
2016/5/18 ベニス  セレブリティクルーズ

http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/access_info.do?regionCode=EUROP&portCode=VCE 1/1

ワンランク上のセレブリティクルーズ　オンライン予約サイト

ご予約確認はこちら

クルーズエリア

HOME  >  クルーズエリア  >  ヨーロッパ  >  ベニス

港案内　ベニス, イタリア　Venice

ベニス港へは、マルコポーロ国際空港から車で約30分。サンマルコ広場から水上バスで約10分。

港付近の地図：

※港の正確な住所はありませんので、上記の地図はあくまで参考程度にご覧ください。

地図データ ©2016 Google地図の誤りを報告する

http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/index.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/dest_list.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/area_info.do?regionCode=EUROP
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/port_info.do?regionCode=EUROP&portCode=VCE
https://www.google.com/maps/@45.4397787,12.3133138,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=45.439779,12.313314&z=15&t=m&hl=ja&gl=US&mapclient=apiv3


2016/5/18 チビタベッキア  セレブリティクルーズ

http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/access_info.do?regionCode=EUROP&portCode=ROM 1/1

ワンランク上のセレブリティクルーズ　オンライン予約サイト

ご予約確認はこちら

クルーズエリア

HOME  >  クルーズエリア  >  ヨーロッパ  >  チビタベッキア

港案内　チビタベッキア(ローマ)， イタリア　Civitavecchia(Rome)

チビタベッキア港は、ローマフィウミチーノ空港から約70km、車で約75分ほど。空港から電車でチビタベッキ

ア駅までは、途中1回乗り換えで1時間20分ほど。ローマテルミニ駅からチビタベッキア駅まで約1時間。チビ

タベッキア駅から港までタクシーで5分程度です。（タクシーの台数が限られているので注意）空港⇔港の船

会社のシャトルバス（有料）をご利用いだだくのが便利です。

港付近の地図：

※港の正確な住所はありませんので、上記の地図はあくまで参考程度にご覧ください。

地図データ ©2016 Google地図の誤りを報告する

http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=7
https://www.google.com/maps/@42.0955157,11.7853371,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=42.095516,11.785337&z=15&t=m&hl=ja&gl=US&mapclient=apiv3


2016/5/18 バルセロナ  セレブリティクルーズ

http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/access_info.do?regionCode=EUROP&portCode=BCN 1/1

ワンランク上のセレブリティクルーズ　オンライン予約サイト

ご予約確認はこちら

クルーズエリア

HOME  >  クルーズエリア  >  ヨーロッパ  >  バルセロナ

港案内　バルセロナ, スペイン　Barcelona

バルセロナ（モール･アドサット）港は、バルセロナ国際空港より約13km、車で約40分。旧市街からならタク

シーで10分程度。

港付近の地図：

※港の正確な住所はありませんので、上記の地図はあくまで参考程度にご覧ください。

地図データ ©2016 Google, Inst. Geogr. Nacional地図の誤りを報告する

http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/index.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/mypage/login.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/cruiselife/cruiselife.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/ship/ship_family.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/dest_list.do
https://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=6
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=7
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/index.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/dest_list.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/area_info.do?regionCode=EUROP
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/port_info.do?regionCode=EUROP&portCode=BCN
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=8
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=9
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=10
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=11
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=12
https://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=13
http://www.royalcaribbean.jp/cruise/rci/index.do?REQUEST_GROUPID=RCI&REQUEST_BRANCHNUMBER=001
https://www.google.com/maps/@41.3681457,2.1729753,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=41.368146,2.172975&z=14&t=m&hl=ja&gl=US&mapclient=apiv3


2016/5/18 ストックホルム  セレブリティクルーズ

http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/access_info.do?regionCode=EUROP&portCode=STO 1/1

ワンランク上のセレブリティクルーズ　オンライン予約サイト

ご予約確認はこちら

クルーズエリア

HOME  >  クルーズエリア  >  ヨーロッパ  >  ストックホルム

港案内　ストックホルム, スウェーデン　Stockholm

ストックホルム・アーランダー国際空港よりフリハムネン港まで約48km、車で約60分。市の中心、中央駅ま

で約7km、車で10分

港付近の地図：

※港の正確な住所はありませんので、上記の地図はあくまで参考程度にご覧ください。

地図データ ©2016 Google地図の誤りを報告する

http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/index.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/mypage/login.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/cruiselife/cruiselife.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/ship/ship_family.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/dest_list.do
https://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=6
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=7
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/index.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/dest_list.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/area_info.do?regionCode=EUROP
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/port_info.do?regionCode=EUROP&portCode=STO
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=8
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=9
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=10
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=11
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=12
https://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=13
http://www.royalcaribbean.jp/cruise/rci/index.do?REQUEST_GROUPID=RCI&REQUEST_BRANCHNUMBER=001
https://www.google.com/maps/@59.3443946,18.1155963,13z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=59.344395,18.115596&z=13&t=m&hl=ja&gl=US&mapclient=apiv3


2016/5/18 イ スタンブール  セレブリティクルーズ

http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/access_info.do?regionCode=EUROP&portCode=IST 1/1

ワンランク上のセレブリティクルーズ　オンライン予約サイト

ご予約確認はこちら

クルーズエリア

HOME  >  クルーズエリア  >  ヨーロッパ  >  イスタンブール

港案内　イスタンブール, トルコ　Istanbul

イスタンブール港は市の中心、タクシム広場まで数kmの場所に位置します。(Salipazari Yolcu Salonu,

Meclisi Mebusan Caddesi, Salipazari Salonu, Istanbul) Atatulk Havalimani国際空港からは約21ｋｍ、タクシ

ーで約30分。

港付近の地図：

※港の正確な住所はありませんので、上記の地図はあくまで参考程度にご覧ください。

地図データ ©2016 Google地図の誤りを報告する

http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/index.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/mypage/login.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/cruiselife/cruiselife.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/ship/ship_family.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/dest_list.do
https://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=6
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=7
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/index.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/dest_list.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/area_info.do?regionCode=EUROP
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/port_info.do?regionCode=EUROP&portCode=IST
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=8
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=9
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=10
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=11
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=12
https://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=13
http://www.royalcaribbean.jp/cruise/rci/index.do?REQUEST_GROUPID=RCI&REQUEST_BRANCHNUMBER=001
https://www.google.com/maps/@41.02095,28.976516,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=41.02095,28.976516&z=14&t=m&hl=ja&gl=US&mapclient=apiv3


2016/5/18 シドニー  セレブリティクルーズ

http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/access_info.do?regionCode=AUSTL&portCode=SYD 1/1

ワンランク上のセレブリティクルーズ　オンライン予約サイト

ご予約確認はこちら

クルーズエリア

HOME  >  クルーズエリア  >  オセアニア  >  シドニー

港案内　シドニー, オーストラリア　Sydney

シドニーキングスフォード空港から約18km、車で約35分。Overseas Passenger Terminalはオーストラリア発

祥の地ロックスにあり、出航時のオペラハウスの眺めも美しい。ダーリング・ハーバーのHickson Roadに面

するWharf8になる場合もありますので、必ず最終案内をご確認ください。

港付近の地図：

※港の正確な住所はありませんので、上記の地図はあくまで参考程度にご覧ください。

地図データ ©2016 Google地図の誤りを報告する

http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/index.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/mypage/login.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/cruiselife/cruiselife.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/ship/ship_family.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/dest_list.do
https://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=6
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=7
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/index.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/dest_list.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/area_info.do?regionCode=AUSTL
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/port_info.do?regionCode=AUSTL&portCode=SYD
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=8
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=9
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=10
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=11
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=12
https://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=13
http://www.royalcaribbean.jp/cruise/rci/index.do?REQUEST_GROUPID=RCI&REQUEST_BRANCHNUMBER=001
https://www.google.com/maps/@-33.8609009,151.1972594,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=-33.860901,151.197259&z=14&t=m&hl=ja&gl=US&mapclient=apiv3


2016/5/18 オークラ ンド  セレブリティクルーズ

http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/access_info.do?regionCode=AUSTL&portCode=AKL 1/1

ワンランク上のセレブリティクルーズ　オンライン予約サイト

ご予約確認はこちら

クルーズエリア

HOME  >  クルーズエリア  >  オセアニア  >  オークランド

港案内　オークランド, ニュージーランド　Auckland

オークランド国際空港よりPrince's Wharf Quayまで約23km、車で約45分。

港付近の地図：

※港の正確な住所はありませんので、上記の地図はあくまで参考程度にご覧ください。

地図データ ©2016 Google地図の誤りを報告する

http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/index.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/mypage/login.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/cruiselife/cruiselife.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/ship/ship_family.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/dest_list.do
https://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=6
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=7
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/index.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/dest_list.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/area_info.do?regionCode=AUSTL
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/port_info.do?regionCode=AUSTL&portCode=AKL
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=8
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=9
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=10
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=11
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=12
https://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=13
http://www.royalcaribbean.jp/cruise/rci/index.do?REQUEST_GROUPID=RCI&REQUEST_BRANCHNUMBER=001
https://www.google.com/maps/@-36.8439455,174.7657876,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=-36.843946,174.765788&z=15&t=m&hl=ja&gl=US&mapclient=apiv3


2016/5/18 バンクーバー  セレブリティクルーズ

http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/access_info.do?regionCode=PACIF&portCode=YVR 1/1

ワンランク上のセレブリティクルーズ　オンライン予約サイト

ご予約確認はこちら

クルーズエリア

HOME  >  クルーズエリア  >  カナダ沿岸  >  バンクーバー

港案内　バンクーバー, カナダ　Vancouver

バンクーバーには2つの港がありますので、最終案内にて必ずご確認ください。地図はバランタイン港です。

＜バランタイン港＞バランタイン港へは、ダウンタウンからタクシーで5分程度。バンクーバー空港からなら、

車で30分ほど。シアトル国際空港からは、車で約3時間半。＜カナダプレイス港＞カナダプレイス港へは、ダ

ウンタウンから徒歩でもアクセス可。パンパシフィックホテルに隣接しています。バンクーバー空港からな

ら、車で30分ほど。シアトル国際空港からは、車で約3時間半。

港付近の地図：

※港の正確な住所はありませんので、上記の地図はあくまで参考程度にご覧ください。

地図データ ©2016 Google地図の誤りを報告する

http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/index.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/mypage/login.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/cruiselife/cruiselife.do
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http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/dest_list.do
https://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=6
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=7
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/index.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/dest_list.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/area_info.do?regionCode=PACIF
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/port_info.do?regionCode=PACIF&portCode=YVR
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=8
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=9
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=10
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=11
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=12
https://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=13
http://www.royalcaribbean.jp/cruise/rci/index.do?REQUEST_GROUPID=RCI&REQUEST_BRANCHNUMBER=001
https://www.google.com/maps/@49.2781088,-123.0830093,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=49.278109,-123.083009&z=14&t=m&hl=ja&gl=US&mapclient=apiv3


2016/5/18 マイアミ  セレブリティクルーズ

http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/areainfo/access_info.do?regionCode=BAHAM&portCode=MIA 1/1

ワンランク上のセレブリティクルーズ　オンライン予約サイト

ご予約確認はこちら

クルーズエリア

HOME  >  クルーズエリア  >  バハマ  >  マイアミ

港案内　マイアミ, フロリダ州　Miami, Florida

マイアミ港は、ビスケーン湾のドッジ・アイランドというところにあります。港までの所要時間は、マイアミ国際

空港からタクシーで30分、ダウンタウンからならタクシーで10−15分程度です。

港付近の地図：

※港の正確な住所はありませんので、上記の地図はあくまで参考程度にご覧ください。

地図データ ©2016 Google地図の誤りを報告する

http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/index.do
http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/mypage/login.do
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http://www.celebritycruises.jp/cruise/cel/info/contents.do?contentsId=12
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http://www.royalcaribbean.jp/cruise/rci/index.do?REQUEST_GROUPID=RCI&REQUEST_BRANCHNUMBER=001
https://www.google.com/maps/@25.7762427,-80.214272,12z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=25.776243,-80.214272&z=12&t=m&hl=ja&gl=US&mapclient=apiv3
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ワンランク上のセレブリティクルーズ　オンライン予約サイト

ご予約確認はこちら

クルーズエリア

HOME  >  クルーズエリア  >  オセアニア  >  フリーマントル

港案内　フリーマントル(パース)， オーストラリア　Fremantle(Perth)

現在未定。ご乗船の際の最終案内書をご確認ください。

港付近の地図：

※港の正確な住所はありませんので、上記の地図はあくまで参考程度にご覧ください。

地図データ ©2016 Google地図の誤りを報告する
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