SEABOURN
シーボーン
“ウルトララグジュアリー” と称されるシーボーンは、
クルーズ客船を越えたプライベートヨットのような感覚

で、今までに味わったことのない旅へお客様を誘います。
それは、まるで優雅な冒険。

紳士淑女の皆様が楽しまれるのは、世界を舞台にした宝
探し。

シーボーンに乗って、この世界に秘められた美しい財宝
を探す旅に出かけましょう。

南極の青く光る氷河、砂漠を横切るラクダ、大河アマゾ

ンに沈む夕日、アラスカの海で出会うクジラ…知られざ

る港、名もない通り、世界の片隅で煌くため息の出るよ

うな美しい瞬間を求めて、シーボーンで優雅な冒険を始
めましょう！

AWARDS & ACCOLADES

受賞歴

シーボーンは、最高峰のサービスと設備が世界的に評価さ
れ、数多くの名誉ある賞を受賞しています。
トラベル＋レジャー（メディアグループ）
ワールドベストアワード
ワールドベストスモールシップクルーズライン賞
2015、2013、2012、2011、2010、2009、2007 年受賞

コンデナストトラベラー 読者が選ぶ
ベストスモールシップクルーズライン賞
2017、2016、2015、2013、2012、2011、2010、2008 年
受賞
コンデナストトラベラー 読者が選ぶ
船上のベストスパ賞
2017 年コンデナストトラベラー
2017 年ゴールドリスト賞
23 年連続受賞

プラチナサークル

ホスピタリティサイエンスのアメリカンアカデミー
シックススターダイアモンド賞

Seabourn Cruise

シーボーン クルーズ

究極のウルトララグジュアリーシップ誕生
2017 年処女航海を華々しく飾ったシーボーンアンコール。その姉妹船

Let’s go on a wonderful journey
優雅な冒険へ出かけましょう。

の名は、シーボーンオベーション『喝采』。

総トン数 40,350 トン。これまでのシーボーンシップより一まわりサイ
ズアップしましたが、乗客数 600 名に対して 420 名の乗組員が配され

ることで、シーボーン伝統のプライベートヨット感覚の至極のサービス
はこれまで以上に充実しています。

300 ある客室は、全てがベランダ付き。スタンダードなベランダスイー
ト (28 ㎡ + ベランダ 6 ㎡ ) から、ラグジュアリーなグランドウィンター

ガーデンスイート (120 ㎡ + ベランダ 23 ㎡ ) まで、客室の広さはクルー
ズ業界随一です。

2017 年 1 月シンガポール発、シーボーンファン待望のアンコール
処女航海はたった 2 日で完売となりました。これまでのシーボーン
シップをさらに進化させた、究極のウルトララグジュアリーと称さ
れるアンコールは、今では全世界のクルーズファンがいつか乗りた
い船と憧れを募らせる特別な存在です。

シーボーンは、1986 年ノルウェーのアール・ブリンスタッドと

ウォーレン・S・ティトゥスによって創業された比較的新しい客船
会社です。しかしながら、創業当時から育んできた “プライベー
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トヨット” を彷彿とさせるサービスと最新鋭の設備はいつしか “ウ
ルトララグジュアリー” と称されるようになり、クルーズ先進国

シーボーンについて
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新造船誕生
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シーボーンの魅力
デッキプラン＆シップデータ

2018 年 5 月にアンコールの同型船として待ち望まれたオベーショ
ンは、その記念すべきファーストシーズンに地中海、そしてバルト
海と人気の航路を選びました。小さな入り江や可愛らしい村や町が
点在する地中海やバルト海は、定番の航路の中にも隠れ家的な港が
数多く存在し、シーボーンならではの魅力的な寄港地へお客様をご
案内します。

のアメリカおいて、誰もが乗ってみたいと夢見る憧れの客船とな
りました。

1988 年に運航を開始して以来、多くのお客様に愛され
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2018 年に 30 周年を迎えました。
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数多くの競合する客船会社がひしめくアメリカにおいて、常に最

リピーター特典
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お役立ち情報
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高峰と評されるシーボーンの魅力とは何でしょうか？シーボーン

のリピーターは 80％を超えると言われますが、彼らにその魅力を

聞いてもシーボーン未体験のお客様に全てを伝えることは不可能
です。なぜなら、シーボーンの魅力はお客様と乗組員が紡ぐストー

両船とも船内のインテリアデザインはアダム・D・ティハニー氏が務め、外から
の光を多く取り入れたモダンな印象です。また、ラグジュアリーヨットをイメー
ジし、木の曲線を生かした天井や大理石のカウンター、なめし革の椅子などクルー
ズ通のお客様の旅心をくすぐるデザインが満載です。アダム・D・ティハニー氏
がこだわったお客様同士が気さくに触れ合える居心地の良い空間を実現できたの
も、サイズアップした新型船の特徴と言えるでしょう。

リー、自然と調和するハーモニー、日常から離れて優雅な冒険へ

出かけるアドリブ満載のドラマがあるから。それは乗船される
お客様、主役の貴方次第で印象の変わる上質なドラマなのです。
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オールインクルーシブのおもてなし
プライベートヨット感覚で旅する贅沢

食は最高のエンターテイメント
世界が認める究極のダイニング体験

シーボーンのクルーズ代金には、船内のエンターテイメント＆イベント

シーボーンのお食事は、それ自体が最高のエンターテイメント。

物 * やチップも全て含まれています。煩わしい支払いのことは忘れてクルー

各界の名士が名を連ねる「ラ シェーヌ デ ロティスール協会」の一員です。シーボーン

美食、美酒のクルーズ客船として高い評価を受けるシーボーンは、世界の著名料理人や

やレストランでのお食事はもちろんのこと、ワインやカクテルなどのお飲み

はメンバーの誇りと自信を胸に、常に最高のダイニング体験をお客様にご提供できるよ

ズライフをご満喫ください。

う不断の努力を怠りません。伝統を守りながら時代のトレンドを意識し新しい味に挑戦

シーボーンのスタッフが提供する至極のサービスは、時としてお客様を感動

し続ける姿勢は、厳しい審美眼のお客様からも長く愛される理由です。

させるかもしれません。それでもやはりチップは不要ですし、期待もされて
いません。スタッフが望むのはただ一つお客様の喜ぶ笑顔、そしてそれこそ

スモールシップでありながらお客様の趣向に合わせた質の高いダイニングチョイスをご

が世界最高峰と評されるシーボーンのサービスを支える励みになるのです。

用意しており、究極のダイニング体験が生涯忘れられない思い出となるでしょう。

「ラ シェーヌ デ ロティスール協会」は、素晴らしい料理とワインの真価を認める、伝統と格式を持った美食団体であり
騎士団です。
（協会ＨＰより抜粋）

「ザ・レストラン」

食事の後は、ラウンジやバーで生演奏の音楽を聴きながら、お気に入りのカクテルを試してみてはいかがでしょう？ニューヨークで評判のカクテル・
ミクソロジストのブライアン・バン・フランダーン氏が考案した特別なカクテルもシーボーン船上なら気軽に味わうことができます。フランダーン氏
の著書「CRAFT COCKTAILS( クラフト・カクテル )」と聞いてピンときた方は相当なカクテル通です。

オープンシーティング制で正統派の料理が堪能
できるメインダイニング。高級食材だけでなく
地元の新鮮な食材を活かした、バラエティ豊か
なメニューからお好きなお料理をお選びくださ
い。シーボーン自慢のワインセレクションと洗
練されたサービスがより一層素晴らしいダイニ
ング体験を演出します。

「ザ・グリル by トーマスケラー▲」

今を時めくセレブリティシェフのトーマス・ケ
ラー氏と提携し、船上にミシュランの味を再現
します。予約の取れないミシュランの三ツ星レ
ストランを 2 店舗経営する唯一のアメリカ人、
トーマス・ケラー氏監修の超人気店の味を気楽
に船上で味わうことができます。
▲

『ザ・グリル by トーマスケラー』は予約が必要です。

スイートルームでもメインダイニングと同様のメニューから
お食事をご注文いただけます。プライベートな空間で気兼ね
なくフルコースのお食事をお楽しみください。
もちろん、24 時間のルームサービスも含めて全てがクルーズ
代金に含まれています。

「寿司レストラン *」

アンコール＆オベーションで高い人気を誇る日
本食レストラン。日本人シェフが握るディナー
タイムの寿司はもちろん、ランチで提供される
“弁当” は、ラーメン、焼き魚などがセットになっ
た嬉しい定食。本物の日本の味を知る通な外国
のお客様からも大好評のレストランです。
*『寿司レストラン』はアンコール、オベーションで
ご利用いただけます。事前予約はできません。

※メインダイニングメニューのルームサービスは、レストランオープ
ン時間内に限ります。

スイートルームのミニバーにはお客様のお好みのお飲み物を
ご用意いたします。船内の全てのバーでのお飲み物、お食事
に合わせたワインなどアルコール類 * ももちろん無料でお召
し上がりいただけます。
* 一部ヴィンテージ物は除きます。

乗船日、スイートルームには冷えたシャンパンが用意されて
います。さぁ、これから始まる素晴らしい船旅を願って乾杯
しましょう！

「ザ・コロナード」

朝と昼はカジュアルなビュッフェレストラン。
夜は地域色豊かな料理を提供するビストロ風レ
ストランに早変わり。天気の良い日はテラス席
でサンセットに合わせたロマンティックなディ
ナーをお楽しみいただけます。

「ザ・パティオ」

昼からオープンするプールサイドのカジュアル
なレストラン。テーマを決めた日替わりのメ
ニューや焼き立てのピザなどをカジュアルにお
楽 し み く だ さ い。デ ィ ナ ー は 星 空 の 下 で メ
ニューからアラカルトでお選びいただけます。

「インスイート・ダイニング」

メインダイニングと同じメニューのお料理をご
自身のお部屋でお召し上がりいただけます。ベ
ランダにテーブルを用意して海を見ながらお食
事はいかがでしょう。まさに究極のダイニング
体験！

※メインダイニングメニューのルームサービスは、レストランオープン時間内に限ります。
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船上の我が家

ゆとりある空間に機能性が備わった究極のスイートルーム

プレミアムスイート

追及したのは快適さと優雅さと…そして、我が家と変わらぬ寛ぎのひと時

お部屋に一歩足を踏み入れるとそこは船上の我が家 。よく冷えたウェルカム

ラグジュアリーシップに乗船されたお客様から、次は是非ともプレミアムスイートを予約したいというご意見をよくお聞きします。

ちの良いベッド、窓から差し込む明るい光、それら全てがこれから始めるク

では一年前からすでに満室でなかなか予約が難しいというのも事実です。特に「客船史上最高の贅沢」と称され、スモールシップ上に

シャンパンとフルーツ、使いやすく計算された家具、清潔なリネン類が気持
ルーズの期待を高めてくれます。

シーボーンのスイートルームの究極の快適さを実現するために必要な要素

しかしながらシーボーンのようなスモールシップでは、このプレミアムスイートの客室数は非常に限られているため、人気のコース

ありながら100㎡以上* の広さを誇るシーボーンのシグネチャースイートやウィンターガーデンスイートは、各船に2 室のみ設置されて

おり、シーボーンファンのみならず全てのラグジュアリークルーズファン垂涎のスイートルームです。

は、ゆとりの空間、機能性、選りすぐりのアメニティだけではありません。
よく教育された客室係の心配りと笑顔は、お客様の船上の我が家を本物のス
イートホームに感じさせてくれるに違いありません。

シーボーンでは全客室が海をのぞむ、広さ 28 ㎡以上のプライベート空間がゆとりを感じさせるスイートルーム、ゆ
とりある空間に心も弾むでしょう。ロングクルーズの洋服やスーツケースまでたっぷり収納できるウォークインク
ローゼットには、厚手のバスローブとスリッパをご用意、もちろんセーフティボックスも完備です。
船室内とは思えないほど広い大理石製のバスタブと別に配置されたシャワーブースにはシーボーンのために英国モル
快適で機能的な室内には、ツインでもダブルでも対応できる特別仕様のマットレスが心地よい眠りを誘うベッド、イ
タリア製のリネン類、お好みで選べる枕が用意され、最新のインタラクティブテレビを点ければ、何百種類の映画や
音楽が選び放題という充実ぶりです。
さらに室内には、ライトが見やすい化粧鏡や、雨の日に備えて大きめの傘、世界地図ワールドアトラス、お名前入り
の便箋まで用意され、きっと旅の終わりには船上の我が家から離れ難くなるでしょう。
新造船のアンコール＆オベーションでは、全てがベランダ付きのスイートルームという究極のウルトララグジュア
リーを実現しました。
備え付けのミニバーには、お客様のご希
望に応じたアルコールやソフトドリンク
をご用意します。毎日の新聞やランド
リーの受渡し、スイート内でのお食事や
カクテルパーティの手配など、どんな些
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「一生に一度！」そう思って選んだプレミアムスイートが、それからのク
ルーズの定番となったお客様も数多くいらっしゃいます。旅心がくすぐ
られどこか遠くへ行ってみたいと思われたなら、次のクルーズは是非プ
レミアムスイートを予約されてはいかがでしょう？この出会いがまた一
つクルーズの楽しみを広げるかもしれません。
* ベランダの面積も含みます。広さの詳細、見取り図はデッキプランのページ
をご覧ください。

海を見ながらバスタイムが楽しめる、ウィンターガーデンスイートのサン
ルーム。

※プレミアムスイートとはオーナーズスイート、シグネチャースイート、グラ

ンドシグネチャースイート、ウィンターガーデンスイート、グランドウィンター
ガーデンスイートを指します。

プレミアムスイート

アメニティの一例

〜こだわりのアメニティに加えて以下の内容をご用意します〜

は、お客様のクルーズライフをワンラン
ク上に感じさせてくれることでしょう。
お部屋でご利用になる石けんは
①ロクシタン
②サルバトーレフェラガモ
③ボードレール
よりお選び頂けます。乗船日、客室係が
ご挨拶に伺いますので、ご要望があれば
遠慮なくお申し付けください。

プレミアムスイートのホスピタリティは、非日常のクルーズライフの中
にも普段の生活と変わらない寛ぎのひと時を演出することをモットーに
しています。
旅先であることを忘れてしまうくらい居心地の良いスイートルームなら
未知の世界を訪れるロングクルーズも疲れ知らず。これから始まる優雅
な冒険に胸がときめくでしょう。

スイートルーム

こだわりのアメニティ

・自然素材の英国製モルトンブラウン社の
シーボーンオリジナルバスアメニティ
（シャンプー、コンディショナー、
シャワージェル、石けん、保湿クリーム）
・吸水性の良いテリー地のバスローブとスリッパ
・イタリア製のリネン類
・お好みで選べる枕
・大きめの傘
・世界地図ワールドアトラス
・お名前入りの便箋

・寄港中に操舵室見学のお誘い
・ホテルマネージャーからご挨拶
・バスルームの新鮮な蘭の花か、ポプリのプレゼント
・自然素材の英国製モルトンブラウン社の
ビューティプロダクト & バスオイル
・バスケット入りトロピカルフルーツ
・柔らかい高級バスローブとスリッパ
・無料のインターネット接続
・乗船歓迎のフラワーアレンジメント
・ネスプレッソ社製のエスプレッソマシン
・専用車による空港またはホテル⇔港間の
無料送迎サービス*（80 ㎞まで）
・スワロフスキー社製の双眼鏡
・お好みで選べる新聞
・エクササイズ用具の入った持ち運びに便利なバッグ
（リクエストに応じて）

隣の部屋とコネクティングすれば、2 ベッドルームのプレミアムスイート
も可能。お友達やご家族とご一緒に。

* このサービスは無料アップグレードでプレミアムスイートをご利用
のお客様には適応されません。

寝室とダイニングエリアが分かれたプレミアムスイートなら、親しくなっ
た友人を我が家に招待する感覚でカクテルパーティも楽しめます。
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世界レベルのエンターテイメント＆アクティビティ

冒険心をくすぐる珠玉の寄港地

シーボーン船上の毎日は、「スモールシップを舞台に生まれる大きな感動」でお客様を飽きさせることはありません。シーボーンの不

スモールシップの利点を生かし、狭い運河や水路をゆっくりと安全に航海で

考えるシーボーンでは、続々と新エンターテイメント＆アクティビティが生まれています。

入り江や湾に錨を下ろせば、そこから始まる優雅な冒険はお客様を驚きと感

全てはお客様に楽しんでいただくために…

動の人気を支える伝統的名物イベントをはじめ、新しい流行をいち早く取り入れ、お客様に楽しんでいただくことを何よりも大事に

新しいミュージカル・プロダクションショーとして「AN EVENING WITH
SIR TIM RICE( アン イブニング ウィズ サー ティム・ライス )」が上演され
ることは、クルーズ業界だけでなく世界のエンターテイメント業界からも
注目されています。英国の作詞家であり、アカデミー賞をはじめ数多くの
受賞歴を持つティム・ライス氏とパートナーシップを結んだことで、世界
レベルのエンターテイメントショーがシーボーン船上で上演されます。
「ア
ラジン」「美女と野獣」「ライオンキング」「エビータ」など、世界中の誰
もが知る作品を手掛けたライス氏の魅力が満載のショーは、まさに上質を
知る大人のエンターテイメント。

「SEABOURN CONVERSATIONS」
( シーボーン カンバセーションズ )

世界各国の様々な分野の専門家た
ちがゲストスピーカーとして登場
し、芸術、音楽、歴史、科学、冒険、
世界遺産などについての講演を行
います。世界中の晴れの舞台を経
験したスピーカーたちは、奥深く
心を揺さぶる講演で知る喜びを教
えてくれます。

「EVENING UNDER THE STARS」
( イブニング アンダー ザ スターズ )

ス タ ッ フ が、星 空 の 下 の バ ー ベ
キュー、音楽とダンスでクルーズ
の思い出を盛り上げます。海を吹
く風を感じ、満天の星空を仰ぎな
がら自然の雄大さの中でお客様同
士、乗組員も含めてシーボーンが
一つになる感動のイベントです。

「MARINA DAY」( マリーナ デー )*
プライベートヨットと称されるシーボーンの大きな魅力の一つとして、
船尾に配されたマリーナの存在があげられるでしょう。穏やかな湾や入
り江に錨を下ろし、シーボーンのお客様だけのプライベートマリーナを
設置します。カヤック、ペダルボート、水上スキー、バナナボートなど、
ウォータースポーツを船尾のマリーナから直接お楽しみください。これ
こそまさにプライベートヨット、ラグジュアリーなスモールシップなら
ではの特別なアクティビティです。

「CAVIAR IN THE SURF」
( キャビア イン ザ サーフ )*

シーボーン伝統のスペシャルイベン
ト。カリブ海の浜辺でシャンパンと
キャビアに興じましょう。どの船で
も行われるビーチパーティやバーベ
キューもシーボーンならではの演出
で、こんなにもお洒落なイベントに
なるのです。

スモールシップにだけ許された寄港地の隠れ家的魅力
きるのがシーボーンの魅力です。限られた船だけに許される隠れ家のような

様にもご満足いただけるよう、初めて訪れる寄港地や新しい試みのツアーを
常に開拓し、同じ地域を航海しても新しい出会いと発見が尽きることはあり
ません。

シーボーンはユネスコとパートナーシップを結び、人類にとって普遍的価値

の財産である世界遺産保護のため、船内アクティビティの一つ「SEABOURN
CONVERSATIONS( シーボーン カンバセーションズ）」を通して啓蒙活動を
行っています。

より深い知識と興味を持てるよう「SEABOURN WORLD HERITAGE TOURS( シーボーン ワールドヘリテージ ツアーズ）
」
と「SEABOURN DISCOVERY TOURS( シーボーン ディスカバリー ツアーズ )」という二つの世界遺産を訪れる寄港地ツ
アーをご用意しました。特に「SEABOURN DISCOVERY TOURS( シーボーン ディスカバリー ツアーズ )」では、一般の
観光客が許可なく立ち入ることができない区域も専門家と共に訪れます。どうしても寄港地観光の時間が短くなりがち
なクルーズの問題点を解決するため、港から離れた場所を訪れる場合は、ホテルに一泊、あるいは数泊するツアーを組
むことで、人類の宝である世界遺産を心ゆくまでご堪能いただけます。
アラスカ、南極 *＆パタゴニア、オセアニア＆南太平洋、北ヨーロッパ、
アイスランド＆グリーンランド。大自然の驚異際立つこれらの航路に魅力
チャーズ バイ シーボーン）
」をお勧めします。
ゾディアックボートで自然の懐に入り込み、探検家の面持ちでその先にあ
る何かを探しに出かけましょう。あるいはカヤックを漕いで、水しぶきを
上げて迫る滝、静かに青く光る氷塊、川岸で獲物を狙う熊の親子、自然の
驚異を手に届く距離で感じる冒険に出かけましょう。
「VENTURES BY SEABOURN（ベンチャーズ バイ シーボーン）」の航路では、
地域の野生動物、自然、文化歴史、地理などに精通した専門家チームが同
乗しています。シーニッククルーズ中は、専門家たちの鋭い目が動物や自
然の驚異を見逃さず船内放送で紹介してくれますので双眼鏡をご準備くだ
さい。

「CAVIAR ON THE ICE」

( キャビア オン ザ アイス )*
青い氷が海に浮かぶアラスカや南
極のお楽しみ。キャビアとシャン
パンを氷で冷やして、大自然を感
じながら味わう大人もはしゃぎた
くなる瞬間です。キンキンに冷や
したウォッカがお好みなら、どう
ぞバーテンダーに目配せくださ
い。

砂漠やジャングルの奥に眠る世界遺産の遺跡や
都市も、無理のないプランで訪れることができ
るのがシーボーンの寄港地ツアーの魅力です。
ユネスコとパートナーシップを結んだシーボー
ンならではの寄港地ツアーが知的好奇心を満た
してくれます。

裏を探検、ショッピングストリートを東から
西へ。優雅な冒険は必ずしも大掛かりである
必要はありません。シーボーンが寄港する隠
れ家のような寄港地はどこも、冒険という名
にふさわしい旅への入口です。

寄港地での楽しみ方は人それぞれ。世界的な観
光地を訪れるだけでなく、趣味の世界を追求す
るのもまた一興。バラエティ豊かな少人数制の
客様一人一人が満足できる会心のツアーが見つ
かるでしょう。

※「VENTURES BY SEABOURN（ベンチャーズ バイ シーボーン）
」の寄港地ツアーは設定がない場合もございます。

* コースや出発日により設定がない場合もございます。
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* 南極の一部の航路のように、ゾディアックボートのツアーが無料の場合もございます。南極クルーズでは、パルカ ( 防寒着 ) をプレゼントします。
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デッキプラン
シーボーンオデッセイ
就航年：2009年6月

シーボーンソジャーン
就航年：20010年6月

セルフサービスランドリー
▲ 3 名定員のスイート
△ 828 はソジャーンのみ 3 名定員スイート
△ 830 はオデッセイとクエストのみ三名定員スイート
◆ ベランダが狭いスイート（502〜507 と 745、
746）
□ 1025 は部分的に視界が遮られるスイート
V1 と V2 カテゴリーのベランダ外壁は全面ガラス製ではなく、
金属製。
♠ 600 と 601 のベランダ外壁は全面ガラス製ではなく、金属製。投錨の際に騒音の可能性あり。

オデッセイ／ソジャーン／クエスト
SHIP DATA（3 船共通）

シーボーンクエスト
就航年：2011年6月

● 船籍：バハマ

● 巡航速度：19ノット

● 総トン数：32,000トン ● 全長 ：198メートル
● 最大幅：25.6メートル ● スタビライザー：有
● 乗客定員：458名

● 乗務員国籍：多国籍

ジャグジー

● 通常乗務員：330名

船内設備

・レストラン（4ヵ所）
・24 時間ルームサービス
・シーボーンスクエア
（コーヒーバー、図書館、
ビジネスセンター、
ツアーデスク、
コンシェルジュサービス）
・ラウンジ＆バー（5ヵ所）
・スパ＆サロン
・フィットネスセンター
・屋外ジャグジー（6ヵ所）
・屋外プール（2ヵ所）
・9 ホールのパットゴルフコース
＆シャッフルボード
・ウォータースポーツマリーナ
・サンテラス
・カジノ
・カードルーム
・ショップ / ブティック（3ヵ所）
・ミーティングルーム（3ヵ所）
・Wi-Fi＆携帯電話アクセス
（全船、客室内）
・ランドリー / ドライクリーニング
・セルフサービスランドリー
・医務室
・エレベーター（7 基）

ブリッジ

診療所
サンテラス

オブザベーションバー

DECK 3

ザ・リトリート

1090/1093
50㎡＋ベランダ16㎡
1091/1092
50㎡＋ベランダ19㎡

フィットネス
センター

スパ＆
ウェルネス

DECK 11

A

A1

DECK 10

V1
V4

V2
V5

V3
V6

DECK 9

PH

PS

デッキ10

オーシャンビュースイート

ベランダスイート

ペントハウススイート

2名用ダイニングテーブル/リ
ビングエリアとベッドルーム/
大き目の角窓/ウォークインク
ローゼット/薄型テレビ

2名用ダイニングテーブル/リビ
ングエリアとベッドルーム/ベ
ランダへのガラス製ドア/ウォ
ークインクローゼット/薄型テ
レビ

2 〜 4 名用ダイニングテーブル
/ 独立したベッドルーム / ウォ
ークインクローゼット / ベラ
ンダへのガラス製ドア /2 台の
薄型テレビ

2〜4名用ダイニングテーブル/独
立したベッドルーム/ベランダへ
のガラス製ドア/ウォークインク
ローゼット/バスタブとスパシャ
ワー/2台の薄型テレビ/スパ特別
エリアへの無料終日アクセス/ス
パアメニティとスパコンシェル
ジュサービス

411は25㎡。

※745、746 は 26 ㎡＋小さ目のベ

ランダ。924 と 1024 は 27 ㎡＋
＋小さ目のベランダ。

※V3-V6はガラス製ベランダ外壁、
V1とV 2は金属製ベランダ外壁。

※デッキプランや見取り図はイラストであり、実際の間取り、配置とは異なる場合があります。
※記載の広さ（㎡）は、おおよその数字であり、若干の差異があります。
※シーボーンはデッキプランや見取り図の訂正や変更を行う権利を有します。

プール

マリーナ

DECK 7

DECK 6

DECK 4

DECK 5

DECK ２

※上図はクエストの 1092 です。
他のスイートは構造が異なります。

ペントハウススパスイート

※410と413は26㎡。

ギャレー

ザ・クラブ

グランド
サロン
（劇場）

シーボーン
スクエア

DECK 8

デッキ6，9，10

〈28㎡＋ベランダ6㎡〉

カジノ

ジャグジー

デッキ5，6，7，8，9

ベランダ6㎡。502〜507 は 28 ㎡

注意事項

ザ・コロナード

デッキ4
〈28㎡〉

ザ・ブティック
シーボーン
ショップ

スパ
プール

・冷蔵庫

車いす対応スイート
408、519、619，635、715、813、913
は車いす対応スイートです。車い
すで利用できるロールインシャ
ワーを完備していますが、635 を
除いてバスタブはありません。

コーヒーバー

美容室

・ミニバー

ザ・コレクション
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モーション
スタジオ

トリートメント
ルーム

・インタラクティブ薄型テレビ

カード
ルーム

ザ・グリル
by トーマスケラー

スカイ
ライト

・ウォークインクローゼット / 金庫

エレベーター

ザ・レストラン

プール

・ダイニングエリア
・バスタブ＆シャワールーム付
バスルーム

コネクティングスイート
744 と 746 はコネクティングル
ームとして使用した場合、グラン
ドウィンターガーデンスイート
7446 となります。743 と 745 も
同様にグランドウィンターガーデ
ンスイート 7435 となります。
また、700 と 702 は、コネクティ
ングルームとして使用した場合、
グランドシグネチャースイート
7002 となります。701 と 703 も
同様にグランドシグネチャースイ
ート 7013 となります。

会議室

パティオバー
ジャグジー

スイート内設備
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ザ・パティオ

スカイバー

〈41㎡＋ベランダ9㎡〉

〈50㎡＋ベランダ16〜19㎡〉

※ペントハウススパスイートはエレ

ベーターのアクセスがありません。

※水、ジュース、ヘルシースナックが

入ったセカンド・ミニバーを完備。

※上図は 800 と 801 です。
他のスイートは構造が異なります。

OW
デッキ6，7，8

オーナーズスイート

〈49㎡〜55㎡＋
ベランダ12㎡〜33㎡〉
進行方向へ向いた窓 /4 名用ダ
イニングエリア / 独立したベッ
ドルーム / ウォークインクロー
ゼット / ゲスト用バスルーム /
2 台の薄型テレビ / ウェット
バー付パントリー / 無料のイン
ターネット･Wi-Fi サービス

※ご希望に応じてロクシタンのフレ

※中央に位置する 731 には 1 名用

ルームにはモルトンブラウンの特

ジーがありますが、窓は進行方向

なバススポンジをメニューの中か

はスイートの構造が異なります。

グランスや心地よい音楽、バス

の折り畳み式ソファとジャグ

別スパ製品をご用意します。高級

へ向いていません。
731、600、601

ら、石鹸はエルメス、ロクシタン、
ボードレール、フェラガモの中か

SS

WG

GR

GR

デッキ7前方
（700と701号室）

デッキ7中央
（743と744号室）

デッキ7前方（700と702号室、
または701と703号室のコネクテ
ィング仕様)

デッキ7中央
(743と745号室、または744と
746号室のコネクティング仕様）

シグネチャースイート

ウィンターガーデンスイート

眺望の良いオーシャンビュー/
進行方向に向いた窓/4〜6名用
ダイニングエリア/ジャグジー/
ゲスト用バスルーム/ウェット
バー付パントリー/2つのクロー
ゼット/2台の薄型テレビ/無料の
インターネット･Wi-Fiサービス

大きな窓 /6 名用ダイニングエリ

グランド
シグネチャースイート

グランド
ウィンターガーデンスイート

〈80㎡＋ベランダ46㎡〉

〈85㎡＋ベランダ17㎡〉

ア / ジャグジー / ゲスト用バス

〈107㎡＋
2つのベランダ合計52㎡〉

ルーム /1 名用の折り畳み式ソ

眺望の良いオーシャンビュー /

ントリー / バスタブとベッド付

イニングエリア/2つのベッドル

クローゼット /2 台の薄型テレビ

ャグジー付）/ゲスト用バスルー

サービス

つのクローゼット/3台の薄型テ

ファベッド / ウェットバー付パ

進行方向に向いた窓/4〜6名用ダ

のガラス張りサンルーム /2 つの

ーム/2つのバスルーム（1つはジ

/ 無料のインターネット･Wi-Fi

ム/ウェットバー付パントリー/3
レビ/無料のインターネット･
Wi-Fiサービス

〈110㎡＋2つのベランダ20㎡〉

大きな窓 /6 名用ダイニングエリ
ア / バスタブとベッド付のガラ

ス張りサンルーム /2 つのベッド
ルーム /2 つのバスルーム（1 つ
はジャグジー付）/ ゲスト用バ

スルーム /1 名用の折り畳み式ソ
ファベッド / ウェットバー付パ

ントリー /3 つのクローゼット /3
台の薄型テレビ / 無料のイン
ターネット･Wi-Fi サービス

※600 と 601 は投錨の際に騒音が
発生する場合があります。

らお選びください。
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デッキプラン
シーボーンアンコール
就航年：2016年12月

アンコール／オベーション

3名定員スイート。
1名は折り畳み式のソファをツインサイズのベッドとして利用。

アンコールではセンタープールを見渡す大きいベランダ付きスイート。
左舷側は視界が遮られます。

SHIP DATA（2 船共通）

シーボーンオベーション
就航年：2019年春

シャワーのみのスイート

セルフサービスランドリー

♠ 700と701のベランダ外壁は全面ガラス製ではなく、金属製。投錨の際に騒音の可能性あり。

● 船籍：バハマ

● 巡航速度：15ノット

● 最大幅：28メートル

● スタビライザー：有

デッキ 5 のベランダは若干大きめで外壁は全面ガラス製ではなく、金属製。

アンコールでは 1023 と 1025 は V6 カテゴリーです。

これらのスイートのベランダは外壁が全面ガラス製ではなく、
部分的に金属製。
前半分の外壁が金属製で後ろ半分が手すり付きのガラス製です。

● 総トン数：40,350トン ● 全長 ：210メートル
● 乗客定員：600名

● 乗務員国籍：多国籍

● 通常乗務員：400名

船内設備

・レストラン（５ヵ所）
・24 時間ルームサービス
・シーボーンスクエア
（コーヒーバー、図書館、
ビジネスセンター、
ツアーデスク、
コンシェルジュサービス）
・ザ・リトリート
・ラウンジ＆バー（7ヵ所）
・スパ＆サロン
・フィットネスセンター
・屋外ジャグジー（6ヵ所）
・屋外プール（2ヵ所）
・ウォータースポーツマリーナ
・サンテラス
・カジノ
・カードルーム
・ショップ / ブティック
・ミーティングルーム（2ヵ所）
・Wi-Fi＆携帯電話アクセス
（全船、客室内）
・ランドリー / ドライクリーニング
・セルフサービスランドリー
・医務室
・エレベーター（7 基）

スイート内設備

・ダイニングエリア
・バスタブ＆シャワールーム付
バスルーム
・ウォークインクローゼット / 金庫
・インタラクティブ薄型テレビ
・ミニバー
・冷蔵庫
コネクティングスイート
800 と 804 はコネクティングル
ームとして使用した場合、グラン
ドシグネチャースイート 8004 と
なります。801 と 805 も同様にグ
ランドシグネチャー 8015 となり
ます。
また、846 と 848 は、コネクティ
ングルームとして使用した場合、
グランドウィンターガーデンスイ
ー ト 8468 と な り ま す。849 と
851 も同様にグランドウィンター
ガーデンスイート 8491 となりま
す。
エレベーター
車いす対応スイート
550、664、665、1012、1132、1191
は車いす対応スイートです。車い
すで利用できるロールインシャ
ワーを完備していますがバスタブ
はありません。
アンコールでは 1023 と 1025 も
車いす対応スイートです。

DECK 12

DECK 11

DECK 10

V1
V4

V2
V5

V3
V6

PH

デッキ5,6,7,8,9,10,11

デッキ1 0 , 1 1

ベランダスイート

ペントハウススイート

〈23㎡〜28㎡＋
ベランダ6㎡か7㎡〉

2名用ダイニングテーブル /リビ
ングエリアとベッドルーム / ベ
ランダへのガラス製ドア/
ウォークインクローゼット / 薄
型テレビ

〈42㎡＋ベランダ9㎡か10㎡〉
2〜 4 名用ダイニングテーブル /
独立したベッドルーム / ウォー
クインクローゼット / ベランダ
へのガラス製ドア /2 台の薄型テ
レビ

※V3-V6 はガラス製ベランダ外壁、
V1とV 2は金属製ベランダ外壁。

PS

デッキ11

ペントハウススパスイート

〈59㎡か63㎡＋
ベランダ24㎡か27㎡〉
2〜4名用ダイニングテーブル/ 独
立したベッドルーム/ ベランダへ
のガラス製ドア/ ウォークインク
ローゼット/ バスタブとスパシャ
ワー /2 台の薄型テレビ / スパエ
リアへの無料終日アクセス/ スパ
アメニティとスパコンシェルジュ
サービス
※ペントハウススパスイートはエレ

ベーターのアクセスがありません。

※水、
ジュース、
ヘルシースナックが

※ご希望に応じてロクシタンのフ
レグランスや心地よい音楽、バ

※デッキプランや見取り図はイラストであり、実際の間取り、配置とは異なる場合があります。
※記載の広さ（㎡）は、おおよその数字であり、若干の差異があります。
※シーボーンはデッキプランや見取り図の訂正や変更を行う権利を有します。
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DECK８

DECK７

DECK ６

DECK 5

DECK 4

マリーナ

入ったセカンド・ミニバーを完備。

注意事項

DECK 9

スルームにはモルトンブラウン

の特別スパ製品をご用意します。
高級なバススポンジをメニュー

※上図は 838 と 742 です。
他のスイートは構造が異なります。

OW
デッキ7 , 8 , 9, 1 0

オーナーズスイート

〈54㎡か56㎡＋
ベランダ13㎡〜83㎡〉
進行方向へ向いた窓/2〜4名用ダ

イニング/独立したベッドルーム/
ゲスト用バスルーム/2台の薄型テ
レビ/ウェットバー付パントリー/
無料のインターネット･Wi-Fiサー
ビス
※中央に位置する 742 と 838 には

1 名用の折り畳み式ソファ、ジャグ
ジーがありますが、窓は進行方向
へ向いていません。

※700、701、1012 は 構 造 が 異 な り
ます。

※700と701は投錨の際に騒音が発
生する場合があります。

SS

WG

GR

GR

デッキ8前方
（800と801号室）

デッキ8中央

デッキ8前方（800と804号室、
または801と805号室のコネク
ティング仕様)

デッキ8中央（849と851号室、
または846と848号室のコネク
ティング仕様)

シグネチャースイート

ウィンターガーデンスイート

眺望の良いオーシャンビュー/
進行方向に向いた窓/4〜6名用
ダイニングエリア/ジャグジー/
ゲスト用バスルーム/ウェット
バー付パントリー/2つのクロー
ゼット/2台の薄型テレビ/無料の
インターネット･Wi-Fiサービス

グランド
シグネチャースイート

グランド
ウィンターガーデンスイート

大きな窓 /6名用ダイニングエリ
ア / ジャグジー / ゲスト用バス
ルーム /1 名用の折り畳み式ソ
ファベッド / ウェットバー付パ
ントリー / バスタブとベッド付
ガラス張りのサンルーム /2つの
クローゼット /2 台の薄型テレ
ビ / 無 料 の イ ン タ ー ネ ッ ト･
Wi-Fi サービス

眺望の良いオーシャンビュー/
進行方向に向いた窓/6名用ダイ
ニングエリア/2つのバスルーム
（1つはジャグジー付）/ゲスト
用バスルーム/1名用の折り畳み
式ソファベッド/ウェットバー
付パントリー/3つのクローゼッ
ト/3台の薄型テレビ/無料のイン
ターネット･Wi-Fiサービス

大きな窓/6名用ダイニングエリ
ア/バスタブとベッド付ガラス
張りのサンルーム/2つのベッド
ルーム/2つのバスルーム（1つ
はジャグジー付）/ゲスト用バ
スルーム/1名用の折り畳み式ソ
ファベッド/ウェットバー付パ
ントリー/3つのクローゼット/3
台の薄型テレビ/無料のインタ
ーネット･Wi-Fiサービス

〈90㎡＋ベランダ89㎡〉

（846と849号室）

〈92㎡＋ベランダ18㎡〉

〈114.3㎡＋
2つのベランダ合計90㎡〉

DECK ３

〈120㎡＋2つのベランダ23㎡〉

の中から、石鹸はエルメス、ロ

クシタン、ボードレール、フェ

ラガモの中からお選びください。
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シーボンクラブ

お役立ち情報

大切なお客様へ心を込めてお贈りする、
特典プログラム
パスポート・ビザ（査証）

シーボーンのリピーター率は 80％を超えると言われます。
2017 年にシーボー

ンアンコール、そして翌年のオベーションが誕生するまでは、総トン数 32,000
トン、乗客定員 458 名のオデッセイ、ソジャーン、クエストの 3 船がこの 80％
のリピーターのお客様と新しくシーボーンを選んでくださったお客様を世界

中の海へご案内してきました。客船会社がひしめき合うアメリカにおいても、
ウルトララグジュアリーシップとして知られるシーボーンの人気は非常に高

く、またスモールシップであるがゆえの限られた客室数は時として予約の取れ
ないプレミアクルーズと呼ばれることもありました。

いずれの客船に乗船する場合にも、パスポート
（ご旅行の最終日から数えて最低 6ヶ月＋滞在
日数の有効期限のあるもの）が必要です。またビ
ザ（査証）の取得、予防接種などはお客様の責任
においてお済ませください。
詳細はお申込みの旅行会社までお問合せくだ
さい。

クルーズチケット（乗船券）

ご出発前に乗船券をスイートルーム1 室につき1 部
お届けいたします。

携行品

ご乗船の際には、乗船券、パスポート、行き先に
よってビザ（査証）、常備薬や処方箋、クレジット
カード、現金などをお持ちください。カメラ、ビ
デオ、サングラス、帽子、手荷物用のバッグがあ
ると便利です。

これからは、ウルトララグジュアリーシップの進化系としてサイズアップした総トン数
40,350トン、乗客定員 600 名のアンコール、オベーションの 2 船が船隊に加わること
で、より多くのお客様にシーボーンにご乗船いただき、シーボーンクラブの特典をさら
にお楽しみいただけることと確信しております。
今までもそしてこれからも、シーボーンは繰り返しご乗船くださるお客様を心から大切
に思い、そのロイヤリティに報いるための様々な特典をご用意して皆様のご乗船をお待
ちしております。

シーボーンクラブ・二種類の豪華な特典
マイルストーンアワード特典

140 泊、250 泊乗船後に無料クルーズへご招待します。

140 泊：7 泊無料クルーズ

250 泊：14 泊の無料クルーズ

節目となる乗船日数に応じてティファニー社の特製ギフトを贈ります。
・100 泊 ・200 泊 ・500 泊 ・1000 泊 ・1500 泊 ・2000 泊 ・2500 泊

シーボーンクラブポイント特典

いくつかの方法でシーボーンクラブポイントが貯まり、
ポイントに応じた特典がご用意されています。

・乗船日数に応じて 1 ポイントを付与
・ペントハウスやプレミアムスイートに宿泊の場合はボーナス
ポイントを付与

・シーボーンジャーニーにご参加の場合、
泊数毎にポイントを付与
・船上やオンラインでの購入金額 5000 米ドルにつき１ポイントを付与

寄港地観光

別料金にて寄港観光（オプショナルツアー）をご
用 意 し て お り ま す。シ ー ボ ー ン の 英 語 サ イ ト
http://seabourn.com を通じてご乗船前にもご
予約いただけます。あるいは、乗船後にお申し込
みください。
人気のツアーは満席となることもございますの
で、お早めに申し込まれることをお勧めいたし
ます。また、決められた期限以降のツアーキャン
セルの場合、100％のキャンセル料が発生します
ので事前によくご確認ください。
宗教施設などを観光するツアーでは、現地の習
慣に従い男女共に肌の露出を抑えた控えめな服
装でご参加ください。ツアー内容は現地事情に
よって予約なく変更、もしくは取り止めとなる
場合がございます。予めご承知ください。

電化製品

客室内には110 V
（Aタイプ）
と220V
（Cタイプ）
のプ
ラグがございます。
ご使用になる製品の電圧をご
確認ください。一般的には 110V のプラグであれ
ば、日本の電化製品はそのまま お使いいただけ
ますが、長時間の使用や精密な電気製品の場合、
故障の恐れがございますのでご注意ください。

各種ダイニング

シーボーンでは各種ダイニングでお好きな時間
に、お好きな方とお食事をお召し上がりいただ
けます。お食事に合わせたワイン等のアルコー
ル類（一部を除く）もスペシャリティレストラン
でのお食事も無料です。

ドレスコード（服装規定）
≪日中や寄港地での服装≫

午後 6 時までは全てのラウンジやダイニングで、
カジュアル、
リゾートスタイル、ジーンズやショー
トパンツなどの服装でお過ごしいただけます。
水
着や水着に羽 織っただけの服装、エクササイズ用
の服装などはプールサイドやデッキ、
スパ、フィッ
トネスセンターでの服装とお考えください。

《午後 6 時以降の夕方の服装》

午後 6 時以降、
『ザ レストラン』や、スペシャリ
ティレストランでのジーンズ 着用はお控えくだ
さい。
なお『ザ レストラン』以外のダイニングではフォ
ーマル日でも、
エレガントカジュアルのドレスコ
ードが適用され ます。

エレガントカジュアル
男性

ズボンと襟付きのドレスシャツ、
セーターなど（ジャケット着用は
任意）

女性

ズボン、スカート、ブラウス、
パンツスーツ、ドレスなど
フォーマル 『ザ
(
レストラン』内 )

男性

タキシード、
スーツ、
又はズボンと
ジャケット着用
（タイ着用は任意）

女性

イブニングドレス、カクテルドレ
スなど

空調設備

客室内の温度は、壁に備わっているパネルの表
示に従ってお客様自身で調節が可能です。ベラ
ンダのドアを閉めてご利用ください。

フォーマルナイトの回数はクルーズドキュメン
テーションブックレット（英語 版乗船案内）に記
載がありますが、通常は以下の通りです。13 泊
以下のクルーズ（1 回）14 泊〜 20 泊（2 回）21 泊
以上
（3 回）
注意：ホリデーボヤージュなどの特別クルーズ
では、
回数が異なる場合があります。

ミニバー / 冷蔵庫

喫煙

到着時のシャンパン、ワインやスピリット（お好
みで 2 本選択）、ビール、ソフ トドリンクなどが
無料で用意されています。ご希望のドリンクが
あれば、客室係 へお申し付けください。

電話

客室の電話から衛星通信を利用して世界各国へ
電話がかけられます。相手側が電 話を取らなく
ても、衛星回線がつながると自動的に課金が始
まります。フリーダ イヤルへかける場合も課金
されますのでご注意ください。電話料金などご
不明な点は船上のゲストサービスへお尋ねくだ
さい。

全てのお客様の快適な船上生活のため、客室同
様にほとんどの公共エリアでは禁煙となってお
ります。電子たばこは客室内で喫煙可能です。水
パイプ、グラスパイプや他の喫煙機器による喫
煙は船上では禁止されています。港での給油中
は喫煙エリアに指定されたオープンデッキでも
喫煙が禁止されます。屋内での喫煙はご遠慮く
ださい。屋外での喫煙は指定された場所にてお
願いいたします。

ドライクリーニング / ランドリー

ドライクリーニング
（ウェットクリーニングのみの
船もあり）やアイロンかけな どのランドリーサー

ビス（有料）をご利用いただけます。
また、無料のセ

ルフサービスランドリーもあり、
洗剤やアイロンな
ども自由にご利用いただけます。

インターネット

シーボーン全船でWi-Fi&インターネットサービス
（有料）
がご利用いただけます。
ビジネスセンター
のパソコンを使ってインターネットにつなぐこ
とも可能です。
プレミアムスイート
（オーナーズス
イート以上）のカテゴリーのお客様は、無 料で
Wi-Fi&インターネットサービスがご利用いただけ
ます。
注意：衛星回線によるインターネット通信は、陸
地での通常回線による高速通信とは比較できな
いほど遅く、船側の制御できない事情によって接
続が断絶するなど、
安定しないことがございます。
また特定のサイトやサービスに よっては、通信制
限により接続できないこともございます。

医務室

船内には医者と看護師が常駐し、基本的な設備
の整った近代的な医療施設がございます。これ
は航海中に発生する疾病や事故に対応するため
であり、進行中の病気に対する治療は行いませ
ん。海上や港では設備や医療品に限界があるた
め、処 方薬や健康関連用品は十分に予備をお持
ちすることをお勧めいたします。

船内通貨

船内での通貨は US ドルです。船内で US ドルの
トラベラーズチェックを現金（US ドル）に替え
ることも可能です。また、US ドルから英国ポン
ド、ユーロへ の両替が可能です。

船内でのお支払い

船内では現金を持ち歩かずキャッシュフリーで
お過ごしいただけます。乗船時にクレジットカ
ードの登録を行ってください。登録完了後、クル
ーズカードは船内で使用するクレジットカード
として有効になります。船内で登録できるクレ
ジットカードは、ビザ、マスター、アメリカンエ
キスプレス、ダイナースクラブ、ディスカバリー
です。ショップでのお買い物や有料のサービス
等のお支払いの際は、クルーズカードを提示し
署名をすれば下船時の一括精算になります。署
名をする前には必ず料金のご確認をお願いいた
します。
＊船内でのお支払いを現金で行うことも可能で
す。その場合は指定された額のデポジットを
船側に預ける必要がございます。クルーズ毎
にデポジットの金額は異なりますので、船上
のゲストサービスへお尋ねください。

ホテルサービスチャージ

乗船中を通して、チップのご配慮をいただく必
要はございません。

＊1 航海日につき 1 ポイントまで
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