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CRUISE Q&A
波の揺れの影響を受けにくくする設備が備わっているので、ほとんど揺れを感じ
ません。酔い止め薬を無料でご用意しているほか、医療施設もあるので安心です。

Q.船酔いは大丈夫？
A.大型船なのでほとんど揺れません。

船内ではショーやイベント、ショッピング、ヨガやフィット
ネス、プールなど多彩な設備が揃っています。船内は美術
館のように数多くのアート作品が点在しており、歩いて回る
のも楽しいです。また、寄港地では観光に出かけ、船に戻っ
たら自分の部屋で休むなど思いのままに過ごせます。

A .豊富なイベント、
　�多彩な設備が満載です！

Q.船の中って退屈しない？
毎晩届く船内のショーや
イベントの情報が掲載され
ている船内新聞をチェック!

高速回線「Xcelerate」を導入し、よりスムーズにインターネット
をお使いいただけます。船内どこでもWi-Fi接続が可能で、自分
のスマホやタブレットも快適に使えます（有料）。

Q.ネット環境は？
A.もちろん使用可能です！

※自宅から港までの交通費、寄港地観光などはクルーズ代金には含まれません。　※スペシャリティレストランやアルコールなどのドリンク類、エステやクリーニングのサービス、通信費などは有料です。

宿泊 食事

移動

マジックカーペット エデン（ラウンジ） プールイベントショー

クルーズの魅力
クルーズはとってもお得！

クルーズは移動費やこ宿泊費、食費等をすべて
含んでいるので、実はリーズナブルなのです。

すべて込みの代金です！
クルーズはとってもラク！
セレブリティ・エッジは「動くラグジュアリーホテル」
目覚めれば次の寄港地で、客室に荷物をおいて手ぶらで観光ができます。
航海中はスタイリッシュな空間でゆったりとした上質な時間をお過ごしく
ださい。旅行は好きだけど疲れるのはイヤという人にもおすすめです。

船内専用「セレブリティ・アプリ」
お持ちのスマートフォンに専用アプリをダウンロードすると
便利です。乗船中にレストランや寄港地観光の予約ができる
ほか、他の客室とのチャット機能もあります。
（船内でのアプリ通信料は無料）

Q.船内での服装は？
A.日中はカジュアルな服装でOKです。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。
日中はカジュアルで
男性
女性 ブラウスにスカートやパンツ、ワンピースなど

イブニングシック
男性

女性

パンツ、デザイナーズ・ジーンズな
どにレスシャツ、ボタンダウンシ
ャツ、セーターなど。
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。

Tシャツ、ポロシャツなど

Q.船内でのサポートはありますか？
A .案内所デスクをご活用ください。

24時間体制でご相談にご対応します。各種案内の
他に両替や落し物のお預かりなどをします。

総合案内所（ゲストリレーションズ）
寄港地でのオプショナルツアーなどの予約ができます。
スタッフにオススメを聞いてご予約ください。

寄港地観光案内

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。



世界中で活躍するスペシャリストが集結し、これまでにないクルーズを創り上げます
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日本外航客船協会
（JOPA）

Service セレブリティ・エッジ
サービスの舞台裏

Cornelius Gallagher
コーネリアス・ギャラガー

世界のクルーズファンから高く評価されている食事は、ミシュラン
3つ星レストランや、世界一予約の取れないレストランと呼ばれ
ていたスペインの「エル・ブジ」など名立たる名店で腕をふるった
シェフのコーネリアス・ギャラガーが監修。趣向を凝らした上質
な美食は著名なクルーズ誌で数々の栄誉に輝いており、その味
わいは日本のお客様にもご好評いただいてます。

Darran Ridley
ダラン・リドリー

ミシュランを獲得した「オーク・ルーム」などの名店で、腕を
磨いた後、英国王室専属の調理人としてバッキンガム宮殿、
ウィンザー城及びサンドリンガム・ハウスの厨房に勤務し、
エリザベス女王のお食事を担当。2016年からセレブリティ
クルーズの客船全てにおいて料理を監修しております。
また、コーネリアス・ギャラガーと共にセレブリティ・エッジ
のメニュー開発＆研究を担当しています。

食事
ミシュラン3ツ星レストラン出身シェフ 英国王室専属の調理人としての経歴

2018

TravelAge West
Magazine's

WAVE Awards

ベスト・ダイニング
クルーズ部門

6年連続

Nate Berkus
ネイト・バーカス

セレブリティ・エッジのデザインアンバサダーとして就任。
新しく親しみやすいデザインは世界中の多くのメディアで
話題となり、「VOGUE」や「ELLE DECOR」をはじめとする
数々の雑誌において「世界で重要なインテリアデザイナー
の１人」として紹介されています。

アンバサダー
世界的に有名なインテリアデザイナー ノーベル平和賞受賞

2018

Cruise Critic's U.S.
Editor's Picks

Awards

ベスト・
ニューシップ

Tom Wright
トム・ライト

セレブリティ・エッジ船体の外観やマジックカーペット、ルーフ
トップガーデンなどこれまでにはない新しい発想で施設を
手掛けたトム・ライト。ドバイの７つ星ホテル「ブルジュ・
アル・アラブ」をスケッチデザインの段階から手掛け、デザイン
ディレクターとして指揮をとった功績があります。

建築
世界の名だたる建築物を手掛ける

2018

Travel Weekly's
Magellan
Awards

銀賞
ベスト・レストラン

デザイン
「ディナー・オン・ザ・エッジ」

プレミアム客船部門

2018

Travel Weekly's
Magellan
Awards

金賞
ベスト・クルーズシップ

ラージ・シップ部門

2018

Travel Weekly's
Magellan
Awards

金賞
ベスト・プレミアム

客船

David Ley
デイビッド・レイ

世界をリードするエンターテインメント会社�バラエティ・
ワールドワイド�に所属するデイビッド・レイは、ニューヨーク
にある有名なナイトスポット「ザ・ボックス」のクリエイティブ
チームにも携わる実力者。セレブリティ・エッジでは、3層吹き
抜けのラウンジ「エデン」で行われる美食とエンターテインメ
ント体験を監修。パフォーマンス・創作料理・ナイトライフが融
合したエンターテインメントは、�バラエティ・ワールドワイド�
が得意とする個性豊かで、五感を刺激する斬新な内容です。

世界的に話題のクリエイター集団のひとり

エンターテインメント
2018

Travel Weekly's
Magellan
Awards

金賞
ベスト・エンターテイメント
演目：「Eve at Eden」
プレミアム客船部門

世界から注目を
浴びるデザイナー

2018

Travel Weekly's
Magellan
Awards

金賞
ベスト・レストラン

デザイン
「エデン」

プレミアム客船部門

Patricia Urquiola
パトリシア・ウルキオラ

セレブリティ・エッジのコンセプトでもある「海のバカンス」を
体現した色使い豊かなラウンジ「エデン」をデザイン。建築学
で世界トップクラスのマドリッド工科大学とミラノ工科大学で
建築を学び、建築をメインにレストラン、ホテル、ショールーム
や家具のデザインなど幅広く活躍。スペイン政府から芸術功
績金賞を授与され、国際的な賞を複数受賞しています。

11年連続受賞
Travel Weekly’s 16th Annual
Readers’  Choice  Awards2018

ベスト・プレミアムクルーズライン

Kelly Hoppen
ケリー・ホッペン

セレブリティ・エッジ船内の客室、公共エリアやスパの内装は、

西洋と東洋のデザインを融合させ、あたたかみのあるトーンで

まとめたエレガントな作風。過去40年間のキャリアにおいて

世界中のホテル、レストラン、バーやオフィスなど、数千以上

ものデザインプロジェクトに参加。2019年に始動したセレブリ

ティ主要客船改装計画においても客室を担当しています。

デザイン
世界中で数々のデザイン賞を受賞

大英帝国勲章

2018

Travel Weekly's
Magellan
Awards

銀賞
ベスト・スパ

デザイン
「ザ・スパ」

プレミアム客船部門

2018

Travel Weekly's
Magellan
Awards

銀賞
ベスト・スイート

客室デザイン
「アイコニックスイート」
「エッジヴィラスイート」

プレミアム客船部門

Malala Yousafzai
マララ・ユスフザイ

セレブリティ・エッジの名付け親（ゴッドマザー）に、ノーベル
平和賞受賞者のマララ・ユスフザイ氏を任命いたしました。
セレブリティクルーズはマララ基金へ2年間の支援提携の
協賛を行います。

ゴッドマザー

Malin Fezehai / Malala Fund
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朝は、朝日を浴びながらヨガ、読書、コーヒーやフレッシュサンドイッチをお楽しみ
いただける寛ぎの空間に。日中は遊びの空間となりカクテル作り、ワインテイス
ティング、音楽ライブや空中ショーなどをお楽しみいただけます。そして、夜に
はパフォーマンスとナイトライフが融合した、新しい形のエンターテインメント
が行われます。まるで魔法にかかったような未知の世界をご体感ください。

寄港地や大海原の景色に溶け込めるようにオープン
デッキの囲いは視界をさえぎらない大きなガラスを
使用しています。リゾート地の海辺で寛いでいる様
な気分になります。

大人専用の空間は人気のあるスポットの
ひとつ。自然光が降り注ぐアトリウムの
下でお寛ぎいただけます。有名な
建 築 家 のトム・ライトによる
インスピレーションから海
そのものを再現した空間
が広がります。

開 放 感のある2 層
吹き抜け構造で海
を眺 められるよう
配置しています。

（有料）

THE SPA

Entertainment &
Activity

船尾に位置する3層吹き抜けで、約650平方メートルのガラスに覆われた開放的なラウンジ。細部にまでこだわり抜いたデザインは、
世界的に有名なデザイナー達により誕生しました。セレブリティ・エッジのコンセプト「海のバカンス」を体現した空間です。

Relax and Wellness

セレブリティクルーズで人気の温浴室「ペルシャンガーデン」を超える、
自然の恵みを利用した８つの異なる癒しを体験できる温浴室を導入しました。

「海」、「地」、「空」をコンセプトにした各施設でお寛ぎください。スパの施術
前や後にご利用いただくとその効果をより期待できます。

（※有料。アクアクラスにご宿泊のお客様は無料でご利用いただけます。）
SEA Thermal Suite

スパ近くにあるヘルシーなメニューを揃えた美食
カフェ。パワーフードやオーガニック野菜で作られた
体の内側から整えるお料理をどうぞ。

※Ｐ4-5の掲載内容は、2019年5月現在の情報です。サービス内容、営業時間、カバーチャージなど予告なく変更になる場合があります。

（一部有料）
Spa Cafe &Juice Bar

オリジナル ロゴ グッス、香 水 、
化粧品、ジュエリー、一流ブランド
品 の 他 、リゾートウェアやアル
コール類などを取り揃えています。

様々な品を免税価格で

The 
Celebrity

Shop

開放感のある空間で大海原を眺めな
がら身体を動かすと爽快な気分になる
ことでしょう。インストラクターによる
ヨガやピラティスなどの有料プログラム
もあります。

最新技術のテクノジム

Fitness Center

開放的で光が差し込む吹き抜けラウンジ

カバナ

外の風を感じながら
くつろげる空間

Cabana

ザ・シアター

４つのステージと3つの巨大移動式スクリーンなど最新の技術を備えて
います。メインステージは観客席に飛び出るように広がる円形劇場
で、観客とパフォーマンスの境界線がなく、セレブリティクルーズのダイナ
ミックで斬新なエンターテインメントの世界に浸ることができます。

革新的なエンターテインメントシアター
The Theater

ザ・クラブ

日中は各種ゲームを楽しむ場所。スパイ体験「レーザート
ラップ」でレーザーに当たらないように通り抜けミッションを
クリアしていきましょう！夜になるとトークショー、音楽ライブ、
さらにDJが登場し場を盛り上げます。

昼・夜自在に変わる多目的スペース
The Club

Chillax
at the resort

木のモチーフが印象的なオープンデッキエリア

大人専用の室内プールエリア
Solarium ソラリウム

リゾートデッキ

生まれ変わったプールデッキ
Resort Deck

ハマム／ソルトルーム／スチームルーム／クリスタラリウム／フロートルーム
レインフォール・ウォーターセラピールーム／温熱タイルの長椅子／赤外線サウナ

印象的な彫像が立ち並び、まるで庭園にいるかのようなリラックスした時間をお過ごしいただけます。
日中はヨガ教室や音楽の演奏、屋外スクリーンでは映画の上映が行われます。

エデンは朝・昼・夜とその時々で表情を変化させます

ROOFTOP GARDEN
ルーフトップガーデン

EDEN

海（Sea）、土地（Earth）、空気（Air）に着想を得て、それぞれの頭文字をコンセプトに、健
康から美まで今までにないリラックス体験をお届けします。美顔スパ、洋上初の体形に
フィットするウォーターベッドなど最新設備も完備。セレブリティ・エッジでの旅を通して
体を労わり、心身ともにリフレッシュできる贅沢な癒しの時間をお過ごしください。

コンセプトは「SEA」

フィットネスセンター

ザ・セレブリティショップ

EDEN
エデン

THE SPA

スパカフェ&ジュースバー

シー サーマル スイート

ザ・スパ
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上質で美しい
磨きぬかれた美食の数々

Normandie

ENTERTAINMENT & DINING エンターテインメント ＆ ダイニング

SPECIALTY
RESTAURANT スペシャリティレストラン

メインダイニングMAIN DINING 

SUITE CLASS AQUA CLASS

Tuscan

セレブリティクルーズ社で人気の「トスカーナグリル」にインスパイアされたレストラン。イタリアのファッション
とアートを感じられるインテリアで、自家製生パスタなど本格的な南イタリア料理とワインが楽しめます。

Cosmopolitan

※2※1

レストラン入口にあるガラス張りのお洒落なワインセラーを通り抜けると、そこはまるでニューヨークに
あるようなシックで都会的なレストラン。世界各国にインスパイアされた多国籍料理をご用意しています。

セレブリティクルーズ社が誇るフレンチレストラン「ムラーノ」と同じコンセプトで、本格的なフランス料理と
ヨーロッパ各国のワインをお楽しみいただけます。春のパリを彷彿させるようなモダンな落ち着いた空間です。

スペインの有名デザイナー、パトリシア・ウルキオラ氏のデザインによる地中海をイメージしたレストラン。
フレッシュで新鮮な食材にこだわり、柑橘系を多く使用した爽やかな地中海料理をどうぞ。

Le Petit ChefTM

and Friends
Eden
Restaurant

プロジェクションマッピングによる3Dショーと美食が
コラボレート。ミニチュアシェフがお皿の上に現れ、
お料理ができるまでを再現するユニークな食体験です。
※ル・グランドビストロで行います。

活気あるオープンキッチンがあるレストラン。�Edenist
（エデニスト）�と呼ばれるパフォーマー達がお客様

のテーブルに遊びにきます。ここでしか味わえない
ユニークな美食の時間をお楽しみください。

創作料理／OPEN（夕：$65）

BBQ／OPEN（昼：$25、夕：＄45）

シーフード／OPEN（夕：アラカルト）

ステーキハウス／OPEN（昼・夕：＄55）

創作料理／OPEN（夕：$55）

スイート客室専用レストラン

その他施設早見表

アクアクラス専用レストラン

Luminae at The Retreat®
ルミナ アット ザ・リトリート／OPEN（朝・昼・夕）

コスモポリタン（多国籍）／フルコース／OPEN（朝・昼・夕）

トスカーナ（イタリアン）／フルコース／OPEN（夕）

キプロス（地中海）／フルコース／OPEN（朝・昼・夕）

ノルマンディー（フレンチ）／フルコース／OPEN（夕）

ファインカットステーキハウス

素材を活かした香り高いメニューを取り揃えてい
て、朝食はスムージーなどヘルシーなメニュー
をご用意しています。テラス席もあり、上質でスタ
イリッシュなデザインはもちろんの事、厳選された
素材をこだわった調理法で体の内側からも美しく
なるお料理をご提供いたします。

世界的に有名なデザイナー、ケリー・ホッペン氏による優雅で
スタイリッシュな空間で「世界の食を旅する」をテーマに朝・昼・
夕にエレガントなメニューをご提供します。ゼロから創りあげた
オリジナルメニューや世界各地の寄港地にまつわる季節限
定のメニューなど、おひとりおひとりに合わせた温かいサービス
でゆっくりお召し上がりいただけます。

Blu

セレブリティ・エッジでは、無料で利用できるメインダイニングの選択肢が増えました。
世界的に有名な４つの街からインスピレーションを受けて創られた雰囲気の異なる４つのレストランにて、毎晩ご自由にお選びいただけます。
※予約時にトラディショナルダイニング（メイン18：00頃／セカンド20：30頃）を選択された場合は、レストランと席が決まります。他のレストランをご希望の場合は、ご乗船後に船内でリクエストしてください。
※詳しくは、裏面「食事」をご覧ください。

Raw on 5
大きな窓から広がる眺望を眺めながらニューイングランド地方で有名な新鮮な海の幸を使った料理や日本食を
ベースとした寿司、刺身などをご提供いたします。

有料レストランでは、さらにハイクオリティなお料理や個性豊かな演出が光るレストランでお食事をお楽しみいただけます。

施設名 カテゴリー 営業 カバーチャージ
マティーニバー

バー

昼・夕

アラカルト

カジノバー ※5
エデンバー 昼・夕
サンセットバー 昼・夕
プールバー 朝・昼・夕
シアターバー 夕 ※6
ザ・リトリートプールバー ※1 朝・昼・夕 有料

ルームサービス ー 24時間
有料と無料の
メニューあり  

※4

施設名 カテゴリー 営業 カバーチャージ
 オーシャンビューカフェ  ビュッフェ  朝・昼・夕  ー
スパカフェ＆ジュースバー

カフェ

朝・昼 ー
イル・セコンドバーチョ 朝・昼・夕 アラカルト
カフェアルバーチョ 朝・昼・夕 ※3
グランドプラザカフェ 日中 アラカルト
マストグリル 軽食 日中 ー
エデンカフェ 朝・昼 ー
ザ・クラブ

ラウンジ
夜 ー

ザ・リトリートラウンジ（スイート客室専用ラウンジ）※1 24時間 ー
カバナ  朝・昼・夕 有料

 ※1  スイート客室専用のレストラン・ラウンジ・バーです。スイート客室のお客様がほかのお客様をご招待することもできます。（要カバーチャージ）　※2  アクアクラス客室専用のレストランです。スイート客室のお客様も空き状況に応じ
てご利用いただけます。　※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  深夜（23：00～6：00）のご注文は1回$4.95のサービス料がかかります。（スイート客室は無料）　※5  カジノの営業時間に応じて変わります。
※6  シアターの営業時間に応じて変わります。　※施設の営業時間は変更になる可能性がありますので、お部屋に配られる船内新聞にてご確認ください。また、カバーチャージは予告なく変更になる場合があります。

MAGIC CARPET

船上で提供する料理を監修するのは、�世界一予約が取れないレストラン�で有名なスペインの
�エル・ブジ�や、多くのミシュラン3ツ星レストランで活躍したコーネリアス・ギャラガ―氏。
こだわり抜いた美食をお楽しみいただけます。

World Class Dining

フランスの街角にあるモダンフレンチ。朝食や
昼食時は、フランスにあるパン屋の雰囲気
で、手作りパン、マカロン、サンドイッチなどを
気軽にお召し上がりいただけます。

洗練された雰囲気のなか、芸術的な
サービスとともに新鮮で上質なシーフー
ドやステーキなどをご堪能ください。

ルーフトップガーデンにある屋外グリル
レストラン。青空や星空の下、ケバブ、
バーガー、ステーキ、ピザなどのグリル
料理をお楽しみください。

Le Grand Bistro Fine Cut Steakhouse Rooftop Garden Grill

船の右舷側に取り付けられた全長約30mの可動式
のオープンデッキ。デッキ2からデッキ16までを上下
に行き来し、止まるデッキによってオープンエアの
バーやお客様がテンダーボートにスムーズに乗れる
ようにテンダーステーションとして活躍します。

上下に可動するオープンデッキ

Cyprus

OPEN（昼：$20、ブランチ：＄39）

▲詳細はこちら▲詳細はこちら

ブルー／OPEN（朝・夕）

エデンレストラン

マジックカーペット

ローオンファイブ

ルーフトップ ガーデングリル ル・グランド ビストロ

ル・プチシェフ

ENTERTAINMENT & DINING 

上質で美しい
磨きぬかれた美食の数々
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アイコニックスイート

Accommodation

SUITE ROOM

09 10 11

12

収納スペース朝晩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、ミニバー（有料）、110Vおよび220Vのコンセント、トートバック

クローゼット、引き出し、キャビネットが室内や洗
面所に備え付けられています。クルーズ中の衣類
などは全てクローゼットのハンガーにかけていた
だくと便利です。

すべての客室に共通の設備とサービス

INFINITE VERANDA TYPENEW

STANDARD ROOM

特別ベランダ客室

スタンダードルーム

スイートルーム

室内：175.7㎡／ベランダ：64.0㎡　【定員：6名】

室内：68.6㎡／ベランダ：19.6㎡
【定員：4名】

室内：128.0㎡／ベランダ：18.3㎡
【定員：6名】

2ベッドルーム、キングサイズベッド、ウォークインクローゼット、ジャグジー機能付きバスタブ、
リビングダイニング、ソファ、映像・音響システム、ベランダ、屋外バスタブ、ラウンジチェア

2階建て、キングサイズベッド、2バスルーム、ジャグジー機能付き
大理石のバスタブ、リビング、ソファ、映像・音響システム、ベランダ、
屋外バスタブ、ラウンジチェア、ザ・リトリート サンデッキへのアクセス

2ベッドルーム、キングサイズベッド、ウォークインクローゼット、2バスルーム、ジャグジー機能付きバスタブ、パントリー、
リビングダイニング、ソファ、映像・音響システム、バルコニー、屋外バスタブ、ラウンジチェア、デッキチェア

ペントハウススイート

室内：63.8㎡／ベランダ：6.6㎡ 
【定員：4名】

キングサイズベッド、ウォークインクローゼット、
ジャグジー機能付きバスタブ、リビングダイニング、
ソファ、ベランダ、ラウンジチェア

室内：42.7㎡／
ベランダ：4.7㎡ 

【定員：4名】

キングサイズベッド、
バスタブ、リビング、ソファ、
映像・音響システム、ベランダ、
ラウンジチェア

室内：27.6〜29.6㎡／
ベランダ：7.2〜15.1㎡

【定員：2〜4名】

キングサイズベッド、バスタブ、ソファ、ベランダ、ラウンジチェア

※見取り図は
S1タイプです。

PS

IC

インフィニットベランダ E1 E2 E3 E4

室内：18.6㎡／ベランダ：3.9㎡　【定員：2〜4名】

ベランダ部分と客室を一体化。室
内にいながら従来のバルコニーの
眺望を楽しめる画期的なデザイン
の新客室です。床から天井までガ
ラス張りになっている窓の上部を
開ければ、客室の一部をベランダ
のようにご利用いただけます。この
斬新なデザインによりバスルーム
も一層広くなりました。

※特典&サービス内容・設備は予告なく変更になる場合があります。※上記はセレブリティ・エッジの客室情報です。セレブリティ・エイペックスの客室と異なることがあります。セレブリティクルーズ日本語ホームページでご確認ください。

キングサイズベッド、シャワールーム、ソファ、ベランダ、ラウンジチェア キングサイズベッド、シャワールーム、ソファ、ベランダ、ラウンジチェア
※お部屋の見取り図は
インフィニットベランダをご参照ください。

※お部屋の見取り図は
インフィニットベランダをご参照ください。

室内：18.6㎡／ベランダ：3.9㎡　【定員：2名】 室内：18.6㎡／ベランダ：3.9㎡　【定員：2〜4名】

美と健康をテーマにした「アクアクラス」は女性のお客様に人気。「SEAサーマルスイート（温浴室）／有料）
P5参照」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ティングなど
を受けることができます。また、専用ダイニングの「ブルー」では、素材や調理方法にこだわったヘルシーなお
料理をご用意。体の内側からも、美しくなるメニューをご提供します。

スマートで洗練された船旅を楽しみたいお客様のために、コンシェルジュクラスをご用意しています。
専用コンシェルジュがお客様のさまざまなご要望にお応えするほか、乗下船やチェックインの各種優先
サービスが受けられます。旅の始まりには、スパークリングワインやウェルカムランチのサービスでお出
迎え。航海中は毎日、お客様のお部屋まで軽食をお届けいたします。

室内：18.6㎡／ベランダ：3.7㎡　【定員：2〜4名】

室内：21.1㎡／ベランダ：8.2㎡　【定員：2〜4名】
デラックス海側

スタンダード海側

パノラマ海側

デラックス内側

スタンダード内側

サンセットベランダ

デラックスベランダ

室内：22.4㎡　【定員：2〜4名】

室内：18.5㎡　【定員：2〜4名】

室内：19.7㎡　【定員：2〜4名】

室内：16.8㎡　【定員：2名】

室内：18.7㎡　【定員：2〜4名】
06

07 08
1A 1B

SV

PO

室内：12.1㎡／ベランダ：3.4㎡　【定員：1名】
クイーンサイズベッド、シャワールーム、ソファ、ベランダ、ラウンジチェアキングサイズベッド、シャワールーム、ソファ、ベランダ、ラウンジチェア

お一人様からご夫婦、ご友人同士にご家族でのご旅行などあらゆるニーズに対応
した心地よい空間をご用意しており、ご予算、過ごし方に合わせて客室タイプ
をお選びいただけます。

至高の休暇を叶えるなら、スイート客室がおすすめです。エレガントな専用ダイニング「ルミナ アット ザ・リトリート」をご用意して
いるほか、24時間対応のバトラーサービス、スペシャリティレストランやスイート専用ラウンジのご利用など、多彩なサービス
で優雅な洋上ライフをお過ごしいただけます。さらに、上級の特別スイートのお客様はスペシャリティレストランや客室バーの
アルコールを含むドリンクやインターネットサービスなども無料でご利用いただけます。お支払いに煩わされることなく、ゆったり
と船旅を楽しむことができます。

※見取り図はインフィニットベランダです。

キングサイズベッド、シャワールーム、ソファ

キングザイズベッド、シャワールーム、ソファ、ベランダ、ラウンジチェア

クイーンサイズベッド、シャワールーム、ソファ、ベランダ、ラウンジチェア

キングサイズベッド、シャワールーム、ソファ

※見取り図はサンセット海側です。
※見取り図は
スタンダード海側です。

※見取り図はデラックス内側です。

ザ・リトリート
スイート客室にご宿泊のお客様は、スイート専用ラウンジ「ザ・リトリート」をご利用いた
だけます。世界的に有名なデザイナーのケリー・ホッペン氏がデザインをし、スタイリッ
シュな空間で、軽食や飲み物を無料でお楽しみいただけます。専用コンシェルジュが常
任し、質の高いサービスを提供いたします。また、スイート客室専用のオープンデッキ

「サンデッキ」もご利用でき、屋外デッキ、プライベートプール、プールバーなど素晴らし
い眺めを見ながらゆったりと特別感を味わえます。

The Retreat®

Benefit & Service 特典＆サービス 下記客室のお客様はさまざまな特典やサービスがご利用いただけます。

上級スイート 客室スイート 特別ベランダ客室

専用ダイニング ルミナ アット ザ・リトリート ブルー ―
専用ラウンジ ザ・リトリート ― ―
専用お世話係 バトラー スパ コンシェルジュ コンシェルジュ

客室サービス

ウェルカムシャンパンボトル／毎日のミネラルウォーター／
朝・昼・夕食のルームサービス／24時間無料ルームサービス／

フレッシュフルーツのお届け（リクエストに応じて）／
ミニバー内のドリンク無料

ウェルカムスパークリングワインボトル／
ウェルカムミネラルウォーター／

朝・昼・夕食のルームサービス／24時間無料ルームサービス／
フレッシュフルーツのお届け（リクエストに応じて）

ウェルカムミネラルウォーター／
毎日のフレーバーティーお届け／

アップグレード朝食ルームサービス

ウェルカムスパークリングワイン／
ウェルカムフレッシュフルーツ／

ウェルカムランチ
（乗船日の11：30から13：00）／
アップグレード朝食ルームサービス

無料付帯サービス
インターネット／スペシャリティレストラン／

プレミアムドリンクパッケージ
ワインまたはスピリッツボトル2本／ランドリー

― SEAサーマルスイート（温浴室） ―

客室アメニティ ワンランク上のアメニティ／選べる枕／厚手のバスローブ／
スリッパ／ネイトバーカスデザインのオリジナルトートバッグ

ワンランク上のバスアメニティ／
アロマディフューザー／選べる枕／

コットンのバスローブ／スリッパ

ワンランク上のアメニティ／
選べる枕／コットンのバスローブ／
セレブリティオリジナルトートバック

その他のサービス 優先テンダーボート／優先チェックイン／優先下船／優先荷物のデリバリー／
イブニングシックナイトの専用シアター席／靴磨き／傘・双眼鏡の貸出 優先チェックイン／優先下船／靴磨き

CS セレブリティスイート

S1 S2 S3 スカイスイート

PS ペントハウススイート

RS ロイヤルスイートEV エッジヴィラ

IC アイコニックスイート

アクアクラス コンシェルジュクラス

A1 A2 C1 C2 C3

ロイヤルスイート RS スカイスイート S1 S2 S3セレブリティスイート CS

エッジヴィラスイート EV

ベランダ客室 海側客室 内側客室

コンシェルジュクラス C1 C2 C3アクアクラス A1 A2

インフィニットベランダ（シングル用） ES

STANDARD ROOM
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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
インフィニットベランダ

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

デッキ9 デッキ8 デッキ7 デッキ6 デッキ5 デッキ4 デッキ3デッキ10デッキ11デッキ12

デッキ14デッキ15

デッキ16

IC

C1

PS

C2

RS

C3

CS

SV

S1

09

S3

EV

EV

CS C2RS

C3 SV

S1 S2 C1

09 10 12

S3

C2 C3 SV

S1 S2 A2A1

09 10 12

S3 C2 C3

SV 1AE1

S1 S2 A2A1

0906 10 12

S3

SV 1A

E1 E2 E4S1

1106 10 12

S3

SV 1A

E1 E2 E3

E4

S1

11 12

S3

PO

E4 ESE3

1B 12

S3 0807

室内：19.7㎡

パノラマ海側PO

CS

室内：42.7㎡／ベランダ：4.7㎡

セレブリティスイートRS

室内：63.8㎡／ベランダ：6.6㎡

ロイヤルスイート
室内：27.6〜29.6㎡／ベランダ：7.2〜15.1㎡

スカイスイートS1 S2 S3

室内：21.1㎡／ベランダ：8.2㎡

サンセットベランダSVES

室内：12.1㎡／ベランダ：3.4㎡

インフィニットベランダ
（シングル）

室内：18.6㎡／ベランダ：3.9㎡ 室内：18.6㎡／ベランダ：3.9㎡

コンシェルジュクラス インフィニット
ベランダC1 E1C2 E2C3 E3 E4

室内：18.6㎡／ベランダ：3.9㎡

アクアクラスA1 A2

室内：175.7㎡／ベランダ：64.0㎡ 室内：128.0㎡／ベランダ：18.3㎡ 室内：68.6㎡／ベランダ：19.6㎡

アイコニックスイート ペントハウススイート エッジヴィラスイートIC PS EV

室内：18.6㎡／ベランダ：3.7㎡

デラックスベランダ1A 1B

室内：22.4㎡ 室内：18.5㎡

デラックス海側 スタンダード海側0706 08

室内：18.7㎡

デラックス内側09 10 11

室内：16.8㎡

スタンダード内側12

S2（10100, 10101）、A1（9242, 9241, 10198, 10189）、A2（9301, 10224, 10215）、C1（11194, 11195）、C2（9224, 9223, 10132, 10133, 11122, 11125, 12107, 12187, 12112, 
12188）、C3（9186, 9188, 9206, 9212, 10184, 10178, 10160, 10158, 11220, 11221, 11182, 11176, 11158, 11156, 11221, 12220, 12219, 12148, 12150, 12164, 12170）、E1

（8228, 8237, 9160, 9169）、E2（7225, 7222, 8246, 8255, 8164, 8173）、E3（6172, 6173, 6174, 6175, 6209, 6210, 6211, 7247, 7165, 7244, 7158）、E4（6156, 6157, 6158, 6159, 
6160, 6161, 6162, 6163, 6198, 6196, 6182, 6180, 6238, 6239, 6240, 6241, 6242, 6243, 6244, 6245, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 7210, 7206, 7192, 7190, 
8196, 8198, 8212, 8216）、ES（6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6147, 6222, 6223）、1A（7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7112, 7114, 7116, 7117, 7118, 7119, 
7121, 7123, 7298, 7300 ,7301 ,7302, 7303, 7304, 7305, 7307, 8108, 8110, 8111, 8113, 8116, 8118, 8123, 8125, 8304, 8306, 8313, 8315, 9110, 9115, 9303, 9304）、1B

（6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6284, 6285, 6286, 6287）、PO（6128, 6129, 6130, 6131, 6133, 6212, 
6213, 6224, 6225, 6226, 6227, 6228, 6229）、7（3150, 3152, 3162, 3164）は視界がさえぎられます。

■ フィットネス ■ ザ・スパ
■ シーサーマルスイート

（温浴室） ■ ルミナ アット ザ・リトリート
（スイート専用ダイニング）

■ 
ロ
ー
オ
ン
フ
ァ
イ
ブ（
シ
ー
フ
ー
ド
）

■ 
ル・グ
ラ
ン
ド
ビ
ス
ト
ロ（
モ
ダ
ン
フ
レ
ン
チ
）

■ 

マ
テ
ィ
ー
ニ
バ
ー

■ 

寄
港
地
観
光
デ
ス
ク

■ 

シ
ョ
ッ
プ

■ 

シ
ョ
ッ
プ

■ 

カ
フ
ェ
ア
ル
バ
ー
チ
ョ（
コ
ー
ヒ
ー
）

■ ザ・シアター ■ ザ・シアター

■ ザ・シアター

■ 

ブ
ル
ー（
ア
ク
ア
ク
ラ
ス
専
用
ダ
イ
ニ
ン
グ
）

■
ザ・ク
ラ
ブ

■ 

ザ・ク
ラ
ブ

■ 

ス
パ
カ
フ
ェ
＆
ジ
ュ
ー
ス
バ
ー

■ 

イ
ル 

セ
コ
ン
ド 

バ
ー
チ
ョ（
カ
フ
ェ
）

■ 

フ
ァ
イ
ン
カ
ッ
ト
ス
テ
ー
キ
ハ
ウ
ス

■ ソラリウム

■ プール

■ プールバー

■ オーシャン
ビューカフェ

（ビュッフェ）

■ マジック
カーペット

■ 

マ
ス
ト
グ
リ
ル（
軽
食
）■ 

屋
外
プ
ー
ル

■ ザ・リトリートラウンジ
（スイート専用ラウンジ）

■ ルーフトップガーデン

■ ルーフトップガーデン
グリル（BBQ）

■ マジックカーペット

■ サンセットバー

■ ザ・リトリートサンデッキ
（スイート専用オープンデッキ、プール、バー ）

■ エデン ■ エデンバー ■ スロープ
デッキ6へ

■ スロープ
デッキ5へ

■ 

エ
デ
ン
カ
フ
ェ

■ エデン
レストラン

■ 

メ
イ
ン
ダ
イ
ニ
ン
グ 

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン（
多
国
籍
料
理
）

■ 

グ
ラ
ン
ド
プ
ラ
ザ ■ 

グ
ラ
ン
ド
プ
ラ
ザ

■ 

グ
ラ
ン
ド
プ
ラ
ザ

■ カジノ

GR
AN

D 
PL

AZ
A

THE THE THE

GR
AN

D 
PL

AZ
A

GR
AN

D 
PL

AZ
A

■ 

メ
イ
ン
ダ
イ
ニ
ン
グ 

キ
プ
ロ
ス（
地
中
海
料
理
）

■ 

ゲ
ス
ト
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ（
受
付
）

■ 

メ
イ
ン
ダ
イ
ニ
ン
グ

ト
ス
カ
ー
ナ（
イ
タ
リ
ア
ン
）

■ 

メ
イ
ン
ダ
イ
ニ
ン
グ

ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー（
フ
レ
ン
チ
）

デッキプラン ■総トン数 ： 129,500トン　■乗客定員 ： 2,918名　　　■乗務員数 ： 1,320名　■客室数 ： 1,467室（ベランダ付81％）　■全長 ： 306m　■全幅 ： 39m　■喫水 ： 8.2m　■巡航速度 ： 22.0ノット　■電圧 ： 110／220ボルト　■船籍 ： マルタDeck Plan

■ ジョギングトラック
デッキ16へ

■ ジョギングトラック
デッキ15へ

※セレブリティ・エッジのデッキプランです。セレブリティ・エイペックスのデッキプランはセレブリティクルーズ日本語ホームページでご確認ください。10 11Celebrity Edge Celebrity Edge



Europe
北欧クルーズ　10泊11日

※4/13出航で寄港順が異なるコースがあります。

ノルウェイフィヨルドクルーズ　7泊8日

日次 寄港地 入港 出港
1 サウサンプトン イギリス 16:00

2 終日クルージング　 — —

3 ベルゲン

ノルウェー

12:00 20:00

4 オーレスン 7:00 19:00

5 ゲイランゲル 7:00 15:00

6 スタヴァンゲル 10:00 18:00

7 終日クルージング　 — —

8 サウサンプトン イギリス 6:00

イタリア・ギリシァ島巡りクルーズ　10泊11日
出航日

2020年（金曜日出航）
5月
6月
7月
8月
9月

10月

15日
5日・26日
17日
7日・28日
18日
9日

日次 寄港地 入港 出港
1 チビタベッキア（ローマ） イタリア 17:00
2 メッシーナ／シチリア島 13:00 21:00
3 終日クルージング — —
4 サントリーニ島 ★

ギリシャ

7:00 19:00
5 ピレウス（アテネ） 6:00 18:00
6 ミコノス島 ★ 7:00 19:00
7 ロードス島 7:00 18:00
8 ソウダ／クレタ島 8:00 17:00
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） 5:00

クルーズ代金（お一人様／USドル）� 政府関連諸税および港湾施設使用料：96.15（USドル）

内側 2,329~ 海側 2,899~ ベランダ 3,399~アクアクラス 4,999~スイート 7,849~

クルーズ代金（お一人様／USドル）� 政府関連諸税および港湾施設使用料：123.26（USドル）

内側 2,424~ 海側 2,594~ ベランダ 3,504~アクアクラス 5,199~スイート 8,349~

クルーズ代金（お一人様／USドル）� 政府関連諸税および港湾施設使用料：101.85（USドル）

内側 2,524~ 海側 3,054~ ベランダ 3,554~アクアクラス 5,399~スイート 8,449~

クルーズ代金（お一人様／USドル）� 政府関連諸税および港湾施設使用料：202.53（USドル）

内側 1,999~ 海側 2,549~ ベランダ 2,949~アクアクラス 4,199~スイート 6,499~

クルーズ代金（お一人様／USドル）� 政府関連諸税および港湾施設使用料：111.36（USドル）

内側 1,549~ 海側 1,899~ ベランダ 2,299~アクアクラス 3,564~スイート 5,914~

クルーズ代金（お一人様／USドル）� 政府関連諸税および港湾施設使用料：151.11（USドル）

内側 2,549~ 海側 2,899~ ベランダ 3,199~ アクア
クラス 5,039~ スイート 7,539~

クルーズ代金（お一人様／USドル）� 政府関連諸税および港湾施設使用料：106.54（USドル）

内側 1,384~ 海側 1,634~ ベランダ 2,084~アクアクラス 2,999~スイート 5,099~

クルーズ代金（お一人様／USドル）� 政府関連諸税および港湾施設使用料：121.7（USドル）

内側 1,549~ 海側 1,899~ ベランダ 2,299~アクアクラス 3,564~スイート 5,914~

クルーズ代金（お一人様／USドル）� 政府関連諸税および港湾施設使用料：122.25（USドル）

内側 2,039~ 海側 2,339~ ベランダ 2,439~アクアクラス 3,599~スイート 5,799~

日次 寄港地 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 コトル ★ モンテネグロ 7:00 16:00
4 トリエステ イタリア 13:00 —
5 — 18:00
6 スプリット ★ クロアチア 8:00 17:00
7 ドブロブニク 8:00 18:00
8 コルフ島 ギリシャ 9:00 17:00
9 バレッタ マルタ 12:00 20:00

10 終日クルージング — —
11 ナポリ イタリア 7:00 18:30
12 チビタベッキア（ローマ） 5:00

イタリア・マルタ島・ギリシァクルーズ　11泊12日
出航日

2020年（月曜日出航）
5月
7月
8月
9月

25日
6日
17日
7日・28日

日次 寄港地 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 13:00 21:00
3 バレッタ マルタ 8:00 17:00
4 終日クルージング — —
5 サントリーニ島 ★

ギリシャ

7:00 19:00
6 ピレウス（アテネ） 6:00 18:00
7 ミコノス島 ★ 7:00 19:00
8 ナフプリオン ★ 7:00 19:00
9 カタコロン 9:00 19:00

10 終日クルージング — —
11 ナポリ イタリア 7:00 18:30
12 チビタベッキア（ローマ） 5:00
※7/27出航で2日目カターニア/シチリア島の代わりにメッシーナ/シチリア島に寄港する
　11泊の類似コースがあります。

処女航海 スペイン・ポルトガルクルーズ　8泊9日
出航日

2020年
4月 5日（日）

日次 寄港地 入港 出港
1 サウサンプトン イギリス 16:00
2 終日クルージング　 — —
3 ビルバオ スペイン 7:00 23:00
4 終日クルージング　 — —
5 リスボン

ポルトガル
8:00 20:00

6 レイショエス港 8:00 17:00
7 終日クルージング　 — —
8 ル・アーブル フランス 9:30 21:30
9 サウサンプトン イギリス 5:00
※5/10出航でサウサンプトン発バルセロナ着10泊の類似コースがあります。※6/15出航で9日目終日クルーズジング、10日目メッシーナ/シチリア島に寄港する

　11泊の類似コースがあります。

出航日
2020年

4月 23日（木）

出航日
2020年

5月 3日（日）

日次 寄港地 入港 出港
1 バルセロナ

スペイン
17:00

2 バレンシア 7:00 21:00
3 イビサ島／バレアレス諸島 8:00 23:59
4 終日クルージング　 — —
5 トゥーロン フランス 7:00 18:00
6 ヴィルフランシュ ★ 7:00 20:30
7 ラ・スペツィア イタリア 7:00 18:30
8 チビタベッキア（ローマ） 5:00

出航日
2020年（土曜日出航）

6月
7月
8月

6日、20日
4日、18日
1日、15日

日次 寄港地 入港 出港
1 サウサンプトン イギリス 16:00
2 ゼーブルッヘ ベルギー 8:00 17:00
3 アムステルダム オランダ 7:00 16:00
4 終日クルージング　 — —
5 ヴァルネミュンデ ドイツ 7:00 21:00
6 コペンハーゲン デンマーク 11:00 19:00
7 オスロ ノルウェー 12:00 —
8 — 16:00
9 終日クルージング　 — —

10 ル・アーブル フランス 7:00 21:00
11 サウサンプトン イギリス 6:00

※8/1、8/15出航は寄港順が異なり、5日目がヴィルフランシュ、6日目がトゥーロンに寄港
します。　※5/20出航で、寄港地が異なる10泊のコースがあります。

出航日
2020年（土曜日出航）

5月
6月
7月
8月

30日
13日・27日
11日・25日
8日・22日

日次 寄港地 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 7:00 18:30
3 終日クルージング　 — —
4 ラ・スペツィア イタリア 7:00 19:00
5 モンテカルロ ★ モナコ 7:00 22:00
6 カンヌ ★ フランス 7:00 16:00

7 パルマ・デ・マヨルカ／
マヨルカ島 スペイン 13:00 21:00

8 バルセロナ 6:00

★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。

ロードス島
ピレウス ミコノス島

メッシーナ／シチリア島

ソウダ／クレタ島

ナポリ
チビタベッキア

サントリーニ島

ミコノス島

カタコロン ナフプリオン
ピレウス

カターニア／
シチリア島

バレッタ

ナポリ
チビタベッキア

サントリーニ島

パルマ・デ・マヨルカ／マヨルカ島

チビタベッキア
ナポリ

ラ・スペツィア
モンテカルロ

バルセロナ

カンヌ

出航日
2020年（月曜日出航）

5月
10月

4日
19日

アドリア海クルーズ　11泊12日

コトル

コルフ島

ドブロブニク

トリエステ

スプリット

バレッタ

ナポリ

チビタベッキア

サウサンプトン

ル・アーブル

レイショエス港

リスボン

ビルバオ

サウサンプトン

ゼーブルッヘ
ル・アーブル

アムステルダム

ヴァルネミュンデ

コペンハーゲン

オスロ

サウサンプトン

ベルゲン

オーレスン

スタヴァンゲル

ゲイランゲル

※9/28出航は寄港順が異なり、4日目ヴィルフランシュ、5日目アジャクシ
オ／コルシカ島に寄港します。また、7日目サンタ・マルゲリータ・リグレの
代わりにラ・スペツィアに寄港します。　※10/10出航は寄港順が異なり、
4日目ヴィルフランシュ、5日目アジャクシオ／コルシカ島に寄港します。　
※8/29出航でセット、アジャクシオ／コルシカ島、バレッタに寄港しない
8泊の類似コースがあります。　※9/6出航でセット、バレッタに寄港しな
い10泊の類似コースがあります。

スペイン・フランス・イタリアクルーズ　12泊13日
出航日

2020年
9月

10月
16日（水）、28日（月）
10日（土）

日次 寄港地 入港 出港
1 バルセロナ スペイン 17:00
2 セット

フランス

9:00 18:00
3 マルセイユ（プロバンス） 7:00 17:00
4 アジャクシオ／コルシカ島 8:00 18:00
5 ヴィルフランシュ★ 7:00 20:30
6 終日クルージング　 — —
7 サンタ・マルゲリータ・リグレ ★

イタリア
7:00 18:00

8 チビタベッキア（ローマ） 7:00 19:00
9 ナポリ 7:00 18:30

10 バレッタ マルタ 13:00 20:00
11 終日クルージング　 — —
12 パルマ・デ・マヨルカ／マヨルカ島 スペイン 8:00 18:00
13 バルセロナ 6:00

パルマ・デ・マヨルカ／
マヨルカ島

チビタベッキア
ナポリ

バレッタ

サンタ・マルゲリータ・リグレ
ヴィルフランシュ

アジャクシオ／
コルシカ島

マルセイユ

バルセロナ

セット

セレブリティクルーズの代金は変動制です。ここに記載したクルーズ代金は、2019年5月現在のキャンペーン
料金を反映した最安値です。最新の代金やキャンペーンは日本語ホームページで簡単に確認できます。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」と船内チップが必要です。

変動制代金＆キャンペーンをオンラインで検索 www.celebritycruises.jp

西地中海クルーズ　7泊8日

セレブリティ・エイペックス
チビタベッキア発・バルセロナ着／バルセロナ発・チビタベッキア着

　　チビタベッキア発・バルセロナ着　　　バルセロナ発・チビタベッキア着

ヴィルフランシュ

トゥーロン

イビサ島／バレアレス諸島

バレンシア

セレブリティ・エッジ／チビタベッキア発着 セレブリティ・エッジ／チビタベッキア発着

セレブリティ・エッジ／チビタベッキア発着 セレブリティ・エイペックス／サウサンプトン発着

セレブリティ・エイペックス／バルセロナ発着

セレブリティ・エイペックス／サウサンプトン発着セレブリティ・エイペックス／サウサンプトン発着

Cruise Schedule

ヨーロッパ

※写真は全てイメージです。寄港地での観光および飲食はクルーズ代金に含まれておりません。 13Celebrity Edge12 Celebrity Edge



乗船のご案内 ■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。

・メインダイニング
メインダイニングには4ヶ所のレストランがあり、75%が全レストラン共有メ
ニュー、25%が各レストラン独自のメニューとなっています。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（メイン18：00頃、
セカンド20：30頃）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。ご予約時に選択ください。トラディショナルダイニングをご予約の方は、乗
船時にレストランとテーブル番号が決められますが、他のレストランをご希望の
場合は、船内で変更を申し出ください。
・スイート・アクアクラス専用ダイニング
スイート客室は「ルミナ アット ザ・リトリート」（朝食、終日航海日の昼食、夕食）、
アクアクラスは「ブルー」(朝食・夕食）という名称の専用ダイニングルームをご
利用いただきます。
・スペシャリティレストラン
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。詳細はP7をご
参考ください。割安なダイニングパッケージもあります。出航の４日まえまでに船
会社のHP（英語）から事前予約も可能です。

・その他
ビュッフェレストラン、カフェでの軽食、24時間対応のルームサービス（深夜か
ら早朝までの注文はサービスチャージ要）などがございます。

■飲酒
北米を出航するクルーズの場合21歳以上のお客様、ヨーロッパを出航するク
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。

■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。〈1泊お一人様あたり
の金額：スイート客室$18.00、アクアクラス・コンシェルジュクラス$15.00、
一般客室$14.50〉また飲み物には料金の20%、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。

■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ます。

■喫煙
喫煙（電子タバコ含む）は屋外の指定エリア（灰皿のある場所）のみ可能で
す。ベランダを含む客室、パブリックエリアは禁煙です。指定場所以外での喫
煙は250ドルの違反金がかかります。

■医務室
各船に医師1名、看護師2名以上が乗船し緊急時は24時間体制で対応しま
す。受診は有料です。酔い止め薬はゲストリレーションズまたは医務室で無料
配布します。治療中の疾病がある場合は英文の診断書をお持ちになることを
おすすめします。

■お子さまのためのサービス
安全で体に負担が少ないクルーズは家族旅行に最適です。充実したサービス
をご用意しています。
・キャンプアットシー（児童施設）
3〜17歳のお子様向けにキャンプアットシーと呼ばれる児童施設があります。
STEM教育(科学・技術・工学・数学)、食育、美術にレクレーションなど、500
以上のユースアクティビティをご用意しています。
・その他
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。

■リピーター会員「キャプテンズクラブ」の登録
キャプテンズクラブの会員になると２回目のクルーズから会員特典が受けられ
ます。会員登録はセレブリティクルーズ本社ホームページ（英語）から簡単に取
得できます。

■日本語ホームページ
船内や寄港地の詳細をご覧いただけます。またさまざまなご質問に対する回答や、
ご出発前の必要事項をご案内しています。 https://celebritycruises.jp（日本語） 

■保険
クルーズ中の思わぬ事故、病気、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。

■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
クトレンズ予備、携帯電話、カメラなどの充電器、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、
虫よけ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（P９）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をご用意ください。
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。出航日に限りワインまたはスパークリングワインを1部屋につき2
本までお持ち込みいただけます。お持ち込みのワインまたはスパークリングワイ
ンを客室以外でお飲みになる場合は1本$25の開栓料がかかります。寄港地
や船内で購入したアルコールは下船時まで船内でお預かりします。

■服装とドレスコード
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、冷房がよく効いている場合や朝夕の冷え込みに
備えて上着をお持ちください。水着姿で公共場所に出ることや、短パン、Tシャ
ツ、ノースリーブ、ビーチサンダル、キャップ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。６泊以下のクルーズは１回、７泊以上は２回
のイブニングシックがあり服装の目安は 「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。

■最終書類一式
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などになります。

■船内サービスの事前予約
セレブリティクルーズ英語サイトから寄港地観光/スペシャリティレストラン/
スパ/インターネットなどの船内サービスの事前予約が可能です。事前予約割
引がある場合もありますのでぜひ早めにご検討ください。

■セレブリティ・アプリ
お手持ちのスマートフォンにセレブリティクルーズのアプリをダウンロードしておくと
便利です。事前にオンラインチェックインができるほか、船内イベントやレストランの
詳細などを確認いただけます。乗船中にはオンラインでレストランや寄港地観光な
どの予約もできるほか、他の客室とのチャット機能もあります。※船内でアプリの
通信料は無料です。　※App Storeなどで「Celebrity Cruises」と検索ください。

■パスポートと出国手続き
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。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に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。

■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。事前に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
をご確認のうえお付けください。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。

■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。

■船内新聞とイベント
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、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。スケジュールは船内新聞でご確認ください。

■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。「身分
証明書」「船内精算」「客室のカギ」 の3つの機能があります。寄港地で乗下
船する際に提示す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常
時携帯ください。またサインひとつで船内のお支払いを行うことができます。

■船内でのお支払い
船内通貨はUSドルです。船内はシーパス（SeaPass®）によるキャッシュレスシ
ステムです。船内で利用した金額はお部屋付になりまとめて精算します。乗船
日にお客様のクレジットカード（VISA、マスター、アメリカン・エキスプレス、ダイ
ナースクラブ、JCB）を登録するとご利用分がカード会社に請求されます。クレ
ジットカードをお持ちでないお客様は下船前日にまとめて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
のお問い合わせは承りかねます。

■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（コネクティングルーム）
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）18歳未満のお子様が両親または法定後見人以外の方と乗船する場合
は、 両親または法定後見人の同意書が必要です。

（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。

■パスポート・査証・必要書類について
パスポートの取得や有効期限の確認、訪問国の査証（ビザ）その他必要書類
についてはお客さまの責任で取得、記入をお願いします。書類不備により乗
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。

■記載内容について
当パンフレットに記載の内容は2019年5月1日現在の情報を基準に作成していま
す。掲載内容は予告なしに変更になる場合があります。船内プログラムやサービス
の内容、利用料金等に変更があっても払い戻し等の補償はいたしかねますのでご
了承ください。また、天災地変や現 地の止むを得ない事情などにより、航路、寄港
地などのスケジュールを変更する場合がありますが払い戻しはいたしません。

ご旅行条件
■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出航日③船名・泊数・クルーズコース名④客室カテゴリー ⑤ダイニ
ングリクエスト（メインまたはセカンドシーティングまたはセレクト）⑥乗船者名（パ
スポートのローマ字）⑦性別・国籍・生年月日⑧リピーター会員の方はその番号

（またはオンラインチェックイン時にお客様ご自身で登録ください）

■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。

※客室をお一人でご利用の場合は上記の200％となります。

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 $450

（2）残金お支払い期限
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日前まで

ホリデークルーズ 出航の90日前まで
※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。※ホリデークルーズとはクリスマス（12/24・25）、年末年始

（12/31・1/1）を含むクルーズを指します。

■取消料
●通常期

（1）5泊以下のクルーズ

（2）6泊〜8泊のクルーズ

（3）9泊以上のクルーズ

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〜30日前まで デポジットの金額
出航日の29日前〜15日前まで クルーズ代金※１の50％※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60日前まで 無料

出航日の59日前〜45日前まで デポジットの金額
出航日の44日前〜15日前まで クルーズ代金※１の50％※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75日前まで 無料

出航日の74日前〜45日前まで デポジットの金額
出航日の44日前〜15日前まで クルーズ代金※１の50％※3

出航日の14日前以降 クルーズ代金※１の全額

●ホリデークルーズ※2
（1）5泊以下のクルーズ

※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 ホリデークルーズとはクリスマス（12/24・25）、年末年始

（12/31・1/1）を含むクルーズを指します。※3 クルーズ代金の50％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。※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。

（2）6泊以上のクルーズ

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〜30日前まで デポジットの金額
出航日の29日前〜15日前まで クルーズ代金※１の50％※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〜60日前まで デポジットの金額
出航日の59日前〜15日前まで クルーズ代金※１の50％※3

出航日の14日前以降 クルーズ代金※１の全額

出航日
2020年（土曜日出航）
11月
12月

7日・21日
5日・19日

2021年（土曜日出航）
1月
2月
3月

2日・16日・30日
13日・27日
13日・27日

出航日
2020年（土曜日出航）
11月
12月

14日・28日
12日・26日

2021年（土曜日出航）
1月
2月
3月

9日・23日
6日・20日
6日・20日

※12/27出航はホリデークルーズのため旅行条件が異なります。

東カリブ海クルーズ　7泊8日

日次 寄港地 入港 出港
1 フォート・ローダデール フロリダ州 15:30
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 18:00
5 バセテール セントキッツ・ネイビス 7:00 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
※12/26出航はホリデークルーズのため旅行条件が異なります。※12/20出航はホリデークルーズのため旅行条件が異なります。

※12/19出航はホリデークルーズのため旅行条件が異なります。

セレブリティクルーズの代金は変動制です。ここに記載したクルーズ代金は、2019年5月現在のキャンペーン
料金を反映した最安値です。最新の代金やキャンペーンは日本語ホームページで簡単に確認できます。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」と船内チップが必要です。

変動制代金＆キャンペーンをオンラインで検索 www.celebritycruises.jp

出航日
2020年（日曜日出航）

4月
11月
12月

5日
22日
6日・20日

2021年（日曜日出航）
1月
2月
3月

3日・17日・31日
14日・28日
14日・28日

東カリブ海クルーズ　7泊8日

日次 寄港地 入港 出港
1 フォート・ローダデール フロリダ州 15:30
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 トルトラ 英領ヴァージン諸島 8:00 18:00
5 フィリップスバーグ セント・マーチン 7:00 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

フォート・ローダデール

フィリップスバーグ

トルトラ

サン・ファン

フォート・ローダデール

バセテール

シャーロットアマリー／
セント・トーマス島

サン・ファン

Caribbean
Cruise Schedule

カリブ海

★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。

コスメル

西カリブ海クルーズ　7泊8日

出航日
2020年（日曜日出航）

4月
11月
12月

12日
29日
13日・27日

2021年（日曜日出航）
1月
2月
3月

10日・24日
7日・21日
7日・21日

フォート・ローダデール
キーウエスト

ジョージタウン
コスタ・マヤ

コスメル

クルーズ代金（お一人様／USドル）�
政府関連諸税および港湾施設使用料：137.97（USドル）

内側 899~ 海側 1,199~ ベランダ 1,449~

クルーズ代金（お一人様／USドル）�
政府関連諸税および港湾施設使用料：135.89（USドル）

内側 1,084~ 海側 1,234~ ベランダ 1,484~
アクアクラス 2,714~ スイート 3,469~ アクアクラス 2,399~ スイート 3,849~

日次 寄港地 入港 出港
1 フォート・ローダデール

フロリダ州
15:30

2 キーウエスト 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 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

クルーズ代金（お一人様／USドル）� 政府関連諸税および港湾施設使用料：108.82（USドル）

内側 1,049~ 海側 1,349~ ベランダ 1,599~アクアクラス 2,914~スイート 3,669~
クルーズ代金（お一人様／USドル）� 政府関連諸税および港湾施設使用料：103.87（USドル）

内側 1,084~ 海側 1,234~ ベランダ 1,484~アクアクラス 2,399~スイート 3,899~

セレブリティ・エッジ セレブリティ・エイペックス

※写真は全てイメージです。寄港地での観光および飲食はクルーズ代金に含まれておりません。

セレブリティ・エッジ セレブリティ・エイペックス
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