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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。

2016
ベスト・クルーズライン

金賞

Travvy Awards

2015

ベスト・ダイニング

Cruise Critic’s 8th annual 
Editors’ Picks Awards

2015
ベスト・オンボード

ダイニング

TravelAge West 
magazine’s WAVE 

Awards

2015
ベスト・クルーズライン
エンターテインメント

Global Traveler’s annual 
Leisure Travel Awards

2014
スパデザイン 金賞
「キャニオンランチ・

スパクラブ」

Travel Weekly Magellan 
Awards

2015
トップメガシップ
クルーズライン

Travel + Leisure's 20th 
annual World's Best 

Awards

2014
スモールシップ部門

ベスト・ショア
エクスカーション

Cruise Critic Cruisers' 
Choice Awards

2015
ラージシップ部門

地中海
ベスト・クルーズ

Cruise Critic US Cruisers' 
Choice Awards

2015

ベスト・キャビン

Cruise Critic UK Cruisers' 
Choice Awards

2013
ベスト・フィットネス

ファシリティ

Porthole Cruise 
Magazine's 15th annual 
Readers' Choice Awards

2013
ベスト・スパ
ファシリティ

Porthole Cruise 
Magazine's 15th annual 
Readers' Choice Awards

2015
ラージシップ部門

ベスト・
パブリックルーム

Cruise Critic UK Cruisers' 
Choice Awards

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12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。

Premium  Journey

2015
ベスト・プレミアムクルーズライン

年連続
受賞 Travel Weekly’s 13th annual Readers Choice Awards8
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Bar & Lounge
スペシャリティレストラン

　デザイン賞を受賞した「クイジーヌ」をはじめ、洗

練されたモダンフレンチの「ムラーノ」やイタリアンス

テーキハウス「トスカーナグリル」、創作寿司・アジア

料理を提供する「スシ・オン・ファイブ」など、個性豊

かなレストランからその日の気分に合わせてお選びく

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」、海を望む「ザ・ポーチ」や

スパに併設の「スパカフェ」など、心地よい空間をご

用意しています。

新サービス「テイスト・オブ・フィルム」
　ミレニアムクラスの客船では、映画と美食をコラボ

レートした新サービスがスタート。潮風そよぐスタイリッ

シュな屋外の「ルーフトップテラス」で名作映画を観

賞しながら、作品からインスピレーションを得たお料理

を堪能できます（有料）。洋上の美しい黄昏時、五感

を満たす至福のひとときをお楽しみください。

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。

ユニークなカクテルが自慢の「モラキュ

ラーバー」、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

つけてみてはいかがでしょうか。

ルーフトップテラス クイジーヌ

ブルー（アクアクラス専用ダイニング） メインダイニング

優雅な夜のひとときを。

　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。

　船内のすべてのお料理をミシュラン３ツ星シェフ、

コーネリアス・ギャラガーが監修し、本格的なフル

コースからビュッフェ、24時間無料のルームサービ

スまで多彩にご用意。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。

基本のお食事
　メインダイニングでは華やかな空間でフルコース

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

お客様には専用ダイニングをご用意。優雅な空間

で贅沢なひとときをお過ごしいただけます。

サンセットバー

メインダイニング

モラキュラーバー

最上の
味わいと
空間を
堪能する

極上の
美食

※レストラン・バーの詳細はp13「施設早見表」でご確認ください。

2015
レストランデザイン 金賞

「ブルー」「トスカーナグリル」
Travel Weekly Magellan Awards

2015

2014

レストランデザイン 銀賞
「ルミナ」「クイジーヌ」「ローンクラブグリル」

ベスト・バー
「モラキュラーバー」

Travel Weekly Magellan Awards

Porthole Cruise Magazine’s 
Editor-in-Chief Awards

ムラーノ

ムラーノ

GastronomicAdventures
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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」がおす

すめです。「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ダイ

ニング「ブルー」をご利用いただけます。

※アクアクラスについてはp15「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。

　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

ティスクラスのオープンガーデンでは、天然芝に包まれたく

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
　ソルスティスクラスに創設された洋上初の天然芝

ガーデン、「ローンクラブ」は洋上のオアシス。最新

技術で天然の芝生を2,000㎡も敷きつめた癒しの

空間です。ピクニックやクリケットを楽しめるほか、野

外コンサートなどのイベントも連日開催されています。

併設されたパティオで、さまざまな創作活動に参加

することも。シルエット、リフレクションではアートスタジ

オで絵画や料理の教室を開催。ソルスティス、イクノ

ス、イクリプスにはガラス工房が設置され、ガラス

ショーや創作体験を楽しめます。また、シルエットとリ

フレクションにはプライベートテラス「アルコーブ」が

登場。最大４名（有料）から貸し切ることができ、気ま

まなひとときをお過ごしいただけます。

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」

（有料）、イブニングシック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。パーソナルレッスンやヨガなどにトライする

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。

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

専用ダイニング ブルー

フィットネスセンター

ソラリウム

ヨガ

スパコンシェルジュ

ペルシャンガーデン

2015

2014

2013

プールデザイン 銀賞「ソラリウム」

スパデザイン 金賞「キャニオンランチ・スパクラブ」

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

Travel Weekly Magellan Awards

Travel Weekly Magellan Awards

Porthole Cruise Magazine's 15th annual 
Readers' Choice Awards

Relaxation
Extreme
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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

テイナーによるアクロバットショーやマジック、歌やクラ

シック音楽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もお

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お楽しみいただ

けます。ぜひお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
　子ども達だけで過ごせる「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

びと学びをご用意しておりますので、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

　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

トップシェフ・アットシー

ズンバ

ラウンジ

ブルバード（ショッピングモール）

Xboxエクスペリエンス

シアターショー

ローンクラブ

フォーチュンズ・カジノ

Entertainment
Beyond

2015

2014

ベスト・クルーズライン
エンターテインメント

ベスト・ナイトライフ

Global Traveler’s annual 
Leisure Travel Awards

Bon Voyage’s Editor’s 
Choice Awards
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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名の割合でトレー

ニングを受けた乗務員を配備し、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。

バトラーサービス

　ローンクラブやプールサイドでは専門の

バトラーがお客様のお世話をいたします。

おしぼりや冷たいデザートなどお気軽にお

申し付けください。
※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。

※特典やサービスの詳細はp15「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

いたします。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

さまざまな特典もございます。なおバスタブがある

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、スパやリフレッシュを目的にす

るお客様におすすめの客室で、スパに近いフロ

アにございます。※p7「Aqua Class」をご覧ください。

　また、コンシェルジュクラスはサービスをアップ

デート。専用コンシェルジュがお客様のさまざま

なご相談に応じます。毎日午後の軽食をお届

けするなど、お部屋での滞在を重視する方にお

すすめです。

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

ルームサービス

高速回線「Xcelerate」を導入し、よりスムーズにイン

ターネットをお使いいただけるようになりました。船内どこ

でもWi-Fi接続が可能（有料）。スマートフォンやタブレッ

ト、ノートPCも快適に使えます。また、ドレスコードも従来の

「フォーマル」を改め「イブニングシック」を採用。伝統的

な正装から解放され、より自由におしゃれを楽しめます。

「イブニングシックナイト」にはキャプテンズレセプションな

ど、さまざまなイベントも開催されます。

New Service

船旅を快適にする
新サービス。

スイート客室にご宿泊のお客様には専用ダイニング「ルミナ」をご用意し

ております。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ラウンジのご利用などサービスが充実。お支払いに煩

わされずにお過ごしいただけます。

※スイート客室についてはP15「客室サービス」をご覧ください。

Suite Room

スイート客室が
より贅沢に。

最上の
ホスピタリティ

2015

2015

2014

2015

ラージシップ部門
ベスト・パブリックルーム

ベスト・キャビン

ラージシップ部門ベスト・サービス

客室デザイン 銀賞
「アクアクラス」

寛ぎの
プライベートルーム

ベランダ

ペントハウススイート

アクアクラス客室
ソムリエサービス

ウェルカムドリンク

高速インターネット「Xcelerate」 専用ダイニング  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イブニングシックナイト

Cruise Critic UK Cruisers' 
Choice Awards

Cruise Critic UK Cruisers' 
Choice Awards

Cruise Critic UK Cruisers' 
Choice Awards

Travel Weekly Magellan 
Awards

Hospitality
Hearty

Guest Rooms
Comfortable
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※1 スイート客室のお客様専用のダイニングです。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ダイニングです。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歳未満のお子さま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 シーフードタワーは別途＄5がかかります。　※5 12歳未満のお子さま
はご利用いただけません。その他のスペシャリティレストランは、5歳以下無料、6～12歳はカバーチャージ＄10でご利用いただけます。　※カバーチャージは予告なく変更になる場合があります。　※ガラパゴスクルーズについてはホームページで詳細
をご覧いただけます。

■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
■全長 ： 317～319m
■全幅 ： 37m　
■喫水 ： 8.2m　
■巡航速度 ： 24.0ノット

■総トン数 ： 90,940～91,000トン
■乗客定員 ： 2,038～2,170名
■乗務員数 ： 950～1,000名
■全長 ： 294m
■全幅 ： 32m
■喫水 ： 7.9m
■巡航速度 ： 24.0ノット

■総トン数 ： 2,842トン
■乗客定員 ： 100名　
■乗務員数 ： 64名
■全長 ： 90m
■全幅 ： 14m
■喫水 ： 3.8m　
■巡航速度 ： 15ノット

■総トン数 ： 1,610トン
■乗客定員 ： 48名　
■全長 ： 64m
■全幅 ： 12m
■喫水 ： 3.4m　
■巡航速度 ： 11ノット

2017年3月就航予定

■総トン数 ： 319.5トン
■乗客定員 ： 16名　
■全長 ： 30m
■全幅 ： 11m
■喫水 ： N/A　
■巡航速度 ： 10ノット

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。
※ ルーフトップテラスで行われる「テイスト・オブ・フィルム」は有料です。（＄19～）

※ 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（スイート専用ダイニング） フルコース ※1 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ブルー（アクアクラス専用ダイニング）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 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ザ・ポーチ ※4 軽食 $30 ● ●

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

※5
$50

● ● ● ● ●

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※5 $45 ● ●

スシ・オン・ファイブ 創作寿司 アラカルト ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ルーフトップテラス※ 　 　 　 　 　 　 ● ● ●

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（有料）／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） ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ファン・ファクトリー／Xクラブ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

施設早見表

船内の施設・サービス

CS

ML

IN

SM

RF

SI

EC

EQ

SL

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

スシ・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（スイート専用ダイニング）

ブルー
（アクアクラス
専用ダイニング）

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）

The Celebrity Fleet

Solstice Class Millennium Classソルスティスクラス ミレニアムクラス

スタイリッシュな空間と洗練されたサービスで「モダンラグジュアリー」な休暇を叶える、
究極のプレミアムシップ。5月～10月に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、南太平洋の人気の港を訪れます。

一生に一度は行きたい場所、ガラパゴス。
大型客船では入れない、原始の面影とどめ
る小さな島 を々、小型な船体で華麗に巡り
ます。従来の「セレブリティ・エクスペディ
ション」に加え、2016年に1隻、2017年
に1隻の専用船がデビュー。地球の神秘
にせまる、新しい冒険が始まります。

気品あふれるインテリアときめ細やかなおもてなしが好評のセレブリティクルーズのフ
ラッグシップ。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。

ガラパゴスクルーズ
Coming Soon

セレブリティ・
エクスペリエンス

セレブリティ・
エクスペディション

セレブリティ・リフレクション
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・イクノス 
セレブリティ・ソルスティス

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・インフィニティ
セレブリティ・ミレニアム

セレブリティ・
エクスプロレーション

［フリート紹介］

ライブラリ
洋上の図書館。貸出しができるので、デッキやお部
屋でも読書を楽しめます。

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
MacBookProやiPadなど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。

セレブリティクルーズでは現在、全12隻の客船が就航。美しく個性
豊かな船が世界各国、約280の寄港地を巡ります。

XP XO XE
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Millennium Millennium

Solstice Solstice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

ツインベッド、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

ツインベッド、ソファ、シャワールーム、ベランダ、デッキチェア

ベランダ客室

室内：17.7㎡／ベランダ：3.9㎡　【定員：2～3名】室内：18.1㎡／ベランダ：5.0㎡　【定員：2名】

特典＆サービス

スイート客室 ベランダ客室

リフレクション
スイート

ペントハウス
スイート

ロイヤル
スイート

シグネーチャー
スイート

セレブリティ
スイート

スカイ
スイート

アクア
クラス

コンシェルジュ
クラス

バトラーサービス（24時間対応） ● ● ● ● ● ●
NEW コンシェルジュサービス ●
スパコンシェルジュ（ソルスティスクラスのみ） ● ● ● ● ● ● ●
専用ダイニング「ルミナ」　（朝・昼・夕） ● ● ● ● ● ●
専用ダイニング「ブルー」　（朝・夕） ●
スペシャリティレストランカバーチャージ無料 ● ● ● ●
NEW 乗船日のウェルカムランチ（11：00〜13：00） ●
スイート専用ラウンジ「マイケルズクラブ」 ● ● ● ● ● ●
ペルシャガーデン無料 ●
優先チェックイン・優先下船 ● ● ● ● ● ● ● ●
優先テンダーボート ● ● ● ● ● ●
靴磨きサービス ● ● ● ● ● ● ● ●
イブニングシックナイトのシアター席リザーブ ● ● ● ● ● ●
イベントへのVIP招待 ● ● ● ● ● ● ● ●
インターネット無料 ●※1 ● ● ●
客室にエスプレッソ・カプチーノを無料でお届け ● ● ● ● ● ●
選べるワインまたはスピリット ● ● ● ●
プレミアムビバレッジパッケージ＆ミニバー無料 ● ● ● ●
ウェルカムシャンパンボトル ● ● ● ●
ウェルカムスパークリングワインボトル ● ● ● ●
毎日のミネラルウォーター ● ● ● ●
ウェルカムミネラルウォーター ● ● ●
毎日のフレーバーティ ●
アップグレードブレックファストメニュー ● ● ● ● ● ● ● ●
フルーツのお届け（リクエストに応じて） ● ● ● ● ● ● ● ●
毎日の軽食（フィンガーフード） ● ● ● ● ● ● ● ●
毎日の軽食（焼き菓子類） ● ● ● ● ● ● ●
毎日の軽食（スイーツ＆フルーツ） ● ● ● ●
ランドリー無料（1航海につき2回まで） ● ● ● ●
傘・双眼鏡の貸出、トートバッグ ● ● ● ● ● ● ● ●
選べるまくら・厚手のバスローブ・大判バスタオル ● ● ● ● ● ● ● ●
ブルガリのバスアメニティ ● ● ● ●
ギルクリスト&ソームズのバスアメニティ ● ●
アロマディフューザー・フェイシャルスプレー・リップバーム ●

Millennium

Solstice 室内：27.8㎡／ベランダ：7.3㎡　【定員：4名】

スカイスイート

ツインベッド、ソファ、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

S1 S2

S1 S2

※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。

スイート客室

室内：23.3㎡／ベランダ：5.2㎡　【定員：3名】

Millennium Millennium Millennium

Solstice Solstice Solstice

Millennium Millennium Millennium

Solstice Solstice Solstice

ツインベッド、ソファ、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 10 11 12内側客室

ツインベッド、ソファ、シャワールーム

室内：16.4㎡　【定員：2～4名】

スタンダード海側

ツインベッド、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】

デラックス海側
1A 1B 1C 2C2A 2D2Bベランダ客室

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

RF

RS

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

SG

CS

CS

室内：36.6㎡／ベランダ：9.6㎡　【定員：4名】

セレブリティスイート

2寝室（ツインベッド）、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

ツインベッド、ソファ、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

ツインベッド、ソファ、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　
＊ミレニアムクラスはジャグジー機能付き

ツインベッド、ソファ、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

キングサイズベッド＊、ソファ、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
＊ツインに変更不可、ミレニアムクラスはクイーンサイズベッ
ド（ツインに変更不可）

室内：54.8㎡／ベランダ：14.6㎡　【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
PS

PS

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

RF セレブリティ・リフレクションだけの特別なスイート

写真と見取図はソルスティスクラスのイメージです。船によって間取りが異なる場合があります。ミレニアムクラスのイメージは日本語ホームページでご確認いただけます。www.celebritycruises.jp
※客室のサイズは、ソルスティスクラスはイクノス、ミレニアムクラスはコンステレーションの広さです。　※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　リフレクションスイートは1室6デバイスまでご利用いただけます。

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。

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。

［すべての客室に共通の設備とサービス］
朝晩2回の清掃、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（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  ※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台あります。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。3・4名以上で利用できる客室はダブルサイズのソファベッドまたはプルマンベッドがあります。

State Room

室内：133.0㎡／ベランダ：102.0㎡　【定員：4名】 室内：49.9㎡／ベランダ：18.1㎡　【定員：4名】 室内：43.3㎡／ベランダ：7.8㎡　【定員：3名】

室内：15.7㎡／ベランダ：3.5㎡　【定員：3～4名】 室内：15.7㎡　【定員：2～5名】 室内：15.7㎡　【定員：2～5名】

海側客室 4 5 6 7 8

［客室のご案内］

客室サービス

セレブリティクルーズは客室でも洗練されたサービスと快適な空間
をご提供します。心地よさやデザインにこだわった客室で、ゆったりと
した船旅をお楽しみください。

Millennium

Solstice

主寝室（クイーンサイズベッド）、副寝室（ダブルベッド）
ソファ、リビングエリア、シャワールーム
ベランダ、デッキチェア＊ミレニアムクラスは主寝室のみ。

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：25.1㎡／ベランダ：22.4㎡　【定員：5名】

※ソルスティスクラスには船
尾に位置する「サンセット海
側客室SV」もあります。

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

A1 A2 C1 C2 C3
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Solstice Class

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 ： 317～319m　■全幅 ： 37m　■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p13「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：9.6㎡　

セレブリティスイートRS

室内：54.8㎡／ベランダ：14.6㎡　

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：17.0～18.6㎡　

スタンダード内側9 10 11 12

8 12

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（展望ラウンジ）

■ ゲームコーナー

■ ファン・ファクトリー
（チャイルドルーム）

■ 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）

■ マストグリル（軽食）

■ Xクラブ
（ティーンルーム）

■ 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
■ ライブラリ ■ カードルーム

■ ムラーノ
（スペシャリティ
レストラン）

■ 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

■ スシ・オン・ファイブ
（創作寿司）

■ セレブリティ・
セントラル

（小ステージ）

■ ブルー（アクアクラス専用
ダイニング）

■ 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

■ 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
（スペシャリティレストラン）

■ スパカフェ

■ ソラリウム
（屋内プール）

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

■ ルミナ
（スイート専用
ダイニング）

■ 寄港地
観光デスク

［デッキプラン］
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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

コンステレーションは2C（6016,6018,6020,6021,6023,6025,7014,7016,7017,7018,7019,7021）、2B（8006,8007,9004,9005,9034,9039）、C2（8047,8048,8049,8050,8051,8052,8053,8054）
A2（9040,9042,9044,9045,9046,9047,9049,9090）は視界がさえぎられます。また2A（7136,7142）、C2（8102）、A2（9094,9100）、S1（6102）、2B（6108）、C3（8108）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 ： 950～1,000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・2016年3月改装）

■就航年：2001年
（2011年11月・2015年12月改装）

■就航年：2000年
（2012年5月・2016年5月改装）

Millennium Class
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p13「施設早見表」 をご覧ください）
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9145 9147
9149 9151
9153 9155
9157 9159
9161 9163

9165
9167
9169

9171
9173

9175
9177
9179
9181
9183
9185 9187
9189 9191
9193 9195

81
76

81
72

81
70

81
68

81
66

BASKETBALL
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FU
N 

FA
CT
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REFLECTIONS
LOUNGE

VIDEO
ARCADE

ELEVATORS

FORWARD GE
NT

S

LA
DI

ES

JOGGING TRACK

MAST BAR

TUSCAN
GRILLE

ELEVATORS

ELEVATORS

ELEVATORS

AFT

X CLUB

JOGGING TRACK

OCEANVIEW
CAFÉ

&
GRILL

ELEVATORS

AFT

OCEANVIEW
CAFÉ

&
GRILL

OCEANVIEW
BAR

FITNESS CENTER

AEROBICS

PERSIAN GARDEN
TH

ER
AP

Y/
TR

EA
TM

EN
T

AC
UP

UN
CT

UR
E

HA
IR

 S
AL

ON

CANYON RANCH
SPACLUB®

ELEVATORS

FORWARD

LA
DI

ES
CH

AN
GI

NG

GE
NT

S
CH

AN
GI

NG

SOLARIUM

SPA CAFÉ

BAR

POOL

ELEVATORS

ELEVATORS

MIDSHIP

POOL
GRILL

LA
DI

ES

GE
NT

S

CELEBRITY
iLOUNGESM 

MIDSHIP

ELEVATORS

AFT

ELEVATORS

ELEVATORS

ELEVATORS

FORWARD

ELEVATORS

ELEVATORSLIBRARY

MIDSHIP

ELEVATORS

AFT

ELEVATORS

ELEVATORS

ELEVATORS

FORWARD

MIDSHIP

ELEVATORS

AFT

ELEVATORS

FORWARD

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

■ リフレクションラウンジ（展望ラウンジ）
■ フィットネス

■ マストバー

■ Xクラブ
（ティーンルーム）

■ バスケットボールコート

■ トスカーナグリル
（スペシャリティレストラン）

■ ファン・ファクトリー
（チャイルドルーム）

■ オーシャンビューカフェ＆グリル
（ビュッフェ）

■ 屋外プール

■ ライブラリ

■ 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）

■ ランデブー
ラウンジ

■ コンシェルジュデスク

■ 寄港地
観光デスク

■ カフェアル
バーチョ

（コーヒー）

■ マティーニバー
＆クラッシュ

■ ゲスト
リレーションズ

（受付）

■ セラーマスター
（ワインバー）

■ ジェラテリア
（アイスクリーム）

■ スシ・オン・ファイブ
（創作寿司）

■ ブルー
（アクアクラス専用
ダイニング）

■ メイン
ダイニング

■ルミナ
（スイート専用
ダイニング）

■ オーシャンライナー
（スペシャリティレストラン）

■ 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
（屋内プール）

■ 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

■ ルーフトップ
テラス

［デッキプラン］
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真っ白な砂と太陽の光を映して、柔らかに色を

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。

CARIBBEAN/
BERMUDA

カリブ・バミューダ

パナマ運河は全長約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、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。

PANAMA/SOUTH AMERICA/
GALAPAGOS ISLANDS

パナマ・南米・南極・
ガラパゴス

〝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

のは船旅が最適です。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

一つです。

HAWAII/OCEANIA/
SOUTH PACIFIC

ハワイ・オセアニア・
南太平洋

海に流れ込む氷河や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。流氷の上で遊

ぶアザラシや、海を悠 と々泳ぐクジラやシャチな

どの野生動物に巡り会えるチャンスがあるかも

知れません。

ALASKA

アラスカ

the Seven Seas

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、清

水、広島、長崎、鹿児島などにも寄港します。

ASIA/MIDEAST

アジア・中東

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。

EUROPE

ヨーロッパ

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。

CANADA&
NEW ENGLAND

カナダ・ニューイングランド

Sailing

2015
ラージシップ部門

ベスト・ショアエクスカーション
Cruise Critic UK Cruisers' Choice Awards

2015

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・ショアエクスカーション

Cruise Critic US Cruisers' Choice Awards

Cruise Critic Cruisers' Choice 
Awards

セレブリティクルーズの12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も多く、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）も多種ご用意しております。

7つの海を優雅にわたる

掲載ページ 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月 2018年1月 2018年2月 2018年3月
ソルスティスクラス

リフレクション p22,p29 カリブ海 ヨーロッパ（地中海/エーゲ海） カリブ海

シルエット p22,p23,p29 カリブ海 ヨーロッパ（北欧/バルト海） ヨーロッパ（地中海/イスラエル） カリブ海

イクリプス p23,p24,p29 カリブ海 ヨーロッパ（北欧/バルト海/英国） ヨーロッパ（カナリア諸島など） カリブ海

イクノス p28 カリブ海

ソルスティス p26,p33,p34 オセアニア アラスカ オセアニア

ミレニアムクラス

コンステレーション p24,p25,p26
p30,p31 アジア ヨーロッパ（地中海/エーゲ海/イスラエル） 中東 東南アジア

サミット p27,p28 カリブ海 バミューダ カナダ/ニューイングランド カリブ海

インフィニティ p26,p27,p30 パナマ運河 アラスカ 西海岸 パナマ運河 南米/南極 パナマ運河

ミレニアム p26,p32,p33 アジア アラスカ 日本近海 東南アジア

ガラパゴス
エクスペディション

ガラパゴス諸島エクスプロレーション
エクスペリエンス

Schedule

年間スケジュール
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バルセロナ チビタベッキア

マルセイユ
カンヌ

【2017年】9月14日（木）
イビサ島と西地中海 クルーズ

8泊9日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,199 $ 1,799 $ 2,049 $2,699 $4,099 
政府関連諸税および港湾使用料＄111.13

日次 寄港地 国名 入港 出港

1 チビタベッキア
(ローマ)   イタリア 17:00

2 ナポリ  イタリア 7:00 18:00
3

終日クルージング  
4
5 アシュドッド 

(エルサレム)   イスラエル 
8:00 - 

6 - 22:00
7 ハイファ   イスラエル 6:00 18:00
8 終日クルージング   
9 ミコノス島★ ギリシャ 8:00 18:00
10 ピレウス (アテネ)   ギリシャ 6:00 18:00

11 ソウダ／クレタ島 
(ハニア)   ギリシャ 7:00 14:00

12 終日クルージング   

13 チビタベッキア 
(ローマ)   イタリア 5:00

【2017年】9月29日（金）
イスラエルとエーゲ海・地中海 クルーズ
12泊13日

　

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,699 $2,299 $2,549 $2,799 $4,299 
政府関連諸税および港湾使用料＄140.79

※10/23出航で、ナポリ、ミコノスの代わりにカタコロン、ロードス島に
寄港する類似クルーズがあります。

チビタベッキア

アシュドッド

ハイファ

ナポリ

ピレウス

ソウダ

ミコノス島

【2017年】10月11日（水）
イベリア半島と西地中海 クルーズ
12泊13日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,699 $2,299 $2,449 $3,699 $4,299 
政府関連諸税および港湾使用料＄115.42

日次 寄港地 国名 入港 出港

1 チビタベッキア
(ローマ)   イタリア 17:00

2 終日クルージング   

3 パルマ・デ・マヨルカ
／マヨルカ島   スペイン 7:00 17:00

4 カルタヘナ   スペイン 8:00 17:00
5 ジブラルタル   イギリス 8:00 16:00
6 リスボン   ポルトガル 10:00 20:00
7 カディス (セビリア)   スペイン 13:00 22:00
8 終日クルージング   

9 イビサ島／
バレアレス諸島   スペイン 7:00 18:00

10 バルセロナ   スペイン 7:00 18:00
11 マルセイユ   フランス 9:00 18:00
12 終日クルージング   

13 チビタベッキア 
(ローマ)   イタリア 5:00

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 バルセロナ スペイン 17:00
2 イビサ島／

バレアレス諸島  スペイン
8:00  -

3 - 17:00
4 終日クルージング   
5 マルセイユ フランス 8:00 19:00
6 カンヌ★ フランス 7:00 22:00

7 ヴィルフランシュ
(ニース)★ フランス 7:00 18:00

8 リボルノ 
(ピサ／フィレンツェ)    イタリア 7:00 19:00

9 チビタベッキア 
(ローマ)   イタリア 5:00

チビタベッキア

パルマ・デ・マヨルカ
カルタヘナ

ジブラルタル

リスボン

カディス

イビサ島

バルセロナ

マルセイユ

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 サウサンプトン   イギリス 16:30

2
セント・ピーター・
ポート／チャンネル
諸島★

イギリス 7:00 18:00

3 シェルブール   フランス 7:00 19:00

4
ゼーブルッヘ 
(ブルージュ／
ブリュッセル)   

ベルギー 10:00 18:00

5
アムステルダム   オランダ 

7:00 - 
6 - 14:00
7

ル・アーブル (パリ)   フランス 
9:00 - 

8 - 23:59
9 終日クルージング 　 　 

10 グリノック 
(グラスゴー)   イギリス 9:00 19:00

11 リバプール   イギリス 8:00 19:00
12 ダブリン   アイルランド 4:45 17:15
13 コーブ (コーク)   アイルランド 7:00 18:00
14 終日クルージング 　 　
15 サウサンプトン   イギリス 5:30

ECSolstice Class セレブリティ・イクリプス

【2017年】4月29日、8月26日
ノルウェイフィヨルド クルーズ

8泊9日
土曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,499 $1,899 $2,399 $3,199 $4,399
政府関連諸税および港湾使用料＄104.86

【2017年】6月4日（日）

「シグネチャーイベントクルーズ」
テニス全仏オープンと英国・地中海 クルーズ
14泊15日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$2,499 $3,099 $3,499 $4,499 -
政府関連諸税および港湾使用料＄226.52

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 サウサンプトン   イギリス 16:30
2 終日クルージング   
3 ベルゲン   ノルウェー 11:00 20:00
4 フロム   ノルウェー 7:00 17:30
5 ゲイランゲル★ ノルウェー 11:00 20:00
6 オーレスン   ノルウェー 7:00 16:00
7 スタヴァンゲル ノルウェー 8:00 17:00
8 終日クルージング   
9 サウサンプトン イギリス 5:30

リバプール

グリノック

ダブリン

コーブ
ゼーブルッヘ

ル・アーブル

アムステルダム

セント・ピーター・ポート シェルブール

サウサンプトン

サウサンプトン

オーレスン

フロム
ベルゲン
スタヴァンゲル

ゲイランゲル

【2017年】5月7日（日）
アイスランドとアイルランド クルーズ
12泊13日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$2,299.5 - $3,499.5 - -
政府関連諸税および港湾使用料＄151.39

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 サウサンプトン    イギリス 16:30

2
セント・ピーター・
ポート／
チャンネル諸島★

イギリス 7:00 17:00

3 コーブ (コーク)   アイルランド 10:00 19:00
4

終日クルージング 
5
6 アークレイリ   アイスランド 9:00 19:00
7 イーサフィヨルズル★   アイスランド 8:00 19:00
8

レイキャビク   アイスランド 
9:00 - 

9 - 15:00
10 終日クルージング 

11 ベルファスト／
北アイルランド   イギリス 11:00 22:00

12 終日クルージング 
13 サウサンプトン   イギリス 5:30

ベルファスト

コーブ

セント・ピーター・ポート

サウサンプトン

レイキャビク

アークレイリイーサフィヨルズル

ECSolstice Class セレブリティ・イクリプス

SISolstice Class セレブリティ・シルエット

セレブリティクルーズの代金は変動制です。最新の代金は日本語ホームページで簡単に確認できます。
※掲載は2016年8月現在の代金です。変動制代金をオンラインで検索　http://www.celebritycruises.jp※（　）内の都市は寄港地観光［別料金］にて訪問することができます。

★印はテンダーボート（小型船）にて上陸します。天候によりボートが欠航し寄港できない場合もございます。

【2017年】8月11日（金）

「シグネチャーイベントクルーズ」
ミリタリタトゥーと英国・アイルランド クルーズ
12泊13日

　

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$2,499 $3,449 $3,849 $4,449 $8,049 
政府関連諸税および港湾使用料＄210.48

【2017年】5月7日（日）、7月30日（日）
8月23日（水）

北欧・ロシアとバルト海 クルーズ
12泊13日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,699 $2,349 $2,499 $3,099 $4,699 
政府関連諸税および港湾使用料＄208.33

【2017年】6月29日（木）
北欧・ロシアとバルト海 クルーズ

7泊8日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,299 $1,649 $1,799 $2,199 $3,499
政府関連諸税および港湾使用料＄125.41

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 アムステルダム   オランダ 17:00
2 終日クルージング   
3 インバネス／ネス湖   イギリス 7:00 18:00
4

エジンバラ ★ イギリス 
9:00 - 

5 - 18:00
6 終日クルージング   
7 リバプール   イギリス 7:00 18:00

8 ベルファスト／
北アイルランド   イギリス 7:00 18:00

9 ダブリン   アイルランド 8:00 20:30
10 コーブ (コーク)   アイルランド 9:00 19:00
11 終日クルージング   

12
ゼーブルッヘ
(ブルージュ／
ブリュッセル)   

ベルギー 7:00 17:00

13 アムステルダム   オランダ 6:00

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 アムステルダム   オランダ 17:00
2 終日クルージング   

3 ヴァルネミュンデ 
(ベルリン)  ドイツ 9:00 23:59

4 終日クルージング   
5 タリン   エストニア 10:00 17:00
6 サンクト・

ペテルブルグ ロシア
7:00 - 

7 - 18:00
8 ヘルシンキ   フィンランド 8:00 17:00
9 ストックホルム   スウェーデン 9:00 16:00
10 終日クルージング   
11 コペンハーゲン   デンマーク 10:00 18:00
12 終日クルージング   
13 アムステルダム   オランダ 6:00

日次 寄港地 国名 入港 出港
1

ストックホルム   スウェーデン 
- 

2 - 17:00
3 ヘルシンキ   フィンランド 11:30 18:00

4 サンクト・
ペテルブルグ   ロシア 7:00 18:00

5 タリン   エストニア 8:00 17:00
6 リガ   ラトビア 11:30 20:00
7 終日クルージング 　 　
8 ストックホルム   スウェーデン 7:00

【2017年】5月8日・29日、6月19日
7月10日・31日、8月21日、10月9日

スペインと西地中海 クルーズ
11泊12日

月曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,699 $2,099 $2,099 $2,599 $3,849
政府関連諸税および港湾使用料＄111.00

日次 寄港地 国名 入港 出港

1 チビタベッキア
 (ローマ)   イタリア 16:00

2 ラ・スペツィア
(ピサ／フィレンツェ)   イタリア 7:00 19:00

3 ヴィルフランシュ
(ニース)★ フランス 7:00 17:00

4
バルセロナ スペイン 

9:00 -
5 - 17:00
6 終日クルージング 　 　
7 ジブラルタル    イギリス 7:00 17:00
8 マラガ   スペイン 7:00 19:00
9 カルタヘナ   スペイン 8:00 17:00

10 イビサ島／
バレアレス諸島  スペイン 7:00 19:00

11 終日クルージング 　 　
12 チビタベッキア

(ローマ)   イタリア 5:00

※5/29、7/10、7/31、10/9出航は7日目マラガ、8日目ジブラルタ
ルに寄港し、寄港時間も異なります。
※9/11出航でヴィルフランシュに寄港し、寄港順が異なる11泊の
類似コースがあります。
※8/21出港は7日目ジブラルタルの寄港時間が異なります。

※7/21出航は3日目終日クルージング、4日目ソウダに寄港します。
※9/29出航は5日目ロードス、6日目エフェソスに寄港します。

【2017年】7月18日（火）

「シグネチャーイベントクルーズ」
英国・アイルランドとゴルフ全英オープン クルーズ
12泊13日

　

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$2,399 $3,149 $3,349 $3,949 $6,249 
政府関連諸税および港湾使用料＄141.93

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 アムステルダム   オランダ 17:00
2 終日クルージング 　 　

3 セント・ピーター・ポート
／チャンネル諸島★ イギリス 7:00 20:00

4 終日クルージング 　 　
5

リバプール  イギリス 
5:30 -

6 - 23:59

7 ベルファスト／
北アイルランド   イギリス 11:30 21:30

8
ダブリン   アイルランド 

10:00 -
9 - 15:45
10 コーブ (コーク)    アイルランド 7:00 20:00
11 終日クルージング 

12
ゼーブルッヘ 
(ブルージュ／
ブリュッセル)   

ベルギー 7:00 17:00

13 アムステルダム   オランダ 6:00

【2017年】5月19日、6月9日・30日
7月21日、8月11日、9月1日・29日

東地中海・エーゲ海島めぐり クルーズ
10泊11日

金曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,649 $2,099 $2,249 $2,749 $4,049 
政府関連諸税および港湾使用料＄83.42

日次 寄港地 国名 入港 出港

1 チビタベッキア 
(ローマ)   イタリア 16:00

2 メッシーナ／
シチリア島   イタリア 10:00 19:00

3 バレッタ   マルタ 8:00 18:00
4 終日クルージング 　 　
5 ミコノス島★ ギリシャ 7:00 18:00
6 ロードス島   ギリシャ 7:30 18:30
7 サントリーニ島★ ギリシャ 7:00 18:00
8 ピレウス (アテネ) ギリシャ 6:00 18:00
9 終日クルージング 　 　
10 ナポリ   イタリア 7:00 18:30

11 チビタベッキア
(ローマ) イタリア 5:00

SISolstice Class セレブリティ・シルエットRFSolstice Class セレブリティ・リフレクション

SISolstice Class セレブリティ・シルエットSISolstice Class セレブリティ・シルエット

※5/19出航で13泊の「アムステルダム発ストックホルム着」、7/6
出航で12泊の「ストックホルム発アムステルダム着」の類似コースが
あります。

チビタベッキア
チビタベッキア

メッシーナ

ナポリ

バレッタ

ピレウス
ミコノス島

ロードス島
サントリーニ島

ラ・スペツィアヴィルフランシュ

バルセロナ

ジブラルタル

イビサ島カルタヘナ
マラガ

アムステルダム 
リバプール

ベルファスト

ダブリン

コーブ ゼーブルッヘ アムステルダム

アムステルダム
ヴァルネミュンデ

コペンハーゲン

タリン
タリン

リガ

サンクト・
ペテルブルグ   

サンクト・
ペテルブルグ   

ヘルシンキ ヘルシンキ

ストックホルムストックホルム

インバネス

エジンバラ

セント・ピーター・ポート

リバプール

ベルファスト

ダブリン

コーブ
ゼーブルッヘ

イビサ島

ヴィルフランシュ

リボルノ
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【2017年】5月2日（火）
イタリア・スペイン島めぐり クルーズ
10泊11日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,299 $1,699 $2,649 $2,999 $4,399 
政府関連諸税および港湾使用料＄109.23

【2017年】10月9日（月）
西地中海 クルーズ
10泊11日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$ 1,199 $1,549 $2,399 $2,749 $4,249 
政府関連諸税および港湾使用料＄131.12

【2017年】5月26日（金）
リビエラ海岸・イタリアとアドリア海 クルーズ
10泊11日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,399 $1,899 $2,979 $3,249 $5,699 
政府関連諸税および港湾使用料＄127.67

日次 寄港地 国名 入港 出港

1 チビタベッキア 
(ローマ)    イタリア 17:00

2 ナポリ    イタリア 7:00 18:30

3 カターニア／
シチリア島    イタリア 10:00 19:00

4 バレッタ    マルタ 7:00 18:00
5 終日クルージング 　 　

6
パルマ・デ・
マヨルカ／
マヨルカ島    

スペイン 9:00 18:00

7 カルタヘナ    スペイン 9:00 18:00
8 バレンシア    スペイン 7:00 18:00
9 終日クルージング 　 　
10

バルセロナ    スペイン
7:00 - 

11 - 

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 バルセロナ    スペイン 17:00
2 アリカンテ スペイン 9:00 22:00
3 終日クルージング 　 　
4 カディス (セビリア) スペイン 7:00 18:00
5 ジブラルタル イギリス 7:00 17:00
6 終日クルージング 　 　
7 セット フランス 10:00 18:00
8 マルセイユ フランス 7:00 17:00

9 リボルノ 
(ピサ／フィレンツェ) イタリア 7:00 19:00

10 アジャクシオ／
コルシカ島 フランス 7:00 17:00

11 チビタベッキア 
(ローマ)    イタリア 5:00

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 バルセロナ    スペイン 17:00
2 モンテカルロ★    モナコ 7:30 23:00

3 ヴィルフランシュ 
(ニース)★    フランス 7:00 23:00

4 ジェノバ    イタリア 8:00 20:00

5 リボルノ 
(ピサ／フィレンツェ)    イタリア 7:00 19:00

6 チビタベッキア 
(ローマ)    イタリア 7:00 19:00

7 終日クルージング 　 　
8 コトル★    モンテネグロ 10:00 19:00
9 ザダール    クロアチア 12:00 19:00
10

ベニス    イタリア
8:00 - 

11 -
※9/18出航でマルタ島に停泊する「リビエラ海岸・マルタ島と地中
海クルーズ10泊11日」の類似コースがあります。

バルセロナ

アリカンテ

カディス

ジブラルタル

バルセロナ

マルセイユ リボルノ

アジャクシオ

セット

バルセロナ

ヴィルフランシュ
ジェノバ

モンテカルロ リボルノ

カターニア

パルマ・デ・マヨルカ

バレッタ

チビタベッキア
チビタベッキア

チビタベッキア

コトル
ザダール

ベニス

ナポリ
バレンシア

カルタヘナ

【2017年】6月15日、7月13日
アドリア海・マルタ島と地中海 クルーズ
9泊10日

木曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,349 $1,749 $2,649 $3,149 $4,799 
政府関連諸税および港湾使用料＄102.11

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 ベニス    イタリア 16:30
2

ドブロブニク    クロアチア
14:00 - 

3 - 23:00
4 コトル★    モンテネグロ 7:00 18:00
5 終日クルージング 　 　
6

バレッタ    マルタ
7:00 - 

7 - 22:00

8 カターニア／
シチリア島    イタリア 7:00 16:00

9 ナポリ    イタリア 7:00 18:00

10 チビタベッキア 
(ローマ)    イタリア 5:00

【2017年】6月24日、7月22日
リビエラ海岸・スペインと西地中海 クルーズ

9泊10日
土曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,399 $1,699 $2,629 $2,899 $4,649 
政府関連諸税および港湾使用料＄107.13

日次 寄港地 国名 入港 出港

1 チビタベッキア 
(ローマ)    イタリア 17:00

2 リボルノ 
(ピサ／フィレンツェ)    イタリア 7:00 19:00

3 ポルトフィーノ★   イタリア 7:00 20:00

4 ヴィルフランシュ 
(ニース)★    フランス 7:00 20:00

5 トゥーロン    フランス 7:00 18:00
6 セット    フランス 7:00 18:00
7 終日クルージング     

8 イビサ島／
バレアレス諸島   スペイン 7:00 - 

9

イビサ島／
バレアレス諸島 スペイン - 3:00

パルマ・デ・
マヨルカ／
マヨルカ島

スペイン 9:00 17:00

10 バルセロナ    スペイン 6:00

ベニス

コトル

バレッタ
カターニア

ナポリ

チビタベッキア

チビタベッキア

リボルノ

ポルトフィーノヴィルフランシュ

トゥーロン

セット

イビサ島
パルマ・デ・マヨルカ

バルセロナ

ドブロブニク

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 サウサンプトン   イギリス 16:30
2 終日クルージング 
3 ラ・コルーニャ スペイン 7:00 16:00
4 終日クルージング 

5 フンシャル／
マデイラ島 ポルトガル 10:00 19:00

6 終日クルージング 

7 ポンタ・デルガーダ
／アソーレス諸島 ポルトガル 7:00 17:00

8 終日クルージング 
9 リスボン ポルトガル 13:00 22:00
10

終日クルージング 
11
12 サウサンプトン   イギリス 5:30

【2017年】9月17日（日）
マデイラ島・アソーレス諸島とイベリア半島 クルーズ
11泊12日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,949 $2,459 $2,706 $3,306 $4,904
政府関連諸税および港湾使用料＄93.85

※10/18出航は、4・5日目マデイラ島に停泊、6日目テネリフェ島に
寄港します。※9/28出航でリスボン停泊、ラ・コルーニャに寄港する
10泊の類似コースがあります。

ECSolstice Class セレブリティ・イクリプス

セレブリティクルーズの代金は変動制です。最新の代金は日本語ホームページで簡単に確認できます。
※掲載は2016年8月現在の代金です。変動制代金をオンラインで検索　http://www.celebritycruises.jp※（　）内の都市は寄港地観光［別料金］にて訪問することができます。

★印はテンダーボート（小型船）にて上陸します。天候によりボートが欠航し寄港できない場合もございます。

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 ベニス    イタリア 16:30
2 コーペル    スロベニア 7:00 18:00
3 ザダール    クロアチア 8:00 18:00
4 ドブロブニク★    クロアチア 8:00 18:00
5 スプリット    クロアチア 8:00 18:00
6 コトル★    モンテネグロ 8:00 18:00
7 終日クルージング 　 　
8 ナポリ    イタリア 7:00 18:00

9 カターニア／
シチリア島    イタリア 8:00 17:00

10 終日クルージング 　 　
11 ベニス    イタリア 6:00

【2017年】10月8日（日）
10月18日（水）

マデイラ島・カナリア諸島とイベリア半島 クルーズ
10泊11日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,790 $2,290 $2,590 $2,999 $4,590 
政府関連諸税および港湾使用料＄109.10

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 サウサンプトン   イギリス 16:30
2

終日クルージング 
3

4 フンシャル／
マデイラ島   ポルトガル 12:00 19:30

5 テネリフェ島／
カナリア諸島   スペイン 10:00 19:00

6 ラス・パルマス／
カナリア諸島   スペイン 7:00 18:00

7 ランサローテ島／
カナリア諸島   スペイン 7:00 14:00

8 終日クルージング   
9 ビーゴ   スペイン 11:00 17:00
10 終日クルージング 　 　
11 サウサンプトン   イギリス 5:30

CSMillennium Class セレブリティ・コンステレーション

【2017年】6月5日（月）
イタリア・クロアチアとアドリア海 クルーズ
10泊11日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,299 $2,199 $3,379 $4,349 $7,599 
政府関連諸税および港湾使用料＄136.50

サウサンプトンサウサンプトン

フンシャル

ナポリ

カターニア

テネリフェ島 ラス・パルマス
ランサローテ島

ビーゴラ・コルーニャ

リスボン

フンシャル

ポンタ・デルガーダ

ザダール

コトル

スプリット
ドブロブニク

ベニス コーペル

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 サウサンプトン   イギリス 16:30

2
ゼーブルッヘ
(ブルージュ／
ブリュッセル)   

ベルギー 7:00 15:00

3
終日クルージング 

4
5 ストックホルム   スウェーデン 10:00 18:00
6 タリン   エストニア 11:00 19:00
7

サンクト・
ペテルブルグ   ロシア 

7:00 - 
8 - - 
9 - 18:00
10 終日クルージング 

11 ヴァルネミュンデ 
(ベルリン)   ドイツ 7:00 21:30

12 コペンハーゲン   デンマーク 11:00 22:00
13

終日クルージング 
14
15 サウサンプトン   イギリス 5:30

※7/2出航は寄港順、寄港時間が異なります。※7/30出航はヴァ
ルネミュンデの代わりにロストックに寄港し、寄港順、寄港時間が異な
ります。※6/18、7/16出航で14泊の類似コースがあります。また
8/13出航で13泊の類似コースがあります。

ゼーブルッヘ

ヴァルネミュンデ

タリン

サンクト・
ペテルブルグ   

ストックホルム

コペンハーゲン

サウサンプトン

【2017年】5月21日、7月2日・30日
北欧・ロシアとバルト海 クルーズ
14泊15日

日曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$2,199 $3,049 $2,899 $3,999 $6,499 
政府関連諸税および港湾使用料＄195.00

【2017年】9月7日・28日
アドリア海と地中海の島々 クルーズ
11泊12日

木曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,349 $1,899 $2,719 $3,199 $5,199 
政府関連諸税および港湾使用料＄131.85

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 ベニス   イタリア 17:00
2 ラヴェンナ イタリア 7:00 17:00
3

ドブロブニク    クロアチア
11:00 - 

4 - 19:00
5 コトル★    モンテネグロ 7:00 18:00
6 終日クルージング 　 　

7 カターニア／
シチリア島    イタリア 7:00 17:00

8 終日クルージング 　 　

9
パルマ・デ・
マヨルカ／
マヨルカ島    

スペイン 10:00 18:00

10 イビサ島／バレア
レス諸島    スペイン 7:00 18:00

11 バレンシア    スペイン 7:00 18:00
12 バルセロナ    スペイン 6:00

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 ベニス    イタリア 16:30
2

ドブロブニク    クロアチア
14:00 - 

3 - 18:00
4 終日クルージング 　 　
5 ピレウス (アテネ)    ギリシャ 6:00 18:00
6 ミコノス島★    ギリシャ 7:00 18:00
7 サントリーニ島★    ギリシャ 7:00 16:00
8 カタコロン    ギリシャ 8:00 17:00
9 終日クルージング 　 　
10 ベニス    イタリア 6:30

※8/19出航は5日目ミコノス、6日目ピレウスに寄港します。※8/28
出航でドブロブニクに寄港しない類似コース「エーゲ海の島 ク々ルー
ズ10泊11日」があります。

【2017年】8月10日（木）・19日（土）
ドブロブニクとエーゲ海の島々 クルーズ

9泊10日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,299 $1,699 $2,599 $2,899 $5,149 
政府関連諸税および港湾使用料＄96.80

CSMillennium Class セレブリティ・コンステレーション

CSMillennium Class セレブリティ・コンステレーション

コトル

ベニス
ベニス

ラヴェンナ

カターニアイビサ島

パルマ・デ・マヨルカ

バルセロナ

バレンシア

ドブロブニク ドブロブニク

ピレウス
ミコノス島

サントリーニ島
カタコロン

【2017年】7月3日・31日
スペインと地中海・アドリア海 クルーズ
10泊11日

月曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,499 $1,799 $2,749 $3,099 $4,849
政府関連諸税および港湾使用料＄103.46

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 バルセロナ    スペイン 17:00
2

バレンシア    スペイン
7:00 - 

3 - 18:00
4 終日クルージング 　 　

5 リボルノ 
(ピサ／フィレンツェ)    イタリア 7:00 19:00

6 チビタベッキア 
(ローマ)    イタリア 7:00 19:00

7 終日クルージング 　 　
8 コトル★    モンテネグロ 10:00 19:00
9 スプリット    クロアチア 9:00 18:00
10

ベニス    イタリア
15:00 - 

11 - 

コトル
スプリット

ベニス

チビタベッキア

リボルノ

バルセロナ

バレンシア
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SLSolstice Class セレブリティ・ソルスティス

【2017年】5月26日、6月2日・9日・16日・
23日・30日、7月7日・14日・21日・28日、8
月4日・11日・18日・25日、9月1日・8日

アラスカ ソーヤー氷河 クルーズ
7泊8日

金曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート
$999 $1,449 $1,639 $1,999 $3,149 

政府関連諸税および港湾使用料＄207.27

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 シアトル  ワシントン州  17:00
2 終日クルージング 　 　
3 ケチカン    アラスカ 7:00 16:00

4

トレーシー湾
フィヨルド
クルージング    

アラスカ 6:00 10:00

ジュノー    アラスカ 13:30 22:00

5
スキャグウェイ    アラスカ 7:00 18:00
インサイド・
パッセージ
クルージング    

アラスカ - - 

6 終日クルージング 　 　
7 ビクトリア    カナダ 17:30 23:59
8 シアトル  ワシントン州  6:00

※5/17出航で9泊の「バンクーバー発シアトル着」、9/15出航で7
泊の「シアトル発バンクーバー着」アラスカクルーズがあります。

ケチカン

ジュノー
スキャグウェイ

ビクトリア
シアトル

トレーシー湾

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 ロサンゼルス  カリフォルニア州  16:00
2 サンタバーバラ★ カリフォルニア州  7:00 17:00
3

サンフランシスコ  カリフォルニア州  
14:00 - 

4 - 20:00
5 モントレー★  カリフォルニア州  7:00 16:00
6 カタリナ島★  カリフォルニア州  12:00 20:00
7 エンセナダ    メキシコ 8:00 17:00
8 ロサンゼルス  カリフォルニア州  7:00

※10/1出航で8泊の類似コースがあります。

【2017年】9月24日（日）
サンフランシスコとカリフォルニア クルーズ

7泊8日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート
$749 $1,049 $1,549 $1,699 $3,299 

政府関連諸税および港湾使用料＄213.30

ロサンゼルス
サンタバーバラ

サンフランシスコ

モントレー

カタリナ島
エンセナダ

INMillennium Class セレブリティ・インフィニティ

INMillennium Class セレブリティ・インフィニティ

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 サンディエゴ  カリフォルニア州  17:00
2 サンタバーバラ★ カリフォルニア州  7:00 17:00
3 モントレー★ カリフォルニア州  8:00 17:00
4

サンフランシスコ カリフォルニア州  
7:00 - 

5 - 17:00
6 終日クルージング 　 　
7 アストリア  オレゴン州  8:00 16:00
8 終日クルージング 　 　
9 シアトル  ワシントン州  7:00 20:00
10 ナナイモ    カナダ 7:00 17:00
11 ビクトリア    カナダ 7:00 18:00
12 バンクーバー    カナダ 7:00

※9/17出航で7泊の「バンクーバー発ロサンゼルス着」逆回りの
コースがあります。

サンディエゴ
サンタバーバラ

モントレー
サンフランシスコ

アストリア
シアトル

ナナイモ
ビクトリア

バンクーバー

【2017年】5月17日（水）
北米西海岸とカリフォルニア クルーズ
11泊12日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,349 $1,849 $3,299 $3,499 -
政府関連諸税および港湾使用料＄286.25

【2017年】9月10日（日）
カナダ・ニューイングランド クルーズ
14泊15日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,699 $2,299 $3,149 $3,799 $6,549 
政府関連諸税および港湾使用料＄236.99

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 ケープ・リバティ  ニュージャージー州 16:00
2 終日クルージング 　 　 
3 バーハーバー★ メイン州  7:00 17:00
4 終日クルージング 　 　 

5 シャーロットタウン／
プリンスエドワード島   カナダ 11:00 20:00

6 終日クルージング 　 　 
7

ケベックシティ   カナダ 
10:00 - 

8 - - 
9 - 14:00
10 終日クルージング 　 　 
11 ハリファックス    カナダ 8:00 18:00
12 ポートランド  メイン州  12:00 20:00
13 ボストン  マサチューセッツ州  7:00 17:00
14 終日クルージング 　 　 
15 ケープ・リバティ    ニュージャージー州 7:00

※9/24、10/8出航で14泊の類似コースがあります。

ケープ・リバティ

バーハーバー
シャーロットタウン

ケベックシティ

ハリファックス
ポートランド

ボストン

CSMillennium Class セレブリティ・コンステレーション

セレブリティクルーズの代金は変動制です。最新の代金は日本語ホームページで簡単に確認できます。
※掲載は2016年8月現在の代金です。変動制代金をオンラインで検索　http://www.celebritycruises.jp※（　）内の都市は寄港地観光［別料金］にて訪問することができます。

★印はテンダーボート（小型船）にて上陸します。天候によりボートが欠航し寄港できない場合もございます。

【2017年】5月28日、6月4日・11日・18日・
25日、7月2日・9日・16日・23日・30日、8月6
日・13日・20日・27日、9月3日・10日

アラスカ氷河 クルーズ
7泊8日

日曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート
$769 $1,079 $1,599 $1,779 $2,799

政府関連諸税および港湾使用料＄199.97

MLMillennium Class セレブリティ・ミレニアム

INMillennium Class セレブリティ・インフィニティ

【2017年】6月2日・16日・30日
7月14日・28日、8月11日・25日

アラスカ氷河 クルーズ（南行）
7泊8日

金曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート
$799 $1,209 $2,199 $2,549 $3,499 

政府関連諸税および港湾使用料＄214.84

【2017年】5月26日、6月9日・23日
7月7日・21日、8月4日・18日

アラスカ氷河 クルーズ（北行）
7泊8日

金曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート
$849 $1,319 $2,049 $2,299 $3,249 

政府関連諸税および港湾使用料＄204.42

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 バンクーバー    カナダ 16:30

2
インサイド・
パッセージ
クルージング    

アラスカ - - 

3 ケチカン    アラスカ 7:00 15:00
4 アイシー海峡    アラスカ 10:00 20:00
5 ジュノー    アラスカ 7:00 20:30
6 スキャグウェイ    アラスカ 7:00 16:00

7
ハバード・
グレーシャー
クルージング    

アラスカ 7:00 11:00

8 スワード    アラスカ 5:00

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 バンクーバー    カナダ 16:30

2
インサイド・
パッセージ
クルージング  

アラスカ  - - 

3 アイシー海峡    アラスカ 15:30 22:00

4
ハバード・
グレーシャー
クルージング  

アラスカ  10:30 14:30

5 ジュノー    アラスカ 7:30 20:00
6 ケチカン    アラスカ 14:00 20:30

7
インサイド・
パッセージ
クルージング    

アラスカ - - 

8 バンクーバー    カナダ 7:00

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 スワード    アラスカ 20:00

2
ハバード・
グレーシャー
クルージング    

アラスカ 14:00 18:00

3 ジュノー    アラスカ 9:00 21:00
4 スキャグウェイ    アラスカ 7:00 20:30
5 アイシー海峡    アラスカ 6:30 15:00
6 ケチカン    アラスカ 9:00 18:00

7
インサイド・
パッセージ
クルージング  

アラスカ  - - 

8 バンクーバー    カナダ 7:00

※5/21出航で5泊、9/1出航で7泊の「バンクーバー発着のアラスカ
クルーズ」があります。

※6/18出航は3日目アイシ―海峡の代わりにシトカに寄港、5日目ジュ
ノー、6日目ケチカンは寄港時間が異なります。※7/2、7/16、7/30、
8/13出航は3日目アイシー海峡の代わりにシトカに寄港します。※
8/27出航は1日目バンクーバーの出港時間が異なります。※9/3、
9/10出航は5日目ジュノー、6日目ケチカンの寄港時間が異なります。

バンクーバー バンクーバー

ケチカン

ケチカン

ケチカン

アイシー海峡

アイシー海峡

アイシー海峡

ハバード・グレーシャークルージング    

ハバード・グレーシャークルージング    

ハバード・グレーシャークルージング    

ジュノー

ジュノー

ジュノー
スキャグウェイ スキャグウェイスワード スワード

バンクーバー

インサイド・
パッセージ
クルージング    

インサイド・
パッセージ
クルージング    

インサイド・
パッセージ
クルージング    

SMMillennium Class セレブリティ・サミット

【2017年】6月27日（火）

「シグネチャーイベントクルーズ」
ハリファクス・ボストンと独立記念日クルーズ
10泊11日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,799 $2,199 $2,999 $3,499 $5,949 
政府関連諸税および港湾使用料＄198.56

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 ケープ・リバティ  ニュージャージー州 16:00
2

終日クルージング 
3
4

キングスワーフ   バミューダ 
8:30 - 

5 - - 
6 - 16:30
7 終日クルージング 
8 ケープ・リバティ  ニュージャージー州 7:00

【2017年】10月28日、11月11日・25日、
12月23日【2018年】1月6日、4月14日

南カリブ海 クルーズAコース
7泊8日

土曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート
$549 $749 $949 $1,249 $1,649 

政府関連諸税および港湾使用料＄81.29

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 サン・ファン   プエルトリコ 20:30
2 終日クルージング 　 　
3 ブリッジタウン   バルバドス 8:00 17:30
4 カストリーズ    セント・ルシア 8:00 17:00

5 セント・ジョンズ   アンティグア・
バーブーダ 8:00 17:00

6 バセテール セント・クリファー
ネイビス 8:00 17:00

7 シャーロットアマリー
／セント・トーマス島   米領ヴァージン諸島 8:00 17:00

8 サン・ファン    プエルトリコ 6:00
※12/23出航はホリデークルーズのため旅行条件が異なります。ま
た寄港順・寄港時間が異なります。

※7/7出航でボストンなどに寄港する「バミューダとニューイングランド
クルーズ9泊10日」があります。

【2017年】6月18日（日）

「シグネチャーイベントクルーズ」
レガッタ・バミューダクルーズ
9泊10日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,699 $2,099 $2,699 $3,199 $5,299 
政府関連諸税および港湾使用料＄228.77

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 ケープ・リバティ  ニュージャージー州  16:00
2 終日クルージング 　 　
3 ボストン  マサチューセッツ州  8:00 17:00
4 終日クルージング 　 　
5

キングスワーフ   バミューダ 

15:00 - 
6 - - 
7 - - 
8 - 17:00
9 終日クルージング 　 　
10 ケープ・リバティ  ニュージャージー州  未定

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 ケープ・リバティ  ニュージャージー州 17:00
2 終日クルージング 　 　
3 バーハーバー★  メイン州  8:00 17:00
4 セント・ジョン    カナダ 7:00 15:00
5

ハリファックス    カナダ
10:00 - 

6 - 13:00
7 ポートランド  メイン州  9:00 18:00
8

ボストン  マサチューセッツ州  
8:00 - 

9 - 13:00
10 ニューポート  ロードアイランド州  8:00 17:00
11 ケープ・リバティ  ニュージャージー州 7:00

【2017年】4月30日、5月7日・14日・21日・
28日、6月4日・11日、7月16日・23日・30
日、8月6日・13日・20日・27日、9月3日

バミューダ クルーズ
7泊8日

日曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート
$749 $879 $1,229 $1,579 $2,449 

政府関連諸税および港湾使用料＄204.27

SMMillennium Class セレブリティ・サミット

SMMillennium Class セレブリティ・サミット

ケープ・リバティ

キングスワーフ

サン・ファン

ブリッジタウン
カストリーズ

セント・ジョンズ
バセテール

シャーロットアマリー

バーハーバー

セント・ジョン 
ハリファックス

ポートランド

ボストン
ニューポート  

ボストン ケープ・リバティ  

ケープ・リバティ  

キングスワーフ  

【2017年】10月19日（木）
イスラエルと地中海・エーゲ海 クルーズ
12泊13日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,299 $1,549 $2,399 $2,699 $4,149 
政府関連諸税および港湾使用料＄102.63

※10/31出航で逆回りの類似コースがあります。

日次 寄港地 国名 入港 出港

1 チビタベッキア 
(ローマ)    イタリア 17:00

2 終日クルージング 　 　
3

バレッタ    マルタ
7:00 - 

4 - 18:00
5

終日クルージング 
6
7 アシュドッド 

(エルサレム)    イスラエル
7:00 - 

8 - 22:00
9 ハイファ    イスラエル 7:00 19:00
10 終日クルージング 　 　

11 ソウダ／クレタ島 
(ハニア)    ギリシャ 7:00 18:00

12 ミコノス島★    ギリシャ 7:00 18:00
13 ピレウス (アテネ)   ギリシャ 6:00

バレッタ

アシュドッド

ハイファ
ソウダ

チビタベッキア

ピレウス
ミコノス島
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ECSolstice Class セレブリティ・イクリプス

フォート・ローダデール  

キーウエスト

コスタ・マヤ    

コスメル

ジョージタウン

EQSolstice Class セレブリティ・イクノス

セレブリティクルーズの代金は変動制です。最新の代金は日本語ホームページで簡単に確認できます。
※掲載は2016年8月現在の代金です。変動制代金をオンラインで検索　http://www.celebritycruises.jp※（　）内の都市は寄港地観光［別料金］にて訪問することができます。

★印はテンダーボート（小型船）にて上陸します。天候によりボートが欠航し寄港できない場合もございます。

【2017年】11月12日・26日
【2018年】1月7日、2月4日・18日、3月4日・
18日、4月1日

南カリブ海 クルーズ
14泊15日

日曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,549 $1,849 $2,299 $2,799 $4,299 
政府関連諸税および港湾使用料＄115.68

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 マイアミ  フロリダ州  16:30
2

終日クルージング 
3
4 フィリップスバーグ    セント・マーチン 8:00 17:00

5 セント・ジョンズ    アンティグア・
バーブーダ 8:00 17:00

6 カストリーズ    セント・ルシア 8:00 17:00
7 ブリッジタウン    バルバドス 8:00 17:00
8 終日クルージング 　 　
9 クラレンダイク    ボネール 8:00 18:00
10 ウィレムスタード    キュラソー 8:00 20:00
11

オランヘスタード    アルバ
8:00 - 

12 - 17:00
13

終日クルージング 
14
15 マイアミ   フロリダ州 7:00

【2017年】12月9日・23日
【2018年】1月6日・20日、2月3日・17日
3月3日・17日・31日

東カリブ海 クルーズBコース
7泊8日

土曜日出航

【2017年】6月11日・25日、7月9日・23日
8月6日・20日

東カリブ海 クルーズAコース
7泊8日

日曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート
$699 $899 $1,099 $1,499 $2,299 

政府関連諸税および港湾使用料＄96.57

【2017年】6月4日・18日、7月2日・16日・30日
8月13日、12月2日・16日・30日【2018年】1月13日
27日、2月10日・24日、3月10日・24日

西カリブ海 クルーズ
7泊8日

土・日曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート
$699 $899 $1,099 $1,549 $2,399 

政府関連諸税および港湾使用料＄135.77

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 マイアミ  フロリダ州  16:00
2 キーウエスト フロリダ州  7:00 17:00
3 終日クルージング 　 　
4 コスタ・マヤ    メキシコ 8:00 17:00
5 コスメル    メキシコ 7:00 16:00
6 ジョージタウン★   ケイマン諸島 10:00 18:00
7 終日クルージング 　 　
8 マイアミ  フロリダ州  7:00

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 マイアミ  フロリダ州  16:00
2 終日クルージング 　 　
3 サン・ファン   プエルトリコ 15:30 23:00
4 フィリップスバーグ   セント・マーチン 9:30 18:00

5 バセテール
セント・

クリストファー
ネイビス

8:00 17:00

6
終日クルージング 

7
8 マイアミ  フロリダ州  7:00

※12/30出航はホリデークルーズのため旅行条件が異なります。ま
た5日目コスメル、6日目ジョージタウンの寄港時間が異なります。※
11/16出航で9泊の類似コースがあります。※12/2・16、1/13・
27、2/10・24、3/10・24出航は5日目コスメル、6日目ジョージタウン
の寄港時間が異なります。

※12/23出航はホリデークルーズのため旅行条件が異なります。

※11/26、2/18、3/18出航は、10・11日目にウィレムスタードに停
泊し、12日にオランヘスタードに寄港します。※1/21出航でロゾー、ブ
リッジタウンに寄港、ウィレムスタード停泊する14泊の類似コースがあ
ります。※12/10出航で11泊の類似コース、12/21出航で12泊の
類似コースがあります。12/21出航はホリデークルーズのため旅行
条件が異なります。

EQSolstice Class セレブリティ・イクノス

マイアミ

マイアミ
マイアミ

マイアミ

キーウエスト

コスタ・マヤ

コスメル

ジョージタウン

サン・ファンサン・ファン
フィリップスバーグ   

フィリップスバーグ   
フィリップスバーグ   

セント・ジョンズ    

クラレンダイク

カストリーズ   

ブリッジタウン

ウィレム
スタード

オランヘスタード

バセテール

【2017年】11月17日、12月8日
【2018年】1月19日、3月2日・23日

東カリブ海 クルーズ
10泊11日

金曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,049 $1,249 $1,499 $1,899 $3,299 
政府関連諸税および港湾使用料＄101.60

【2017年】12月22日（金）
【2018年】1月29日（月）
3月12日（月）

カリブ海と中米 クルーズ
11泊12日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,299 $1,499 $1,749 $3,149 $3,549 
政府関連諸税および港湾使用料＄152.40

※12/22出航はホリデークルーズのため旅行条件が異なります。※
11/3出航で、キーウェスト、コスタマヤ、ロアタンに寄港する14泊の
類似コースがあります。※11/27、2/19、2018/4/2出航で「南カリ
ブ海クルーズ11泊12日」があります。

日次 寄港地 国名 入港 出港

1 フォート・
ローダデール  フロリダ州  16:00

2
終日クルージング 

3

4 セント・ジョンズ    アンティグア・
バーブーダ 8:00 16:00

5 ブリッジタウン   バルバドス 9:00 18:00
6 カストリーズ    セント・ルシア 7:00 16:00
7

フィリップスバーグ    セント・マーチン
9:00 - 

8 - 18:00
9

終日クルージング 
10

11 フォート・
ローダデール  フロリダ州  7:00

【2018年】2月9日（金）

「シグネチャーイベントクルーズ」ニューオリンズ
のマルディグラとカリブ海 クルーズ
10泊11日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,549 - $2,649 $3,149 $4,599 
政府関連諸税および港湾使用料＄123.34

RFSolstice Class セレブリティ・リフレクション

日次 寄港地 国名 入港 出港

1 フォート・
ローダデール  フロリダ州  16:00

2
終日クルージング 

3
4 プエルトリモン    コスタリカ 9:00 19:00
5 コロン    パナマ 8:00 17:00
6

カルタヘナ    コロンビア
10:00 - 

7 - 17:00
8 終日クルージング 　 　
9 ジョージタウン★   ケイマン諸島 7:00 15:30
10 コスメル    メキシコ 10:00 19:30
11 終日クルージング 　 　 

12 フォート・
ローダデール  フロリダ州  7:00

日次 寄港地 国名 入港 出港

1 フォート・
ローダデール  フロリダ州  16:00

2 終日クルージング 　 　
3

ニューオーリンズ  ルイジアナ州  
18:30 - 

4 - - 
5 - 22:00
6

終日クルージング 
7
8 ジョージタウン★   ケイマン諸島 7:00 15:30
9 コスメル    メキシコ 10:00 19:30
10 終日クルージング 　 　 

11 フォート・
ローダデール  フロリダ州  7:00

セント・ジョンズ    

ブリッジタウン
カストリーズ   

フィリップスバーグ

フォート・ローダデール  フォート・ローダデール  

フォート・ローダデール  

ニューオーリンズ

ジョージタウン
コスメル

プエルトリモン
コロン

カルタヘナ

ジョージタウン
コスメル

SISolstice Class セレブリティ・シルエット

【2017年】11月19日、12月17日・31日
【2018年】2月11日・25日
3月11日・25日

東カリブ海 クルーズ
7泊8日

日曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート
$799 $999 $1,149 $1,549 $2,299 

政府関連諸税および港湾使用料＄105.74

日次 寄港地 国名 入港 出港

1 フォート・
ローダデール フロリダ州  16:30

2 終日クルージング   
3 サン・ファン    プエルトリコ 15:30 23:00

4 シャーロットアマリー
／セント・トーマス島   米領ヴァージン諸島 8:00 17:00

5 フィリップスバーグ   セント・マーチン 8:00 17:00
6

終日クルージング 
7

8 フォート・
ローダデール  フロリダ州  7:00

※12/31出航はホリデークルーズのため旅行条件が異なります。
※11/26、1/14出航で「サンファンと東カリブ海クルーズ12泊13
日」があります。

フォート・ローダデール  

サン・ファン
シャーロットアマリー

フィリップスバーグ   

SMMillennium Class セレブリティ・サミット

【2017年】11月4日・18日、12月30日・
【2018年】1月13日

南カリブ海 クルーズBコース
7泊8日

土曜日出航

【2017年】5月5日、9月15日
10月6日・27日

南カリブ海 クルーズ
10泊11日

金曜日出航

【2017年】4月24日（月）
ジャズフェスト＆西カリブ海 クルーズ
11泊12日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート
$599 $799 $999 $1,299 $1,799 

政府関連諸税および港湾使用料＄70.71

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,369 $2,399 $2.399 ＄2,649 $4,999 
政府関連諸税および港湾使用料＄168.75

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,049 $1,499 $1,499 - $2,749
政府関連諸税および港湾使用料＄101.91

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート
$999 $1,799 $1,899 ＄1,999 $3,399 

政府関連諸税および港湾使用料＄120.17

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 サン・ファン    プエルトリコ 20:30
2 セント・クロイ島   米領ヴァージン諸島 8:00 17:00
3 フィリップスバーグ    セント・マーチン 8:00 17:00
4 ロゾー    ドミニカ 8:00 17:00
5 ブリッジタウン    バルバドス 8:00 17:00
6 セント・ジョージズ    グレナダ 8:00 17:00
7 終日クルージング 　 　
8 サン・ファン    プエルトリコ 6:00

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 マイアミ フロリダ州 18:00
2 グラン・バハマ バハマ諸島 7:00 17:00
3 キーウエスト フロリダ州 9:00 18:00
4 終日クルージング 　 　
5

ニューオーリンズ ルイジアナ州 
9:00 -

6 - -
7 - 19:00
8 終日クルージング 　 　
9 コスメル メキシコ 10:00 19:00
10 コスタ・マヤ メキシコ 8:00 17:00
11 終日クルージング 　 　
12 マイアミ フロリダ州 7:00 　

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 マイアミ フロリダ州 16:00
2 終日クルージング 　 　
3 サン・ファン プエルトリコ 15:30 23:00

4 シャーロットアマリー
／セント・トーマス島 

 米領
ヴァージン諸島 8:00 17:00

5 フィリップスバーグ セント・マーチン 8:00 17:00
6

終日クルージング 
7
8 マイアミ フロリダ州 7:00

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 マイアミ フロリダ州 16:00
2 終日クルージング 　 　
3 ジョージタウン★ ケイマン諸島 7:00 16:00
4 終日クルージング 　 　
5 オランヘスタード アルバ 11:00 23:00
6 ウィレムスタード キュラソー 8:00 20:00
7 クラレンダイク ボネール 7:00 16:00
8

終日クルージング 
9
10 キーウエスト フロリダ州 8:00 17:00
11 マイアミ フロリダ州 7:00 　

※12/30出航はホリデークルーズのため旅行条件が異なります。ま
た寄港順が異なります。

※9/15、10/27出航は6日目クラレンダイク、7日目ウィレムスタード
の順に寄港します。※5/26出航で9泊の類似コース、5/15、9/4・
25、10/16出航で11泊の類似コースがあります。

サン・ファン

マイアミ

マイアミ

ジョージタウン

キーウエスト

オランヘスタード 

クラレンダイク
ウィレムスタード

キーウエスト

コスメル

コスタ・マヤ

ニューオーリンズ

グラン・バハマセント・クロイ島   

フィリップスバーグ    

ロゾー

ブリッジタウン    

セント・ジョージズ    

※12/24出航はホリデークルーズのため旅行条件が異なります。

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート
$749 $999 $1,199 $1,549 $2,249 

政府関連諸税および港湾使用料＄145.68

日次 寄港地 国名 入港 出港

1 フォート・
ローダデール  フロリダ州  16:30

2 キーウエスト  フロリダ州  7:00 17:00
3 終日クルージング   
4 コスタ・マヤ    メキシコ 8:00 17:00
5 コスメル    メキシコ 7:00 16:00
6 ジョージタウン★   ケイマン諸島 10:00 18:00
7 終日クルージング   

8 フォート・
ローダデール  フロリダ州  7:00

【2017年】12月24日
【2018年】1月7日、2月4日・18日
3月4日・18日、4月1日

西カリブ海 クルーズ
7泊8日

日曜日出航

シャーロットアマリー
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※1/2出航は1・2日目アブダビに停泊し、ドバイは12日目に寄港しま
す。また寄港順・寄港時間が異なります。※3/11出航で寄港地と寄
港順が異なる類似コース「セレブリティ社長と行く ドバイ・インドとアラ
ビア海クルーズ12泊13日」があります。

【2017年】12月7日（木）
【2018年】1月2日（火）

ドバイ・インドとアラビア海 クルーズ
12泊13日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,249 $1,799 $2,699 $3,549 $5,199 
政府関連諸税および港湾使用料＄131.16

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 アブダビ   アラブ首長国連邦 18:00
2

終日クルージング 3
4
5 マンガロール    インド 9:00 20:00
6 マルマガオ (ゴア)   インド 7:00 18:00
7 ムンバイ    インド 9:00 18:00
8

終日クルージング 
9
10 マスカット    オマーン 7:00 16:00
11

ドバイ   アラブ首長国連邦 
12:00 - 

12 - 18:00
13 アブダビ   アラブ首長国連邦 5:00

アブダビ

マンガロール

マルマガオ

ムンバイ
マスカット

ドバイ

 

【2017年】10月9日（月）
パナマ運河（東行） クルーズ
15泊16日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,499 $2,199 $3,599 $4,099 $6,249 
政府関連諸税および港湾使用料＄340.72

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 ロサンゼルス  カリフォルニア州  16:00
2 終日クルージング   
3 カボ・サン・ルーカス★    メキシコ 13:00 18:30
4 プエルト・バジャルタ    メキシコ 12:30 19:30
5

終日クルージング 
6

7 プエルト･ケツァル 
(グアテマラシティ)   グアテマラ 6:30 18:00

8 終日クルージング   
9 プンタレナス    コスタリカ 8:00 18:30
10 終日クルージング   

11 パナマ運河
クルージング    6:00 18:00

12 コロン    パナマ 6:00 16:00
13 カルタヘナ    コロンビア 9:00 16:00
14

終日クルージング 
15

16 フォート・
ローダデール  フロリダ州  7:00

ロサンゼルス

カボ・サン・ルーカス

プエルト・バジャルタ

プエルト･ケツァル

プンタレナス

パナマ運河

コロン

カルタヘナ

フォート・ローダデール  

 

 

INMillennium Class セレブリティ・インフィニティ

ブエノス・アイレス

プンタ・デル・エステ
モンテビデオ

サントス
イリャベラ

ブジオス

リオ・デ・
ジャネイロ バルパライソ

プエルト・モン

チリアンフィヨルド

マゼラン海峡

プンタ・アレナス

ケープ・ホーン

プエルト・マドリン

プンタ・デル・エステ

モンテビデオ
ブエノス・アイレス

ウシュアイア

INMillennium Class セレブリティ・インフィニティ

セレブリティクルーズの代金は変動制です。最新の代金は日本語ホームページで簡単に確認できます。
※掲載は2016年8月現在の代金です。変動制代金をオンラインで検索　http://www.celebritycruises.jp※（　）内の都市は寄港地観光［別料金］にて訪問することができます。

★印はテンダーボート（小型船）にて上陸します。天候によりボートが欠航し寄港できない場合もございます。

【2017年】12月8日（金）
南米最南端（東行） クルーズ
15泊16日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,849 $2,249 $2,999 $3,599 $5,599 
政府関連諸税および港湾使用料＄310.52

※1/7出航で14泊の南米最南端（東行）クルーズ類似コースがあり
ます。※12/23出航で15泊の3/4出航で14泊の逆回りコース「ブエ
ノスアイレス発バルパライソ着 南米最南端（西行）」があります。

※1/7出航で14泊の類似コースがあります。※12/23出航で15
泊、3/4出航で14泊の逆回りコース「ブエノスアイレス発バルパライ
ソ着 南米最南端（西行）」があります。

※2018/4/22出航で逆回りの「アブダビ発チビタベッキア着」の類
似コースがあります。

【2017年】11月12日（日）
スエズ運河 クルーズ
15泊16日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,149 $1,349 $1,749 $2,249 $4,249 
政府関連諸税および港湾使用料＄334.10

【2018年】2月24日、4月7日
インド・スリランカ クルーズ
15泊16日

土曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,849 $2,149 $2,849 $3,449 $5,949 
政府関連諸税および港湾使用料＄198.88

【2017年】5月2日（火）
10月24日（火）

【2018年】4月2日（月）

パナマ運河（西行） クルーズ
15泊16日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,399 $2,199 $3,549 $3,999 $5,949 
政府関連諸税および港湾使用料＄339.75

日次 寄港地 国名 入港 出港

1 フォート・
ローダデール  フロリダ州  16:30

2
終日クルージング 

3
4 カルタヘナ    コロンビア 7:00 15:00
5 コロン    パナマ 9:00 19:00

6 パナマ運河
クルージング    6:00 18:00

7 終日クルージング    
8 プンタレナス    コスタリカ 8:00 18:30
9 終日クルージング 　 　

10 プエルト･ケツァル 
(グアテマラシティ)    グアテマラ 6:30 18:00

11
終日クルージング 

12
13 プエルト・バジャルタ    メキシコ 7:00 14:30
14 カボ・サン・ルーカス★ メキシコ 7:00 15:00
15 終日クルージング   
16 サンディエゴ  カリフォルニア州  6:00

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 バルパライソ    チリ 18:00
2 終日クルージング     
3 プエルト・モン★    チリ 9:00 18:00

4 チリアンフィヨルド
クルージング   チリ - - 

5 マゼラン海峡
クルージング    　 - - 

6 終日クルージング   
7 プンタ・アレナス★    チリ 7:00 17:30
8 ウシュアイア★    アルゼンチン 10:00 19:00

9 ケープ・ホーン
クルージング    チリ 6:00 8:30

10 終日クルージング    
11 プエルト・マドリン    アルゼンチン 8:00 17:30
12 終日クルージング     
13 プンタ・デル・エステ★    ウルグアイ 9:00 19:00
14 モンテビデオ    ウルグアイ 7:00 17:00
15

ブエノス・アイレス    アルゼンチン
5:00 - 

16 - 

日次 寄港地 国名 入港 出港

1 チビタベッキア 
(ローマ)    イタリア 17:00

2 カターニア／
シチリア島    イタリア 13:00 20:00

3 終日クルージング   
4 ピレウス (アテネ)    ギリシャ 6:00 16:00
5 スエズ運河

クルージング    エジプト
23:00 - 

6 - 13:00
7 アカバ    ヨルダン 8:00 20:00
8

終日クルージング 
9
10
11
12
13 マスカット    オマーン 10:00 17:00
14

アブダビ   アラブ首長国連邦 
16:00 - 

15 - - 
16 - 

CSMillennium Class セレブリティ・コンステレーション

【2017年】11月27日（月）
ドバイ・マスカットとアラビア半島 クルーズ
10泊11日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート
$999 $1,299 $1,799 $2,299 $3,599 

政府関連諸税および港湾使用料＄78.63

【2018年】2月4日（日）

「シグネチャーイベントクルーズ」
南米・リオのカーニバルクルーズ
14泊15日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$2,599 $3,049 $3,749 $4,449 $7,199 
政府関連諸税および港湾使用料＄326.62

【2017年】12月19日（火）

「シグネチャーイベントクルーズ」ドバイの
ニューイヤーとインド・アラビア海クルーズ
14泊15日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,899 $2,399 $3,199 $3,999 $6,699 
政府関連諸税および港湾使用料＄160.56

CSMillennium Class セレブリティ・コンステレーション

日次 寄港地 国名 入港 出港
1

ブエノス・アイレス    アルゼンチン
- 

2 - 17:00
3

終日クルージング 
4

5 サントス
(サン・パウロ)    ブラジル 9:00 19:00

6 イリャベラ★    ブラジル 8:00 17:00
7 ブジオス★    ブラジル 7:00 22:00
8

リオ・デ・ジャネイロ    ブラジル
7:00 - 

9 - - 
10 - 18:00
11

終日クルージング 
12
13 プンタ・デル・エステ★    ウルグアイ 8:00 22:00
14 モンテビデオ    ウルグアイ 7:00 16:30
15 ブエノス・アイレス    アルゼンチン 5:00

※1/14、3/23出航で逆回りの「アブダビ発シンガポール着」の類似
コースがあります。

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 シンガポール   シンガポール 20:00
2 終日クルージング 　 　 
3 プーケット島★    タイ 7:00 17:00
4

終日クルージング 
5
6 コロンボ    スリランカ 7:00 19:00
7 終日クルージング 　 　
8 コーチン    インド 8:30 17:00
9 マンガロール   インド 8:00 17:00
10 マルマガオ (ゴア)    インド 7:00 17:00
11 ムンバイ    インド 9:00 20:00
12

終日クルージング 
13
14 マスカット    オマーン 7:00 17:00
15 ドバイ   アラブ首長国連邦 12:00 22:00
16 アブダビ   アラブ首長国連邦 5:00

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 アブダビ   アラブ首長国連邦 18:00
2 終日クルージング    
3

マスカット    オマーン
7:00 - 

4 - 23:59
5 終日クルージング   
6 カサブ    オマーン 7:00 18:00
7

ドバイ   アラブ首長国連邦 
7:00 - 

8 - - 
9 - 23:59
10

アブダビ   アラブ首長国連邦 
7:00 - 

11 - 

日次 寄港地 国名 入港 出港
1

アブダビ   アラブ首長国連邦 
- 

2 - 13:00
3 マスカット   オマーン 12:00 23:59
4

終日クルージング 5
6
7 コーチン    インド 8:30 18:00
8 マンガロール    インド 9:00 19:00
9 マルマガオ (ゴア)   インド 7:00 18:00
10 ムンバイ    インド 9:30 18:00
11

終日クルージング 
12
13

ドバイ   アラブ首長国連邦 
11:00 - 

14 - 22:00
15 アブダビ   アラブ首長国連邦 5:00

フォート・ローダデール  

カルタヘナ
コロン

プンタレナス

プエルト･ケツァル

プエルト・バジャルタ    
カボ・サン・ルーカス

サンディエゴ チビタベッキア

カターニア
ピレウス

スエズ運河
アカバ

マスカット
アブダビ

アブダビ

マンガロール
コーチン

マルマガオ

ムンバイ
マスカット

ドバイ

アブダビ 

マスカット

カサブ

ドバイ

シンガポール

プーケット島
コロンボコーチン

ムンバイ

ドバイ

アブダビ
マスカット

マンガロールマルマガオ

シンガポールシンガポール

サムイ島

レムチャバン ニャチャン

フーミー

フーミー
チャンメイ

チャンメイ 香港

マニラ
ボラカイ島

コタキナバル

【2018年】1月29日（月）
タイ・ベトナム クルーズ
12泊13日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,449 $1,649 $1,949 $2,449 $4,149 
政府関連諸税および港湾使用料＄106.26

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 シンガポール   シンガポール 20:00
2 終日クルージング     
3 サムイ島★    タイ 8:00 17:00
4

レムチャバン 
(バンコク)    タイ

8:00 - 
5 - - 
6 - 14:00
7 終日クルージング     
8 ニャチャン★    ベトナム 10:00 17:00

9 チャンメイ 
(ダナン／フエ)    ベトナム 11:00 19:00

10 終日クルージング     

11 フーミー 
(ホーチミン)    ベトナム 7:00 17:00

12 終日クルージング     
13 シンガポール    シンガポール 7:00

【2018年】2月10日（土）
ベトナム・フィリピンと東南アジア クルーズ
14泊15日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,799 $1,999 $2,449 $2,899 $5,049 
政府関連諸税および港湾使用料＄154.79

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 シンガポール    シンガポール 18:00
2 終日クルージング     

3 フーミー 
(ホーチミン)    ベトナム 7:00 20:00

4 終日クルージング    

5 チャンメイ
 (ダナン／フエ)    ベトナム 7:00 18:00

6 終日クルージング   
7 香港    中国 7:00 17:00
8 終日クルージング   
9 マニラ    フィリピン 8:00 17:00
10 ボラカイ島★    フィリピン 8:00 18:00
11 終日クルージング    
12 コタキナバル    マレーシア 7:00 15:00
13 終日クルージング   
14

シンガポール    シンガポール
14:00 - 

15 - 

CSMillennium Class セレブリティ・コンステレーション

【2018年】1月21日、2月18日
南極海 クルーズ
14泊15日

日曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$2,859 $3,449 $4,249 $5,299 $8,399 
政府関連諸税および港湾使用料＄358.50

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 ブエノス・アイレス   アルゼンチン 17:00
2

終日クルージング 3
4
5 ウシュアイア★    アルゼンチン 9:00 21:00

6 ケープ・ホーン
クルージング    チリ 6:00 8:00

7

ショラート海峡
クルージング        南極 11:00 13:00

パラダイスベイ
クルージング    南極 14:00 16:00

ゲルラッシュ海峡
クルージング    南極 17:00 19:00

8
エレファント島／
サウス・シェトランド
諸島クルージング    

南極 14:00 18:00

9 終日クルージング     
10 ポート・スタンレー★  フォークランド諸島 8:00 17:00
11 終日クルージング     
12 プエルト・マドリン    アルゼンチン 7:00 16:30
13 終日クルージング    
14 モンテビデオ    ウルグアイ 9:00 16:30
15 ブエノス・アイレス    アルゼンチン 5:00

ブエノス・アイレス

ウシュアイア
ケープ・ホーン

ショラート海峡 ゲルラッシュ海峡
エレファント島

プエルト・マドリン

モンテビデオ

ポート・スタンレー

パラダイスベイ

パナマ運河

30 31Premium Cruise



シンガポール

べノア

【2017年】11月26日（日）
バリ島とインドネシア・マレーシア クルーズ
14泊15日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,599 $1,799 $2,099 $2,649 $3,899 
政府関連諸税および港湾使用料＄170.46

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 シンガポール    シンガポール 18:00
2 終日クルージング     

3 フーミー 
(ホーチミン)    ベトナム 7:00 20:00

4 終日クルージング     

5 チャンメイ
(ダナン／フエ)    ベトナム 7:00 18:00

6 終日クルージング     
7 香港    中国 7:00 17:00
8 終日クルージング    
9 マニラ    フィリピン 8:00 17:00
10 ボラカイ島★ フィリピン 8:00 18:00
11 終日クルージング   
12 コタキナバル マレーシア    7:00 15:00
13 終日クルージング   
14

シンガポール    シンガポール
14:00 - 

15 - 

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 シンガポール    シンガポール 17:00
2

終日クルージング 
3
4

べノア／バリ島★    インドネシア
7:00 - 

5 - - 
6 - 14:00
7 コモド島★ インドネシア 7:30 15:00
8

終日クルージング 9
10
11 ランカウイ    マレーシア 10:00 22:00
12 ペナン島    マレーシア 7:00 16:00

13 ポートクラン (クア
ラルンプール)   マレーシア 7:00 16:00

14
シンガポール    シンガポール

7:00 - 
15 - 

【2017年】11月12日（日）
ベトナム・フィリピン・マレーシア クルーズ
14泊15日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,799 $1,999 $2,349 $2,749 $4,099 
政府関連諸税および港湾使用料＄157.39

シンガポール

フーミー

チャンメイ

香港

マニラ
ボラカイ島

コタキナバル
コモド島

ランカウイ
ペナン島

ポートクラン

シンガポール

サムイ島

レムチャバン

フーミー

チャンメイ

香港
基隆

【2018年】2月18日（日）

「シグネチャーイベントクルーズ」
台湾天燈上げとタイ・ベトナムクルーズ
14泊15日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,849 $2,049 $2,399 $2,899 $4,699 
政府関連諸税および港湾使用料＄133.04

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 シンガポール    シンガポール 19:30
2 終日クルージング   
3 サムイ島★    タイ 7:00 18:00
4 レムチャバン 

(バンコク)    タイ
9:00 - 

5 - 17:00
6 終日クルージング   

7 フーミー 
(ホーチミン)    ベトナム 7:00 18:00

8 終日クルージング   

9 チャンメイ 
(ダナン／フエ)    ベトナム 7:00 16:00

10 ハロン湾 (ハノイ)★    ベトナム 10:00 20:00
11

終日クルージング 
12
13 基隆＜キールン＞ 

(台北)    台湾
7:00 - 

14 - 3:00
15 香港    中国 7:00

ハロン湾 ホノルル バンクーバー
ラハイナ

カイルアコナ
ヒロ

キラウエア火山シンガポール

レムチャバン

フーミー

フーミー
チャンメイ

チャンメイ

チャンメイ

香港

香港

基隆

マニラ

上海

上海

釜山

基隆

花蓮

高雄

SLSolstice Class セレブリティ・ソルスティス

MLMillennium Class セレブリティ・ミレニアム

セレブリティクルーズの代金は変動制です。最新の代金は日本語ホームページで簡単に確認できます。
※掲載は2016年8月現在の代金です。変動制代金をオンラインで検索　http://www.celebritycruises.jp※（　）内の都市は寄港地観光［別料金］にて訪問することができます。

★印はテンダーボート（小型船）にて上陸します。天候によりボートが欠航し寄港できない場合もございます。

【2017年】12月24日
【2018年】3月4日

ハロン湾とベトナム・台湾 クルーズ
14泊15日

日曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,849 $2,049 $2,399 $2,899 $4,299 
政府関連諸税および港湾使用料＄157.29

※12/24出航はホリデークルーズのため旅行条件が異なります。
※3/4出航は7日目フーミーの寄港時間が異なります。

※2017/4/20出航で18泊、2018/4/11出航で19泊のシドニー
発ホノルル着の逆回り類似コースがあります。

※2017/5/7出航で10泊、2018/4/29出航で12泊の、ホノルル
発バンクーバー着の逆回り類似コースがあります。

【2017年】10月5日（木）
日本探訪・韓国 クルーズ
12泊13日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,889 $2,049 - $3,099 $4,529 
政府関連諸税および港湾使用料＄117.90

【2017年】9月22日（金）
太平洋横断とハワイ3島 クルーズ
10泊11日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,399 $1,749 $1,799 $2,299 $4,249 
政府関連諸税および港湾使用料＄105.07

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 香港   中国 19:30
2 終日クルージング   
3 ハロン湾

 (ハノイ)★   ベトナム 
7:00 - 

4 - 16:00

5 チャンメイ 
(ダナン／フエ)   ベトナム 10:00 19:00

6 終日クルージング   

7 フーミー 
(ホーチミン)   ベトナム 7:00 18:00

8
終日クルージング 

9
10 高雄＜カオシュン＞   台湾 11:00 19:00
11 花蓮＜ファーリェン＞    台湾 11:00 20:00

12 基隆＜キールン＞ 
(台北)    台湾 7:00 22:00

13 終日クルージング   
14

香港   中国 
7:00 - 

15 - 

MLMillennium Class セレブリティ・ミレニアム

【2017年】10月29日
【2018年】1月7日、2月4日

ハロン湾とタイ・ベトナム クルーズ
14泊15日

日曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,599 $1,799 $2,149 $2,649 $4,449 
政府関連諸税および港湾使用料＄141.80

【2017年】10月17日（火）
マニラ滞在とアジア5か国めぐり クルーズ
12泊13日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,699 $1,899 $2,249 $2,749 $4,149 
政府関連諸税および港湾使用料＄112.88

【2017年】10月2日（月）
タヒチと南太平洋横断 クルーズ
18泊19日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$2,399 $2,699 $2,949 $4,149 -
政府関連諸税および港湾使用料＄135.86

MLMillennium Class セレブリティ・ミレニアム

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 宝山 (上海)    中国 20:00
2 終日クルージング 　 　 
3 釜山＜プサン＞    韓国 7:00 17:00
4 終日クルージング 　 　

5 基隆＜キールン＞ 
(台北)    台湾 9:00 18:00

6 終日クルージング 　 　
7

マニラ    フィリピン
11:00 - 

8 - 16:00
9 終日クルージング 　 　

10 チャンメイ 
(ダナン／フエ)    ベトナム 9:00 19:00

11 終日クルージング 　 　
12

香港    中国
7:00 - 

13 - 

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 バンクーバー    カナダ 17:00
2

終日クルージング 
3
4
5
6

7 カイルアコナ／
ハワイ島 ★   ハワイ 8:00 18:00

8 ヒロ／ハワイ島    ハワイ 8:00 18:00
9 ラハイナ／

マウイ島★    ハワイ
8:00 - 

10 - 19:00

11 ホノルル／
オアフ島    ハワイ 7:00

日次 寄港地 国名 入港 出港
1

香港    中国
- 

2 - 20:00
3 終日クルージング 　 　
4 ハロン湾

 (ハノイ)★   ベトナム 
7:00 - 

5 - 13:00

6 チャンメイ 
(ダナン／フエ)   ベトナム 8:00 19:00

7 終日クルージング 　 　 

8 フーミー 
(ホーチミン)    ベトナム 7:00 20:00

9 終日クルージング 　 　
10 レムチャバン 

(バンコク)    タイ
9:00 - 

11 - 18:00
12

終日クルージング 
13
14

シンガポール    シンガポール
10:00 - 

15 - 

日次 寄港地 国名 入港 出港
1

横浜   日本 
- 

2 - 17:00
3 清水（静岡県 ） 日本 7:00 15:00
4

神戸    日本
11:00 - 

5 - 22:00
6 終日クルージング 　 　 
7 広島    日本 7:00 16:00
8 鹿児島    日本 10:00 20:00
9 長崎    日本 9:00 18:00
10 済州島＜チェジュ島＞    韓国 8:00 17:00
11 釜山＜プサン＞    韓国 8:00 17:00
12 終日クルージング 　 　
13 宝山 (上海)    中国 7:00

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 ホノルル／オアフ島 ハワイ  23:59
2 ラハイナ／マウイ島★ ハワイ 8:00 21:30
3

終日クルージング 
4
5
6
7
8 パペーテ フランス領ポリネシア 8:00 21:00
9 ボラボラ島★ フランス領ポリネシア 7:00 18:00
10

終日クルージング 
11
12 日付変更線通過    - - 
13

終日クルージング 
14
15 オークランド ニュージーランド 10:00 20:00

16 ベイ・オブ・
アイランズ ニュージーランド 7:00 17:00

17
終日クルージング 

18
19 シドニー    オーストラリア 6:30

香港

ホノルル
ラハイナ

パペーテ

オークランドシドニー

ベイ・オブ・
アイランズ

ボラボラ島

ハロン湾

ハロン湾 横浜

清水

神戸広島

鹿児島

長崎
済州島

釜山

【2017年】10月22日
【2018年】1月14日

ニューカレドニアと南太平洋 クルーズ
8泊9日

日曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,369 $1,779 $1,909 $2,719 　$3,769 
政府関連諸税および港湾使用料＄132.00

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 シドニー   オーストラリア 18:30
2

終日クルージング 
3
4 パインズ島★   ニューカレドニア 8:00 17:00

5 リフー島／
ロイヤリティ諸島★   ニューカレドニア 8:00 17:00

6 ヌーメア    ニューカレドニア 8:00 17:00
7

終日クルージング 
8
9 シドニー    オーストラリア 6:30

※1/14出航は寄港順が異なります。※3/21出航で「ニューカレドニ
ア・バヌアツと南太平洋クルーズ9泊10日」があります。

【2018年】1月2日（火）
3月30日（金）

グレートバリアリーフと東海岸 クルーズ
12泊13日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,799 $2,099 $2,299 　$2,949 $4,249 
政府関連諸税および港湾使用料＄189.86

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 シドニー    オーストラリア 18:30
2 ニューカッスル    オーストラリア 8:00 17:00
3

終日クルージング 
4
5 アーリービーチ★ オーストラリア 8:00 17:00
6 ヨーキーズ・ノブ★

（ケアンズ） オーストラリア
10:00 - 

7 - 19:00
8 ポート・ダグラス★ オーストラリア 7:00 19:00

9 ウィリス島
クルージング    オーストラリア 11:00 13:00

10 終日クルージング 　 　
11 ブリスベン    オーストラリア 8:00 20:00
12 終日クルージング 　 　
13 シドニー    オーストラリア 6:30

【2017年】12月21日（木）
フィジーと南太平洋ホリデー クルーズ
12泊13日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$2,869 $3,419 $3,689 $4,769 　$6,469 
政府関連諸税および港湾使用料＄168.84

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 シドニー    オーストラリア 18:30
2

終日クルージング 3
4
5 ラウトカ    フィジー 11:00 20:00
6 スヴァ    フィジー 8:00 17:00
7 終日クルージング 　 　 

8 ミステリー・
アイランド★ バヌアツ 8:00 17:00

9 パインズ島★ ニューカレドニア 8:00 17:00
10 ヌーメア    ニューカレドニア 8:00 17:00
11

終日クルージング 
12
13 シドニー    オーストラリア 6:30

SLSolstice Class セレブリティ・ソルスティス
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花めぐり、夜景絶景、美酒美食！

■ 空港から港までのアクセス

■ 送迎プラン ■ 前後泊プラン

エリア 都市・港 港の名称 空港→港へのアクセス 市内→港へのアクセス

アジア

香港
［中国］ 啓徳クルーズターミナル 香港国際空港から車で約50〜60分 2013年にオープンした新ターミナルで尖沙咀から車で約20分

他にはオーシャンターミナルがあり、地下鉄尖沙咀駅から徒歩約10分

上海（宝山） 
［中国］

上海宝山国際クルーズ
ターミナル

上海虹橋国際空港から約35km車で約1時間
上海浦東国際空港から約50km車で約1時間30分 上海中心部（外灘や南京東路）から車で約1時間30分

シンガポール
［シンガポール］

マリーナベイ・クルーズ
センター チャンギ国際空港から車で約45分

市内中心から車で約10分　
※客船によってはハーバーフロント駅近くのシンガポールクルーズセンターの
場合もありますので、必ず最終書類をご確認ください。

横浜
［日本］

横浜港大さん橋国際客船
ターミナル 羽田空港から車で約30分 横浜駅から車で約15分　日本大通り駅から徒歩10分

赤レンガ倉庫、山下公園周辺から徒歩圏内

ヨーロッパ

バルセロナ
［スペイン］

バルセロナ港
（モール・アドサット港） バルセロナ国際空港から車で約40分 旧市街から車で約10分

チビタベッキア（ローマ） 
［イタリア］ チビタベッキア港 ローマ・フィウミチーノ空港から車で

約1時間15分

ローマ市内中心から港まで車で約1時間30分
空港から列車でチビタベッキア駅まで、途中1回乗り換えで約1時間30分
ローマテルミニ駅からチビタベッキア駅まで列車で約1時間
チビタベッキア駅から港まで車で約5分

ベニス
［イタリア］ ベニス港客船ターミナル マルコポーロ国際空港から車で約30分 市内サンマルコ広場から水上バスで約10〜15分

サウサンプトン
［イギリス］

サウサンプトンクルーズ
ターミナル ロンドン・ヒースロー空港から車で約2時間

ロンドン市内中心から車で約1時間30分
ロンドン・ウォータールー駅からサウサンプトン中央駅まで列車で約1時間20分
サウサンプトン中央駅からクルーズターミナルまで車で約10分
※近くに港が複数ありますので必ず最終書類でご確認ください。

アムステルダム
［オランダ］

アムステルダム客船
ターミナル スキポール空港から車で約40分 アムステルダム中央駅から徒歩約10分

イスタンブール
［トルコ］ イスタンブール港 アタテュルク国際空港から車で約40分

イスタンブール市内から車で約10分
※まれにボスポラス海峡アナトリア側のコンテナターミナルになる場合があり
ますので、必ず最終書類でご確認ください。

ピレウス（アテネ）
［ギリシャ］ ピレウス港 アテネ国際空港から約1時間 アテネ市内から車で約30分

北米

フォート・ローダデール
［フロリダ州］ ポート・エバーグレーズ フォート・ローダデール国際空港から車で約15分

マイアミ国際空港から車で約1時間 マイアミ市内中心から車で約1時間

マイアミ
［フロリダ州］ マイアミ港 マイアミ国際空港から車で約30分

フォート・ローダデール国際空港から車で約1時間 マイアミ市内中心から車で約10分

サン・ファン
［プエルトリコ］ パン・アメリカン港 ルイス・ムニョス・マリン国際空港から車で約30分 オールド・サンファンから車で約20分

ニューヨーク
［ニューヨーク州］ ケープ・リバティ港 ニューアーク国際空港から車で約20分

ジョン・F・ケネディ国際空港から車で約90分
マンハッタンからハドソン川の対岸へ車で約20〜30分
ニュージャージ州のバイヨンヌ地区に位置

サンフランシスコ
［カリフォルニア州］

サンフランシスコ港
ピア35 フランシスコ国際空港から車で約40分

フィッシャーマンズワーフから徒歩圏内
※サンフランシスコ港は、桟橋（Pier）がたくさんあるため、必ず最終書類でご
確認ください。

サンディエゴ
［カリフォルニア州］

サンディエゴ港
Bストリートピア サンディエゴ空港から車で約15分 サンディエゴ市内中心から徒歩圏内

スワード
［アラスカ州］

スワード港客船
ターミナル アンカレッジ空港から車で約3時間30分 アンカレッジ市内から車で約3時間30分

シアトル
［ワシントン州］

スミスコーブ客船
ターミナル（ピア91） シアトル・タコマ国際空港から車で約30分 シアトル市内から車で約10分

※近くに港が複数ありますので必ず最終書類でご確認ください。

バンクーバー
［カナダ］

カナダプレイス港/
バランタイン港

バンクーバー空港から車で約45分
シアトル国際空港からは車で約4時間

カナダプレイス港は、ダウンタウンから徒歩圏内（パンパシフィックホテルに隣接）
バランタイン港は、ダウンタウンからタクシーで約5分

オセアニア
・

太平洋

シドニー
［オーストラリア］

シドニー国際客船
ターミナル シドニーキングスフォード空港から車で約35分 ロックスに位置し市内中心から徒歩圏内

※近くに港が複数ありますので必ず最終書類でご確認ください。

オークランド
［ニュージーランド］ プリンス・ワーフ・キー オークランド国際空港から車で約45分 オークランド市内中心から徒歩圏内

ホノルル
［ハワイ州］

アロハタワー
クルーズターミナル ホノルル国際空港から車で約30分 アロハタワー・マーケット・プレイスのすぐそば

※近くに港が複数ありますので必ず最終書類でご確認ください。

南米

バルパライソ
［チリ］ バルパライソ港 サンチャゴ空港から車で約2時間 市内中心から徒歩圏内

※近くに港が複数ありますので必ず最終書類でご確認ください。

ブエノスアイレス
［アルゼンチン］ ダルセナ・ノルテ港 エセイサ国際空港から車で約40分 市内中心から徒歩圏内

出港する港の場所やチェックインの場所は必ず最終書類の「ゲストチケットブックレット」でご確認ください。
主に下記のクルーズターミナルを使用します。

ミレニアムおよびコンステ
レーションでは日本人コー
ディネーター乗船クルーズ
を実施しております。別途「ア
ジアクルーズパンフレット」を
ご用意しておりますのでお近
くの旅行代理店にお問い合
せください。PDF版をセレブ
リティクルーズ日本語ホーム
ページで閲覧することもで
きます。

アジアクルーズ
クルーズ前後のホテル／港間の送迎がセットになったプランをご用意しており
ます。個人旅行のお客様や都市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。

※ホテル1泊（2名1室利用）とホテルから港（または港からホテル）のトランス
ファーお一人様料金です。料金は予告なく変わる場合があります。またシーズ
ンによっても異なります。予約時に再度ご確認ください。※すべて英語でのご
案内です。トランスファーは他のお客様との乗り合いで時間の指定はできませ
ん。※出航35日前までにお申し込みください。出航30日前より全額の取消料
を申し受けます。

空港・市内から港への乗り合いバスを運行しています。

※上記以外の港はお問い合わせください。※上記は片道の料金です。港→
空港も同料金です。料金は予告なく変わる場合があります。予約時に再度ご
確認ください。下船日のトランスファーは船内でもお申し込みいただけます。※
お申し込み時にフライト情報（到着・出発日時・便名）をお知らせください。当プ
ランがご利用いただけるフライト到着・出発時間には制限があります。詳しくは
お問い合せください。※すべて英語でのご案内です。待合せ場所は最終書類
をご確認ください。通常係員が関税出口でお待ちしております。係員と会えず
バスの利用ができなかった場合返金はありません。※大都市では市内⇔港の
トランスファーもあります。※出航35日前までにお申し込みください。出航30日
前より全額の取消料を申し受けます。

都市 ホテル名 料金
ロンドン グロブナーJWマリオット ＄327.93
ローマ エンパイア・パレス ＄307.64

バルセロナ ヒルトン・ダイヤゴナル・マール ＄191.72
フォートローダデール ハイアットリージェンシー ＄182.89

マイアミ JWマリオット ＄180.05
シンガポール マリーナ・マンダリン ＄298.88

出発地 到着地 料金
香港国際空港 啓徳クルーズターミナル $45

シンガポール・チャンギ国際空港 マリーナベイ・クルーズセンター $29
ロンドン・ヒースロー空港 サウサンプトン港 $101

ローマ・フィウミチーノ空港 チビタベッキア港 $75
バルセロナ国際空港 バルセロナ港 $31.5

※（　）内の都市は寄港地観光［別料金］にて訪問することができます。
★印はテンダーボート（小型船）にて上陸します。天候によりボートが欠航し寄港できない場合もございます。

【2018年】1月22日（月）
ニュージーランド周遊 クルーズ
12泊13日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,599 $2,049 $2,199 $2,849 $4,399 
政府関連諸税および港湾使用料＄225.05

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 シドニー   オーストラリア 18:30
2

終日クルージング 
3
4 ベイ・オブ・アイランズ★ ニュージーランド 10:00 20:00
5 オークランド   ニュージーランド 8:00 18:00
6 タウランガ   ニュージーランド 6:00 17:00
7 終日クルージング - - 
8 アカロア★  ニュージーランド 7:00 18:00
9 ダニーデン ニュージーランド 8:00 17:00

10

ダスキーサウンド
クルージング ニュージーランド 8:00 9:00

ダウトフルサウンド
クルージング  ニュージーランド 11:30 12:30

ミルフォードサウンド
クルージング  ニュージーランド 17:00 18:00

11
終日クルージング 

12
13 シドニー   オーストラリア 6:30

【2017年】11月11日（土）
ニュージーランド周遊とメルボルン クルーズ
14泊15日

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,649 $2,099 $2,149 $2,949 $4,499 
政府関連諸税および港湾使用料＄199.19

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 オークランド   ニュージーランド 20:00
2 ベイ・オブ・アイランズ★ ニュージーランド 7:00 18:00
3 タウランガ   ニュージーランド 10:00 21:30
4 終日クルージング 　 　
5 ウェリントン ニュージーランド 8:00 18:00
6 アカロア★  ニュージーランド 7:00 18:00
7 ダニーデン   ニュージーランド 7:00 17:00

8

ダスキーサウンド
クルージング   ニュージーランド 8:00 9:00

ダウトフルサウンド
クルージング   ニュージーランド 11:30 12:30

ミルフォードサウンド
クルージング   ニュージーランド 17:00 18:00

9
終日クルージング 

10
11

メルボルン   オーストラリア 
9:00 - 

12 - 17:00
13 終日クルージング 　 　 
14

シドニー    オーストラリア
6:30 - 

15 - 

日次 寄港地 国名 入港 出港
1 シドニー   オーストラリア 18:30
2 終日クルージング 　 　
3 メルボルン    オーストラリア 8:00 18:00
4 終日クルージング 　 　
5 ホバート／タスマニア島    オーストラリア 8:00 17:00
6

終日クルージング 
7

8

ミルフォードサウンド
クルージング   ニュージーランド 8:00 9:00

ダウトフルサウンド
クルージング   ニュージーランド 13:30 14:30

ダスキーサウンド
クルージング   ニュージーランド 16:30 18:00

9 ダニーデン   ニュージーランド 9:00 19:00
10 アカロア★   ニュージーランド 7:00 18:00
11 ウェリントン ニュージーランド 8:00 18:00
12 終日クルージング 　 　
13 ベイ・オブ・アイランズ★ ニュージーランド 8:00 18:00
14 タウランガ   ニュージーランド 8:00 19:00
15 オークランド   ニュージーランド 6:30

※12/9出航で12泊の類似コースがあります。

※旅行代金は1室を2名で利用した場合のお一人様あたりの金額です。別途、寄港料、政府関
連諸税および港湾施設使用料、船内チップが必要です。※1室を1名で利用する場合は上記
旅行代金の200％です。また別途かかる費用のうち寄港料が200％となります。

※2/3出航は、5日目ホバートの寄港時間が異なります。また、14日目タウラ
ンガの代わりにネイピアに寄港し、寄港順も異なります。※10/30出航で

「メルボルンとニュージーランド周遊クルーズ12泊13日」があります。

【2017年】11月25日
【2018年】2月3日

メルボルン・タスマニアと
ニュージーランド周遊 クルーズ
14泊15日

土曜日出航

■ クルーズ代金（お1人様/USドル）
内側 海側 ベランダ アクアクラス スイート

$1,849 $2,199 $2,249 $2,949　 $4,399
政府関連諸税および港湾使用料＄241.67

■ 旅行代金（お一人様/日本円）
スタンダード内側 110,000円　
スタンダード海側 130,000円　
デラックス海側 150,000円　

コンシェルジュクラス 160,000円〜
アクアクラス 175,000円　
スイート客室 280,000円〜

■ 別途かかる費用＊

46,700円

47,150円

49,800円

SLSolstice Class セレブリティ・ソルスティス

セレブリティクルーズの代金は変動制です。最新の代金は日本語ホームページで簡単に確認できます。
※掲載は2016年8月現在の代金です。変動制代金をオンラインで検索　http://www.celebritycruises.jp

シドニーシドニー シドニー

メルボルン メルボルン

ホバート

ホバート
ミルフォードサウンド
クルージング

ミルフォードサウンド
クルージング

ミルフォードサウンド
クルージング

ダウトフルサウンド
クルージング   

ダウトフルサウンド
クルージング   

ダウトフルサウンド
クルージング   

ダスキーサウンド
クルージング   

ダスキーサウンド
クルージング   

ダスキーサウンド
クルージング   ダニーデン ダニーデン ダニーデン

アカロア アカロア アカロア

ウェリントン ウェリントン

ベイ・オブ・アイランズ
ベイ・オブ・アイランズ ベイ・オブ・アイランズ

タウランガ タウランガ タウランガ

オークランド
オークランド オークランド

9
110,000円

日本一周春色クルーズ
横浜発着日間

2017年4月22日（土）〜4月30日（日）

※写真はイメージです。寄港地観光の詳細は最終書類、または特設ホームページにて3月下
旬頃公開します。※ご旅行条件が他のクルーズと異なります。詳しい旅行条件などを説明した
書面（パンフレット）をお渡しします。事前にご確認の上、お申し込みください。

＊船内チップ、寄港
料、政府関連諸税
および港湾施設使
用料。

日次 寄港地 入港 出港
1 4/22（土）横浜 17:00
2 4/23（日）終日クルージング
3 4/24（月）長崎　【OP】 10:00 21:00
4 4/25（火）釜山　【OP】 10:00 18:00
5 4/26（水）終日クルージング
6 4/27（木）新潟　【OP】 6:00 15:30
7 4/28（金）青森　【OP】 7:30 15:00
8 4/29（土）仙台　【OP】 9:30 15:30
9 4/30（日）横浜 9:30

日本人コーディネーター乗船
乗船前セミナー開催

セレブリティ・ミレニアムでは日本発着クルーズを実施しております。

※長崎からの乗船、新潟・青森・仙台での下船など区間乗
船もできます。
※【OP】寄港地では船会社主催の日本語観光（別料金）
の設定を予定しています。

（スタンダード内側客室2名1室利用時のお一人様旅行代金）
※別途、寄港料、政府関連諸税および港湾施設使用料、船内チップが必要です。

おトク情報や特集記事を
特設ホームページで公開中！

Webを チェック！

www.celebritycruises.jp/mlj2017/

セレブリティ   日本一周
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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（p15「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ち込みはご遠慮く
ださい。お持ち込み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本までお持ち込みいただけます。

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、デッキプランなどになります。

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船会社ホームページ（英語）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。船会社
ホームページ（英語）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
船会社ホームページ（英語）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いいただき完了し
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）は船会社ホームページ

（英語）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。
・プレミアム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・料金等詳細は船会社ホームページ（英
語）からご覧いただけ、予約もできます。また乗船後、寄港地観光デス
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。ヨーロッパの寄港地によっては車と英語ガイ

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
り返金はありません。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。朝夕の冷え込みに備えて上着を
お持ちください。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、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。夕刻から就寝
まで、スマートカジュアルまたはイブニングシックのドレスコードが設定さ
れます。イブニングシックの目安は「スマートカジュアルよりドレスアップ
して、フォーマルほどかしこまらない」服装です。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。

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ください（ご希望に添えない
場合もあります）。お席は他のお客様と相席になりますので、コミュニ
ケーションをお楽しみください。セレクトダイニングは船会社ホームページ

（英語）から希望の夕食時間を事前に予約しておくことができます。また
は船内で予約するか、ダイニング営業時間内に直接お越しください。込
み合っている時間帯はお待ちいただく場合もあります。（「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）。なお、朝食、
昼食、スイート客室専用ダイニング「ルミナ」、アクアクラス専用ダイニン
グ「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）をお支払いいただくと、ほぼすべてのメニューを無料でお召し上が
りいただけます。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。船会社ホームページ（英語）から予
約するかまたは船上でご予約ください。（「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。
深夜から早朝までのご注文はサービスチャージがかかります。※レストラ
ン一覧はp13「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p15「客室サービス」を
ご覧ください。）
※菜食または減塩食などの特別食をご希望の方は出航の45日前まで
にお申し出の上、乗船後船内でご確認ください。昼食、夕食時のメイン
ダイニングには、低コレステロール食、低脂肪食など健康を気遣う方の
ためのメニューもございます。
※お飲み物
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、船会社ホームページ（英語）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・各種サービスの事
前予約」をご覧ください。またスイート客室のうちPS、RS、RF、SGのお
客様はお飲み物も無料になるものがあります。詳しくはp15「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。また飲み物、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泊お一人様あたりの金額＞

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となりますので必ず常時携帯くだ
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。

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

※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。

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。ご利用明細
は客室テレビで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原則
できませんが日本寄港のクルーズの場合は、日本円からUSドルへの
両替が可能な場合があります。

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、夕方以降のドレスコード、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。

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。

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・ファクトリーや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。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。）
※これらのサービスはガラパゴスクルーズについては対象外です。

23. 横揺れ防止
すべ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にて無料配
布します。治療中の疾病がある場合は英文による医師の診断書をお
持ちにな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。

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99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） 国際電話識別番号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） カード番号および有効期限を４桁の数字で入力してください。
（例:2018年12月まで有効の場合＝1218）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＄26.10、ワイン＄40.50、チーズ、フルーツプレート＄25.20。
※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、船会社手配の乗り合いバスを利用す
ると便利です。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都市から離れ
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p35
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
ガラパゴスクルーズ専用客船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」
船会社ホームページ（英語）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。詳しくは船会社ホームページ（英語）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

（6泊以上のクルーズ対象）、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など。
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
船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 
●船会社ホームページ（英語）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・各種サービスの事前予約は船会社ホーム
ページ（英語）をご利用ください。 
→ www.celebritycruises.com 

乗船のご案内

＜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 イブニングシック スマートカジュアル
6泊以下 1回

それ以外の晩
7泊以上 2回

スイート客室 ＄17.00
アクアクラス・コンシェルジュクラス ＄14.00

一般客室 ＄13.50

ゲストチケットブックレット見本 クルーズガイド見本

HANAKO YAMADA

MIKI HANAKO
MIKI TARO

【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。

【イブニングシック】
女性： カクテルドレス、スカートやパンツ、デザイナーズ・ジーンズなどに
エレガントなトップス。
男性： パンツ、デザイナーズ・ジーンズなどにドレスシャツ、ボタンダウン
シャツ、セーターなど。
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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⑨生年月日⑩国籍⑪キャプテンズクラブ会員の方は会員番号
※個人予約のお客様は空席状況、代金を日本語ホームページでご確認いた
だけます。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。すべ
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・エンターテインメント・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
とあわせてお支払いください。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。（3）代金表の見方：当パンフレット「クルーズスケ
ジュール」の代金表は客室タイプ別の2016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）子ども代金：子ども割引はありません。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。

※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

※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 （およびエクスペディション／エクスプロレーション／エクスペリエンス）
（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。天災地変（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。またカナダを日程に含むクルーズにご参加の場
合、eTAが、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
ご自身でご確認ください。ロシアに寄港するクルーズの場合、船会社主催の寄
港地観光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、乳児もお一人様とし
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）ご両親または法定後見人以外の方と同行の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）未成年者と姓が異なる親が同
行する場合は、戸籍謄本（英語）の証明書が必要です。（6）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すべ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乗船は、一切できません。（2）出航日および各寄
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2016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 お支払い期限
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
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How to Enjoy Oneself.
セレブリティクルーズの     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。

　　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。

　　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。

　　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
お客様の旅を快適にサポートします。

　　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ツ星の評価を獲得。芸
術的な美食をお楽しみいただけます。

　　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。

　　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。

　　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。

　　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！

［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「クラシックビバレッジパッケージ」：指定ビール（$6ま
で）、グラスワイン（$9まで）、スピリットやカクテルなど（$8まで）他炭酸飲料、エスプレッソ系
の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＄17.00、アクア・コンシェルジュクラス＄14.00、一般客室
＄13.50×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
左記より1つの特典を選択。クルーズ料金に無料付帯。

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

・Ｇｏ Ｂｅｓｔ
1泊あたり、お一人様＄45の追加料金で左記4つすべての特典がつきます。
さらに飲み放題パッケージは「プレミアムビバレッジパッケージ」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。

スタンダード海側客室以上をご予約いただくとさまざまな特典が付与され、よりオールインクルーシ
ブに近いくつろ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
ほか、追加料金で複数の特典を付与することもできます。さらに、特定のクルーズ代金が割引に
なったり、2つ以上の特典が付与される追加キャンペーンを不定期で行っています。最新のキャン
ペーン情報は日本語ホームページをご覧ください。

※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。
※スタンダード海側客室以上・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。
※特典の内容は予告なく変更になる場合があります。
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