
Celebrity Reflection
セレブリティ・リフレクション

2012年10月就航 126,000トン
Celebrity Constellation
セレブリティ・コンステレーション

2002年就航（2010年・2013年改装） 
91,000トン

Celebrity Xpedition
セレブリティ・エクスペディション

2004年就航 2,842トン

Celebrity Silhouette
セレブリティ・シルエット

2011年7月就航 122,400トン

Celebrity Solstice
セレブリティ・ソルスティス

2008年11月就航 122,000トン

お問い合わせ・お申し込み

http://www.celebritycruises.com （英語）
http://www.celebritycruises.jp （日本語）

クルーズカンパニー
〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル

大阪支店 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-16 アクア堂島NBFタワー4F
名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-6 NBF名古屋広小路ビル7F
福岡営業所 〒810-0001 福岡市中央区天神4-4-26 天神第2ビル4F

セレブリティクルーズ　日本総代理店

株式会社 ミキ・ツーリスト

セレブリティクルーズ

Celebrity Cruises  Cruise Ships
Solstice Class

Celebrity Xpedition

RF CSSI

Celebrity Millennium
セレブリティ・ミレニアム

2000年就航（2012年改装） 
91,000トン

ML

Celebrity Eclipse
セレブリティ・イクリプス

2010年4月就航 122,000トン

EC

Celebrity Equinox
セレブリティ・イクノス

2009年8月就航 122,000トン

EQ

Celebrity Infinity
セレブリティ・インフィニティ

2001年就航（2011年改装） 
91,000トン

IN

Celebrity Summit
セレブリティ・サミット

2001年就航（2012年改装） 
91,000トン

SM

XP

SL

Millennium Classソルスティスクラス

ミレニアムクラス

プレミアムクルーズ

When the journey matches the destination. 
That's what we call 

Modern Luxury.TM

セレブリティ
クルーズ

2016.4〜2017.3

2015

2014

Best Premium Cruise Line
ベスト プレミアムクルーズライン

Travel Weekly’s Annual Globe Awards

Best Premium Cruise Company
ベスト プレミアムクルーズカンパニー

Travel Weekly’s 11th Annual Readers' 
Choice Awards

2013
TOP Mega-Ship Cruise Line

トップ メガシップクルーズライン
Travel + Leisure's 18th Annual World's 

Best Awards

4年連続受
賞



五 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

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

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。心のままにすごす贅沢“モダンラグジュアリー ”な休暇。

Colorful
Journey

彩り豊かな洋上の旅

2015
4年連続

ベスト・プレミアム
クルーズライン

2014
スモールシップ部門

ベスト・
エクスカーション

2013
「マティーニバー」

ベスト・
クルーズバー

2014
ラージシップ部門

地中海
ベストクルーズ

2013
ベスト・メインダイニング
ベスト・スパファシリティ

2014

ベスト・キャビン

2013
ベスト・

コストパフォーマンス

2013
トップメガシップ
クルーズライン

2014
ラージシップ部門
ベスト・サービス

2014
ベスト・プレミアム

クルーズカンパニー

2012
ラージシップ部門

ベスト・
エンターテイメント

2013
ベスト・フィットネス

ファシリティ

2014
ラージシップ部門

ベスト・
パブリックルーム

Travel Weekly’s Annual 
Globe Awards

Cruise Critic Cruisers' 
Choice Awards

Travel + Leisure's 18th 
Annual World's Best 

Awards

Porthole Cruise 
Magazine's 15thAnnual 
Readers' Choice Awards

Travel Weekly's annual 
Magellan Awards

Cruise Critic Cruisers' 
Choice Awards

Travel Weekly’s 11th 
Annual Readers' Choice 

Awards

Cruise Critic UK Cruisers' 
Awards

Porthole Cruise 
Magazine's 15thAnnual 
Readers' Choice Awards

Cruise Critics Annual 
Editors' Picks Awards

Cruise Critic UK's 
Cruisers' Choice Awards

Cruise Critic Cruisers' 
Choice Awards

Cruise Critic's Cruisers' 
Choice Awards
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Bar & Lounge

基本のお食事
　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。

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

「オーシャンビューカフェ＆グリル」をご利用ください。

　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

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

過ごしいただけます。

スペシャリティレストラン

　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

盛り付けで見た目の楽しさも人気の創作料理「クイジー

ヌ」、上質な食材をふんだんに使用したモダンフレンチの

「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
　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

ンファイブ」や「ザ・ポーチ」でどうぞ。

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

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。

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

ためのディスコバー「クエーサー」、大海

原を眺望する「スカイ・オブザベーション・

ラウンジ」などナイトライフを華やかに彩る

空間からお気に入りを見つけてみては。

アクアクラス専用レストラン
ブルー

スイート客室専用レストラン
ルミナ

優雅な夜のひとときを。

2013

2012

ベスト・メインダイニング
キュイジーヌ

「クイジーヌ」
レストランデザイン金賞

2013
「マティーニバー」
ベスト・クルーズバー

　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

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

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

基調にした上品な雰囲気を演出。創作料理の「クイジー

ヌ」は著名クルーズ誌でデザイン賞を受賞しています。

　お食事のスタイルも本格的なフルコース、カジュアルな

ビュッフェ、カフェ、バー、24時間無料のルームサービスな

ど、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう多彩。

　セレブリティクルーズ自慢の美食は、旅の時間をより印

象的に演出します。

ワールドクラス・バー

メインダイニング

マティーニバー＆クラッシュ

最上の
味わいと
空間を
堪能する

極上の
美食

Gastronomic
Adventures

Porthole Cruise Magazine's 15thAnnual 
Readers' Choice Awards

Cruise Critics Annual Editors' 
Picks Awards

Travel Weekly’s Magellan Awards

ムラーノ

オーシャンビューカフェ＆グリル

クイジーヌ
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“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

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

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、

「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）

Aqua Class

洋上で叶える
至高の休暇。

2013

2013

ベスト・スパファシリティ

ベスト・フィットネスファシリティ

　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

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。

　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。

究極の
リラックス

グリーンの上でリラックス＆アクティブに
　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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

Relaxation
Extreme

美を磨き
緑に癒される
上質な
リフレッシュ
タイム

ローンクラブ

アクアクラス客室

フィットネスセンター

ソラリウム

ヨガ教室

ペルシャンガーデン

Porthole Cruise Magazine's 15thAnnual 
Readers' Choice Awards

Porthole Cruise Magazine's 15thAnnual 
Readers' Choice Awards

ペルシャンガーデン
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シアターショー

　夜のひとときを華やかに彩るのが、最新の音響・照明設

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

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

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

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

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

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

ただけます。

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

おります。船内のシェフやソムリエから

学ぶ「シェフズ・クッキング・デモンスト

レーション」や「ワインテイスティング講

座」、24時間インターネットが利用できる

「iラウンジ」でのパソコン講座など、さま

ざまな講座をご用意。また、大人気のダ

ンスエクササイズ「ZUMBA®」やエ

ミー賞を受賞したTV番組「TopChef」

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。

洋上で愉しむ
多彩なプログラム。

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

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

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。

珠玉の
楽しみ

2012
ラージシップ部門

ベスト・エンターテインメント

Entertainment
Beyond 

　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。

船上の
時間を
いっそう
豊かに

ファン・ファクトリー

ブルバード

トップシェフ・アットシー

ズンバ

Travel Weekly's annual 
Magellan Awards

フォーチュンズ・カジノ
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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

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

れるサービスはお客様から高い評価をい

ただいております。

お出迎え
　乗船時のエントランスではウェルカム・ドリ

ンクでお出迎え。乗船した瞬間から優雅な

気分が高まります。

プールバトラー

　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

ルバトラーが冷えたおしぼりやシャーベット

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。

　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

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。

スイート客室
　ヨーロッパ式バトラーが身の回りのお世話

をします。メインダイニングと同じお食事をお部

屋に届けたり、アフタヌーンティが毎日届くなど

様 な々特典もございます。またバスタブがある

のはスイート客室のみです。

ベランダ付き客室
　プライベートベランダから海を望め、自然の

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

す。アクアクラスはスパに近いフロアにあります。

また、コンシェルジュクラスはフルーツやアフタ

ヌーンカナッペをお届けするなどお部屋で寛

ぐためのサービスがあります。

海側（窓付き）・内側客室
　客室の広さや設備はほぼ同じです。海側

客室は、大きな窓から海が望めます（窓は開

きません。）

プールバトラーサービス

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

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

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

様には、スパやウェルネスに関するご相談を承るスパ・コ

ンシェルジュがおります。

Concierge

コンシェルジュサービス

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

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

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

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

実。お支払に煩わされずにお過ごしいただけます。

Suite Room

スイートルームが
より贅沢に。

最上の
ホスピタリティ

Hospitality
Hearty

2014

2014

ラージシップ部門
ベスト・パブリックルーム

ラージシップ部門ベスト・サービス

寛ぎの
プライベートルーム

Guest Rooms
Comfortable

ペントハウススイート

バスルーム（リフレクションスイート）

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

無料インターネット ビバレッジパッケージスパコンシェルジュ

ウェルカムシャンペン

2014
ベストキャビン

Cruise Critic's Cruisers' Choice 
Awards

Cruise Critic UK's Cruisers' 
Choice Awards

Cruise Critic UK 
Cruisers' Awards
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七つの海を優雅にわたる

コバルトブルーからグリーン、そして真っ白

な砂と太陽の光を映して、柔らかなパステ

ルカラーへと色を変える海。マヤ文明や

大航海時代の遺跡を訪れたり、カラフル

な街並を散策したり、美しい海でマリンス

ポーツに興じたり、カリブの楽しみ方は好

奇心の赴くままに。

【お勧めクルーズ】
セレブリティ・リフレクション 2016年11月
～2017年4月出航［東/西カリブ海クルー
ズ 7泊8日］

CARIBBEAN/
BERMUDA

カリブ・バミューダ

パナマ運河は、カリブ海と太平洋を結ぶ

全長約80kmの運河で、人類の英知を

結集した建造物です。また南の海域で

は、自然の中で生まれた独自の生態系や

人知とは隔絶された場所があります。珍し

い動植物を目の当たりにする感動をぜひ

味わってみてください。

【お勧めクルーズ】
セレブリティ・インフィニティ 2017年2月19日
出航［南米・リオのカーニバルクルーズ 14泊
15日］／セレブリティ・インフィニティ 2017
年2月5日出航［南極クルーズ 14泊15日］

PANAMA/SOUTH AMERICA/
GALAPAGOS ISLANDS

パナマ・南米・南極・
ガラパゴス

古代ギリシャやローマ文明の遺跡を探訪

するエーゲ海、洗練されたリゾートで優雅

なひと時に身を任せる地中海、メルヘン

チックな童話の世界に誘われる北欧な

ど、楽しみは多岐にわたります。

【お勧めクルーズ】
セレブリティ・リフレクション2016年6月17
日出航［東地中海・エーゲ海クルーズ 10
泊11日］

セレブリティ・イクノス2016年10月15日
出航［西地中海クルーズ 10泊11日］

EUROPE

ヨーロッパ

〝常夏の楽園〟ハワイ、〝笑顔の楽園〟フィ

ジー。太平洋のリゾートアイランドの醍醐

味を味わうのは客船が最適です。オセア

ニアは日本との時差もあまりなく、人気の

デスティネーションの内の一つです。

【お勧めクルーズ】
セレブリティ・ソルスティス 2016年4月26
日出航［ハワイクルーズ 10泊11日］／セ
レブリティ・ソルスティス 2017年1月24
日・2月17日出航［タスマニア・ニュージーラ
ンド周遊クルーズ 12泊13日］

HAWAII/OCEANIA/
SOUTH PACIFIC

ハワイ・オセアニア・
南太平洋

何キロにも渡って海に流れ込む氷河、太

古の空を凍らせたような神秘的な青い氷

壁が音を立てて崩れ落ちる様はダイナミッ

クそのものです。流氷の上で遊ぶアザラ

シや、海を悠々と泳ぐクジラやシャチなど

の野生動物に巡り合えるチャンスがある

かも知れません。

【お勧めクルーズ】
セレブリティ・ソルスティス/ミレニアム 
2016年5月～8月出航［アラスカクルーズ 
7泊8日］

ALASKA

アラスカ

錦秋に染まる秋限定クルーズは、「赤毛

のアン」の舞台、プリンスエドワード島や

ケベックがハイライト。まぶしいほどの紅

葉に埋め尽くされた美しい秋の風景と、

歴史的な建造物や家並が醸すしっとりと

した異国情緒が見どころです。

【お勧めクルーズ】
セレブリティ・サミット 2016年9月18日出
航［カナダ・ニューイングランドクルーズ 
14泊15日］

CANADA&
NEW ENGLAND

カナダ・ニューイングランド

Sailing

the Seven Seas

セレブリティクルーズの10隻の船は、年間実に200以上の寄港地を訪れます。コースのハイライト

となる寄港地では停泊し、存分に観光いただけるゆとりの日程。10泊～14泊クルーズを中心

に、短いバカンスでもご乗船いただける7泊クルーズも充実しその土地の魅力をたっぷり満喫すること

ができます。船会社主催のショアエクスカーション（寄港地観光ツアー）も多種ご用意しております。

大人気のシンガポール発着クルーズなど、

エキゾチックな魅力が満載のアジアクルー

ズ。人種も習慣も宗教も寄港地ごとにグ

ラデーションを描くように変化していきま

す。神戸、横浜、小樽、函館、高知、清水、

鹿児島、長崎、沖縄などにも寄港します。

【お勧めクルーズ】
セレブリティ・ミレニアム 2016年11月27日
出航［バリ・プーケット・マレーシアクルーズ 
12泊13日］／セレブリティ・ミレニアム 
2016年10月16日出航［横浜発香港着 ア
ジア周遊片道クルーズ 14泊15日］

ASIA

アジア
2014

2014

ラージシップ部門
地中海ベストクルーズ

スモールシップ部門
ベスト・エクスカーション

Cruise Critic Cruisers' Choice 
Awards

Cruise Critic Cruisers' Choice 
Awards

日本人コーディネータ乗船

日本人コーディネータ乗船
日本人コーディネータ乗船
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主寝室（ツインに変更可能なダブルベッド）、副寝室（ダブ
ルベッド）、ソファベッド、リビングエリア、シャワールーム、ベ
ランダ、デッキチェア

室内：53.4㎡／ベランダ：4.9～9.7㎡　【定員：5名】

ファミリー海側
FVベランダ客室

室内：18.0㎡／ベランダ：5.0㎡　【定員：2名】

アクアクラス
A1 A2ベランダ客室

Celebrity Eclipse
セレブリティ・イクリプス EC

ツインに変更可能なダブルベッド、ソファベッド、シャワー
ルーム

室内：16.4㎡　【定員：2～4名】

スタンダード海側
7 8

ツインに変更可能なダブルベッド、ソファベッド、シャワー
ルーム、ベランダ、デッキチェア　

室内：18.0㎡／ベランダ：5.0㎡　【定員：2～4名】

デラックス海側
1A 1B 1C 2C2A 2D2B

ツインに変更可能なダブルベッド、ソファ、シャワールーム、ベ
ランダ、デッキチェア

室内：18.0㎡／ベランダ：5.0㎡　【定員：2～4名】

コンシェルジュクラス
C1 C2 C3

Solstice Class State Rooms

室内：27.8㎡／ベランダ：7.3㎡　【定員：4名】

スカイスイート

室内：151.9㎡／ベランダ：18.0㎡　【定員：6名】

リフレクションスイート
RF

RS

室内：40.9㎡／ベランダ：10.9㎡　【定員：4名】

シグネーチャースイート
SG

CS

室内：36.6㎡／ベランダ：9.7㎡　【定員：4名】

セレブリティスイート

ツインに変更可能なクイーンサイズベッド、ソファベッド、バ
スタブ付き浴室、ベランダ、ラウンジチェア

2寝室（ツインに変更可能なキングサイズベッド）、海に面し
たシャワールーム、バスタブ付き浴室、シャワールーム、ベラ
ンダ、屋外バスタブ、ラウンジチェアなど

ツインに変更可能なクイーンサイズベッド、クイーンサイズ
ソファベッド、バスタブ付き浴室、リビングエリア、ベランダ、
ラウンジチェアなど

ツインに変更可能なクイーンサイズベッド、クイーンサイズ
ソファベッド、ウォークインクローゼット、バスタブ付き浴室、
リビングエリア、映像・音響システム、ベランダ、ラウンジ
チェア

ツインに変更可能なダブルベッド、ソファ、シャワールーム、ベ
ランダ、デッキチェア

ツインに変更可能なクイーンサイズベッド、クイーンサイズソ
ファベッド、ウォークインクローゼット、ジャグジー機能付きバ
スタブ、シャワーブース、洗面所、リビングルーム、ダイニング
エリア、バー、映像・音響システム、ベランダ、屋外ジャグ
ジー、ラウンジチェア

ツインに変更可能なキングサイズベッド、クイーンサイズソ
ファベッド、ウォークインクローゼット、ジャグジー機能付き大
理石のバスタブ、シャワーブース、洗面所、リビングルーム、ダ
イニングエリア、バー、ミニグランドピアノ、映像・音響システ
ム、ベランダ、屋外ジャグジー、ラウンジチェア

室内：54.8㎡／ベランダ：14.2㎡　【定員：4名】

室内：119.9㎡／ベランダ：36.1㎡　【定員：4名】

ロイヤルスイート

ペントハウススイート

ツインに変更可能なダブルベッド、ソファベッド、シャワー
ルーム

室内：17.0～18.5㎡　【定員：2～4名】

スタンダード内側
9

S1 S2

10 11 12

12 万トンのソルスティスク

ラスの客船は、いずれ

も斬新でスタイリッシュなデザ

インと洋上初の天然芝ガー

デンなどリフレッシュできる空

間が高い評価を得ています。 

5月～10月にかけてはベスト

シーズンのヨーロッパ、アラス

カへ。11月～4月は常夏の楽

園カリブ海、オセアニア、南太

平洋を優雅に巡ります。

Celebrity Reflection
セレブリティ・リフレクション RF

Celebrity Silhouette
セレブリティ・シルエット SI

Celebrity Equinox
セレブリティ・イクノス EQ

Celebrity Solstice
セレブリティ・ソルスティス SL

ローンクラブ

PS

［客室］ソルスティスクラス

※2C、2D はバルコニーからの眺
めが一部さえぎられます。

※客室番号1547、1549、1552、
1554は一部視界がさえぎられます。

※車いす対応客室はバスタブが
なくシャワーのみとなります。

バスルーム

リビング

スイート客室

スイート客室 スイート客室 スイート客室

スイート客室 スイート客室

ツインに変更可能なダブルベッド、ソファベッド、シャワールー
ム、ベランダ、デッキチェア

室内：18.0㎡／ベランダ：5.0㎡　【定員：2～4名】

サンセット海側
SVベランダ客室ベランダ客室 ベランダ客室 海側客室 内側客室

RF セレブリティ・リフレクションだけの特別なスイート

※スイート客室、アクアクラス、コンシェルジュクラスはよりきめ細かいサービスや特典があります。客室の設備やサービスについてはp25「客室サービス」をご覧ください。
※客室の広さ（室内＋ベランダ）、見取図はおおよその目安です。

スイート客室のお客様のみ入ることができる
14デッキの一角にあります。
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Solstice Class Deck Plan

客室カテゴリー
一覧

1つのプルマンベッド付客室ソファベッド付客室 2つのプルマンベッド付客室 ※プルマンベッドは壁に収納式のベッドです。 
［マークの見方］

コネクティングルーム（内ドア付）車いす対応客室（全室シャワールーム） 内側客室ドアの場所

パノラマデッキ
9F

リゾートデッキ
12F

リドデッキ
14F

ローンクラブ
15F

ソルスティスデッキ
16F

プラザデッキ
3F

サンライズデッキ
7F

コンチネンタルデッキ
6F

プロムナードデッキ
4F

エンターテイメントデッキ
5F

S2 C1 C1C2 C2

A1 A2

ペントハウスデッキ
11F

9

PS RS CS S1 S2

C1 C2

C3

スカイデッキ
10F

RS CS S1

C1 C3 9C2

S1 S1

■総トン数 ： 122,000～126,000トン　■乗客定員 ： 2,850～3,046名　■乗務員数 ： 1,233～1,255名　■客室数 ： 1,425～1,515室（ベランダ付85％）
■全長 ： 314～319m　■全幅 ： 36m　■喫水 ： 8.2m　■巡航速度 ： 24.0ノット　■電圧 ： 110／220ボルト　■船籍 ： マルタ

※イクノスのデッキプランです。ソルスティス/イクリプス/シルエットのデッキプランはほぼ同じですが、一部施設が異なります。（詳しくはp23「施設早見表」 をご覧ください）
※リフレクションは12F、14F に客室が大幅に増え、デッキプランも異なります。※シルエット/リフレクションは15デッキのガラス工房がアートスタジオになります。

※ソルスティスクラスはアクアクラス（A1）のうち1547、
1549、1552、1554は一部視界がさえぎられます。
※ソルスティスクラスの2C、2Dは、バルコニーからの眺め
が一部さえぎられます。
※スカイスイートのうち車いす対応客室はバスタブがなく
シャワーのみとなります。

■就航年：2012年10月 ■就航年：2011年7月 ■就航年：2010年4月 ■就航年：2009年8月 ■就航年：2008年11月

室内：151.9㎡／ベランダ：18.0㎡　

リフレクションスイートRF

室内：40.9㎡／ベランダ：10.9㎡　

シグネーチャースイートSG

CS

室内：36.6㎡／ベランダ：9.7㎡　

セレブリティスイートRS

室内：54.8㎡／ベランダ：14.2㎡　

ロイヤルスイート
室内：27.8㎡／ベランダ：7.3㎡　

スカイスイートS1 S2

室内：18.0㎡／ベランダ：5.0㎡　

アクアクラスA1 A2

室内：119.9㎡／ベランダ：36.1㎡

ペントハウススイートPS

室内：16.4㎡　

スタンダード海側7 8

室内：18.0㎡／ベランダ：5.0㎡

デラックス海側1A

1A

1B

1B

1C 2C

2C

2A 2D

2D

2B

室内：53.4㎡／ベランダ：4.9～9.7㎡　

ファミリー海側FV

室内：18.0㎡／ベランダ：5.0㎡　

コンシェルジュクラスC1 C2 C3

室内：18.0㎡／ベランダ：5.0㎡　

サンセット海側SV

9 10

ビスタデッキ
8F

S1

7

1A

1B

FV SV

10 2A

S1 S1

7

1A 1A

2B 2B

FV SV SV

11

室内：17.0～18.5㎡　

スタンダード内側9 10 11 12

8 12

［デッキプラン］ソルスティスクラス

■ バスケットボールコート

■ リラクゼーションラウンジ
■ 鍼マッサージ

■ 会議室

■ スカイ・
オブザベーション・
ラウンジ

■ ゲームコーナー

■ チャイルドルーム
（ファン・ファクトリー）

■ パティオ（ガラス工房）

■ ローンクラブ

■ サンセットバー

■ オーシャンビューカフェ&
グリル（ビュッフェ）

■ 軽食（マストグリル）

■ ティーンルーム
（Xクラブ）

■ マストバー

■ プールバー

■ ジャグジー

■ ヘアサロン

■ キャニオンランチ
スパクラブ

■ フィットネス

■ ペルシャンガーデン

■ ジャグジー

■ 屋外プール
■ 図書室 ■ カードルーム

■ スペシャリティ
レストラン

（ムラーノ）

■ アンサンブル
ラウンジ

■ シアター
■ シアター

■ シアター

■ フォトギャラリー

■ マイケルズクラブ
（スイート専用ラウンジ）

■ カフェアルバーチョ
＆ジェラテリア

■ マティーニバー
＆クラッシュ

■ ショップ

■ クエーサー

■ カジノ

■ クレープ（ビストロ
オンファイブ）

■ 小ステージ
（セレブリティ・
セントラル）

■ アクアクラス専用
レストラン（ブルー）

■ ガストロバー

■ パスポートバー

■ ゲストリレー
ションズ（受付）

■ メイン
ダイニング

■ iラウンジ

■ メイン
ダイニング

■ スペシャリティレストラン
（トスカーナグリル）

■ スペシャリティレストラン
（シルクハーベスト）

■ スパカフェ

■ ソラリウム
（室内プール）

Celebrity Eclipse
セレブリティ・イクリプス EC

Celebrity Reflection
セレブリティ・リフレクション RF

Celebrity Silhouette
セレブリティ・シルエット SI

Celebrity Equinox
セレブリティ・イクノス EQ

Celebrity Solstice
セレブリティ・ソルスティス SL

1C

リフレクションのみ

■ スイート専用
レストラン（ルミナ）

■ 寄港地案内
デスク
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室内：133.0㎡／ベランダ：102.0㎡　【定員：5名】

ペントハウススイート
PS

室内：49.9㎡／ベランダ：18.1㎡　【定員：4名】

ロイヤルスイート
RS

室内：43.3㎡／ベランダ：7.8㎡　【定員：3名】

セレブリティスイート
CS

※客室の広さ（室内＋ベランダ）、見取図はおおよその目安です。

ツインに変更可能なダブルベッド、ソファベッド、シャワー
ルーム、ベランダ、デッキチェア

室内：17.7㎡／ベランダ：3.9㎡　【定員：2～3名】

コンシェルジュクラス
C1

ツインに変更可能なダブルベッド、ソファベッド、パーティ
ション、シャワールーム、ベランダ、ラウンジチェア

室内：25.1㎡／ベランダ：22.4㎡　【定員：5名】

ファミリー海側
FV

ツインに変更可能なダブルベッド、ソファベッド、シャワー
ルーム、ベランダ、デッキチェア

室内：15.7㎡／ベランダ：3.5㎡　【定員：3～4名】

デラックス海側
2A

クイーンサイズベッド（ツイン変更不可）、クイーンサイズソ
ファベッド、ウォークインクローゼット、ジャグジー機能付き大
理石のバスタブ、シャワーブース、洗面所、リビングルーム、
ダイニングエリア、バー、ミニグランドピアノ、映像・音響シス
テム、ベランダ、屋外ジャグジー、ラウンジチェア

ツインに変更可能なクイーンサイズベッド、クイーンサイズ
ソファベッド、ウォークインクローゼット、ジャグジー機能付き
バスタブ、シャワーブース、洗面所、リビングルーム、ダイニン
グエリア、バー、映像・音響システム、ベランダ、屋外ジャグ
ジー、ラウンジチェア

ツインに変更可能なクイーンサイズベッド、クイーンサイズ
ソファベッド、ウォークインクローゼット、ジャグジー機能付き
バスタブ、リビングエリア、映像・音響システム、ベランダ、ラ
ウンジチェア

ツインに変更可能なクイーンサイズベッド、ソファベッド、バ
スタブ付き浴室、音響システム、ベランダ、ラウンジチェア 

室内：23.3㎡／ベランダ：5.2㎡　【定員：3名】

スカイスイート
S1

ツインに変更可能なダブルベッド、ソファベッド、シャワー
ルーム

室内：15.7㎡　【定員：2～5名】

スタンダード海側
4

ツインに変更可能なダブルベッド、ソファ、シャワールーム、
ベランダ、デッキチェア

室内：18.1㎡／ベランダ：5.0㎡　【定員：2名】

アクアクラス
A1

ツインに変更可能なダブルベッド、ソファベッド、シャワー
ルーム

室内：15.7㎡　【定員：2～5名】

スタンダード内側
9

S2

A2 C2 C3 2B 2C 5 6 7 8 10 11 12

Millennium Class State Rooms

Celebrity Constellation
セレブリティ・コンステレーション CS

Celebrity Millennium
セレブリティ・ミレニアム ML

Celebrity Infinity
セレブリティ・インフィニティ IN

Celebrity Summit
セレブリティ・サミット SM

優 雅な木目調の気品あふれる

インテリアときめ細やかなサー

ビスで、 セレブリティクルーズのフ

ラッグシップとしてご好評いただいて

いる9万トンクラスの客船。 アジアや

アラスカをはじめ、ヨーロッパ、南米、

パナマ、バミューダや南極海までバ

ラエティー豊かなコースでお客様を

極上のバカンスへお連れします。 

［客室］ミレニアムクラス

スイート客室 スイート客室 スイート客室 スイート客室

ベランダ客室 ベランダ客室 ベランダ客室ベランダ客室 海側客室 内側客室

※ミレニアムクラスのカテゴリー
A2には一部ベランダからの視界
がさえぎられる客室、ベランダが
狭い客室があります。

※インフィニティのA1はベランダ
3.9㎡となります。

※ミレニアムクラスのカテゴリー
C2およびC3には一部ベランダ
からの視界がさえぎられる客室、
ベランダが狭い客室があります。

※車いす対応客室はバスタブが
なくシャワーのみとなります。
※コンステレーション、インフィニ
ティ、ミレニアムのS1（6102）は
ベランダが狭くなっています。

※スイート客室、アクアクラス、コンシェルジュクラスはよりきめ細かいサービスや特典があります。客室の設備やサービスについてはp25「客室サービス」をご覧ください。

※ミレニアムクラスのカテゴ
リー2B、2Cには一部ベラン
ダからの眺めがさえぎられる
客室、2A、2Bにはベランダ
が狭い客室があります。

グランドフォイヤー
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客室カテゴリー
一覧 室内：133.0㎡／ベランダ：102.0㎡　

ペントハウススイートPS

室内：49.9㎡／ベランダ：18.1㎡

ロイヤルスイートRS

室内：43.3㎡／ベランダ：7.8㎡

セレブリティスイートCS

室内：23.3㎡／ベランダ：5.2㎡

スカイスイートS1 S2

室内：18.1㎡／ベランダ：5.0㎡

アクアクラスA1 A2

室内：25.1㎡／ベランダ：22.4㎡

ファミリー海側FV

室内：17.7㎡／ベランダ：3.9㎡

コンシェルジュクラスC1 C2 C3

室内：15.7㎡／ベランダ：3.5㎡

デラックス海側2A 2B 2C

室内：15.7㎡

スタンダード海側4 5 6 7 8

室内：15.7㎡

スタンダード内側9 10 11 12

ミレニアムクラスの2C（6016,6018,6020,6021,6023,6025,7014,7016,7017,7018,7019,7021）、2B（8006,8007,9004,9005）、C2（8047,8048,8049,8050,8051,8052,8053,8054）、コンステレーション、インフィニ
ティ、ミレニアムの2B（9034,9039）、A2（9040,9042,9044,9045,9046,9047,9049）、インフィニティ、ミレニアムの2B（9041）、コンステレーション、サミットのA2（9090）、インフィニティの2B（8043）、C2（8090,8092）、サミットのA2

（9064,9066,9071,9073,9092）は視界がさえぎられます。またミレニアムクラスの2A（7136,7142）、C2（8102）、A2（9094,9100）、インフィニティ、ミレニアム、サミットのC2（8108）、コンステレーション、インフィニティ、ミレニアムのS1
（6102）、2B（6108）、コンステレーションのC3（8108）、サミットのA2（6102,6108）はベランダが狭くなっています。
※スカイスイートの車いす対応客室はバスタブがなくシャワーのみとなります。

■総トン数 ： 90,940～91,000トン　■乗客定員 ： 2,038～2,170名　■乗務員数 ： 950～1000名　■客室数 ： 1,019～1,085室（ベランダ付57％）
■全長 ： 294m　■全幅 ： 32m　■喫水 ： 7.9m　■巡航速度 ： 24.0ノット　■電圧 ： 110／220ボルト　■船籍 ： マルタ

■就航年：2002年（2010年5月・2013年5月改装） ■就航年：2001年（2012年1月改装） ■就航年：2001年（2011年11月改装） ■就航年：2000年（2012年5月改装）

Millennium Class Deck Plan

［デッキプラン］ミレニアムクラス

1つのプルマンベッド付客室ソファベッド付客室 2つのプルマンベッド付客室 ※プルマンベッドは壁に収納式のベッドです。 
［マークの見方］

コネクティングルーム（内ドア付）車いす対応客室（全室シャワールーム） 内側客室ドアの場所

Celebrity Constellation
セレブリティ・コンステレーション CS

Celebrity Millennium
セレブリティ・ミレニアム ML

Celebrity Infinity
セレブリティ・インフィニティ IN

Celebrity Summit
セレブリティ・サミット SM

※コンステレーションのデッキプランです。ミレニアム/サミット/インフィニティのデッキプランはほぼ同じですが、一部施設が異なります。（詳しくはp23「施設早見表」 をご覧ください）

ビスタデッキ
7F

リゾートデッキ
10F

パノラマデッキ
8F

サンライズデッキ
11F

スカイデッキ
9F

スポーツデッキ
12F

ペントハウスデッキ
6F

エンターテイメントデッキ
5F

プロムナードデッキ
4F

プラザデッキ
3F

コンチネンタルデッキ
2F

■ 展望ラウンジ（リフレクションラウンジ）
■ フィットネス

■ バー（マストバー）

■ Xクラブ

■ バスケットボールコート

■ スペシャリティレストラン
（トスカーナグリル）

■ ファンファクトリー

■ オーシャンビューカフェ＆グリル

■ プール

■ 図書室

■ iラウンジ

■ シアター

■ ショップ

■ カジノ

■ マイケルズクラブ
（スイート専用ラウンジ）

■ ラウンジ

■ コンシェルジュデスク

■ 寄港地
観光デスク

■ コーヒー
（カフェ・アル・
バーチョ）

■ マティーニバー
＆クラッシュ

■ ゲスト
リレーションズ

（受付）

■ ワインバー
（セラーマスター）

■ アイスクリーム
（ジェラテリア）

■ クレープ
（ビストロオンファイブ）

■ アクアクラス専用
レストラン（ブルー）

■ メイン
ダイニング

■ スイート専用
レストラン（ルミナ）

■ スペシャリティレストラン
（オーシャンライナー）

■ 大会議室

■ シアター ■ シアター

■ スパ・カフェ

■ キャニオンランチ
スパクラブ

■ ソラリウム

■ ヘアサロン

■ ペルシャンガーデン

CS C1 C3 FV

C3 FV 2B 4 9 C3 FV 2B 4 9 2A 2C 4 9 9

A1 9 PS RS CS S1 S2S2S2CS C1S1 A2 CS C1 C2S1

2CC1 2B 5

6 10 7 8 11 12

20 21Premium Cruise



ガラパゴス諸島を巡る専用客

船。 上質な食事、洗練され

たインテリアなど、小型ながらセレブ

リティ・クオリティーを満たした軽快

な船でダーウィンの進化論をたどる

冒険の旅へお連れします。

■総トン数 ：  2,842トン　■乗客定員 ： 98名　
■乗務員数 ： 64名　■客室数： 46室（ベランダ付17％）
■全長 ： 90m　■全幅 ： 14m　■喫水 ： 3.8m　
■巡航速度 ： 15.0ノット　■電圧 ： 110／220ボルト
■就航年：2004年（2001年建造）　■船籍：エクアドル

■客室内標準設備 
DVDプレーヤー付きフラットテレビ、電話、金庫、冷蔵庫、ドライヤー、室内温度調整器、バス
ローブ、ルームサービス、 双眼鏡、シュノーケル器具とウェットスーツの貸し出し、110V（A型）
および220Vのコンセント 

■スイート客室 
スパークリングワイン、フルーツ、オードブルのご用意、インターネット3時間無料、キーホルダー

Celebrity Xpedition State Rooms & Deck Plan

ツインに変更可能なダブルベッ
ド、ソファ、シャワールーム

室内：13.4㎡　【定員：2名】

スタンダード海側
XO

XR XS

室内：21.3㎡／ベランダ：4.6㎡　【定員：3名】

エクスペディションスイート

ツインに変更可能なダブルベッド、
ソファ、シャワールーム
401、301はツイン変更不可

ツインに変更可能なダブルベッ
ド、ソファベッド、シャワールーム、
ベランダ

ツインに変更可能なクイーンサイ
ズベッド、ソファベッド、シャワー
ルーム、ベランダ

ツインに変更可能なクイーンサイ
ズベッド、収納式ベッド、ソファベッ
ド、シャワールーム、DVDプレー
ヤー、ベランダ、屋外ジャグジー

室内：14.8㎡　XP【定員：2名】　XD【定員：2～3名】

室内：23.2㎡／ベランダ：18.1㎡　【定員：3名】室内：42.7㎡／ベランダ：13.9㎡　【定員：6名】

プレミアム海側／デラックス海側

ロイヤルスイートペントハウススイート

室内：16.7㎡／ベランダ：4.4㎡　【定員：3名】

ジュニアスイート

ダブルベッド（ツイン変更不可）、
ソファベッド、シャワールーム、ベ
ランダ

XJ XDXP

PS

［客室・デッキプラン］セレブリティ・エクスペディション

XOXDXPXR XS XSPS XJ

サンライズデッキ 6F パノラマデッキ 5F ビスタデッキ 4F マリーナデッキ 3F

■ インターネット

■ ダンスフロア

■ ビュッフェレストラン

■ ラウンジ

■ メインダイニング
（ダーウィンズ・レストラン）

■ ギフトショップ

■ 図書室

■ ゲスト
リレーションズ

（受付）■ サウナ

■ ブルーフィンチバー
■ ホットタブ

1つのプルマンベッド付客室ソファベッド付客室 2つのプルマンベッド付客室 ※プルマンベッドは壁に収納式のベッドです。 
［マークの見方］

コネクティングルーム（内ドア付）車いす対応客室（全室シャワールーム） 内側客室ドアの場所
1つのプルマンベッド付客室ソファベッド付客室 2つのプルマンベッド付客室 ※プルマンベッドは壁に収納式のベッドです。 

［マークの見方］
コネクティングルーム（内ドア付）車いす対応客室（全室シャワールーム） 内側客室ドアの場所

1つのプルマンベッド付客室ソファベッド付客室 2つのプルマンベッド付客室 ※プルマンベッドは壁に収納式のベッドです。 
［マークの見方］

コネクティングルーム（内ドア付）車いす対応客室（全室シャワールーム） 内側客室ドアの場所

スイート客室 スイート客室 スイート客室

スイート客室 海側客室 海側客室

※客室の広さ（室内＋ベランダ）、見取図はおおよその目安です。

※1 スイート客室のお客様専用のレストランです。スイート客室以外のお客様は空き状況に応じて夕食＄50にてご利用いただけます。（スイート客室のお客様によるご同行が必要です。）　※2 アクアクラス客室のお客様専用のレストランです。ス
イート客室のお客様も空き状況に応じてご利用いただけます。12歳未満のお子様はご利用いただけません。　※3 ペストリー以外のコーヒー、ジェラートなどは有料です。　※4 12歳未満のお子さまはご利用いただけません。　※カバーチャージは
予告なく変更になる場合があります。　※エクスペディションについてはp22をご覧ください。

※ バーや各種施設はこのほかにも各船にさまざまな種類のものがあります。詳しくはクルーズガイドやデッキプラン、ホームページ等でご確認ください。

※ 1日$25～。アクアクラス客室のお客様は無料でご利用いただけます。

※リフレクションの船体断面図です。

Restaurant 料理 カバー
チャージ

ソルスティスクラス ミレニアムクラス
RF SI EC EQ SL CS SM IN ML

メインダイニング フルコース - ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ルミナ フルコース ※1 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ブルー フルコース ※2 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
オーシャンビューカフェ&グリル（スシカフェ併設） ビュッフェ - ● ● ● ● ● ● ● ● ●
スパカフェ ヘルシー - ● ● ● ● ● ● ● ● ●
マストバー＆グリル/プールバー＆プールグリル 軽食 - ● ● ● ● ● ● ● ● ●
カフェアルバーチョ&ジェラテリア 軽食 ※3 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ビストロオンファイブ 軽食 $10 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ザ・ポーチ 軽食 $7 ● ●

Restaurant 料理 カバー
チャージ

ソルスティスクラス ミレニアムクラス
RF SI EC EQ SL CS SM IN ML

ムラーノ
モダン

フレンチ
※4

$50

● ● ● ● ●
オリンピック ●
SSユナイテッドステーツ ●
ノルマンディ ●
オーシャンライナー ●
クイジーヌ 創作 $45 ● ● ● ● ● ●
トスカーナグリル イタリアン・

ステーキハウス $45 ● ● ● ● ● ●
シルクハーベスト アジアン $35 ● ●
ローンクラブグリル BBQ $45 ● ●

Bar & Entertainment ソルスティスクラス ミレニアムクラス
RF SI EC EQ SL CS SM IN ML

マティーニバー＆クラッシュ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
セラーマスター ● ● ● ● ● ● ● ●
ガストロバー ●
展望ラウンジ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ランデブーラウンジ ● ● ● ●
クエーサー ● ● ● ●
マイケルズクラブ（スイート専用ラウンジ） ● ● ● ● ● ● ● ● ●
シアター ● ● ● ● ● ● ● ● ●
フォーチュンズ・カジノ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
カードルーム ● ● ● ● ●
ショッピングモール ● ● ● ● ● ● ● ● ●
フォトギャラリー ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ファン・ファクトリー / Xクラブ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Others ソルスティスクラス ミレニアムクラス
RF SI EC EQ SL CS SM IN ML

キャニオンランチスパクラブ／フィットネス ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ペルシャンガーデン（有料※） ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ソラリウム／屋外プール／ジャグジー ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ローンクラブ ● ● ● ● ●
パティオ（ガラス工房） ● ● ●
パティオ（アートスタジオ） ● ●
アルコーブ（有料） ● ●
ライブラリ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ハイダウェイ（隠れ家ラウンジ） ● ●
iラウンジ（インターネット） ● ● ● ● ● ● ● ● ●

施設早見表

その他の船内施設

セレブリティ・コンステレーション セレブリティ・サミット セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・インフィニティCS MLINSM

セレブリティ・リフレクション セレブリティ・イクノスセレブリティ・シルエット セレブリティ・イクリプス セレブリティ・ソルスティスRF SI EC EQ SLソルスティスクラス

ミレニアムクラス

キャニオンランチスパクラブ／フィットネス／
ペルシャンガーデン

シアター

カジノ

ビストロオンファイブ

スパカフェ

ソラリウム

ショッピングモール

プール

ムラーノ

メインダイニング

ルミナ
ブルー

トスカーナグリル

オーシャンビューカフェ&
グリル

ローンクラブ

カフェアルバーチョ&ジェラテリア

ゲストリレーションズ（受付）

ライブラリ
洋上の図書館。シーパス
カードで貸出しができ、営
業時間外は返却ポストもあ
ります。

ファン・ファクトリー
3歳から11歳までのお子さ
まのための児童館。年齢
別プログラムで安全に楽し
く遊ぶことができます。

Xクラブ
ティーンエイジャー向けの
集会室です。ゲームやス
ポーツ、ディスコイベントな
どが催されます。

フォトギャラリー
航海中にカメラマンが撮影
した写真を展示、販売して
います。記念DVDも購入
できます。

カンファレンスセンター
同時通訳会議も可能な、最
新オーディオ設備を完備した
会議室。シネマや講習会の
会場としても利用されます。

iラウンジ
24時間インターネットをご
利用いただけます。最新の
MacBookやiPodの講習
や販売も行っています。

アートギャラリー
さまざまなアーティストの作
品を観賞、購入できます。
オークションイベントなども
開催。

ゲストリレーションズ
ゲストリレーションズでは
24時間体制でお客様の
ご質問やご相談を承ってお
ります。
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1.持ち物
通常の旅行用品のほか、パスポート、パスポートコピー、常備薬、メガ
ネ・コンタクトレンズ（スペア）、予備の記録メディア、電池などをご確認
ください。水着、はきなれた運動靴、帽子、サングラス、日焼け止めク
リーム、虫よけ薬、計算機等のご持参をおすすめします。客室アメニ
ティは客室のご案内（p25「客室サービス」）をご覧ください。船内には
コインランドリーはありませんがクリーニングサービス（有料）がありま
す。下船前夜にスーツケースなど大きな荷物は船側に預けますので
貴重品や1泊分の着替え、洗面具が入る手荷物バッグもご用意くだ
さい。アイロンやポットなど発熱する製品、ナイフなど鋭利なものの持
ち込みは禁止されています。アルコール飲料のお持込はご遠慮くださ
い。お持込されたものやお土産に購入されたものは下船時まで船内
でお預かりします。ただし出航日に限りワインまたはシャンパンを1部屋
につき2本までお持込いただけます。

2. クルーズ書類一式
出航の2週間前頃にクルーズ最終書類をお届けします。最終書類に
はゲストチケットブックレット（英語で詳細を記したもの、チェックイン提
出書類、バゲージタグ、クルーズ約款を含みます）、日本語のクルーズ
ガイド、デッキプラン、ゲストチケットブックレットの補足説明などが含ま
れています。

3. オンラインチェックイン・
　各種サービスの事前予約
セレブリティクルーズの英語ホームページより、出航の5日前までに完
了してください。
①乗船当日のチェックイン時間短縮のため、オンラインチェックインに
ご協力ください。英語ホームページにアクセスし、Already Bookedか
らOnline Check Inをクリックします。予約番号、お客様の姓、船名、
出航日を入力し進みます。詳しくはセレブリティクルーズ日本語ホーム
ページの「ご予約後の流れ」に説明がありますのでご覧ください。な
お、キャプテンズ・クラブの方は会員番号を忘れずにご入力ください。
②スペシャリティレストラン、ビバレッジパッケージ、寄港地観光の事前
予約
英語ホームページにアクセスし、Already Booked →Cruise Planner
をクリックします。予約番号、お客様の姓、船名、出航日を入力し進み
ます。クレジットカードでお支払し完了します。またセレクトダイニングも
同様に事前予約できます。（セレクトダイニングについては「9.食事」を
ご覧ください。）
③ビバレッジパッケージ
●ワインパッケージ＝3本、5本、7本の単位で船上より割安に購入で
きます。ワインリスト（スパークリング、赤、白）は英語ホームページでご
覧いただけます。乗船後、ワインリストの中からお選びいただきソムリエ
にお申し付けください。料金には18％のサービス料が加算されます。
・クラシックワインパッケージ＝3本＄109、5本＄179、7本＄249
・プレミアムワインパッケージ＝3本＄149、5本＄219、7本＄299
●ビバレッジ・パッケージ＝レストランやバーで飲み放題になるプラン
です。1泊あたりの料金にクルーズ日数をかけた金額に18％のサービ
ス料が加算されます。
・クラシック・ノンアルコールパッケージ（1泊あたり＄18）＝コーラ、スプラ
イト、ファンタなど缶入り炭酸飲料に加え、フレッシュジュース、ボトル
ジュース、エスプレッソ、カプチーノ、ミネラルウォーターなどが飲み放題。
・プレミアム・ノンアルコールパッケージ（1泊あたり＄22）＝コーラ、スプ
ライト、ファンタ、Red Bullなどの缶入り炭酸飲料、エヴィアン、ペリエ、
サンペレグリノ、ジュース、エスプレッソ、カプチーノ、フローズンドリンク、
スムージーなどが飲み放題。
・クラシック・パッケージ（1泊あたり＄55）＝クラシック・ノンアルコール
パッケージの飲み物に加え、6ドルまでのビール、9ドルまでのグラスワ
インが飲み放題。さらにボトルワインが15％割引で購入できます。
・プレミアム・パッケージ（1泊あたり＄65）＝プレミアム・ノンアルコール
パッケージの飲み物に加え、すべての銘柄のビール、13ドルまでのグ
ラスワイン、スピリット、カクテルが飲み放題。さらにボトルワインが20％
割引で購入できます。
・ミネラルウォーターパッケージ（1泊あたり＄16）＝船内のバーやラウン
ジでいつでもボトル入りのエヴィアン、サンペレグリノ、ペリエが受け取
れます。
④寄港地観光
各寄港地ではさまざまな寄港地観光（ショアエクスカーション）をご用
意しています。ツアー内容・料金等詳細は英語ホームページからご覧
いただけ、予約もできます。また乗船後、ショアエクスカーション・デスク
で承るほか、客室のテレビからもご予約いただけます。参加人数に限
りがあります。お早めにお申し込みされることをおすすめします。天候や
催行人数に満たない等の理由で催行中止になるツアーもあります。
予めご了承ください。ヨーロッパの主要都市では車と英語ガイドを
チャーターするプライベートツアーもあります。

4. 乗船日について
チェックイン開始時間は、最終書類のゲストチケットブックレットをご覧
ください。夕刻出航の場合は、通常昼頃から開始されます。最終チェッ
クインは出航の90分前です。チェックインカウンターへは2時間前ま
でにご到着ください。最終チェックインに遅れた場合は予約取消とな
り返金はお受けできません。チェックインにはパスポート情報やご住
所、連絡先、船内精算用のクレジットカード情報およびお客様の署名
などが必要です。オンラインチェックインでこれらの情報を入力し、エク
スプレスパスを出力（プリントアウト）してお持ちいただくか、ゲストチケッ
トブックレット内にあるチェックイン用紙に記入してお持ちください。
スーツケースなど大きなお荷物は、クルーズターミナルでポーターにお
預けください。荷物には最終書類に同封したバゲージタグにお名前を
記入し、客室番号をご確認したうえでお付けください。通常乗船日の
船内では15：00頃までビュッフェスタイルの昼食をご用意しています。

5. 下船日について
下船日は入港から下船まで通常2～3時間かかります。下船後の予
定は余裕をもってご計画ください。下船当日のフライトを予約している
などで早めの下船を希望されるお客様はゲストリレーションズにてご
相談ください。早朝に入港する場合でも午後のフライトをご予約くださ
い。下船荷物に付けるバゲージタグ、税関申告書は客室に配られま
す。大きなお荷物はお名前、ご住所を記入したバゲージタグを付けて
下船前夜に客室前にお出しください。貴重品や壊れ物は手荷物とし
てお持ちください。

6. 途中乗船・下船について
クルーズ日程の途中からの乗船、途中での下船は船会社より制限が
あり、また、全額のクルーズ代金とチップが必要です。ご希望の方は
お問い合わせください。なお日本国内のみの乗船はできません。

7. パスポート・査証・必要書類
パスポートの残存期間は下船日より6か月以上必要です。パスポート
の取得や有効期間の確認、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、記入をお願いいたします。書類不備によ
りご乗船できない場合は船会社には一切責任がなく、払い戻しはお
受けできません。なお、乗船の際またはクルーズ中に、寄港地での出
入国手続きのためお客様のパスポートをお預かりする場合がありま
す。パスポートコピーをお持ちいただくことをおすすめします。クルーズ
での出入国手続きは寄港する港によって異なります。船内新聞や書
面でお知らせします。またクルーズ中はクルーズカード「SeaPass®」
が身分証明書となります。お預かりしたパスポートは下船の入国審査
前までにご返却します。なお、ご予約のお名前とパスポートのお名前
が異なる場合、乗船が拒否される場合があります。

8. 服装
日中の船内および寄港地ではカジュアルな服装でおくつろぎくださ
い。客室内は温度調節が可能ですが、パブリックエリアについては冷
房がよく効いている場合があります。ウィンドブレーカーや運動靴など
があるとデッキに出るときや寄港地観光の際に便利です。アラスカク
ルーズは、氷河観光用に防寒の衣類をご用意ください。なお、水着姿
でパブリックエリアに出ることや、ジーンズ、半ズボン、Tシャツ、ノース
リーブ、ビーチサンダル、野球帽でダイニングルームに出入りすること
はご遠慮ください。夕食時にはスマートカジュアルまたはフォーマルのド
レスコードが設定されます。思い思いのおしゃれをお楽しみください。目
安は次のとおりです。

【スマートカジュアル】
パンツ、スカートに襟付きシャツ・ブラウス、
セーターなど

【フォーマル】
男性はダークスーツにネクタイ、
ディナージャケットやタキシード、和服など。
女性はドレッシーなスーツ、ワンピース、
イブニングドレス、和服など。

9. 食事
お食事はクルーズ代金に含まれており、どこで何を召し上がるかはお客
様の自由です。セレブリティクルーズでは豊富なバリエーションを揃えて
おりますので、お好みでお選びいただけます。

【メインダイニング】夕食は2回制で、時間とテーブル番号が毎晩同じト

ラディショナルダイニングと毎晩お好みの時間が予約できるセレクトダ
イニングがあります。トラディショナルダイニングは時間（メイン18：00頃
またはセカンド20：30頃）とテーブルサイズ（2/4/6/8/10名またはス
モール/ラージ）をクルーズ予約時にお選びいただきますが、ご希望に
添えない場合はご容赦ください。セレクトダイニングは英語ホームページ
から希望の夕食時間を予約しておくことができます。（「3. オンライン
チェックイン・各種サービスの事前予約」をご覧ください）。または船内で
予約するか、予約しない場合はダイニング営業時間内にお越しくださ
い。込み合っている時間帯はお待ちいただく場合もございます。なお、
朝食、昼食、スイート客室専用レストラン「ルミナ」、アクアクラス専用レ
ストラン「ブルー」はオープンシーティングです。

【スペシャリティレストラン】有料のレストランですが、カバーチャージ（お
席料）をお支払いただくと、ほぼ全てのメニューを無料でお召し上がり頂
けます。スペシャリティレストランではさらにハイクオリティな食事とサービ
スを楽しむことができます。英語ホームページから予約するかまたは船
上で予約ください。（「3. オンラインチェックイン・各種サービスの事前予
約」をご覧ください）。そのほか、ビュッフェレストラン、カフェでの軽食、24
時間無料のルームサービスなどがございます。※レストラン一覧はp23

「施設早見表」をご覧ください。
※スイート客室のお客様はスペシャリティレストランが無料でご利用い
ただけます（カテゴリーにより制限あり。詳しくはp25「客室サービス」を
ご覧ください。）
※糖尿病食、減塩食、ベジタリアンなどの特別食のご用意、食物アレ
ルギーのある方は出航45日前までにお申し出いただいたうえで、食事
内容につきましては乗船後ダイニングマネージャーとご相談ください。
※お飲物
メインダイニングでご用意するアイスティー、レモネード、ミルク、食後のレ
ギュラーコーヒー・紅茶、朝食に提供するオレンジジュースは無料です。
そのほかの缶飲料、ミネラルウォーター、ノンアルコールカクテルなどは
客室のミニバーにあるものも含め有料です。またスペシャリティコーヒー

（エスプレッソ、カプチーノなど）も有料です。各種ビバレッジパッケージを
ご用意しており、英語ホームページから、または乗船日当日注文すること
ができます。（「3. オンラインチェックイン・各種サービス事前予約」をご
覧ください。またスイート客室のうちRS、RS、RFのお客様はお飲物も無
料になるものがあります。詳しくはp25「客室サービス」をご覧ください。）

10. チップ
チップは原則としてお客様のお気持ちとしていただくものですが、便
宜上クルーズ代金と一緒に乗船前にお支払いいただきます。乗船
後のお支払いをお申し出いただいた場合は、船内のクルーズカード

「SeaPass®」へ自動的にチャージいたします。また飲物、美容関連
の施術には料金の18％がサービス料としてチャージされます。その他
お客様のご要望にお応えしたサービスについては、お客様の判断で
お願いいたします。
＜1泊お1人様あたりの金額＞

11. クルーズカード「SeaPass®」
ご乗船の際に、船名・乗船日・お名前・食事の時間・テーブル番号、精
算手続き番号が書かれたシーパス（SeaPass®）と呼ばれるカードを
お渡しします。これは「身分証明書」「クレジットカード」「客室のカギ」
の3つの機能があります。寄港地で乗下船する際に検査があるなど
寄港地および船内での身分証明書になりますので必ず常時携帯し
てください。クレジットカード機能によりサインひとつで船内のお支払い
を行うことができます。なお安全のため客室番号は印字されていませ
ん。客室のカギはオートロックです。

14. 船内新聞と船内イベント
毎夕お客様の客室に船内新聞「Celebrity Today」（英語）をお届け
します。翌日の食事の時間、場所、夕方のドレスコード、催し物のスケ
ジュール、各種施設の営業時間、寄港地観光等の案内が記載され
ています。必ず目を通して、クルーズライフの計画にお役立てくださ
い。船内ではダンス教室、卓球トーナメント、タレントショー、ヨガやナプ
キンの折り方教室などさまざまなイベントがあり、お好みでご参加いた
だけます。ラウンジやバーでは時間によりバンドやピアノの演奏もお楽
しみいただけます。詳しいスケジュールは船内新聞でご確認ください。

15. 船内のご案内
船内のゲストリレーションズでは、24時間体制でご相談に応じます。
各種案内の他に、郵便・ファックス受付、両替、貴重品のお預かりな
どを行います。ご不明な点は、お気軽にご相談ください。両替等、お金
の出し入れに関する業務時間は船内新聞でご確認ください。

16. 日本語案内
船内の案内は英語です。日本からのお客様のために、ご出発前に日
本語のクルーズガイドをお渡しします。船内での過ごし方や船内新聞
の読み方などクルーズライフに必要な情報が記載されています。日本
人コーディネーターが乗船するクルーズについては別冊クルーズスケ
ジュール表紙をご覧ください。

17. 電圧
客室の電源は交流110ボルト（プラグは日本と同じA型）および220
ボルトで、プラグは2股または3股です。使用可能電圧がAC100-
240Vの電化製品はプラグをそのまま差し込めば使用が可能です。そ
れ以外の電化製品は安全のため変圧器をお持ちください。

18. 喫煙
世界各地での禁煙化の流れを受け、船内の禁煙ポリシーが強化され
ました。喫煙は屋外の指定エリア（灰皿のある場所）でお願いします。
ベランダを含む客室、パブリックエリアでは禁煙です。指定場所以外
での喫煙は250ドルの違反金がかかります。

19. 飲酒
セレブリティクルーズでは、北米を出航するクルーズの場合21歳以
上のお客様、南米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、ニュージーラン
ドを出航するクルーズでは18歳以上のお客様にアルコール飲料を
提供しています。特定の状況下ではクルーズ地域の自治体の法律
に従い、かつ同行の保護者の裁量のもと、18歳～20歳のお客様に
ついてはこの限りでない場合があります。

20. カジノ
各船に本格的なカジノを備えており18歳以上から（アラスカクルーズ
は21歳以上から）プレイすることができます。停泊中および領海内を
航行中は法律により開場できません。カメラ・ビデオの撮影はご遠慮く
ださい。チップ、トークンの両替には手数料がかかります。

21. クリーニング
有料にて衣類のクリーニングを承ります。プレスのみや当日仕上げの
コースもあります。コインランドリーやアイロンの貸与はありません。ま
た安全のためアイロンの持ち込みはご遠慮ください。

22. お子さまのためのサービス
本船はご家族での乗船を歓迎します。3歳から11歳のお子さまには
児童館施設「ファン・ファクトリー」で子どもだけで過ごすプログラム、
12歳から17歳のティーンエイジャー向けには集会室/ティーンディス
コのXクラブがあります。客室にはベビーベッド（身長60cmまでの乳
児向け）の設置が可能です。クルーズ予約時にお申し出ください。ま
た客室でのベビーシッターサービス（有料）もあります。お子さまが客室
や船内で一人にならないよう保護者の方のご協力をお願いします。
※ファン・ファクトリーはおむつが完全にとれた3歳以上のお子さまが
対象です。有料の時間帯もありますので船内でご確認ください。3歳
未満のお子さまには保護者と遊ぶ時間が設定されます。
※ベビーシッターサービスは12か月以上のお子さまを客室でお預かり
します。（船内予約、料金例：同一家族のお子さま3名まで1時間
＄19、保護者が船内にいることが条件。）
※プールの使用はおむつが完全にとれた3歳以上のお子さまが対象
です。
※これらのサービスはセレブリティ・エクスペディションは対象外です。

23. 横揺れ防止
全ての船にはフィンスタビライザーと呼ばれるフィンが設置されてお
り、横揺れを防止しています。特にカリブ海などの主なクルーズ海域
は通常穏やかな海で知られています。

24. 医務室
各船に医師１名以上、看護師2名以上が乗務し、緊急時は24時間
対応します。受診は有料です。診察時間は船内新聞をご覧ください。
なお、船酔い止め薬はゲストリレーションズまたは医務室で無料でお
配りいたします。治療中の疾病がある場合は英文による医師の診断
書を持参することをおすすめします。

25. 旅行保険
クルーズ中の思わぬ事故、盗難などに備え、お客様ご自身で海外旅
行保険（含む携行品）に加入されることをおすすめします。

12. 船内での通貨・お支払い
船内通貨はUSドルです。船内はシーパス（SeaPass®）によるキャッ
シュレスシステムです。船内で利用した金額はお部屋付になりまとめ
て精算します。乗船日にお客様のクレジットカード（VISA、マスター、ア
メリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ、JCB）を登録するとご利用分
がカード会社に請求されます。クレジットカードをお持ちでないお客様
は最終日にまとめてUSドルの現金でお支払いください。USドル建て
のトラベラーズチェックもご利用いただけますが所定の手数料がかか
ります。ご利用明細は下船日に客室に届けられるほか、客室テレビで
も確認することができます。明細の不明点や訂正は必ず下船前にゲ
ストリレーションズへお申し出ください。下船後の訂正は承れません。

13. 両替
USドルから各寄港地の現地通貨への両替を承りますが、両替金額
には限りがありご希望に添えない場合があります。なお所定の両替
手数料がかかります。日本円の使用および日本円からの両替はでき
ません。

※ガラパゴスクルーズは船内チップがクルーズ代金に含まれています。

26. 通信
船内での通信は衛星回線を使うため不安定で接続しにくい場合があ
ります。
<インターネット>
インターネットコーナー（iラウンジ）ではアップル社のパソコンでウェブ
サイトの閲覧やeメールの送受信が可能です。（日本語は閲覧のみ。
入力不可）。またご持参したノートパソコンやスマートフォンをWiFi接
続することもできます。どちらも1分75セントです。また割安なパッケー
ジ料金もあります。
<電話>
携帯電話の場合、洋上で国際ローミングによる接続がご利用いただ
ける場合がありますが高額です。船内電話からの外線、陸上から船
内への通話料は1分7.95ドルです。日本から船に連絡する場合は、
米国経由の船専用回線をご利用ください。通話料はお客様のクレ
ジットカードからの自動引き落としになります。米国までの通話料が別
途必要です。

（１） 日本からの国際電話の番号010に続いてアメリカの国番号の
"1" を入力し、専用回線番号（Ship Dial）321-953-9002へおかけ
ください。

（２） 英語でセレブリティクルーズ船専用電話であることの説明があり
ます。続いて１を押すと船別の番号をご案内します。該当の船番号を
押して#（シャープ）を入力してください。（例:セレブリティ・インフィニティ
の船番号は５番です。「５#」と入力。）その後、料金システムの説明が
あります。（VISA、マスター、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ
のみ利用可能。JCB はご利用いただけません）

（３） カード番号及び有効期限を４桁の数字で入力してください。
（例:2017年12月まで有効の場合＝1715）その後、クレジットカード
のセキュリティ番号（CVV 番号）3桁を入力します。

27. 写真撮影
プロのカメラマンが、船内のさまざまな場面でお客様の写真をお撮り
します。写真はフォトギャラリーに展示され、ご希望の写真を購入いた
だけます。（有料）

28. ギフトアレンジ
ご乗船の方へのプレゼントを客室にお届けします。ケーキ、ワインや
シャンパン、フラワーアレンジメント、オリジナルグッズなど多数ご用意し
ておりますので、記念旅行やハネムーンにご利用ください。
※ケーキ＄29～、ワイン＄35～、フラワーアレンジメント＄45～。
※お支払いはお客様のクレジットカードです。

29. 送迎プラン・前後泊プラン
空港・市内から離れた港へも、船会社手配の乗合バスを利用すれば
便利です。またクルーズ前後のホテルと港までの送迎がセットになっ
たプランをご用意しています。個人旅行のお客様やダウンタウンから
離れた港から発着するクルーズの場合などにおすすめです。詳しくは
別冊スケジュール裏表紙をご覧ください。

30. クルーズツアー
アラスカ、ヨーロッパ、オセアニア、アジアクルーズではクルーズと陸
上の宿泊観光ツアー（3泊～）がセットになったプランもご用意してい
ます。
※クルーズツアーの料金、詳細はお問い合わせください。クルーズ予
約後の追加はできませんので、ご予約時にクルーズと一緒にお申し
込みください。
※ランドツアーの料金に含まれるもの：ホテル代、明記された観光、
ヨーロッパは添乗員代。チップ、飲み物代等個人的な費用は含まれ
ません。
※クルーズと同じ客室人数で宿泊観光ツアーも予約されます。ク
ルーズのみ3・4人部屋を予約して宿泊観光ツアーを2人部屋にする
ことはできません。

31. ガラパゴスクルーズ
　 （セレブリティ・エクスペディション）
セレブリティ・エクスペディションは小型船のため上記ご案内と異なり
ます。詳しくは最終書類（ゲストチケットブックレット）をご覧ください。

32. リピーター会員「キャプテンズ・クラブ」
英語ホームページから会員登録ください。乗船履歴がなくてもご登録
いただけます。一度乗船するとクラブポイントが貯まり、2回目のクルー
ズから特典を受けられます。（ポイントの加算方式と会員レベルが新し
くなりました。詳しくは英語ホームページをご覧ください）
●クラブポイントを貯める
利用する客室により2～18クラブポイントが加算されます。
●上級会員へのステップアップ
会員登録のみ（0ポイント）：会員向けホームページからニュースレター
の閲覧。
クラシック会員（2～149ポイント）：会員向け船上イベントご招待、ジェ
ラート1個プレゼント、インターネットパッケージ10％割引、会員限定ク
ルーズやプレジデントクルーズのご案内など。
セレクト会員（150～299ポイント）：クラシック会員特典に加え、イン
ターネットパッケージ25％割引、洋服2点のアイロンサービス無料、
12泊以上のクルーズでランドリーバッグを1回割引、優先乗船、ワイン
セミナー無料ご招待、シニアオフィサーとのカクテルパーティご招待、
姉妹会社「ロイヤル・カリビアン・インターナショナル」のリピーター会
員プラチナレベル入会資格など。
エリート会員（300～749ポイント）：セレクト会員特典に加え、キャプテ

ンズクラブラウンジの利用（コーヒーハウススタイルの朝食、カクテル
アワー）、インターネット90分無料、寄港日のうち1日ペルシャンガーデ
ン無料、洋服1点ドライクリーニング無料、ランドリーバッグ1回無料、
下船日のコンチネンタル朝食付き待合ラウンジ、優先テンダーボート、
エレガントティーご招待、姉妹会社「ロイヤル・カリビアン・インターナ
ショナル」のリピーター会員ダイヤモンドレベル入会資格
さらにエリートプラス会員（750～2,999ポイント）、ゼニス会員

（3,000ポイント以上）があります。
※特典内容は予告なく変更になる場合があります。

33. セレブリティクルーズホームぺージ
クルーズ会社と日本総代理店ミキ・ツーリストが共同で開発した日本
語ホームページをご活用ください。パンフレットに掲載できなかった
コースや変動制代金、空き客室情報などリアルタイムな情報を公開し
ています。また船内や客室のバーチャル画面で、ご予約後に必要なさ
まざまな情報を入手いただけます。
＜内容＞ 
●クルーズライフご案内 ●シップガイド 
●クルーズエリア情報 ●クルーズカレンダー／クイック検索 
●日程、代金、客室確認＆予約 ●ニュース＆トピックス ●Q&A 
●英語サイトでのオンラインチェックイン／寄港地観光など各種予約
方法の案内 
→ www.celebritycruises.jp 
オンラインチェックイン・各種事前予約などは英語ホームページからお
願いいたします。 
→ www.celebritycruises.com 

乗船のご案内

＜夕食時のドレスコードの目安＞　＊クルーズにより若干異なる場合があります。

クルーズ泊数 スマートカジュアル フォーマル
４泊クルーズ 3回 1回
5泊クルーズ 4回 1回
6泊クルーズ 5回 1回
7泊クルーズ 5回 2回
8泊クルーズ 6回 2回
9泊クルーズ 7回 2回
10泊クルーズ 8回 2回
11泊クルーズ 9回 2回
12泊クルーズ 9回 3回
13泊クルーズ 10回 3回
14泊クルーズ 11回 3回
15泊クルーズ 12回 3回
16泊クルーズ 12回 4回
17泊クルーズ 13回 4回

スイート客室 16.45
アクアクラス・コンシェルジュクラス 13.45

一般客室 12.95

ゲストチケットブックレット見本 クルーズガイド見本

客室サービス
スイート客室、アクアクラス、コンシェルジュクラスをご利用
のお客様はよりきめ細かいサービスや特典を受けられます。

スイート客室
ヨーロッパ式のバトラーがきめ細かいサービスをいたします。荷物の整理や
荷造り、レストランやスパ、寄港地観光の予約などをお申し付けください。

■ 専用レストラン「ルミナ」（朝・昼・夕）で特別料理をご用意。
■ スイート専用ラウンジ「マイケルズクラブ」のご利用。（スカイスイートは対
象外）
■ ウェルカムスパークリングワイン、毎日のフルーツのお届け。
■ ご希望によりアフタヌーンティー、カナッペ、エスプレッソ、カプチーノを無
料でお届け。
■ 高品質のバスアメニティ、追加のアメニティ。（ネイルキット、シャワージェ
ル、裁縫道具）
■ 高品質の厚手バスローブ、選べる枕メニュー、大判バスタオル、スリッパ。
■ 優先チェックイン、優先下船、テンダーボートの優先下船。
■ フォーマルナイトのシアター座席リザーブ。
■ メインダイニングと同じメニューをルームサービスで注文可能。
■ 靴磨きサービス。
■ オールイン【ペントハウススイート（PS）、ロイヤルスイート（RS）、リフレク
ションスイート（RF）のお客様】
すべてのスペシャリティレストラン、インターネット接続、お部屋のバーにある
ミネラルウォーター、ソーダ類、ビールがすべて無料、プレミアム・ビバレッジ・
パッケージ（p24ビバレッジパッケージ参照）が無料。
※セレブリティスイート（CS）、スカイスイート（S1/S2）のお客様は、スペ
シャリティレストランを6・7泊クルーズで1回、8泊以上のクルーズで2回、無
料でご利用いただけます。（1客室につき2名まで。船上予約）

アクアクラス
スパでたっぷり過ごし、リフレッシュを目的とするお客様におすすめのベラン
ダ付き客室です。温浴室「ペルシャンガーデン」を無料でご利用いただける
ほか、ヘルシーで繊細な料理をご提供するレストラン「ブルー」をメインダイ
ニングとしてご利用いただけます。

■ トリートメントの予約や相談を承るスパ・コンシェルジュサービス。
■ 乗船日にミネラルウォーターのお届け。紅茶（フレーバーティー）を毎日無
料でお届け。
■ 高品質の厚手バスローブ、選べる枕メニュー、大判バスタオル、スリッパ。
■ 客室にアロマディフューザー。
■ 追加のアメニティ（シャワージェル、フェイシャルスプレー、リップバーム）
■ ご要望に応じたヨガやメディテーションなどのウェルネスプログラム。

コンシェルジュクラス
ベランダ付き客室の中でもより居心地のよいサービスをご提供する客室です。

■ ウェルカムスパークリングワイン、フルーツのお届け。
■ ご希望によりアフタヌーンカナッペのお届け。
■ 高品質の厚手バスローブ、選べる枕メニュー、大判バスタオル。
■ 優先チェックイン、お荷物の優先配達、下船時の専用待合ラウンジ。
■ 各種予約やご相談を承るコンシェルジュサービス。
■ スペシャリティレストランの優先予約。
■ 豊富なルームサービスメニューをご用意。
■ 靴磨きサービス。
■ 文房具、トートバッグのご用意、双眼鏡、傘の貸し出し。

［すべての客室に共通の設備とサービス］
朝晩2回の清掃、氷のサービス、24時間ルームサービス、マルチ機能搭載フ
ラットテレビ、電話、金庫、室内温度調節器、バスローブ、綿100％タオル、
ヘアドライヤー、アメニティ（せっけん、シャンプー、コンディショナー、ローショ
ン、シャワーキャップ、コットンボール、綿棒）、ミニバー（飲み物は有料）、
110Vおよび220Vのコンセント※ミレニアムクラスのペントハウススイートを
除き、すべての客室にはベッドが2台あり、合わせてひとつのクィーンサイズ
ベッド（またはダブルベッド）にするか、離してツインにすることができます。

HANAKO YAMADA
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1. 予約
以下の事項をご確認の上、最寄りの旅行会社にお申し込みください。
①日本出発日②乗船日③船名・クルーズコース名・泊数④客室カテゴリー⑤
ダイニングリクエスト（メイン/セカンドシ−ティングまたはセレクトダイニング）⑥
テーブルサイズ（2/4/6/8/10人用またはスモール/ラージテーブル）⑦乗船
者名⑧性別・生年月日⑨国籍⑩キャプテンズ・クラブ会員の方は会員番号
※空き状況、代金をすぐにご案内します。
※個人予約のお客様は予約時に客室番号も決まります。

2. クルーズ代金
（1）変動制代金：セレブリティクルーズは変動制代金を採用しています。全て
のカテゴリーの代金は全世界からの予約をリアルタイムに反映し、予約状況
の変化にともない変動します。混雑期や出航日が近くなると値上がる傾向が
あり、早めの予約をおすすめします。なお、この代金はマイアミの本社にてコン
ピューター管理されており、全世界同額です。

（2）クルーズ代金とは、クルーズ料金（航海運賃・客室使用料・食事代・エン
テーテインメント・テンダーボート代など）と寄港料/雑費（NCCF）の合計をい
います。クルーズ代金のほかに「政府関連諸税および港湾施設使用料」と
チップが必要です。クルーズ代金とあわせてお支払ください。また税金額は各
国の取り決めにより予告なく変額される場合があります。

※スイート客室をご利用の場合または客室をお一人でご利用の場合は上記
の200％となります。

（2）残金お支払い期限

（3）代金表の見方：代金表は客室タイプ別の2015年8月現在の代金です。
最新の代金はホームページでご確認ください。

（4）表示の代金：1室を2名で使用する場合の1名様あたりのUSドルです。
日本総代理店ミキ・ツーリストよりご請求の際は都市銀行キャッシュ・セリング・
レートを適用し、日本円に換算いたします。

（5）客室をお一人で使用する場合の代金：各表示代金の200％となります。
（6）子供代金：子供割引はありません。0歳から大人と同額になります。
（7）3/4人目の方の代金：2名様と1室を共有する3人目および4人目のお客
様は割安な代金になります。ただし3／4名様1室としてお使いになれる客室
数には限りがあります。

3. お支払い
（1）デポジット（予約金）
予約確認後、下記のデポジットをお支払いください。受領後正式予約となります。

※残金お支払い期限以降に新規予約した場合は、予約確認後早急に代金
全額をお支払い願います。
※期限内にお支払いがない場合予約が取り消されることがあります。
※ホリデイクルーズとはクリスマス（12/24・25）、年末年始（12/31・1/1）、
旧正月（アジアクルーズのみ該当）を含むクルーズを指します。

4. 取消料
●通常期

（1）5泊以下のクルーズ

●ホリデイクルーズ※2 （およびセレブリティ・エクスペディション）
（1）5泊以下のクルーズ

（2）6泊以上のクルーズ＆クルーズツアー

※１ クルーズ代金に、「政府関連諸税および港湾施設使用料」とチップは含
まれません。
※2 ホリデイクルーズとはクリスマス（12/24・25）、年末年始（12/31・1/1）、旧
正月（アジアクルーズのみ該当）を含むクルーズを指します。
※3 クルーズ代金の50％／75％がデポジットの金額より安い場合は、デポ
ジット金額が取消料となります。
※取消料対象期間の出航日やカテゴリー変更はお受けできません。取消料
を申し受けたうえで新規ご予約となります。
※お客様のご都合によるチケットの再発行については＄35の変更手数料を
申し受けます。
※取消日とは日本総代理店ミキ・ツーリストの営業日・営業時間内（土・日・祝
祭日・年末年始を除く平日9：30～18：00）に当社が書面を受理した日時を基
準とします。

5. 団体の諸条件
旅行会社の取扱いによる8客室（16名）以上のグループでのお申し込みは
別途条件があります。また前払いチップが原則になります。詳細はお問い合
わせください。

6. スケジュール変更・中止
現地の止むを得ない事情などにより、スケジュール、寄港地、出発・到着時
間、船内プログラム等は予告なしに変更されることがあります。天地天災（気
象・海象）により航路、寄港地等のスケジュールを変更する場合があります。そ
れらの変更に対する払い戻しは一切お受けできません。

※テンダーボートにて上陸予定の寄港地は天候等により上陸できない場
合があります。
※出航前までの最新日程はホームページでご確認いただけます。

7. パスポート・査証
パスポートの残存期限は下船日より6か月以上必要です。また、訪問国の査
証についてはお客様の責任で取得ください。
※日本国籍のお客様は、米国を日程に含むクルーズにご参加の場合、米国
入国までにESTA（電子渡航認証システム）の登録が必要です。またオースト
ラリアを日程に含むクルーズにご参加の場合、ETAS（電子ビザ）の取得が必
要です。そのほかブラジルなど査証が必要な国がありますのでご自身で確認く
ださい。ロシアに寄港するクルーズの場合、船会社主催のショア・エクスカー
ションに参加するとビザが必要ありません。個人的に下船する場合はロシアビ
ザの取得が必要です。
※外国籍のお客様はこの限りではありませんのでご自身で大使館や領事館
などにご確認ください。

8. 荷物
（1）船内持ち込み荷物は200ポンド（約90kg）を限度とします。個数の制限
はありません。ただし航空機の重量制限にご注意ください。

（2）セレブリティクルーズ社が不適当と判断する物、武器、爆発物、燃料など
の危険物の持ち込みは固くお断りします。

（3）ペットは乗船できません。
（4）個人的所持品はお客様の責任で管理をお願いいたします。貴重品等は
客室内の金庫にて保管ください。

（5）お預かり荷物が万一紛失・破損した場合、セレブリティクルーズ社の損害
賠償責任の上限額は乗客お一人につき300USドルです。現金、宝石類、有
価証券、写真、など貴重品の紛失、破損については損害賠償の責任は負い
ません。貴重品、壊れ物はスーツケースでなく手荷物として携帯ください。お客
様ご自身で海外旅行保険に加入されることをおすすめします。

9. 乗船制限および未成年者・
お身体の不自由な方の乗船

（1）お子さまだけのお部屋の予約は制限されています。北米クルーズの場合
は21歳以上の方、アジア、ヨーロッパ、オセアニア、南米クルーズの場合は
18歳以上の方が1室に1名以上必要です。ただし、隣室にご両親がいる場
合や制限年齢未満であってもご夫婦の場合はご予約いただけます。ご夫婦
の場合は英文の証明書をご用意ください。　

（2）大人と同室の幼児、乳児もお1人様として人数に数えられます。　
（3）乗船時に生後6か月未満（南米、ハワイ、太平洋横断、大西洋横断ク
ルーズは12か月未満）の乳児、妊娠7か月（24週目）以降のお客様はご乗船
いただけません。妊娠24週未満の方は英文の診断書をご用意ください。　

（4）ご両親以外の方と同行の18歳未満のお子さまは事前にご両親の承諾
書が必要です。　

（5）お身体の不自由なお客様は、付き添いの方が同行するなど、支障なくク
ルーズができることが条件になります。車いすをご利用の方は車いす対応客
室をご予約いただけます。ただしスイート客室でもバスタブがなくシャワーのみ
となります。また客室数に限りがありますのでお早めにお申し込みください。電
動車いすをご持参の方は、乗船前に折り畳みの可否、サイズ、重量、バッテ
リータイプをお知らせください。また、特別治療が必要な方はご予約の際にお
申し出いただき、英文の診断書をご用意ください。　
※船内に車いすのご用意はありません。テンダーボートや寄港地観光ツアー
では車いすではご参加いただけない場合があります。

10. 乗船の拒否、強制下船
船医より乗客の健康上の理由で航海継続が不可能と判断された場合、本
人または他人に危害がおよぶと船長が判断した場合は乗船拒否や途中下
船を敢行することがあります。この際いかなるクルーズ代金の返金も致しませ
ん。また下船によって生じる交通機関等全ての費用に対し一切責任を負いま
せん。

11. 乗船
（1）ご予約のお客様以外の方の乗船は、一切できません。
（2）出航日及び各寄港地において、船に乗り遅れた場合は、いかなる理由で
あってもセレブリティクルーズおよび日本総代理店は責任を負いません。乗り
遅れたために生じる交通機関・ホテル等の費用はお客様の負担となります。
また、ご利用いただけなかった区間のクルーズ代金についても払い戻しはあり
ません。

12. 乗船ターミナル
乗船ターミナルはご出発前にお渡しする書類（ゲストチケットブックレット）に記
されていますが、ターミナルの場所、桟橋番号は変更になる場合があります。

13. 責任事項
（1）セレブリティクルーズ社の責任はクルーズ運航および同社のスタッフによ
るサービスのみであり、乗船までの交通機関、寄港地での観光、観光業者、レ
ストラン、医療業者などで起こった損害、紛失、事故については一切責任を負
いません。

（2）当船についての苦情や損害賠償は下船後10日以内に予約番号、詳細
を記載し、書面でご送付ください。

14. 約款
上記記載以外の詳細は、最終書類・ゲストチケットブックレットに同封されてい
るセレブリティクルーズ約款（クルーズ・チケット・コントラクト）に準じます。ご乗
船時に約款に同意の上、ご署名をいただきます。

15. 有効期限
当パンフレットの内容は2015年8月現在の情報を基準に作成しております。
代金、各種料金、政府関連諸税および港湾施設使用料、日程および表記し
た諸情報は予告なしに変更される場合があります。予約時に最新情報をご
確認ください。

16. 無断掲載の禁止
当パンフレットの無断転用を禁じます。データをご利用の際は日本総代理店ミ
キ・ツーリストまでご連絡ください。

（2）6泊以上のクルーズ＆クルーズツアー

ご旅行条件

対象クルーズ 金額（お一人様）
5泊以下 ＄100
6・7・8泊 $250

９泊以上＆クルーズツアー、ガラパゴスクルーズ $450

対象クルーズ お支払期限
通常期（5泊以下の）クルーズ 出航の60日前まで

通常期（6泊以上の）クルーズ・クルーズツアー 出航の75日前
ホリデイクルーズ 出航の90日前まで

ガラパゴスクルーズ 出航の120日前まで

取消日 取消料（お一人様）
出航日の60日前まで 無料

出航日の59日前〜43日前まで デポジットの金額
出航日の42日前〜29日前まで クルーズ代金※１の50％※3
出航日の28日前〜15日前まで クルーズ代金※１の75％※3

出航日の14日前以降 クルーズ代金※１の全額

取消日 取消料（お一人様）
出航日の90日前まで 無料

出航日の89日前〜64日前まで デポジットの金額
出航日の63日前〜43日前まで クルーズ代金※１の50％※3
出航日の42日前〜15日前まで クルーズ代金※１の75％※3

出航日の14日前以降 クルーズ代金※１の全額

取消日 取消料（お一人様）
出航日の90日前まで 無料

出航日の89日前〜64日前まで デポジットの金額
出航日の63日前〜43日前まで クルーズ代金※１の50％※3
出航日の42日前〜22日前まで クルーズ代金※１の75％※3

出航日の21日前以降 クルーズ代金※１の全額

取消日 取消料（お一人様）
出航日の75日前まで 無料

出航日の74日前〜57日前まで デポジットの金額
出航日の56日前〜29日前まで クルーズ代金※１の50％※3
出航日の28日前〜15日前まで クルーズ代金※１の75％※3

出航日の14日前以降 クルーズ代金※１の全額

Celebrity Cruises 

How to Enjoy Oneself.
セレブリティクルーズの8つの魅力

セレブリティクルーズの象徴とも言える天然芝ガーデン。その美しさはクルーズ各誌
で絶賛されています。コーニングガラス美術館と提携したガラス工房やプライベート
テラス「アルコーブ」も好評。上質な癒しとくつろぎのひとときをお過ごしください。

1. 洋上初の天然芝ガーデン

洋上最大級の広いスパエリアを活かし、あらゆるトリートメントをご提供していま
す。数々の受賞実績を誇る「キャニオンランチ・スパクラブ」の世界トップレベルの
施術も体験できます。

5. 世界最高水準のスパプログラム

著名な建築家達が手がけたスタイリッシュな空間デザインもセレブリティクルーズ
の特徴です。船内随所に飾られている現代美術コレクションをiPadのアートツ
アーで観賞したり、購入することもできます。

3. 洗練された空間デザイン

プレミアム客船ならではのエレガントで上質なサービスに加え、iPadやマルチ双
方向TVを活用した最新システムも導入。伝統的なサービスと最先端の技術で
お客さまの旅を快適にサポートします。

7. 上質なサービスと先端設備

セレブリティクルーズは、世界トップクラスのシェフが料理を監修し、欧米では最も
厳しいといわれる「ベルリッツ社」のクルーズガイド誌で４つ星の評価を獲得。芸
術的な美食をお楽しみいただけます。

2. 誉れ高き美食の船

「ズンバ」や「トップシェフ・アットシー」など人気ブランドと提携したプログラムや、
料理やダンスをプロから学べる本格的な講座が多数。乗務員と対戦する「プー
ルバレー」や船内ツアー、各種パーティーも催されています。

6. ハイグレードな学びと遊び

洋上でありながら、常時200人のソムリエと500種類のワインを保有。1800本
のボトルを管理する巨大なワインセラーや最先端のワインサーバーをそなえ、量質
ともに最高水準のワインをご提供しています。

4. 卓越したワインコレクション

ブルガリやマイケルコースなど世界の人気ブランドが揃います。フルラ、ケイトス
ペード、コールハーンでは上質なレザーグッズを。カルバンクライン、アルマーニ、
ベルサーチなどのファッションブランドも充実しています。

8. 人気ブランドが勢揃い

セレブリティクルーズでは
お得な特典キャンペーンを実施中！

海側客室以上をご予約いただくと様々な特典が付与
され、よりオールインクルーシブに近い寛ぎのクルーズ
をお楽しみいただく事ができます。
特典はお好みでお選びいただける他、追加料金で複
数の特典を付与することもできます。
※ガラパゴス、大西洋・太平洋横断・南米ポジショニングクルーズは対象
外となります。
※海側客室以上・4泊以上のクルーズが対象です。
※空き状況により適用できない場合があります。
※旅行会社のパッケージツアーにお申し込みのお客様は対象外となります。

［選べる特典］
①飲み放題パッケージ

お一人様1泊＄55×泊数分相当の「クラシックパッケー
ジ」：指定ビール、ワイン、スピリット他炭酸飲料、特別
コーヒーが無料でお楽しみいただけます。

②チップ無料
お一人様1泊あたりスイート客室＄16.45、アクア・コン
シェルジュクラス＄13.45、一般客室＄12.95×泊数分が
無料になります。

③オンボードクレジットプレゼント
お一人様＄150のオンボードクレジットをプレゼントします。

④インターネット無料
6-9泊クルーズ＄199、10-14泊クルーズ ＄299相当のイン
ターネットパッケージを無料でご利用いただけます。

該当：1室のうち1・2人目の方にのみ適用となります。また、同室内で別々の
特典を選ぶことはできません。3人目以降の方はノンアルコール飲料飲み放
題パッケージおよびインターネット40分無料が付与されます（選択不可）。

［料金プラン］
・Ｇｏ Ｂｉｇ
上記より1つの特典を選択。クルーズ料金に含まれています。

・Ｇｏ Ｂｅｔｔｅｒ
1泊あたり、お一人様＄15の追加料金で上記より2つの特典
が選べます。

・Ｇｏ Ｂｅｓｔ
1泊あたり、お一人様＄45の追加料金で上記4つすべての
特典がつきます。更に飲み放題パッケージはプレミアムパッ
ケージにランクアップ。
※追加料金は1・2人目のみ加算となります。3人目以降は追加料金をお
支払いただいても①～④の特典を付与することはできません。
※キャンペーンは予告なく終了する場合があります
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