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年連続

■お申し込み お申し込みの際はご希望の出発日、客室タイプ、客室ごとの
お名前（パスポートのローマ字）、生年月日、パスポート番号・有効期限、国籍、住
所、連絡先をお知らせください。10/2、11/9出航で横浜下船日の一泊延泊や、
途中乗・下船をご希望の方は必ずお申し込み時に申告ください。
■最終案内 出発2週間前頃に詳細を記した最終書類を代表者の方へご
郵送いたします。
■ドレスコード 日中はカジュアルな服装でお過ごしください。夜はドレスコー
ドがあり、おしゃれをするイブニングシックナイトを2回予定しています。男性はジャ
ケット、女性はワンピースなどをご持参ください。
■乗船日 集合時間を最終書類でご案内します。最終乗船は出航の90分前
です。遅れた場合は予約取り消しとなり返金は致しかねます。ご乗船にはパス
ポートが必要です。横浜出航の4日前までにオンラインチェックインをお済ませくだ
さい。その際、セレブリティクルーズのリピーター会員（キャプテンズクラブ）の番号
をお持ちの方は登録ください、船内で若干の会員特典を受けられます。尚、横浜

＊旅行開始日とは横浜出航日になります。（途中乗船の場合も同様です）＊取
消日とは当社の営業日・営業時間内（土・日・祝祭日を除く9：30-18：00）に当社
が書面を受理した日時を基準とします。
■個人旅行取り扱いについて 当社および受託旅行業者は、旅行申
し込みの際に提出された個人情報についてお客様との連絡のために利用させ
ていただくほか、旅行サービスの手配に必要な範囲内で利用させていただきま
す。詳細は当社ホームページをご参考ください。

乗船の方はご自宅からお客様の客室にお荷物をお届けする宅配サービス（有
料）がありますので便利です。（途中乗船港、10/2、11/9出航の下船日のサー
ビスはありません）
■お食事 基本のお食事（メインダイニングとビュッフェレストラン）は旅行代金
に含まれます。その他、予約制のスペシャリティレストラン（カバーチャージが必
要）、カフェの軽食、24時間ご利用可能なルームサービス（深夜はサービス料が
必要）などさまざまなお食事をご用意しています。レストランは客室タイプにより異
なります。スイートクラスは「ルミナ」アクアクラスは「ブルー」の専用レストランをご
利用いただき、その他の客室タイプはメインダイニングとなります。メインダイニン
グの夕食は2回制で、お時間は最終書類でご案内します。お時間のご希望は承
りません。
■アルコール アルコール飲料の持ち込みはできません。ただし、出航日に限
り1客室2本までワインまたはシャンパンが持ち込めます。

■喫煙 客室のベランダを含め、船内はすべて禁煙です。喫煙は屋外の指定
エリアでお願いします。
■寄港地観光 船会社設定の寄港地観光ツアー（9/22出航は日本語ツ
アーをご用意）に参加いただくか、各自自由にお過ごしください。各寄港地の帰船
時間は出航の30〜60分前までです。
■保険 募集型企画旅行約款特別補償規定により、傷害については一定の
範囲内で補償はありますが、疾病については補償がありません。安心してご旅行
いただくためにお客様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。
■スケジュールの変更 当パンフレットに記載の内容は2018年9月現在
のものです。現地のやむを得ない事情により、スケジュール、寄港地や、出発・到
着時間、船内プログラム、各種料金サービス等は予告なしに変更される場合が
あります。これらの場合でも返金はありません。

■募集型企画旅行契約 この旅行は下記掲載の旅行会社（以下「当
社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社
と募集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件はセ
レブリティクルーズ日本語ホームページの当コースの紹介ページに掲載している
旅行条件書（募集型企画旅行）によります。
www.celebritycruises.jp/pdf/NEWS/PKG_condition.pdf
■旅行代金に含まれるもの 航海運賃、客室使用料、食事代（飲み物
は一部別料金）、船内でのエンターテインメントなど。
■旅行代金に含まれないもの 渡航手続き諸費用、自宅から発着港
間の交通費、船内のアルコール類、スペシャリティレストランのカバーチャージ、
バーやカフェのソフトドリンク、コーヒーやアイスクリーム、インターネット、クリーニ
ング、電話代、マッサージ、美容院等の個人的な費用、各寄港地での観光（オプ
ショナルツアー）や食事など。なお、船内チップ、寄港料、政府関連諸税および
港湾施設使用料、国際観光旅客税は別途かかる費用としてご旅行代金とあわ

せてお支払いいただきます。＊別途かかる費用の金額は予告なく変更になる場
合があります。
■お申し込み条件 ・旅行開始時点で18歳未満の方は18歳以上の方と
の同室が必要です。 ・両親以外の方と同行の18歳未満のお子様は両親の承
諾書が必要です。 ・乗船時に6ヶ月未満の乳児、および乗船中に妊娠中期

（24週）以降のお客様はご乗船いただけません。 ・お身体の不自由な方、特別
治療を要する方は予約時にお申し出の上、英文の診断書をご用意ください。車
いすをご利用の方は付き添いの方のご乗船が必要です。 ・ご旅行終了日の時
点で残存有効期間が6ヶ月以上の旅券（パスポート）をご用意ください。
■旅行のお申し込みと旅行代金のお支払い 下記申込金を受領
した時に契約が締結します。申込金は旅行代金に充当します。旅行代金は旅
行開始日の前日から起算して78日前までにお支払いください。

クルーズのご案内

ご旅行条件（抜粋）

施設やサービスの詳細はセレブリティクルーズの
日本語ホームページでもご覧いただけます。 www.celebritycruises.jpセレブリティクルーズ

旅行代金の額 お申込金
15万円以上30万円未満 6万円以上旅行代金まで

30万円以上 旅行代金の25%以上

取消日 取消料（お1人様）
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって78日前まで 無料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって77日目にあ
たる日以降48日目にあたる日まで

50,000円
1名1室室利用の場合は

100,000円
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって47日目にあ
たる日以降34日目にあたる日まで 旅行代金の50％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあ
たる日以降、または無連絡不参加 旅行代金の100％

■取消料
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※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。大人・子供同額となります。別途、寄港料、政府関連諸税およ
び港湾施設使用料、国際観光旅行税、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。※車いす対応客室は、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。※デッキ階
数、客室の位置、客室番号指定はお受けできません。※3〜5人目代金の設定はありません。※ダイニングについては裏面の「お食事」
をご覧ください。 ※別途かかる費用の金額は予告なく変更になることがあります。増額された場合、旅行代金全額をお支払い後でも追加徴収させていただき

ます。区間乗船の場合は旅行日数にかかわらず全額お支払いいただきます。

10/2出航
旅行代金

11/9出航
旅行代金 仕様

スタンダード内側 188,000円 270,000円 シャワー
スタンダード海側 238,000円 400,000円 窓・シャワー
デラックスベランダ 310,000円 450,000円

ベランダ・シャワーコンシェルジュクラス 340,000円 500,000円
アクアクラス 420,000円 570,000円
スカイスイート 580,000円 1,100,000円 ベランダ・バスタブ

10/2出航 11/9出航

内側～デラックスベランダ 52,650円 76,350円

コンシェルジュ／アクアクラス 53,200円 77,100円

スイート 56,500円 81,750円

■ 旅行代金（2名1室お一人様）

■ 日程

■ 日程

■ 別途かかる費用（お一人様）

おすすめ

おすすめ

おすすめ

■出発地：横浜港 大さん橋 
■最少催行人員：1名 
■食事：船内全食事付き（朝9回・昼8回・夕9

回） 
■添乗員：同行しませんが、船内では日本人

コーディネーター、船内係員がご案内します。 
■寄港地は天候などのやむを得ない事由によ

り変更または抜港となる場合があります。

■出発地：横浜港 大さん橋 
■最少催行人員：1名 
■食事：船内全食事付き（朝13回・昼12回・夕

13回） 
■添乗員：同行しませんが、船内では日本人

コーディネーター、船内係員がご案内します。 
■寄港地は天候などのやむを得ない事由によ

り変更または抜港となる場合があります。

日 月日 曜日 寄港地 入港 出港
1 11月9日 土 横浜（大さん橋） 18:00
2 11月10日 日 清水 8:00 16:00
3 11月11日 月 神戸 11:00
4 11月12日 火 神戸 18:00
5 11月13日 水 高知 7:00 17:00
6 11月14日 木 広島 8:00 17:00
7 11月15日 金 鹿児島 10:00 18:00
8 11月16日 土 福岡 12:00 20:00
9 11月17日 日 釜山［韓国］ 7:00 17:00
10 11月18日 月 終日クルーズ
11 11月19日 火 函館 8:00 19:00
12 11月20日 水 青森 7:00 18:00
13 11月21日 木 終日クルーズ
14 11月22日 金 横浜（大さん橋） 9:00

日 月日 曜日 寄港地 入港 出港
1 10月2日 水 横浜（大さん橋） 17:00
2 10月3日 木 清水 8:00 16:00
3 10月4日 金 大阪 12:00 20:00
4 10月5日 土 終日クルーズ 　
5 10月6日 日 福岡 7:00 16:00
6 10月7日 月 釜山［韓国］ 8:00 17:00
7 10月8日 火 終日クルーズ 　 　
8 10月9日 水 青森 9:00 19:00
9 10月10日 木 終日クルーズ 　 　
10 10月11日 金 横浜（大さん橋） 7:30

※清水・大阪・福岡・釜山からの乗船、釜山・青森での
下船など区間乗船もできます。その場合、旅行代金の
割引はありません。
※10/11（金）は横浜（大さん橋）に停泊します。ご希
望の方は追加料金なしで10/12（土）の朝まで延泊が
可能です。ご予約時にお申し出ください。

※清水・神戸・高知・広島・鹿児島・福岡・釜山からの
乗船、釜山・函館・青森での下船など区間乗船もでき
ます。その場合、旅行代金の割引はありません。
※11/22（金）は横浜（大さん橋）に停泊します。ご希
望の方は追加料金なしで11/23（土）の朝まで延泊が
可能です。ご予約時にお申し出ください。
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10日間

出航

14日間

※期間中にお申し込みの海側客室以上のお客様が対象です。※申込書を受理した日を基準に早期予約特典を付与いたします。※詳しくはお申し込みの旅行会社までお問い合わせください。

海側客室以上をご予約のお客様にオンボードクレジットをプレゼント。 ■ オンボードクレジット　1室あたり$300 （2019年1月31日（木）までのお申し込み）

早期予約特典

10/2出航 11/9出航
寄港料 27,500円（1名1室利用は55,000円） 38,500円（1名1室利用は77,000円）

政府関連諸税および港湾施設使用料 8,200円 14,500円
国際観光旅客税 1,000円 1,000円

船内チップ
内側〜デラックスベランダ15,950円

コンシェルジュ/アクアクラス16,500円
スイート19,800円

内側〜デラックスベランダ22,350円
コンシェルジュ/アクアクラス23,100円

スイート27,750円

※別途かかる費用の内訳

※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。
大人・子供同額となります。別途、寄港料、政府関連諸税および港湾施
設使用料、国際観光旅客税、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。※車いす対応客室は、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。※デッキ階数、客室の位置、客室番号
指定はお受けできません。※3/4人目代金は1室を3人または4人でご利
用の場合の3・4人目の方の旅行代金です（定員が5名の客室は5人目
のお客様にも3・4人目代金が適用されます）。ソファベッドまたはプルマン
ベッド（壁に収納式の2段ベッド）を利用します。3人以上で利用できる客
室数には限りがあります。※ダイニングについては裏面の「お食事」をご
覧ください。

※別途かかる費用の金額は予告なく変更になることがあります。増額された
場合、旅行代金全額をお支払い後でも追加徴収させていただきます。
※区間乗船の場合は旅行日数にかかわらず全額お支払いいただきます。

客室タイプ 旅行代金 旅行代金
3人目/4人目

スタンダード内側 198,000円

80,000円
スタンダード海側 248,000円

ベ
ラ
ン
ダ
客
室

デラックスベランダ 320,000円
ファミリーベランダ 400,000円
コンシェルジュクラス 360,000円
アクアクラス 440,000円 -

ス　
イ　ー

　
ト
客
室

スカイスイート 600,000円

120,000円セレブリティスイート 750,000円
ロイヤルスイート 980,000円
ペントハウススイート 1,300,000円

内側～ファミリーベランダ 60,750円
コンシェルジュ／アクアクラス 61,300円

スイート 64,600円

寄港料 27,500円
（1名1室利用は55,000円）

政府関連諸税
および

港湾施設使用料
16,300円

国際観光旅客税 1,000円

船内チップ
内側〜ファミリーベランダ15,950円

コンシェルジュ/アクアクラス
16,500円

スイート19,800円

■ 旅行代金（2名1室お一人様）

■ 日程

■ 別途かかる費用（お一人様）

※別途かかる費用の内訳
おすすめ

おすすめ

おすすめ

■出発地：横浜港 大さん橋 ■最少催行人員：1名 ■食事：船内全食事付き（朝10回・昼9回・夕10回） ■添乗員：同行しませんが、
船内では日本人コーディネーター、船内係員がご案内します。 ■寄港地は天候などのやむを得ない事由により変更または抜港となる
場合があります。

日 月日 曜日 寄港地 食事 入港 出港
1 9月22日 日 横浜（大さん橋） 夕 17:00
2 9月23日 月祝 終日クルーズ 朝・昼・夕
3 9月24日 火 広島 朝・昼・夕 8:00 17:00

4 9月25日 水 関門海峡クルーズ 朝・昼・夕北九州　 10:00 22:00
5 9月26日 木 釜山［韓国］ 朝・昼・夕 7:00 14:00
6 9月27日 金 舞鶴（京都） 朝・昼・夕 10:30 23:00
7 9月28日 土 金沢 朝・昼・夕 8:00 17:00
8 9月29日 日 秋田 朝・昼・夕 10:30 18:00
9 9月30日 月 青森 朝・昼・夕 9:00 17:00
10 10月1日 火 終日クルーズ 朝・昼・夕
11 10月2日 水 横浜（大さん橋） 朝　 4:30

229
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※期間中にお申し込みの海側客室以上のお客様が対象です。※申込書を受理した日を基準に早期予約特典を付与いたします。※詳しくはお申し込みの旅行会社までお問い合わせください。

海側客室以上をご予約のお客様に
オンボードクレジットをプレゼント。

■ 1st Chance ： オンボードクレジット　1室あたり$300 （2019年1月31日（木）までのお申し込み）
■  2nd Chance ： オンボードクレジット　1室あたり$200 （2019年3月29日（金）までのお申し込み）

早期予約特典

横浜発着

※紅葉を含む自然鑑賞や関門海峡の通過、夜景は、天候、気象・海象条件により、ご覧いただけない場合があります。これらの場合でも返金はありません。※寄港地での観光および飲食は旅行代金に含まれません。※写真はイメージです。※船会社主催の寄港地観光（別料金）の内
容とは異なる場合があります。

秋の日本周遊
奥入瀬［青森］

【日本三景】
天橋立［舞鶴］

【天然記念物】

厳島神社［広島］

【世界遺産】

関門海峡と日本の景勝地巡り

※広島・北九州・釜山からの乗船、釜山・舞鶴・金沢・秋田・青森
での下船など、区間乗船がご利用になれます。※区間乗船によ
る旅行代金の割引はありません。

区間乗船を利用して日程を短縮することができま
す。お忙しい方、長期の休暇が難しい方は是非ご
利用ください。

【例】9/22横浜乗船 → 9/28金沢下船（6泊7日）

区間乗船が可能にPoint

関門海峡［北九州］

【日本三大急潮】

白川郷［金沢］

【世界遺産】



スカイスイート

［室内］25.1㎡+［ベランダ］22.4㎡　【定員：5名】

ファミリーベランダ
FV

ツインベッド、パーティション、シャワールーム、ベランダ
ラウンジチェア

ツインベッド、シャワールーム
［室内］15.7㎡　【定員：2〜5名】

＊窓がつきます。

スタンダード海側
4 5 6 7 8

ツインベッド、シャワールーム
［室内］15.7㎡　【定員：2〜5名】

スタンダード内側
9 10 11 12

ツインベッド、シャワールーム、ベランダ、デッキチェア

［室内］15.7㎡+［ベランダ］3.5㎡　【定員：2〜4名】

デラックスベランダ
2A 2B 2C

おすすめ

ベランダ客室 スタンダード客室

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。

お客様2名様につき１名のスタッフを配置し、きめ細やかなサービスをご提供しています。

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

※客室の写真は改修後のイメージ写真です。

 特典 ＆ サービス

 すべての客室に共通の設備とサービス

 その他の客室

 スイート客室  アクアクラス  コンシェルジュクラス

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）、ミニバー（有料）、110Vおよび220Vのコンセント、トートバック。
※すべての部屋にはベッドが2台あり合わせて1つのクイーンサイズにするか、離してツイン
にすることができます。3名以上でご利用できる客室はダブルサイズのソファーベッドまたは
プルマンベッドがあります。

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おり、収納スペースは十分ご
ざいます。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。

特典＆サービス ペントハウススイート／ロイヤルスイート 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
専用ダイニング ルミナ ブルー メインダイニング利用
専用ラウンジ ザ・リトリートラウンジ − −
専用お世話係 バトラー − 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

アップグレード朝食ルームサービス、ミニバー無料
午後の軽食、エスプレッソ・カプチーノのお届け

フレッシュフルーツのお届け（リクエストに応じて）

ウェルカムスパークリングワインと
ミネラルウォーター

アップグレード朝食ルームサービス
午後の軽食、エスプレッソ・カプチーノのお届け

フレッシュフルーツのお届け（リクエストに応じて）

ウェルカムスパークリングワインとミネラルウォーター
午後の軽食のお届けと毎日のフレーバーティー

フレッシュフルーツのお届け（リクエストに応じて）

ウェルカムスパークリングワインとミネラルウォーター
午後の軽食のお届け

フレッシュフルーツのお届け（リクエストに応じて）

無料付帯

プレミアムビバレッジパッケージ
スペシャリティレストラン

ワインまたはスピリッツボトル2本
ランドリー（1航海につき2回）

インターネット

ペルシャンガーデン（温浴室）

客室アメニティ ブルガリのバスアメニティ
スリッパ、厚手のバスローブ、選べる枕

アロマスティック
スリッパ、厚手のバスローブ、選べる枕

セレブリティオリジナルトートバッグ

厚手のバスローブ、選べる枕
セレブリティオリジナルトートバッグ

■ 客室設備 ■ 収納スペース

デラックスベランダ スタンダード内側

Staterooms
2016

Porthole Cruise Magazine's
Readers' Choice Awards

ベスト客室

2016

MeetMeOnboard.com
Annual CRUIZIE Awards

2年連続
最も居心地の

良い客室

キングサイズベッド、バスタブ付き浴室、音響システム
ベランダ、ラウンジチェア

［室内］23.3㎡+［ベランダ］5.2㎡　【定員：2〜3名】

専用ダイニング 専用ダイニング

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。

おすすめ おすすめ

［室内］18.0㎡+［ベランダ］5.0㎡　【定員：2名】

A1 A2

ツインベッド、シャワールーム
ベランダ、デッキチェア

［室内］17.7㎡+［ベランダ］3.8㎡　【定員：2〜3名】

C1 C2 C3

ツインベッド、シャワールーム
ベランダ、デッキチェア

ベランダ客室 ベランダ客室

専用ダイニング「ルミナ」 専用ダイニング「ブルー」 ウェルカムスパークリングワイン

レストラン＆カフェ 内容 カバーチャージ（*1）

メインダイニング フルコース料理 【朝・昼・夕】

無料
ルミナ スイート専用ダイニング 【朝・昼・夕】
ブルー アクアクラス専用ダイニング 【朝・夕】
オーシャンビューカフェ&グリル ビュッフェ 【朝・昼・夕】
クイジーヌ（ル・プチ・シェフ） モダン創作料理 【昼（*2）・夕】 $55 
トスカーナグリル イタリアンステーキハウス 【昼（*2）・夕】 $45 
スシ・オン・ファイブ 寿司・アジア料理 【昼・夕】 アラカルト 
アクアスパカフェ ヘルシー料理 【朝・昼】 無料
カフェアルバーチョ&ジェラテリア カフェ＆ジェラート 【昼・夕】 有料（*3）

バー＆ラウンジ 内容
マティーニバー＆クラッシュ カクテルバー
セラーマスター ワインバー
ランデブーラウンジ 中央ラウンジ
コスモスラウンジ 展望ラウンジ
ザ・リトリートラウンジ スイート専用ラウンジ
マストバー＆グリル 屋外テラスのバー
サンセットバー 屋外テラスのバー
ルーフトップテラス 屋外ラウンジ
プールバー プールサイドのバー

（*1） カバーチャージ（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。カバーチャージは予告な
く変更になる場合があります。 （*2） オープン
時間は船内新聞にてご確認ください。 （*3） 
ペストリーは無料です。 ※サービスの内容、
料金は予告なく変更する場合がございます。

※オープン時間は船内新聞にてご確認ください。

■ 施設一覧

Topics

セレブリティクルーズは世界中のクルーズファンを魅了し続け、数多くの著名な賞を受賞しています。

Celebrity MILLENNIUM

セレブリティクルーズは最高の休暇を追求するため、全客船改装計画“セレブリティ・レボリューション”を開始。

その第一弾となるセレブリティ・ミレニアムが、いち早く日本の皆様のために配船されます。

2019年秋、一新された美しい空間で、新しい船旅をご堪能ください。

セレブリティ・ミレニアムは新しく生まれ変わります。

世界中で話題の「ル・プチ・シェフ」
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、お料理が出来上がるまでを再現する
ユニークな食体験です。（有料）

三ッ星レストラン出身シェフが
創造するこだわりの食。
パスタやパンなどを含む全ての料理は
原材料から船内で手づくり。食材や調
理方法にこだわった趣向を凝らした美
食は、日本のお客様にもご好評をいた
だいております。

非日常に誘う、最上の癒し。
日常の喧騒を離れ、ゆったりと過ごすこ
とができるクルーズは、リラクゼーション
に最適です。洋上では世界最大級の
スパ「キャニオンランチ」や各種フィット
ネス設備など、さまざまな癒しを取りそろ
えてお待ちしております。

心踊る、遊びの時間。
感性を刺激することも、クルーズの醍
醐味。本格的なショーを上演する「セレ
ブリティ・シアター」や大人の社交場

「フォーチュンズ・カジノ」など、多彩なエ
ンターテインメントのなかから、気分に合
わせてお選びください。

動画でご紹介
クイジーヌ

個性豊かにお洒落を楽しむ
「イブニングシック」
伝統的な「フォーマル」のドレスコード
を廃止。プレミアムクルーズをよりカ
ジュアルにお楽しみいただけます。

エンターテインメント

2016
金賞

プレミアム客船部門
ベストエンターテイメント
“ Celebrity Life”

Travel Weekly's
Magellan
Awards

リラクゼーション美食
2016

MeetMeOnboard.com
Annual CRUIZIE

Awards

2年連続
スパ施設

2016

TravelAge West 
Magazine's WAVE 

Awards

4年連続
ベストオンボード

ダイニング

エレガントな専用ダイニング「ルミナ」をご利用いただけるほか、バ
トラーサービスや専用ラウンジなど、多彩なサービスをご用意。さ
らに上級客室のお客様は客室バーやスペシャリティレストラン、
インターネットなども付帯しているので、お支払いに煩わされるこ
ともありません。

美と健康をテーマにした女性のお客様に人気の客室です。「ペ
ルシャンガーデン（アロマスチームサウナ／有料）」を無料でご利
用いただけるほか、スパの優先予約、毎日の軽食やフレーバー
ティーのお届け、ヘルシーなお料理を提供する専用ダイニング

「ブルー」もご利用いただけます。

スマートで洗練された船旅を楽しみたいお客様におすすめの客
室。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、優先チェックインやウェルカムスパークリングワイン、毎日
の軽食のお届けなど、充実したサービスをご用意しております。

ランデブーラウンジスイート専用サンデッキメインダイニング


