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Star Cruises

2016年度　運輸・旅行業界向け　特別割引料金

スタークルーズ ピーティーイー リミテッド　日本オフィス

〒105-0021 東京都港区東新橋2-4-6 パラッツォ シエナ8F

 

 ＜スタークルーズ 運輸・旅行業界向け特別割引料金 取り扱い条件＞  

 

■ 当該料金は、旅行会社、ホテル、航空会社、クルーズ運行会社に勤務する本人及び同伴同室となる旅客のみ適用。  

 

■ 3人目・4人目料金は当該キャビンの（2名1室利用時のお一人様あたり）料金と同様。  

 

■ シングルでの御利用時は、タリフ料金の200%。  

 

■ 当該料金に対する予約は出航日の前日から起算して21日目にあたる日以降のみ可能。  

 

■ 予約はキャビンに空室のある場合かつ部屋指定無しでのみ可能。  

 

■ 当該料金の適用可能なキャビン数には限りがあります。  

 

■ 支払いはすべて事前精算となります。予約確認書受領後5営業日以内に全額の支払いをお願いします。  

確定後のキャンセルは返金不可。  

 

■ バルコニークラス特典は適用されません。 

  

■ 予約の際には運輸・旅行業界に在籍することを証明するもの（雇用主発行のレター、在籍証明書、社員証など）の提出が必要です。 

  

■ ポートチャージ、ホリデーサーチャージ（対象日のみ）、ショアエクスカーション、保険、船内の商品・サービスなどは割引の対象外です。  

 

■ 当該料金は他の割引料金・プロモーションレート・キャンペーンレートと重複して利用することは出来ません。  

 

■ 当該料金の適用は弊社指定の申込用紙にて、定められた所定の申し込み方法により申し込みを行い、当該料金の適用を弊社が認  

めた場合にのみ有効です。  



※ 上記料金は2名1室利用時の、お1人様1泊あたりの料金です。御希望のクルーズの泊数分にて料金算出下さいませ。

※ ポートチャージ、ホリデイサーチャージ（対象日のみ）は別途申し受けいたします。各航路におけるポートチャージ、ホリデイサーチャージに

関しては、別途通常料金のタリフを御参照いただくか、弊社までお問い合わせ下さいませ。

※ 1室での3人目・4人目料金は当該キャビンの2名1室利用時のお1人様あたり料金と同額を申し受けいたします。

※ シングルでの御利用時は、上記料金の200%を申し受けいたします。

※ ダイニングクレジット、およびその他バルコニークラス特典等は適用されません。

※ 混雑状況などにより、ご希望の乗船日にキャビンをご用意できない場合がありますので。予めご了承下さい。

※ 繁忙期などにおいては、当該料金のご利用が制限される乗船日の設定がされる場合がありますので、予めご了承下さい

※ 他プロモーションとの併用は不可となります。

¥7,300 ¥8,600 ¥9,300

スーパースター リブラ

温州発着クルーズ　（2016年8月19日～2016年10月23日）

キャビンカテゴリー

インサイド オーシャンビュー デラックスオーシャンビュー

（内側/窓無し） （海側/窓付き） （海側/窓付き）

DC - DA CAB / BAB CD - CA BB - BA

1泊当り料金 ¥6,900

基隆（台北）発着クルーズ　（2016年3月27日～2016年10月28日）

キャビンカテゴリー

インサイド オーシャンビュー オーシャンビュー

（内側/窓無し） （海側/窓付き） （海側/バルコニー付き）

DE - DA CF - CH CD - CA

キャビンカテゴリー

インサイド オーシャンビュー オーシャンビュー

（内側/窓無し） （海側/窓付き） （海側/バルコニー付き）

CH - CE CD - CA BA

1泊当り料金 ¥8,300

1泊当り料金 ¥17,400

キャビンカテゴリー

DC - DA DS CD - CA CS

¥11,100 ¥12,100 ¥13,600 ¥14,600

¥9,500 ¥13,400

DD - DA

¥7,400
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スーパースター ヴァーゴ

香港＆広州発着クルーズ　（2016年1月2日～2016年11月6日）

オーシャンビューオーシャンビューインサイド

（内側/窓無し）

スーパースター ジェミナイ

シンガポール発着クルーズ　（2016年1月2日～2016年10月28日）

（海側/窓付き） （海側/バルコニー付き）

BC - BA

（海側/窓付き）

DC - DA BB - BA

1泊当り料金 ¥7,300

CAB / BAB CD - CA

¥8,200 ¥9,300

2016年度　運輸・旅行業界向け　特別割引料金

¥10,500

スター パイシス

香港発着クルーズ　（2016年1月1日～2016年12月31日）

キャビンカテゴリー

1泊当り料金

インサイド デラックス

(内側/窓無し） （海側/窓付き）

BA

1泊当り料金 ¥8,500 ¥9,500 ¥10,500

<As of 05/APR/2016>

DD - DA CC - CA

¥5,200 ¥7,400

¥13,300

スーパースター リブラ

スーパースター アクエリアス

アモイ発着クルーズ　（2016年4月1日～2016年8月15日）

キャビンカテゴリー

インサイド オーシャンビュー デラックスオーシャンビュー

（内側/窓無し） （海側/窓付き）



※ 一部出港日において、上記基本パターンとは異なるスペシャルクルーズの設定もございます。

スーパースター
リブラ
(SSR)

アモイ
沖縄クルーズ

アモイ→終日洋上航海→宮古島→那覇→終日洋上航海→アモイ

アモイ→終日洋上航海→那覇→宮古島→アモイ

アモイ→終日洋上航海→宮古島→アモイ

台湾クルーズ アモイ→澎湖島（台湾）→アモイ

日曜日出港5泊6日

月曜日出港4泊5日

金曜日出港3泊4日

金曜日出港2泊3日

温州→那覇→終日洋上航海→温州

温州→宮古島→温州

8月19日
～

10月23日

日曜日出港5泊6日

月曜日出港4泊5日

金曜日出港3泊4日

金曜日出港2泊3日

沖縄クルーズ

香港→広州→終日洋上航海→ハロン湾→ダナン→三亜→広州→香港

ベトナムクルーズ 広州→終日洋上航海→ハロン湾→ダナン→三亜→広州

温州→終日洋上航海→宮古島→那覇→終日洋上航海→温州

温州→宮古島→那覇→終日洋上航海→温州

洋上クルーズ 金曜日出港　2泊3日 シンガポール→洋上航海→シンガポール

4月1日
～

8月15日
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2016年上期　クルーズ船別航路サマリー

（2016年3月～2016年10月出航分）

クルーズ船名 出港/帰港地 航路 出港曜日 / 泊数 航路詳細

スーパースター
アクエリアス

(SSQ)

台北
（基隆）

沖縄クルーズ

台北（基隆）→宮古島→那覇→台北（基隆）

スーパースター
ジェミナイ

(SXG)
シンガポール

マレーシアクルーズ

日曜日出港　3泊4日
A： シンガポール→ペナン→ランカウイ→シンガポール

B： シンガポール→ペナン→ポートクラン→シンガポール

水曜日出港　2泊3日
A： シンガポール→ポートクラン→シンガポール

B： シンガポール→マラッカ→シンガポール

日曜日出港　3泊4日

スター パイシス　（SPC) 香港 洋上クルーズ 毎日出港　1泊2日 香港→洋上航海→香港

温州

水曜日出港　2泊3日 台北（基隆）→石垣島→台北（基隆）

金曜日出港　2泊3日 台北（基隆）→与那国島（寄航のみ/下船不可）→台北（基隆）

スーパースター
ヴァーゴ
(SSV)

香港 / 広州

沖縄＆中国クルーズ 香港→広州→終日洋上航海→那覇→宮古島→終日洋上航海→広州→香港

沖縄クルーズ 広州→終日洋上航海→那覇→宮古島→終日洋上航海→広州

4月16日
～

9月25日

～4月10日
＆

10月1日～

土曜日出航7泊8日

日曜日出航5泊6日

土曜日出航7泊8日

日曜日出航5泊6日

広州→香港→広州香港クルーズ 金曜日出港　2泊3日

ベトナム＆中国クルーズ


