






CRUISE  TICKET

Guest(s) RYUICHI OSHIRO 

Ship MSC BELLISSIMA

Cabin 15021

Port Dubai,U.Arab Emirates 

Embarkation Date 06/05/2022

Booking number 40971612

Dear Guest, 
Welcome to MSC Bellissima and to Cruising Re-Imagined!   We are
delighted that you have chosen to cruise with us.

MSC Cruises is a family-owned company. Like you, we know how
much it means to enjoy holiday times together. For your safety, we
have put  in  place rigorous protocols  overseen by international
health experts to ensure one of the safest holiday environments
possible  at  sea.  Throughout  the  ship,  you  will  find  guidelines
designed to maintain what you love the most in a cruise vacation. 
In the following pages, you will find all the information you need to
prepare for your holiday, to help you embark smoothly and to
assist in ensuring a truly wonderful - and carefree - experience
during your stay with us.
We look  forward  to  welcoming  you  very  soon to  Cruising  Re-
Imagined! 

Pierfrancesco Vago
Executive Chairman, MSC Cruises
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乗船までの準備も旅の楽しみ。 出発前からしっかりとこ用意をすることで、 より心地良く安全に、
船上生活を楽しむことができます。

クレジットカードの登録手続きを船内に
ある機械や、ゲストサービスデスク（フロ
ント）にて行います。クレジットカードを
お持ちでない方はデポジット(USドル）と
して現金を預けます。

圏暉の準備

バスポー ト....................... 
ご自身での取得をお願いします。
原則としてクルーズでは、下船日
から6ヶ月以上の有効期間があるパスポートが
必要です。また、渡航先によってはビザが必要と
なる場合があり、こちらについてもご自身で取得
をお願いしております。
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クルー ズカードは船内での支払い用カード、
キャビン（客室）のカードキー、そしてクルー ズ中の身分証
明でもあるので、クルー ズ旅行中は常に携帯します。そのため、
ネックストラップなどを準備しておくと便利です。また磁気
式の場合は、携帯電話や磁石の留め金など強い磁気を発する
ものの近くに置くと、磁気データが破損する場合があるので
ご注意下さい。
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景船券・
クルー ズドキュメント
.................................. 

出発前に、書類を宅配、またはデータ
としてメールに添付しておくります。
クルーズドキュメントには、パスポート番号や
緊急連絡先など記載して乗船時に提出する書類や、
乗船案内、荷物タグなどが含まれます。ご出発の
際は忘れずにお待ちください

荷物の準備
衣類や洗面用具、常備薬、日焼け
対策グッズ、各種充電器、雨具など。
スー ツケ ースはお土産を入れる余裕
のあるサイズを。持病のある方は英文
処方箋があると安心です。なお、
食品・飲料は手荷物としても船内に
持ち込めません

クルーズ簾行便利グッズ
●洗濯ロ ー プや洗濯バサミ、洗剤

船内での洗濯は有料のため、 靴下などを室内で
サッと洗濯できるセットをもっていると便利！

●羽織れるもの
暖かい寄港地でも、 船内は寒い時もあるので持っていると安心。

●スリッパやパッとはけるサンダル
室内用スリッパがあると快適！ですが、 そのまま船内を

歩くことはできません。 ちょっとお部屋からでる
ときのため、 楽なサンダル等もあると便利I

チェックイン....................
チェックインカウンター で、乗船券、
パスポート、健康アンケ ートなどの
必要書類を提出、乗船手続きを行います

ロ船まで

スー ツケ ース預かり

ス ー ツケ ースなど大きな荷物には出発前にお送りする、
お名前と客室番号が記載された荷物タグを、港到着前に
取り付けておいてください。そちらを港の荷物預け場所
に預けると客室まで運んでくれます。ただし乗船券、パス
ポート、貴重品、乗船後すぐ使うもの（お薬、カメラ等）
は手荷物に入れましょう

税関・出国審査
船で出国する場合は、タ ー ミ
ナルで税関・出国審査を受け
ます。お手元にパスポートの
ご用意を。税関申告のある方
は、税関に用意されている外
国製品持ち出し届けと、持ち
出しする外国製品の現物を提
示ください。審査後はタ ー ミ
ナルや港外に戻れません。

安全確認

乗客の安全のため、手荷
物検査を実施しています。
船のギャングウェイ（乗船
口）にて行う、X線検査
と金属探知機での検査に
ご協力ください。アイロン
や電気ポットなどの熱機器
刃物類などは持ち込み
できません

園暉の準備

クレジットカ ー ド登録

キャビン確認

国港
出港

港によっては出港前、地元の人
によるお見送り式が開催されま
す。デッキから眺めているうち
に出港の汽笛がなり、船がゆっ
くり動き出します。ふ頭で手を
振る人に手を振り返す瞬間、心
を通じ合えたような不思議な感
動があります。

クルー ズカ ー ドの作成

入室後、部屋のカギや金庫、シャワ ー、
トイレなどに不備がないかご確認下さい。
なにか不備があればすぐにスタッフやゲストサービス
デスク（フロント）に伝えてください

乗船中は必ず一度、緊急避難訓練が実地さ
れます。国際法で、乗客全員の参加が義務
づけれています。
船内放送で避難訓練の警笛がならされたら
すぐに客室に戻り、指示に従って客室の扉
内側に掲示されている指定場所に集合します
※内容は変更になる場合があります。
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ゲストサ ー ビスデスク

ホテルのフロントにあた
る場所。質問や、両替、
船内精算、紛失物の問い
合わせなどはこちらへ
どうぞ。

避難訓練 船内を探索してみよう

避難訓練をすませ、荷物の片付けを終えたら、船内マップ
と船内新聞を持って船内探索へ。広い船内では、船首・
船尾を意識しながら行動すると、迷い
にくくなります。よく行くダイニングや
劇場、その他気になる場所の位置確認
しながら、お気に入りのスポットを見つ
けてみませんか

夕食・バー ティ ー

'........................ 
船では夕食は3回制になっており、乗客ごとに早い
時間帯か遅めの時間帯に指定されます。また夕方か
らはメインデッキでのア ーティストショ ー、ショ ー

が終了後にはプロムナ ード、スカイラウンジでD」.
サウンドによるパーティーが朝まで開催される予定
です

口

再入稿にならないためのポイントはこちら
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