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R E T運行再開のご案内
U R N TO S A I L I N G

FR EQU E Nよくあるご質問
T LY A SK E D QU E S T IONS

Our Health & Safety protocols and policies
will be continually evaluated with the SailSAFE™ Global
*当社安全対策と規則は SailSAFE™ Global Health and Wellness Councilで継続的に見直しされ、
Health and Wellness Council and we will modify requirements accordingly.
それに応じて条件が変更されます。
I T I N ER A R Y U PDAT E S
1.航路変更について
When are the rest of your ships scheduled to begin sailing again?

Phased
restart dates for the balance of the Oceania Cruises fleet will be
1. 残りの船の運航再開はいつになる予定ですか。
forthcoming
and itineraries will be 近日中に発表されます。
evaluated for port availability and
残りの船の段階的な再開日は、
adjusted
as needed closer
to the sailing dates.
クルーズ旅程は、
寄港地の受入状況に基づいて見直しされ、
必要
2.に応じて変更することがあります。
If there is a change to my published itinerary, how far in advance
will I be notified?

2. 発表されている航路が変更になった場合、
いつまでに通知さ
While no definitive timeframe has been established at this time,
れますか。
we will endeavor to notify guests as far in advance as is feasible.
現時点では明確な時期は決められていませんが、可能な限り早く
お客様にに通知するよう努めます。
PR E- C R U I S E R E Q U I R E M E N T S
1.乗船前に必要なこと
What vaccines will be accepted to cruise on initial voyages?

Vaccines
that have been authorized
for emergency use by the World
1. クルーズ乗船にあたり、
どのワクチンが認められますか。
Health
Organization (WHO),
U.S. Food and Drug Administration
世界保健機関（WHO）、
米国食品医薬品局（FDA）、
または欧州医
(FDA)
or
the
European
Medicines
Agency
(EMA)
will
be accepted.
薬品庁（EMA）によって緊急使用が承認されているワクチンのみ、
2.認められます。
Will any countries visited during the cruise require additional
testing to enter the country?

2. クルーズ中に寄港する国への入国に際し、追加の検査が必要
We will comply with all local regulations at all destinations we visit.
ですか。
These regulations are continuously evolving and if an additional test is
寄港する全ての目的地で、現地の規制を遵守します。
required at a port of call, we will provide advance notice to all guests.
これらの規制は継続的に変更されています。寄港地で追加の検査
3.が必要な場合は、
Are there any changes
to the check-in process?
全てのお客様に事前に通知します。
For health and safety reasons, and to assist with a faster embarkation
3. チェックインの手順に変更はありますか。
process,
all guests will need to complete a mandatory Online Check-in
健康と安全のため、
また乗船手続きの迅速化のために、
via
the My Account area
of OceaniaCruises.com. Full details 全てのお
will be
客様はOceaniaCruises.comの”マイアカウント”からオンラインチ
provided closer to sailing.
ェックインを事前に完了する必要があります。
G詳細は、
E N ER A
L – H E A LT H & S A F E T Y
乗船前までにお知らせいたします。
1. What happens if I don’t comply with health and safety requirements?

健康と安全のための一般事項
All guests and crew are required to comply with our health and safety
1. ”健康と安全のために必須なこと”に従わない場合どうなりま
requirements
to protect everyone on board, at the terminal and in
すか。
destinations we visit. Individuals who do not comply with requirements
全てのお客様と乗組員は、
乗船中、
ターミナル、
および寄港地の全
will
be denied boarding or disembarked
from the cruise.
ての皆様を守るため、
健康と安全のための要件を遵守していただ
Guests who fail to comply with the Company’s Health and Safety
く必要があります。
クルーズへの乗船ま
Protocols
will not be 従っていただけない場合、
entitled to a refund or compensation
of any kind.
たは下船を拒否され、
返金または補償を受ける権利はありません。
2. How do I know if there are any travel restrictions that could

2. 乗船予定のクルーズに影響する旅行制限について、
どのように
impact
my cruise?
情報を得ることができますか。
We
are closely monitoring the evolving global public health environment
当社は世界の公衆衛生環境を注視しております。
and
to the extent any itineraries are affected, we will notify impacted

guests in a timely fashion and update our booking requirements.
Additional
travel restrictions for certain nationalities or countries
クルーズ旅程が影響を受ける場合は迅速に通知し、
予約時の条
may
arise
based
on
the
quickly
evolving
public
health
environment.
件を更新します。急速に変わる公衆衛生環境に基づいて、特定の
All
guests are strongly advised to monitor current travel requirements
国籍や国に対する旅行制限が追加される場合があります。
and
advisories
for their home countries.
お客様は、
ご自身の国の現在の旅行条件と勧告を注視していただ

くことを強くお勧めします。
O N B OA R D D I N I N G A N D AC T I V I T I E S
船上レストランやアクティビティについて
1.
Will speciality restaurants be open? Are there restrictions on

1. スペシャリティレストランは営業しますか。
また、
その定員や予
restaurant
capacity and the number of reservations
I can
make? All of

約数について制限はありますか。
our
speciality restaurants will be available. Restaurant and venue
全てのスペシャリティレストランは営業し、
capacity
will be controlled. These controls mayレストランや会場の定
require that we restrict
員は制限されます。
そのため、
予約数も制限されます。
the
number of reservations
per guest
per venue. As we get closer to
乗船前または乗船後に、
利用可能な席が増席される可能性があ
sailing
date and/or after embarkation,
additional dining opportunities
ります。
変化する対策と規約に伴い、
最新情報を通知します。
may come
available. As with all of our evolving
protocols and policies,
we will communicate any updates as we get closer to the sailing date.
2. 乗船前にスペシャリティレストランの事前予約を入れることが
2.
Can I make reservations for specialty restaurants in advance
できますか。
of sailing?
可能です。
お客様はオンラインもしくは、
当社のゲストサービスチ
Yes, guests may make advance dining reservations online or by calling
ームを通じて予約することができます。
their closest Oceania Cruises Contact Centre.
寄港地ツアー
SHORE E XCURSIONS
1. 寄港地ツアーはどのようになりますか。
当社は世界の健康環境を継続的に注視し、
お客様に安全で健康
1.
What
will
the
shore
excursion
experience
be
like?
的な環境を提供します。現地のツアーオペレーターと提携して、
健
We
are
continuously
monitoring
the
health
environment
across the
康と安全の対策を陸上にも適用しています。
globe and aim to provide a safe and healthy environment for our guests.
2. ”健康と安全のための対策”は陸上ではどのように適用されま
We’re
partnering with our local destinations and tour operators to
すか？
extend our comprehensive health and safety protocols to shore.
当社は現地のツアーオペレーターと提携して、
お客様に安全で健
2. How have you extended your Health and Safety protocols to land?
康的な環境を提供しています。旅行会社が設定する寄港地観光
We’re partnering with our local destinations and tour operators to
の場合は、”健康と安全のための対策”に追加の条件が設定され
provide a safe and healthy environment for our guests. Companyます。
sponsored shore excursions will have additional rigorous health and
safety
protocols
in place.
3. 寄港中、
会社主催の寄港地観光に参加する必要がありますか。
現時点では、
お客様が希望する場合は、
個別に観光できる見込み
3.
Will I be required
to undertake a company-sponsored
shore

です。
このポリシーは、
excursion
while in port?SailSAFE専門家評議会で継続的に見直し

され、
At
thisその結果に応じて条件が変更されることもあります。
time, we anticipate that guests may travel ashore independently
if they choose. This policy will be continually evaluated with our
SailSAFE expert council and we will modify requirements accordingly.
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