
鹿児島

清水神戸広島

高知

釡山 横浜

長崎

横浜発着クルーズ
2023年 4月25日㈫〜5月5日㈮  10泊11日

2023年 4月25日㈫〜5月5日㈮  10泊11日

特 典

人気の

セブンシーズ エクスプローラー

月日 寄港地 国 入港 出港
4月25日㈫ 東京（横浜） 日本 19:00
4月26日㈬ 清水 日本 7:00 16:00
4月27日㈭ 神戸（京都） 日本 11:00
4月28日㈮ 神戸（京都） 日本 18:00
4月29日㈯ 高知 日本 7:00 16:00
4月30日㈰ 広島 日本 8:00 17:00

5月1日㈪
関門海峡クルーズ
釜山 韓国 11:00 20:00

5月2日㈫ 長崎 日本 8:00 17:00
5月3日㈬ 鹿児島 日本 8:00 18:00
5月4日㈭ 終日クルーズ
5月5日㈮ 東京（横浜） 日本 6:30

Ship Data
総トン数：56,000トン
全長：224メートル
全幅：31メートル
乗客定員：750名
乗組員数：552名
就航：2016年
　　　（2019年改装）

洋上最大のゆとりが魅力のラグジュアリーなリージェント セブンシーズ クルーズ。
2023年のゴールデンウィークは豪華で快適な空間に包まれて

横浜発着の船旅はいかがですか。セブンシーズ エクスプローラーがご案内します。

●  乗船前または後に無料で東京での3
泊の地上ツアーをご利用いただけま
す。ご不要な方はおひとりにつき8万
円を減額します。

●  最大33種類の無料ツアーをご用意し
ております。

2名1室利用時のおひとり様（ベランダスイート H ）

¥896,000〜

2023年

GW

無 料…無制限の寄港地観光
無 料…�高級ワインやスピリッツを�

含むお飲み物
無 料…バレーランドリーサービス
無 料…スペシャリティレストラン
無 料…無制限のWIFI
無 料…船上チップ

無 料…バーやラウンジ、客室内のミニバー
無 料…2泊または3泊の地上プログラム
無 料…前泊ホテルパッケージ
　　　（コンシェルジュスイート以上）
無 料…ホテルから船への送迎
　　　（コンシェルジュスイート以上）

利用規約が適用されます

全てのラグジュアリーが含まれます

コンパスローズ（スペシャリティレストラン）

ペントハウススイート

広島イメージ

インフィニティプール

贅を尽くした船旅 寄港地探索 贅を尽くした絢爛な客室 格別なお料理 非の打ち所のないサービス

カテゴリー 料金
リージェントスイート − RS ¥5,544,000
マスタースイート − MS ¥2,464,000
グランドスイート − GS ¥2,106,000
エクスプローラースイート − ES ¥1,826,000
セブンシーズスイート − SS ¥1,624,000
ペントハウススイート − A ¥1,311,000
ペントハウススイート − B ¥1,288,000
ペントハウススイート − C ¥1,266,000
コンシェルジュスイート − D ¥1,076,000
コンシェルジュスイート − E ¥1,042,000
スーペリアスイート − F1 ¥986,000
スーペリアスイート − F2 ¥969,000
デラックスベランダスイート − G1 ¥941,000
デラックスベランダスイート − G2 ¥924,000
ベランダスイート − H ¥896,000

ワクチン接種完了の方
対象クルーズ



東京（横浜）発着クルーズ

鹿児島

清水神戸広島

高知

宮崎

釡山 東京
（横浜）

長崎

2023年 10月9日㈪〜10月20日㈮ ／10月20日㈮〜10月31日㈫
11泊12日

セブンシーズ エクスプローラー

Seven Seas Explorer®

見事な装飾と上品な豪華さを備え
たセブンシーズ エクスプローラー
では、新しいレベルのラグジュア
リーを発見できます。パブロ・ピカソ
やマルク・シャガールの美術品、コ
バルトブルーのクリスタル照明が
輝くコンパスローズでの完璧なお
食事。すべての場所ですべての航海
を感動させ、お客様にとって忘れが
たい思い出になるように設計されて
います。
ゲスト１名に対する
スタッフの数は1対1.38
2017年の就航後、さらに2019年11月
に改装され、ますます快適な空間に
なりました。

リージェント セブンシーズ クルーズは優れたサービスと、
快適にお過ごし頂くためのパーソナルで贅沢な空間を提供します。

全室スイート仕様で、それぞれに専用バルコニーを完備しています。
快適さ、行き届いたサービス、独占性において、エクスクルーシブ性において、

お客様のご期待を超えるものとなるでしょう。
2023年秋のクルーズは、セブンシーズ エクスプローラーで至福の時を過ごしませんか。

月日 寄港地 国 入港 出港
10月9日㈪ 10月20日㈮ 東京（横浜） 日本 19:00
10月10日㈫ 10月21日㈯ 清水 日本 7:00 16:00
10月11日㈬ 10月22日㈰ 神戸（京都） 日本 12:00
10月12日㈭ 10月23日㈪ 神戸（京都） 日本 19:00
10月13日㈮ 10月24日㈫ 高知 日本 7:00 16:00
10月14日㈯ 10月25日㈬ 広島 日本 7:00 16:00

10月15日㈰ 10月26日㈭
関門海峡クルーズ
釜山 韓国 10:00 20:00

10月16日㈪ 10月27日㈮ 長崎 日本 8:00 18:00
10月17日㈫ 10月28日㈯ 鹿児島 日本 8:00 18:00
10月18日㈬ 10月29日㈰ 宮崎 日本 7:00 18:00
10月19日㈭ 10月30日㈪ 終日クルーズ
10月20日㈮ 10月31日㈫ 東京 日本 8:00

京都イメージ セブンシーズ�エクスプローラー

※�料金は予告なく変更される場合がありま
す。全ての料金は2021年9月30日まで有効
の２名１室利用時のおひとり様あたりの
料金です。他のキャンペーンや特典との併
用はできない場合があります。記載の料金
には諸経費等やキャンペーンやアップグ
レード等による料金の調整が反映されて
います。
※�無料の前泊パッケージはコンシェルジュス
イート以上をご利用の場合、同室の２名様
までご利用いただけますが、出発60日前以
降の新規のご予約にはご利用できません。
※�無料のドリンクには厳選されたワイン、スピ
リット類、ビール、シャンパンが含まれます。
※�無料で無制限のWi-FIは１室あたり同時に
１デバイス、１アカウント、コンシェルジュ
スイート以上の場合は４デバイス、４アカウ
ントまでご利用可能です。その他の条件は
RSSC.com/legalおよび乗船券に記載の規
約をご覧ください。

カテゴリー 料金
リージェントスイート − RS ¥6,216,000
マスタースイート − MS ¥2,688,000
グランドスイート − GS ¥2,364,000
エクスプローラースイート − ES ¥2,039,000
セブンシーズスイート − SS ¥1,815,000
ペントハウススイート − A ¥1,434,000
ペントハウススイート − B ¥1,389,000
ペントハウススイート − C ¥1,344,000
コンシェルジュスイート − D ¥1,188,000
コンシェルジュスイート − E ¥1,154,000
スーペリアスイート − F1 ¥1,098,000
スーペリアスイート − F2 ¥1,076,000
デラックスベランダスイート − G1 ¥1,031,000
デラックスベランダスイート − G2 ¥1,008,000
ベランダスイート − H ¥975,000

2名1室利用時のおひとり様（ベランダスイート H ）

¥975,000〜

東　京 03(5213)9987☎

観光庁長官登録旅行業第1267号（JATA正会員）
〒101-8422�東京都千代田区神田神保町2-2�波多野ビル
ホームページアドレス��https://www.ytk.jp

〒101-8422�東京都千代田区神田神保町2-2�波多野ビル7階
総合旅行業務取扱管理者：谷�維人　Eメールアドレス：cctweb@ytk.co.jp

一般社団法人日本旅行業協会正会員

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターへ

●  乗船前または後に無料で東京での3泊の地上ツ
アーをご利用いただけます。ご不要な方はおひと
りにつき8万円を減額します。

● 最大36種類の無料ツアーをご用意しております。
特典

安心の


