジュアルな服装でおくつろぎください。
●船内の冷房、気温の下がる朝晩に備え、カーディガンなどの羽織るものを
ご用意いただくことをおすすめします。
●水着姿でのパブリック・スペースへの出入りはご遠慮ください。
●デッキ上や寄港地で観光にお出かけの際は履きやすい靴をご用意くださ
い。
● 18 時以降ショータイムまでのドレスコードは、
「エレガント・カジュアル」
か
「フォーマル・オプショナル」
のいずれかが、船内新聞に記載されます。

●各船ともにコンピュータールームで、インターネットや Eメールをご利用い
ただけます。利用頻度の多い方のためにお得なタイム・プランがございます。
また、ワイヤレスLAN 対応パソコンで船内のネットワークにつないでインタ
ーネットをご利用いただけます。
●コンピュータールームのパソコンは日本語に対応しておりません。ご了承く
ださい

取消料

1 件あたり＄500（※）

SEAS

服装のすすめ

インターネット/Eメール

契約解除の日
出発日の前日より
起算して151日前まで
出発日の前日より
起算して150日前〜 121日前まで
出発日の前日より
起算して120日前〜 91日前まで
出発日の前日より
起算して90日前〜 76日前まで
出発日の前日より
起算して75日前以降

11. 乗船・下船

●通常は正午（12 時）よりご乗船いただけます。遅くとも出
までにご乗船くだ
港の1時間前（米国内の港は1時間半前）
さい。ただし、スイートルームのご利用は午後 3 時からとな
ります。規定の乗船時間以前の乗船はお受けできませんの
でご注意ください。
●下船日は、入港後速やかにご退室いただくようにお願い
します。また、下船日に航空機の手配をなさる場合は、入
港時間より4 時間以上後の便をご予約ください。

SEVEN

船上ライフ

＊ただし、26 泊以上のクルーズでは次のとおり取消料をい
ただきます。

REGENT

1.クルーズ代金

●表示されているクルーズ代金は、2 名 1 室利用時のお一
人様あたりの代金です。クルーズ代金には、船内の基本サ
ービス、食事代、飲み物代（ヴィンテージワイン等の高級
酒を除く）、チップ、客室使用料、寄港地観光代金（宿泊が
伴うものなど一部追加代金を申し受けます）、港湾使用料、
政府関連諸税が含まれています。ヴィンテージワイン等の
高級酒、ランドリー、
ドライクリーニング、マッサージ、美容
室などの個人的な費用は含まれておりません。すべてのク
ルーズ代金は予告なしに変更されることがありますので、ご
予約の際にご確認ください。
●スイートルームをお一人様でご利用になる場合は、追加
代金が必要です。各コースのクルーズ代金表をご覧くださ
い。予約状況等により変動する場合がございます。
● 3 名 1 室利用時の3 人目のクルーズ代金は、以下の通り
となります。3 名 1 室利用可能なスイートルームの数には限
りがございます。
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