
極上のくつろぎとともに冒険を　世界初の6つ星ディスカバリーヨット

シーニック・エクリプス

*上記記載料金は、1室2名様ご利用時のおひとり様あたりの料金です。　*プロモーションは予告なく変更となる場合もございます。　*料金は変動制です。最新のご料金はお問い合わせ
ください。　*ヘリコプター、潜水艦はエリアや天候により利用が制限されることがあり確約されておりません。ご利用は別途有料となり人数も限られます。

★ 2023年6月21日㈬～7月13日㈭  小樽～小樽 22泊での連続乗船も可能です★

クルーズ代金に
含まれるもの

船と空港間の送迎（指定日のみ）、船内でのお食事、レストランやラ
ウンジでのアルコールを含むお飲み物、客室のミニバー、複数から
選べるエクスカーション、バトラーサービス、チップ、船内 WiFi。

2機のヘリコプターを
装備。上空から壮大な
景色を楽しめます。

水深300メートルまで
案内するシーニック・ネ
プチューン（潜水艦）。

2023年 初の日本寄港決定 限定2コース
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● スケジュール ● スケジュール
日次 月日 寄港地 国名

1 6月21日㈬ 小樽 日本

2 6月22日㈭ 青森 日本

3 6月23日㈮ 函館 日本

4 6月24日㈯ 佐渡島 日本

5 6月25日㈰ 金沢 日本

6 6月26日㈪ 舞鶴 日本

7 6月27日㈫ 萩 日本

8 6月28日㈬ 釜山 韓国

9 6月29日㈭ 松山 日本

10 6月30日㈮ 広島 日本

11 7月  1日㈯ 宇野 日本

12 7月  2日㈰ 神戸 日本

● カテゴリーDB
　通常 $15,265～

● カテゴリーDB
　通常 $15,265～

 早期予約割引10% & 
早期支払割引10%

 早期予約割引10% & 
早期支払割引10%

適用後 $12,572～ 適用後 $12,541～

2023年6月21日㈬～7月2日㈰ 11泊

小樽～神戸
2023年7月2日㈰～7月13日㈭ 11泊 

神戸～小樽限定コース 限定コース

日次 月日 寄港地 国名

1 7月  2日㈰ 神戸 日本

2 7月  3日㈪ 新宮 日本

3 7月  4日㈫ 清水 日本

4 7月  5日㈬ 東京 日本

5 7月  6日㈭ 東京 日本

6 7月  7日㈮ 仙台 日本

7 7月  8日㈯ クルーズ 日本

8 7月  9日㈰ 釧路 日本

9 7月10日㈪ クルーズ 日本

10 7月11日㈫ 網走 日本

11 7月12日㈬ コルサコフ ロシア

12 7月13日㈭ 小樽 日本

■詳細は旅行会社または弊社までお問い合わせください。

真のオール 
インクルーシブ

「空」「陸」「海底」。 
冒険のその先へ 

● Ship Data
SCENIC ECLIPSE
就航：2019年
総トン数：17,085トン
全長：168m
客室数：114室
乗客定員：228名（極地200名）
乗組員数：176名（極地192名）
航海速度：17ノット

船内、また上陸中での
様々な特典が料金に
含まれています。ラグ
ジュアリー・パッケー
ジをご提供します。

アジア料理からフレ
ンチファインダイニ
ングまで、多彩なダ
イニングをご用意し
ております。

2機のヘリコプター、
水深300メートルま
で案内する潜水艦、
ゾディアックボート
など装備しています。

美食 10のダイニング 
オプション

シーニック・エクリプスは、
シーニック・クルーズが就航させた
世界初の6つ星の
ディスカバリーヨットです。
ラグジュアリーを極めた船旅は、
従来の観念を変えたものに
なるはずです。
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従来の観念を変えたものに
なるはずです。

シーニック・エクリプス
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● 小型で豪華な船
● 乗客と乗員の比率が1.7:1
●くつろいだ雰囲気
● 客室の広さ 13〜92㎡
● スペシャリティレストラン

のご利用が無料
● 船内 Wi-Fi無料 など

● スペシャリティレストラン
のご利用が無料

● 無制限の寄港地観光
● 無制限のプレミアムドリンク
● 無制限の船内 Wi-Fiご利用
● 船内のチップ無料
● ランドリーサービス無料 など

※�記載料金は1室2名様ご利用時のおひとり様あたりのUSドル料金で適用可能なすべての割引を適用後の料金です。料金は変動制で予約時の料金が適用されます。シングル料金、3人目
料金はお問い合わせください。
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2023年3月23日㈭～4月2日㈰
クルーズ代金  $3,949〜

（G インサイド）

2023年3月14日㈫～3月28日㈫
2023年4月11日㈫～4月25日㈫
クルーズ代金 $10,699〜

（H ベランダ・スイート）

2023年4月2日㈰～4月12日㈬
クルーズ代金 $3,999〜

（G インサイド）

2023年3月28日㈫～4月11日㈫
クルーズ代金 $11,049〜

（G2 デラックスベランダ）

2023年4月12日㈬～4月22日㈯
クルーズ代金  $3,999〜

（G インサイド）

2023年4月25日㈫～5月5日㈮
クルーズ代金 $10,799〜

（H ベランダスイート）

日次 月日 寄港地 国名
1 3/23㈭ 横浜 日本
2 3/24㈮ 名古屋 日本
3 3/25㈯ 神戸 日本
4 3/26㈰ 神戸 日本
5 3/27㈪ 広島 日本
6 3/28㈫ 釜山 韓国
7 3/29㈬ 長崎 日本
8 3/30㈭ 細島 日本
9 3/31㈮ 高知 日本

10 4/  1㈯ 清水 日本
11 4/  2㈰ 横浜 日本

日次 月日 曜日 寄港地 国名
1 3/14 4/11 ㈫ 東京 日本
2 3/15 4/12 ㈬ 名古屋 日本
3 3/16 4/13 ㈭ 神戸 日本
4 3/17 4/14 ㈮ 神戸 日本
5 3/18 4/15 ㈯ 別府 日本
6 3/19 4/16 ㈰ クルーズ（関門海峡）
7 3/20 4/17 ㈪ 釜山 韓国
8 3/21 4/18 ㈫ 済州島 韓国
9 3/22 4/19 ㈬ 長崎 日本

10 3/23 4/20 ㈭ 名瀬（奄美大島）日本
11 3/24 4/21 ㈮ 那覇 日本
12 3/25 4/22 ㈯ クルーズ
13 3/26 4/23 ㈰ 高知 日本
14 3/27 4/24 ㈪ 清水 日本
15 3/28 4/25 ㈫ 横浜 日本

日次 月日 寄港地 国名
1 4/  2㈰ 横浜 日本
2 4/  3㈪ 清水 日本
3 4/  4㈫ 神戸 日本
4 4/  5㈬ 神戸 日本
5 4/  6㈭ 広島 日本
6 4/  7㈮ 釜山 韓国
7 4/  8㈯ 長崎 日本
8 4/  9㈰ 細島 日本
9 4/10㈪ 高知 日本

10 4/11㈫ 名古屋 日本
11 4/12㈬ 横浜 日本

日次 月日 寄港地 国名
1 3/28㈫ 横浜 日本
2 3/29㈬ 名古屋 日本
3 3/30㈭ 神戸 日本
4 3/31㈮ 神戸 日本
5 4/  1㈯ 別府 日本
6 4/  2㈰ クルーズ（関門海峡）
7 4/  3㈪ 釜山 韓国
8 4/  4㈫ 済州島 韓国
9 4/  5㈬ 長崎 日本

10 4/  6㈭ 名瀬（奄美大島）日本
11 4/  7㈮ 中城 日本
12 4/  8㈯ クルーズ
13 4/  9㈰ 高知 日本
14 4/10㈪ 清水 日本
15 4/11㈫ 東京 日本

日次 月日 寄港地 国名
1 4/12㈬ 横浜 日本
2 4/13㈭ 名古屋 日本
3 4/14㈮ 大阪 日本
4 4/15㈯ 大阪 日本
5 4/16㈰ 広島　 日本
6 4/17㈪ 釜山 韓国
7 4/18㈫ 長崎 日本
8 4/19㈬ 細島 日本
9 4/20㈭ 高知 日本

10 4/21㈮ 清水 日本
11 4/22㈯ 横浜 日本

日次 月日 寄港地 国名
1 4/25㈫ 横浜 日本
2 4/26㈬ 清水 日本
3 4/27㈭ 神戸 日本
4 4/28㈮ 神戸 日本
5 4/29㈯ 高知 日本
6 4/30㈰ 広島 日本

7 5/  1㈪
クルーズ（関門海峡）
釜山 韓国

8 5/  2㈫ 長崎 日本
9 5/  3㈬ 鹿児島 日本

10 5/  4㈭ クルーズ
11 5/  5㈮ 横浜 日本

セブンシーズ エクスプローラー

ノーティカ

14泊
14泊 10泊

10泊 10泊 10泊

● Ship Data
総トン数：32,277トン
全長：181メートル
全幅：25メートル
就航：2020年6月（改装）
乗客定員：684名
乗組員数：400名

● Ship Data
総トン数：55,254トン
全長：224メートル
全幅：31メートル
就航：2016年
乗客定員：750名
乗組員数：552名

2023

2023

オーシャニアクルーズは
コストパフォーマンスと
上級プレミアムのサービ
スが大きな魅力です。

洋上のゆとりを誇るラグ
ジュアリーな船が日本に
寄港。豪華で快適な空間
のなかで美食をどうぞ。

新規追加設定
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