
スター・クリッパーズ 
帆船クルーズガイド



 

 

STAR	FLYER	&	STAR	CLIPPER	 スター・フライヤー＆スター・クリッパー
18世紀、世界の海で活躍したクリッパー船を再現した同型の姉妹船。白い帆、チークのデッキや磨かれた真鍮に帆船黄金期の面影を見ることができます。

オーナーズキャビン カテゴリー１ カテゴリー２ カテゴリー３ カテゴリー４ カテゴリー5 カテゴリー6

デッキ クリッパー サン/メイン クリッパー クリッパー/コモドール コモドール クリッパー/コモドール コモドール

広さ 約22㎡ 約14.5㎡ 約12㎡ 約11㎡ 約11㎡ 約11㎡ 約8㎡

キャビン内 
設備

デラックス海側、ダブルベッド、
シッティングエリア、ミニバー、ジ
ャグジーバス

デラックス海側、ツインまたはダブ
ルベッド、ミニバー、ジャグジーバ
ス 
＊キャビンドアはデッキに向かって
開きます

ラージ海側、ツインまたはダブル
ベッド、シャワー 
＊3人でご利用いただけるキャビン
があります。

海側、ツインまたはダブルベッ
ド、シャワー 
＊3人でご利用いただけるキャビン
があります。 
＊コモドールデッキのキャビンの
方がやや広めです。

海側、ツインまたはダブルベッ
ド、シャワー 
＊3人でご利用いただけるキャビン
があります。

海側/高い位置の固定式ダブルベッ
ド、内側/ツインべッド、シャワー 
＊内側キャビンは3人でご利用いた
だけます。

内側、２段ベッド、シャワー 

サンデッキ

コモドールデッキ

シップデータ

カテゴリー１

メインデッキ

ダイニングルーム

ダイニングルーム、バー（2）、ラウンジ、
ライブラリ、売店、プール（２）

サンデッキ メインデッキ クリッパーデッキ コモドールデッキ
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クリッパーデッキ

メインデッキ

船内設備建造年 1991/1992年 全幅 15m マスト高 63m
乗客定員 170名 喫水 5.6m 総トン数 2,298t
乗員 74名 マスト 4本 船籍 マルタ共和国
全長 115.5m 帆面積 3,365㎡



FLYING	CLIPPER	 フライング・クリッパー
2018年デビュー予定の、スター・クリッパーズ社待望の4隻目の帆船。1911年に就航したフランスⅡ号がモデル。
就航後は、世界最大かつ史上最大の帆船になります。 

建造年 2018年（予定） マスト 5本
乗客定員 300名 帆面積 6,350㎡
乗員 140名 総トン数 8,770t
全長 162.22m 艤装 バーク
全幅 18.5m

シップデータ
フライング・クリッパーは、クロアチアのブロドスプリット造船所
（Brodosplit Shipyard）で、2018年の就航を目指して建造されて
います。2017年6月には、同造船所において進水式が執り行われま
した。 

キャビンは150室、その中に34室のバルコニー付スイート、4室のオー
ナーズスイートが含まれます。パブリックエリアには、エレガントな
吹き抜けのレストラン、マリナプラットフォーム、トップデッキの２
つのプール、船尾のダイビング用プールなどが設けられます。 
 
就航後は、夏の地中海と冬のカリブ海でクルーズを展開します。 

ダイニングルーム
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ROYAL	CLIPPER	 ロイヤル・クリッパー
スター・クリッパーズのフラッグシップ。２０世紀初めに活躍したプロイセン号をモデルに建造された世界最大の　５本マストの横帆艤装客船。

オーナーズスイート デラックススイート カテゴリー１ カテゴリー2 カテゴリー３ カテゴリー４ カテゴリー5 カテゴリー6

デッキ クリッパー メイン メイン クリッパー クリッパー/コモドール クリッパー/コモドール コモドール クリッパー

広さ 約40㎡ 約26㎡（ベランダ込） 約14.5㎡ 約13.5㎡ 約13.5㎡ 約13.5㎡ 約11㎡ 約10㎡

キャビン内
設備

デラックス海側、ダブルベ
ッド2台、シッティングエリ
ア、ミニバー、ジャグジーバ
ス、ルームサービス

デラックス海側（プライベー
トベランダ付）、ツインベ
ッド、シッティングエリア、
ミニバー、ジャグジーバス、
ルームサービス 

デラックス海側、ダブルベッ
ド（固定）、ミニバー、ジャ
グジーバス 
＊キャビンドアはデッキに
向かって開きます

ラージ海側、ツインまたはダ
ブルベッド、シャワー 
＊3人でご利用いただけるキャ
ビンがあります。

海側、ツインまたはダブルベッ
ド、シャワー 
＊3人でご利用いただけるキャビ
ンがあります。

海側、ツインまたはダブルベッ
ド、シャワー 
＊3人でご利用いただけるキャ
ビンがあります。

海側、ツインまたはダブルベ
ッド、シャワー

内側、ダブルベッド、シャワー 
＊3人でご利用いただけるキャ 
ビンがあります。

＊同カテゴリーでもコモドールデッキのキャビンの方がやや広めです。

サンデッキ メインデッキ クリッパーデッキ コモドールデッキ

シップデータ

デラックススイート

ダイニングルーム

マリナプラットフォーム

ダイニングルーム、バー（３）、ライブラリ、
ラウンジ、オブザベーションラウンジ、キャプ
テン・ネモ・ラウンジ（ジム＆スパ）、売店、
プール（３） 
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クリッパーデッキ

メインデッキ

コモドールデッキ

建造年 2000年 全幅 16m マスト高 54m
乗客定員 227名 喫水 5.6m 総トン数 4,425t
乗員 106名 マスト 5本 船籍 マルタ共和国
全長 134m 帆面積 5,000㎡

船内設備

サンデッキ



LIFE	ON	BOARD		風と海に包まれて帆船と親しむ
帆船という美しい特別な船で繰り広げられる大人の冒険心とシーマンシップを刺激するアクティビティ

マストクライミング 
マストのない船では体験できない人気
のアクティビティ。ハーネスをつけて
クロウズネスト（第一プラットフォー
ム）まではしごを登り、360°の大パノ
ラマをお楽しみください。

バウスプリットネット 
舳先のネットは、海に突き出たハンモックの
よう。ネットの上で、船が波を切る音を聞き
ながら過ごすのは、帆船ならではの最高に贅
沢なひと時。イルカの群れがあらわれること
もあります。

オープンブリッジ 
セキュリティ強化のため、ブリッジ（操舵
室）への立ち入りを禁止する船が増えてい
る中、スター・クリッパーズのブリッジで
は、いつでも乗客の皆様の訪問を歓迎しま
す。ナビゲーションシステムや海図の説明
をきいたり、舵輪を握ることもできます。

セイリング（帆走） 
スター・クリッパーズの３隻は本物の帆船です。それぞれエン
ジンを搭載していますが、状況が許す限り、風を動力にして帆
走します。風を受けた帆がたなびく音、きしむロープの音を聞
きながら、少し傾いた船の上で心地よいセイリングをお楽しみ
ください。

フォトテンダー 
スター・クリッパーズの帆船のクラシカルで美しい船姿は、どこの
寄港地でも注目の的です。フォトテンダーは乗客の皆様に白い帆が
美しい満帆の船の姿を海からご覧いただくスペシャルイベントで
す。カメラやビデオをもってご参加ください。 

ビーチバーベキュー 
カリブや東南アジアのビーチリゾート
では、ビーチでバーベキューをお楽し
みいただけます。お食事だけでなく、
ビーチではバーもオープンします。美し
い浜辺でいただくランチは格別です。

マリナプラットフォーム 
ロイヤル・クリッパーの船尾には、マリナプ
ラットフォームが装備されていて、沖止めのと
きはここからウォータースポーツをお楽しみ
いただけます。スター・クリッパーとスタ
ー・フライヤーでは、ギャングウェイがプラ
ットフォームになります。

セットセイル 
出港時、クルーズディレクターの掛け声に
合わせて帆綱を引きます。帆が上がるにつ
れ、風を受けた帆が重くなります。見学だ
けでも大丈夫です。出港時はぜひデッキに
出て、デッキで起こることを見守ってくだ
さい。

＊効率的に寄港地観光をお楽しみいただくために、上陸観光ツアー（有料）にご参加いただける寄港地があります。
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マストクライミング バウスプリットネット オープンブリッジ

セイリング フォトテンダー

セットセイルマリナプラットフォームビーチバーベキュー



CORDIAL	HOSPITALITY		快適なクルーズのために
世界中のクルーズ経験者が納得するファーストクラスのおもてなしと居住性 

フレンドリーで陽気なクルー達による洗練されたサービス

スター・クリッパーズの乗客の平均50％がリピーターです。多い時には、全乗客の70％がリピーターという
こともあります。
美しい船や魅力的なデスティネーションが高リピーター率を支える大切な要素であることはもちろんですが、
明るく親切で働き者のクルーたちも大いに貢献しています。キャプテンやオフィサーなどの運航乗員も、レ
ストランや客室を担当するスタッフも、多くが長年乗務しています。クルーのほうから、「以前、お会いし
ましたよね？」と声をかけられ、そこから楽しいおしゃべりが始まることもあります。 
以前のクルーズで顔なじみになったクルーとの再会は、まるで家族や友人に久しぶりに会ったような感覚で、
新たに始まる帆船での旅がますます楽しくなることでしょう。

ドレスコードはカジュアルエレガント

ミシュランガイドブック３星シェフの監修のもと考案されたディナーメニューは、２種の前
菜と、肉、魚、ベジタリアン、シェフのおすすめの４品のメインからお好きなものをお選び
いただくフルコースです。予約不要のフリーシーティングですので、お好きな方とお好きな
タイミングでお召し上がりください。
また、ドレスコードはカジュアルエレガント。リラックスした休暇をお楽しみいただくため、
ジャケットやネクタイなどフォーマルウエアのご用意は不要です。
アルコール類、ソフトドリンクなど、コーヒーや紅茶以外のお飲み物は有料ですが、大変お
求めやすい価格で提供しておりますので、その日の気分でお気軽にお楽しみいただけます。

マリンテイストあふれる快適なキャビン

キャビンはコンパクトながらも、お2人の１週間分のお荷物が収まる収納抜群なクローゼッ
トがあり、快適にお過ごしいただけます。また、１日２回のルームメイキングで、いつも気
持ち良くお過ごしいただけるよう整えられます。
カテゴリー２～6は、大理石のバスルームにシャワーとトイレ、それ以外のキャビンにはジャ
グジーバスも備えられています。
帆船と自然、そして船で出会った素晴らしい乗客や乗員との楽しい１日の終わりは、壁に掛
けられたクラシックな帆船の絵や版画を見ながら、ゆっくりとおくつろぎください。
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