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心 のままにすごす 贅 沢 “ モダンラグジュアリー ”な休 暇 。
2

Premium Cruise

五 デザインされた空間で上質なリラックスタイムを提供しているセレブリティクルーズは、アメリカやヨー

感を満足させるハイクオリティな美食、
お客様一人ひとりへの心のこもったサービス。
スタイリッシュに

ロッパの旅行ガイドや専門誌で称賛され、世界中のクルーズファンから愛されています。12万トンのソルス
ティスクラスや9万トンのミレニアムクラスなど、
客船は全10隻。
ヨーロッパ、
北米、
南米、
アジアなど世界の寄
港地をベストシーズンにゆとりの日程でめぐり、
その土地ならではの魅力を存分に堪能していただけます。
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最上の
味わいと
空間を
堪能する

オーシャンビューカフェ＆グリル

2013

ベスト
・メインダイニング
キュイジーヌ

2013

「マティーニバー」
ベスト
・クルーズバー

Porthole Cruise Magazine's 15thAnnual
Readers' Choice Awards

Gastronomic

Cruise Critics Annual Editors'
Picks Awards

2012

「クイジーヌ」
レストランデザイン金賞

極上の
美食
Travel Weekly’s Magellan Awards

Adventures

クイジーヌ

Bar & Lounge
優雅な夜のひとときを。
ディナーのあとはバラエティ豊かなバー
＆ラウンジでお過ごしください。
著名な建築デザイナーが手掛けたスタ

ムラーノ

イリッシュな「マティーニバー＆クラッ
シュ」や世界トップクラスのミクソロジス
トのいる
「ワールドクラス・バー」、潮風が
爽快な
「サンセットバー」
など趣向を凝ら
した数々の空間が心地よい酔いにいざ
ないます。
ワールドクラス・バー

著名なクルーズ専門誌でベストダイニングを受賞する
など美食のクルーズラインとして名高いセレブリティクルー
ズ。伝統とモダンが融合した、
まるでアートのように美しい
料理を堪能していただけます。
美味しい料理をふさわしい雰囲気の中で味わってい

基本のお食事

ただくため空間デザインにもこだわりました。
ソルスティスクラ

船内最大のメインダイニングではゆったりとフルコースを。

スのメインダイニングはシャンパンをイメージし、
ゴールドを

気軽なビュッフェのお食事は心地よいオープンデッキの

基調にした上品な雰囲気を演出。
創作料理の「クイジー

マティーニバー＆クラッシュ

「オーシャンビューカフェ＆グリル」
をご利用ください。

ヌ」は著名クルーズ誌でデザイン賞を受賞しています。

また、
スイートやアクアクラス客室をご利用のお客様には

お食事のスタイルも本格的なフルコース、
カジュアルな

専用レストランをご用意。
優雅な空間で贅沢なひとときをお

ビュッフェ、
カフェ、
バー、
24時間無料のルームサービスな

過ごしいただけます。

ど、
お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう多彩。

ナパバレーのブドウ畑をイメージしたワイ
ンバー
「セラーマスター」
ではソムリエの
アドバイスで世界中のワインをグラス1
杯から楽しめます。
未来的なインテリアが印象的な大人の

セレブリティクルーズ自慢の美食は、
旅の時間をより印

スペシャリティレストラン

象的に演出します。

ためのディスコバー
「クエーサー」、大海

スタイリッシュなスペシャリティレストランも個性的。
斬新な

原を眺望する
「スカイ・オブザベーション・

盛り付けで見た目の楽しさも人気の創作料理「クイジー

ラウンジ」
などナイトライフを華やかに彩る

ヌ」、上質な食材をふんだんに使用したモダンフレンチの

空間からお気に入りを見つけてみては。

「ムラーノ」などその日の気分に合わせてお選びください。
そのほか豊穣な大地の恵みをいただけるイタリアンステーキハウス
「トスカーナグリル」、
アジア料理の「シルクハーベスト」
など、
どの客
船にどんなレストランがあるか詳しくはｐ23「施設早見表」
をご覧くだ
さい。

カフェや軽食も充実
メインダイニング

ひとやすみにはジェラートや焼き立てのペストリーを本格
的なコーヒーとともに味わえる「カフェアルバーチョ＆ジェラ
テリア」、
クレープやパニーニの軽食は海を望む「ビストロオ

アクアクラス専用レストラン
ブルー
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スイート客室専用レストラン
ルミナ

ンファイブ」や「ザ・ポーチ」でどうぞ。
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グリーンの上でリラックス＆アクティブに

ペルシャンガーデン

美しい緑の絨毯に抱かれて、
限りなく心地よい休暇を過
ごせるのはセレブリティクルーズならではの贅沢。
ソルスティ
スクラスにある、
洋上初の天然芝ガーデン「ローンクラブ」
は、最新の建築技術で本物の芝生を2,000㎡も敷きつめ
たのびやかな空間です。
自由にくつろいだり、
クリケットを楽
しんだり、
コンサートなどのイベントも連日開催されます。
併設
されたパティオは趣味を広げる創作の場で、
ソルスティス、
イ
クノス、
イクリプスでは芸術的な職人技をご覧いただけるガ
ラス工房を、
シルエット、
リフレクションでは絵画や料理教室

2013

ベスト
・スパファシリティ

などを開くアートスタジオを設置しています。
また、
シルエットと

Porthole Cruise Magazine's 15thAnnual
Readers' Choice Awards

リフレクションにはおしゃれなプライベートテラス
“アルコー

2013

ブ”
があり、最大４名、1日99ドルから貸し切ることができま

ベスト
・フィットネスファシリティ

す。
専用バトラーにピクニックバスケットを注文して、
気ままな

Porthole Cruise Magazine's 15thAnnual
Readers' Choice Awards

ひとときをお過ごしください。

スパ
高級スパを展開する
「キャニオンランチ・スパクラブ」
と提
携し、洋上では世界最大規模となるスパ施設「スパクラ
ブ・アットシー」をスタートしました。
キャニオンランチのロング
セラーとなっている各種マッサージや鍼などグレードアップ
したリラクゼーションをご提供します。
また、
エリア内にはアロ
マの香りに包まれる温浴ミストルーム「ペルシャンガーデ

究極の
リラックス

ン」、
フォーマルナイトのヘアセットやネイルのお手入れから

ヨガ教室

本格的なヘアケアも承るビューティサロンも併設しています。

フィットネス
体を動かしてリフレッシュするなら大海原を眺めながら各
種マシーンで汗を流せる
「フィットネスセンター」へ。
個人指
導やヨガレッスンなどにトライするのはいかがでしょう。屋内

フィットネスセンター

外に設けられたラグジュアリーな雰囲気のプールやジャグ
ローンクラブ

Extreme

Relaxation

美を磨き
緑に癒される
上質な
リフレッシュ
タイム

ソラリウム

ジーでのんびり体を伸ばしたり、
ジョギングトラックで潮風を
浴びながらウォーキングやジョギングの習慣を続けたりする
ことができるのも船旅ならでは。
若いご家族がご一緒ならバ
スケットボールコートなどでよりアクティブに体を動かすことも
できます。

心も体もリフレッシュするのに洋上ほどふさわしい場所
アクアクラス客室

はありません。空の青、海の青…ソルスティスクラスではそ
のまんなかに緑美しい天然芝のオープンガーデンが登
場。
ピクニックや野外コンサートなどくつろぎのひとときをお
過ごしいただけます。

“スパを堪能する休暇”
を過ごしたいお客様は、女性目線
で開発されたバルコニー付き客室「アクアクラス」
をお選

Aqua Class

びください。
「ペルシャンガーデン
（1日25ドル～）」
を無料
でご利用いただけるほか、
スパの優先予約、
スパ・コン

美を磨くには洋上最大規模のスパエリアへ。充実のト
リートメントメニュー、
ヨガや太極拳などのウェルネスクラス
など
“美と健康を手に入れる休暇”
はセレブリティクルーズ
の第二のテーマです。

シェルジュによるコンサルタントなどが受けられます。
また、

洋上で叶える
至高の休暇。

「クリーン・キュイジーヌ」
をテーマにしたアクアクラス専用
レストラン
「ブルー」
をご利用いただけます。
（アクアクラス
についてはp25「客室サービス」
をご覧ください）
ペルシャンガーデン

6

Premium Cruise

7

船上の
時間を
いっそう
豊かに

2012

ラージシップ部門
ベスト
・エンターテインメント
Travel Weekly's annual
Magellan Awards

Beyond

Entertainment

珠玉の
楽しみ
シアターでの華やかなショー、
本格的なカジノ、
高級ブラ

ンド店が並ぶショッピングモールなど、
さまざまなエンターテ
インメントをご用意しております。
船上の時間をいっそう豊か
に。
その日の気分に合わせて、
心ゆくまでお楽しみください。

フォーチュンズ・カジノ

ラウンジ
各ラウンジでは毎晩のテーマに合わせて弦楽器アンサ
ンブル、
ジャズ、
ギタリスト、
アカペラ歌手などによる音楽ライ
ブを開催。
観ているだけでは物足りないという方には、
ディス
コバー「クエーサー」で踊ったり
「フォーチュンズ・カジノ」
で運試しもおすすめです。

ショッピング
船内のショッピングモールも充実しており、
ソルスティスク
ラスでは2フロアにわたる広大なショッピングエリアでブランド
品から日用品まで、
すべて免税価格でお買い求めいただ
けます。
その他、展示作品を購入することができる「アート
ギャラリー」、
専属カメラマンが撮影した記念写真やクルー
ズDVDがお買い求めいただける
「フォトギャラリー」にもお

洋上で愉しむ
多彩なプログラム。

立ち寄りください。

お子さま
子どもたちだけで過ごせる
「ファン・ファクトリー」では3歳
から11歳までの年齢別プログラムで楽しい遊びと学びをご

トップシェフ・アットシー

用意。
安心してお預けいただけます。
「Xクラブ」は12歳か
ら17歳までのティーンエイジャーの集いの場です。

ブルバード
ズンバ

何かを学びたいというお客様のための
講座「セレブリティ・ライフ」
を実施して

シアターショー

おります。船内のシェフやソムリエから

夜のひとときを華やかに彩るのが、
最新の音響・照明設

学ぶ「シェフズ・クッキング・デモンスト

備を備えた大型劇場でのショー。
ブロードウェイのミュージ

レーション」や「ワインテイスティング講

カルレビューをはじめゲストエンターテナーによるアクロバット

座」、24時間インターネットが利用できる

ショーやマジック、歌やクラシックなど多彩な演目をお楽し

「iラウンジ」
でのパソコン講座など、
さま

みいただけます。
ソルスティスクラスでは光と音を組み合わ

ざまな講座をご用意。
また、大人気のダ

せたヨーロッパスタイルのサーカスショーが目玉。
ミレニアム

ンスエクササイズ「 Z U M B A ® 」やエ

クラスでは、
英国スタイルのパントマイムショーをお楽しみい

ミー賞を受賞したTV番組「TopChef」

ただけます。

ファン・ファクトリー

と提携したイベントも開催しています。
ワ
インテイスティングなど一部を除きほぼ
すべての講座が無料で予約も不要な
ので、
ぜひ気軽にご参加ください。
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最上の
ホスピタリティ

セレブリティクルーズではすべての客室で
朝晩2回の清掃を行い、
つねに清潔かつ快

Hearty

Hospitality

適な空間でお過ごしいただけます。
また24時
間無料のルームサービスは全室に設置され
た双方向TVからご注文いただけます。過ご
し方に合わせてスイート、
ベランダ付き、海側
（窓付き）、内側の4つのタイプの客室からお
選びください。詳しい特典やサービスの詳細
はp25「客室サービス」をご覧ください。
ウェルカムシャンペン

2014

2人に1人のゆとりのサービス
お客様お2人につき1名の割合で訓練
された乗務員を配備し、
船内のあらゆる場
所で心地よく過ごしていただけるきめ細や

スイート客室

ラージシップ部門
ベスト
・パブリックルーム

ヨーロッパ式バトラーが身の回りのお世話

Cruise Critic's Cruisers' Choice
Awards

をします。
メインダイニングと同じお食事をお部

2014

屋に届けたり、
アフタヌーンティが毎日届くなど

ラージシップ部門ベスト
・サービス
Cruise Critic UK's Cruisers'
Choice Awards

様々な特典もございます。
またバスタブがある
のはスイート客室のみです。

かなサービスをご提供しています。
ちょっとし
たことにもさりげないサポートの手が伸ばさ

ベランダ付き客室

れるサービスはお客様から高い評価をい

プライベートベランダから海を望め、
自然の

ただいております。

空気を感じられるおすすめのお部屋。
位置や
階によりさらにいくつかのカテゴリーに分かれま

お出迎え

す。
アクアクラスはスパに近いフロアにあります。

乗船時のエントランスではウェルカム・
ドリ

また、
コンシェルジュクラスはフルーツやアフタ

ンクでお出迎え。
乗船した瞬間から優雅な

ヌーンカナッペをお届けするなどお部屋で寛

気分が高まります。
2014

ぐためのサービスがあります。

ベストキャビン

プールバトラー

Cruise Critic UK
Cruisers' Awards

ペントハウススイート

海側（窓付き）
・内側客室

プールサイドではハンモックやカバナで
ゆったりとおくつろぎください。専門のプー

客室の広さや設備はほぼ同じです。
海側

Comfortable

Guest Rooms

ルバトラーが冷えたおしぼりやシャーベット

客室は、大きな窓から海が望めます
（窓は開
きません。
）

寛ぎの
プライベートルーム

をお持ちします。
※サービスはコースや天候などによります。

バスルーム
（リフレクションスイート）

プールバトラーサービス

ショアエクスカーションデスク

専用レストラン ルミナ

スペシャリティレストラン

24時間対応のフロントデスク「ゲストリレーションズ」に
加え、
「コンシェルジュデスク」
を設け細かなご相談やご

Concierge

要望に応じます。
また、
ショアエクスカーション・デスクにも

スイートルームにご宿泊のお客様への新たなサービスがスタートしました。
今までのサービスや特典に加え、
スイートルーム専用の「プライベートレス

Suite Room

トラン」
をご用意。
さらに、ペントハウススイート、
ロイヤルスイート、
リフレク

デスティネーション・コンシェルジュを配置。寄港地観光ツ
アーに関することのみならず個人的に観光したい場合な
ど気軽にご相談ください。アクアクラスにご宿泊のお客

コンシェルジュサービス

様には、
スパやウェルネスに関するご相談を承るスパ・コ

ションスイート
（リフレクションのみ）
のお客様は「オールイン」
としてスペ
シャリティレストランがすべて無料、客室バーのドリンクが無料に加え通

スイートルームが
より贅沢に。

常1泊あたり65ドルの「プレミアム・ビバレッジ・パッケージ」
が無料、
イン
ターネット通信が無料、VIPラウンジのご利用ができるなどサービスが充

ンシェルジュがおります。
スパコンシェルジュ
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実。お支払に煩わされずにお過ごしいただけます。
無料インターネット

ビバレッジパッケージ
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