ご旅行を計画するにはSeabourn.comをご覧になるか、サイ
ンアップして、特別オファーやニュースをお受け取りください。
2018

ベスト小型船クルーズライン
2018、
2017、
2016、
2015、
2013、
2012、
2011、
2010 & 2008
『Condé Nast Traveler』リーダーズ チョイス アワーズ）
ゴールドリスト
25年間連続『Condé Nast Traveler』1994～2019年

AWA R D S
2017

WINNER

ベスト スモール クルーズライン
2017『Telegraph』トラベルアワード
世界のベスト小型船クルーズライン
2015、2013、2012、2011、2010、2009 & 2007
『Travel + Leisure』
（ ワールズ・ベスト・アワーズ）

LUXURY

2019

ベストラグジュアリー クルーズライン
（ゴールドバッジ）
2018『U.S. News & World Report』
ベスト クルーズライン ランキング
ベスト ブティック クルージング体験
2018 プラチナリスト
アメリカン航空機内誌『Celebrated Living』
シーボーンは以下に加盟しています。

3
船上

船上

CRUISE LINES

2 0 2 0 ‒ 2 0 2 1 クルーズ コレクション

ベスト クルーズライン
エクスペディション/アドベンチャー 2018 & 2019
Travvyアワーズ
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幾度にもわたり、最高の評価を得ています
CRUISE LINES

2018
AWA R D S
2017

LUXURY

2019
WINNER

ベ スト 小 型 船 ク ル ー ズ ラ イ ン
2018、
2017、
2016、
2015、
2013、
2012、
2011、
2010 & 2008

ゴールドリスト
1994～2019

ベスト スモール クルーズライン
2017『Telegraph』トラベルアワーズ

世界のベスト小型船クルーズライン
2015、2013、2012、2011、
2010、2009 & 2007

ベストクルーズライン
エクスペディション/アドベンチャー
2018 & 2019 Travvyアワーズ

ベスト ラグジュアリー クルーズライン
（ゴールドバッジ)
2018『U.S. News & World Report』
ベスト クルーズライン ランキング

ベストブティッククルージング体験
2018 プラチナリスト
アメリカン航空機内誌『Celebrated Living』

北極圏

北欧

アラスカ＆
ブリティッシュコロンビア

地中海

カナダ＆
ニューイングランド

大西洋横断

アジア

アドリア海＆
ギリシャの島々
カリブ海
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パナマ運河＆南米

アラビア半島、
インド＆アフリカ

特別な場所に
あふれる世界

アマゾン川

シーボーンのクルーズはどれも、旅行者が今までにほとんど目にした
ことのない、必見の港や隠れた秘宝を厳選しています。
オーストラリア＆
ニュージーランド

北極圏から南極大陸、東南アジアからヨーロッパ、ギリシャの島々ま
で、全 7 大陸において一度は行ってみたいあこがれの地など、小型船
ならではの、世界の夢の目的地への航行が可能です。様々なユネスコ
世界遺産など人気都市の中心地、絵のように美しい港、手付かずの自
然環境へと航行して、一人ひとりに有意義なかたちで、素晴らしい土
地を探索する旅。旅を終えた後も長らく人生を豊かにしてくれます。

6 隻の客船
7 大陸
500 以上の港

南極大陸＆パタゴニア

シーボーンならではの違い
プライベートクラブの雰囲気が漂う小型船
ゲストの期待を超えるサービスを提供できるよう献身的に努め
るスタッフによる乗船客の期待をこえる一人ひとりに対応した
サービス
受賞歴のある体験をお届けする 7 大陸すべてへの緻密に計画さ
れたご旅行
贅沢な調度を整えた全室海側のスイート
船内ではいつでも無料の高級スピリッツ＆ワインをご利用可能
ウェルカムシャンパンとお好みの飲み物を取り揃えた
無料の客室バー
チップは必要でなく、期待もされていません

シ ェ フ ト ー マ ス・ ケ ラ ー と の 提 携 に よ り ワ ン ラ ン ク 上 の
ワールドクラスのお食事
すべてのダイニング施設が無料、お好きな場所でお好きな時に
お好きな方とお食事していただけます。
先駆的な専門家と交流するシーボーン・カンバセーション
Ventures by Seabourn 、オプションの寄港地観光によって、
厳選された目的地での体験が充実したものになります。
TM

ユネスコとの提携による厳選された目的意識の高いサステナブ
ルな旅行体験
「アンドリュー・ワイル医師とスパ＆健康作り」ここでしか得ら
れないマインドフル リビング プログラム
ティム・ライス卿との提携によるイブニングエンターテイメン
ト体験 *
環境保護と持続可能性の推進に努めています。
* シーボーン・ベンチャーの船上ではご利用になれません。
 ーボーン・オデッセイ、シーボーン・ソジャーン、シーボーン・クエスト、
シ
シーボーン・アンコール、シーボーン・オベーションでご利用になれます。
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見事にデザインされた洋上の最高のリゾート

世界最高のウルトララグジュアリーな
洋上のリゾート
シーボーンは全室海側のスイート客室を備えた小型の世界最新かつラグジュア
リーな客船で航海します。機敏な動力と優雅で美しいデザインの空間や設備と
組み合わせた客船は、乗客に対する乗務員の割合が高い、他の客船が行けな
い、絵のように美しく、観光客の少ない港にアクセスすることができ、機転の
きいたサービスをご提供します。どの船をお選びになっても、広々とした、
全室海側のスイート客室、様々なダイニングオプション、ワールドクラスのス
パ、くつろげるラウンジをご利用いただけます。
シーボーン・オデッセイ、シーボーン・ソジャーン、シーボーン・クエスト
この素晴らしい姉妹船はそのほとんどがプライベートベランダを備えたベラ
ンダ付海側客室を229室備えており、ウルトララグジュアリーなクルージン
グの基準を設定しています。有能で献身的なスタッフがここでしか得られな
いパーソナライズされた心からのホスピタリティでおもてなしします。
シーボーン・アンコールとシーボーン・オベーション
美しい客船は全室ベランダ付きのスイート300室、様々な変化に富んだグリ
ル・ド・バイ・トーマスケラーやすしレストランなどのダイニング施設、
など様々なダイニング施設、そして15のプライベートカバナとザ・リトリ
ート（15のプライベート・カバナとスパ施設を持つカバナの有る、オプショ
ンで利用できる最上の隠れ処)を擁します。乗客の皆さまにはシーボーンな
らではのおもてなし、比類のない心からの機転のきいたサービスをお楽しみ
いただきます。
シーボーン・ベンチャー
2021年6月と2022年5月に初航海を予定しているシーボーン・ベンチャーとま
だ船名の決まっていない姉妹船は現代的な探検旅行家のためのウルトララグ
ジュアリーを再定義します。全132室のベランダ付きスイートを備えたこの客
船は、地球上で一度は行ってみたいあこがれの地など、世界の夢の地今まで
になく優雅かつ容易に航行できるように特別に設計されています。世界で最
も上質なウルトララグジュアリー探検体験をお届けするため、冒険用に設計
されたPC6の耐氷性能を備えた船体、厳選されたエクスペディションチーム、ゾ
ディアックボート船、カヤック、カスタム設計の潜水艇2隻など緻密に設計さ
れています。
達人の手にかかって、さらに極まるラグジュアリー
シーボーン・アンコール、シーボーン・オベーションの内装とすべての共有
スペース、およびシーボーン・オデッセイ、シーボーン・ソジャーン、シーボ
ーン・クエストのThe Grill by Thomas Keller（ザ・グリル・バイ・トーマス・ケ
ラー）は、傑出したラグジュアリーなホスピタリティデザインを得意とするデ
ザイナーのアダム D. ティハニー氏の創造的な見識により、ヨットからインスピ
レーションを得て考案されています。シーボーン・ベンチャーでは、ティハニ
ー氏の手によって、様々な探検施設、くつろげるラウンジ、エレガントなスイ
ート、カスタムメイドの贅沢な家具コレクションがデザインされました。ティ
ハニー氏の洗練に対する独創的な視点とディテールへのこだわりはシーボーン
がウルトララグジュアリークルージングの新時代を切り開くうえで、計り知れ
ない重要性を持っています。

アダム D. ティハニー、
主任デザイナー

違いを感じられるサービス
シーボーンでは期待を超えた心のこもったサービスを提供しています。
お客様は単にお客様に合わせたサービスと心からお客様のことを思う
サービスの違いにお気づきになることでしょう。

チップは不要で、期待もされていません。
シーボーンのスタッフ一人ひとりがあらゆるお客様にあらゆる場で最高
のサービスを提供することに努めています。スタッフは単純な行為を個
人的な贈り物へと換えるタッチを加えることに心から喜びを感じていま
す。私たちはこれをシーボーン・モーメントと呼んでいます。
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お客様のお好みを見抜くスタッフの能力は透視力とも言えるほどです。

洋上での比類のないダイニング体験
食におけるリーダーシップとチームにより、世界最高のレストランにも
ひけをとらない受賞歴のある、記憶に残るお食事をお届します。
熟 練シェフが 地 産のハーブ や 香 辛 料、 特 産 品で お 料 理を味 付 けし
ます。
冒険好きな方からそうでない方まで、あらゆる方にご満足いただける
メニューをご用意しています。ほとんどのメニューは注文を受けてから
ご用意します。
お好きな方と、お好きな時間に、お好きな場所でお食事が楽しめる、
オープン・シーティングになっています。
ソムリエがお勧めする高品質のワインや全てのダイニングルームは追加
費用無く自由に選択、ご利用頂けます。
The Grill by Thomas Keller（ザ・グリル・バイ・トーマス・ケラー）のご利用にはご予約が必要です。
1 回のご旅行につき 1 回のご予約を承ります。

レストラン、シーボーン・アンコール

選べる魅力的なダイニング体験
すべてのお食事が無料です — お好きな時に、お好きな場所で、お好きな
方とお食事をお楽しみください。
THE RESTAURANT（ザ・レストラン）クラシックなオープンシーティングを採
用した、エレガントなディナーをお楽しみいただける雰囲気のレストラン。2
名様から 10 名様までのテーブルをご用意しております。
THE GRILL by Thomas Keller（ザ・グリル・バイ・トーマス・ケラー） 50
年代と 60 年代のクラシックなアメリカンレストランの雰囲気を現代風に採り入
れたレストラン。完璧にグリルされたステーキ、ラムチョップ、チキン、ロブ
スター・テルミドールやほうれん草のクリーム和えなどのクラシックな人気メ
ニューをご用意しています。ザ・グリルでお食事されるお客様にはテーブルで
ご用意するシーザーサラダやアイスクリームサンデーもお召し上がりいただ
けます。事前のご予約が必要です。
THE COLONNADE（ザ・コロナード）カジュアルな屋内／屋外施設で、多彩
なメニューを取り揃えた豪華なブッフェ、またはテーブルサービスで朝食また
はランチ、日替わりで地域をテーマにしたディナーをお楽しみになれます。
THE PATIO（ザ・パティオ）リラックスした雰囲気のプールサイドでランチョ
ンブッフェ、特製グリルメニュー、焼きたてのピザなどをお楽しみいただけ
ます。
TM

EARTH & OCEAN AT THE PATIO （アース＆オーシャン・アット・ザ・パティ
オ） 毎晩、アース＆オーシャンの熟練シェフが新鮮な創作料理の数々をご
用意。世界各地からの多彩な伝統的味覚を採り入れた洗練されたメニューを
星空の下、くつろいだ雰囲気のなかでお召し上がりください。船内でも他に
は得られない格別のダイニング体験が得られます。
SEABOURN SQUARE（シーボーン・スクエア）終日、夜まで熟練のバリス
タがおいしい特製コーヒー、ペストリー、サンドイッチ、自家製ジェラートを
ご用意します。
OBSERVATION BAR（オブザベーション・バー）早起きした方は、船内の
最上階でコーヒー、ティー、ジュース、軽いペストリーをお楽しみいただけま
す。エレガントなアフタヌーン・ティータイムや夕方のタパス、軽食、カクテ
ルにもご利用いただけます。
SUSHI*（スシ）熟練のシェフが目の前で寿司を握ります。見た目にも美し
い本格的な寿司をランチやディナーでお楽しみいただけます。
ルームサービス様々なメニューの中からお選びください。いつでもご利用いた
だけます。またはザ・レストランのメニューから様々な種類のディナーメニュー
をお選び頂き、客室内やベランダでお召し上がりいただけます。
* シ
 ーボーン・アンコールおよびシーボーン・オベーションの船上でご利用いただけます。シーボーン・ベンチャー
ではザ・クラブにて寿司をお楽しみいただけます。
1 回のご旅行につき 1 回のご予約を承ります。
シーボーン・ベンチャーではザ・グリル・バイ・トーマス・ケラーおよびアース＆オーシャン・アット・ザ・パ
ティオはご利用いただけません。

シーボーン・ベンチャーの船上でのダイニング体験の詳細は Seabourn.com/Expeditions をご覧ください。

シーボーンはファインダイニングに特化した世界で最も栄誉ある料理
ソサエティの 1 つである Chaîne des RôtisseursTM（ラ・シェーヌ・デ・
ロティスール協会）の会員です。
アース＆オーシャン・アット・ザ・パティオ、シーボーン・オベーション
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シーボーンとシェフ、
トーマス・ケラー
受賞歴のある洋上ダイニング体験をさらに向上させるため、シーボーン
は世界的に有名なミシュラン 3 つ星シェフのトーマス・ケラー氏と提携
しています。The French Laundry、Per Se、Ad Hoc、Bouchon、Bouchon
Bakery、La Calenda、The Surf Club Restaurant 、TAK Room を指揮する料
理界の天才がシーボーンの全客船の食事メニューを監修しています。
シェフ、トーマス・ケラー
とシーボーン社長リチャー
ド・メドウズ、

いつでも追加費用が不要、The Grill by Thomas Keller（ザ・グリル・バイ・
トーマス・ケラー）

50 年代と 60 年代のクラシックな アメリカンレ

ストランの雰囲気を現代風に採り入れたレストラン。完璧にグリルされ
たステーキ、ラムチョップ、チキン、そしてロブスター・テルミドールや

船上
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います。ザ・グリルでお食事されるお客様にはテーブルでご用意するシー
ザーサラダやアイスクリームサンデーもお召し上がりいただけます。
シェフ、トーマス・ケラーが自ら厳選した手作りのカクテルや豊富なワイ
ンリストがお食事に彩りを添え、他のどこでも味わえない素晴らしいダイ
ニング体験を洋上でお届けします。
ザ・グリルの他にもテーマナイトの夜は、ザ・コロナード、およびザ・
パティオのプールサイドにおいて、シーボーンのシェフがケラーシェフの
レストランからヒントを得た厳選されたメニューをファミリースタイルで
ご提供します。これらのサービスはすべて船内で多彩でユニークな食の
冒険を追求していただく機会を提供しています。
ザ・グリル・バイ・トーマス・ケラーはシーボーン・ベンチャーではご利用になれません。

ザ・グリル・バイ・トーマス・ケラー、シーボーン・クエスト
シーボーン・オベーション、ザ・グリル・バイ・トーマス・ケラー

レモンタルト、ザ・グリル・バイ・トーマス・ケラー
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ほうれん草のクリーム和えなどのクラシックな人気メニューをご用意して

船上
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クルーズ中は、お飲み物の
追加費用は不要です。
ダイニングの選択肢と同様に高品質なワイン、スピリッツ、そして
船内で提供するあらゆる種類のお飲み物がおもてなしの一部とし
て提供されます。船内のどのバー、ラウンジにおいても、オープン
デッキでおくつろぎいただきながら、クラブのような雰囲気のな
かでご自由に社交をお楽しみください。お支払の必要は一切ありま
せん。

ブライアン・バン・フランダー
ンマスターミクソロジスト

五感の体験をさらに強化していただくため、シーボーンはマス
ターミクソロジストブライアン・バン・フランダーンの協力を得
て、ここでしか味わえない上質なクラフトカクテルをご用意してい
ます。
ブライアンは個性的なスピリッツと様々な新鮮な素材をブレンドし
た、おいしいだけでなく驚きのある味わいを生み出す技を実践す
ることに情熱を傾けています。この身近な錬金術を習得したシー
ボーンのバーテンダーによるカクテルを、ぜひご旅行中にお試し
ください。

ザ・グリル・バイ・トーマス・ケラー、バー

客室を担当する
専任のスチュワーデス
各船室を担当する専任のスチュワーデスはシーボーンの配慮の行き届いた、
それでいながら押しつけがましくないサービスを体現する存在です。ステュ
ワーデスは細部まで行き届いた明るくバトラーと同等の技能を持ち合わせ、
真に期待を超えたサービスを組み合わせてすべてがお客様のご希望通りである
ように配慮します。温かい笑顔とグラスシャンパンでお客様をお迎えした後、
SM

ステュワーデスは Pure Pampering の泡風呂をおすすめするかもしれませんし、
壊れたことに気が付いてもいなかったストラップを修理してお客様を驚かすか
もしれません。毎日、お客様の口には出さないご希望に気を配った献身的なサー
ビスはご旅行で最も印象に残る思い出の 1 つとなるかもしれません。

シャンパンおよびカナッペで歓迎
ご希望に応じた毎晩のターンダウン（ベッドメイキング）サービス
特別なご要望のお手伝い
ランドリーサービスのニーズに対応
氷やバーの飲みものの補充
SM

Pure Pampering バスのご用意
各種デザイナー石鹸の提供
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パーソナルなスイートステュワーデスのサービス

広々とした全室スイート、
全て海側に面した客室

21
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ペントハウス・スイート、シーボーン・アンコール

ペントハウス・スイート、シーボーン・オデッセイ

シグネチャー・スイート、シーボーン・オベーション

スイート、ご自宅のような
優雅なお部屋
23
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広々としたスイートでは無料のシャンパンとお客様のお好みに合わせ

船上
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てお取り揃えたバーがお待ちしています。
気配りの行き届いた設計と明るいタッチの洗練された調度で整えられ
た全て海側に面した客室のスイートは視界を遮られない眺めが得ら
れ、ほとんどのお部屋がくつろいだりエンターテイメントを楽しめる

モルトン・ブラウン

プライベートベランダを備えています。
スイート全室に以下の設備が備わっています。
専任のスチュワーデスが、客室内全てがお客様のご希望通りで有る
かに常に留意。
ツインまたはクイーンサイズベッド、ラグジュアリーなカスタム
メイドのマットレス、上質なコットンのリネン、ふんわりとした
オールシーズン対応の羽毛ふとんとご希望により硬めまたは柔ら
かい枕
たっぷりとした収納とウォークインクローゼット、ふかふかの上質
のコットンテリーバスローブ、スリッパ、専用金庫
お飲み物各種とご希望の無料ワインまたはスピリッツを取り揃えた客
室バー
数百本の映画や音楽を楽しめる、双方向の娯楽機能を備えたテレビ
ゆったりとした大理石のバスタブとダブルバニティ、フルタブ、シャ
ワー、ロンドンのモルトン・ブラウン社によってシーボーンのためだ
けに作成されたオリジナルの香りを採用したラグジュアリー製品
無料の PressReader アプリでお好きな新聞や雑誌を電話やタブレッ
トに表示可能
TM

旅行家、博物学者、野生動物マニアに世界最高の一品として広く認
識されている、スワロフスキー社製双眼鏡が各スイートにご用意さ
れており、ご旅行中お客様にご利用いただけます（シーボーン・ベ
ンチャー限定）
ベランダ・スイート、シーボーン・アンコール

広々とした空間、
充実したアメニティ

船上
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シグネチャー・スイート、シーボーン・オベーション

ペントハウスと
ペントハウス・スパ・スイート
ペントハウスとペントハウス・スパ・スイートでは充実したラグジュアリーなアメニティ
に加えて、さらに広いお部屋と独立したベッドルーム、大きめのプライベートベラン
ダをご用意しています。
ペントハウス スイートのアメニティ

独自のペントハウス・スパのアメニティ

全ての客室のアメニティ
高画質テレビを備えた独立した寝室
シップボードクレジット *
生花を使ったフラワーアレンジメント
フルサイズのモルトン・ブラウン社製アメ
ニティ
追加の Pure Pampering バスアメニティ

広々とした船尾に面したベランダ

SM

ネスプレッソ コーヒーメーカーとコーヒー

船上
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スパ・ウェルカム・バスケット
大型のスパシャワー、レインフォールシャ
ワーヘッドと複数のウォールジェット付き
モルトン・ブラウン社製スパ用アメニティ
バスルーム・スケール
各種ジュースと水が用意されたヘルスバー
お茶用の湯沸しポットと各種お茶
スパ用軽食各種
ルームサービスの朝食と毎日のスムージー
スパ・セレーン・エリア特典
スパ・コンシェルジュ・サービス
気分を鎮める音楽とエッセンシャルオイル・
ディフュージョン

プレミアム・スイート
最も室内の広い限られた数のスイート - オーナーズ・スイート、シグネチャー・スイー
ト・ウィンターガーデン・スイートをご用意しており、広々としたダイニングエリア、
ゲスト用の浴室とウェットバー、追加アメニティをご利用いただけます。プレミアム・
スイートの多くは隣接するベランダ・スイートと連結して、複数の寝室、バスルーム、
べランダのあるグランド・スイート構成に変換できます。
プレミアム・スイートのアメニティ

特製の各種果物の盛り合わせ

ベランダ・スイートのアメニティすべて

ネスプレッソ コーヒーメーカーとコー
ヒー

上品な蘭の鉢植え
シップボードクレジット *
無料インターネット接続
充実した客室バー
生花のウェルカムブーケ

* アップグレードでのご利用は対象となりません

ソフトでラグジュアリーなバスローブとス
リッパ
スワロフスキー社製双眼鏡のご利用
朝刊またはデジタルニュース
50 マイル（約 80km）までの無料の専用
車送迎サービス *
一部のご旅行対象
ウィンターガーデンスイート、シーボーン・ソジャーン

船上アクティビティの世界
当社の客船には同じ考えを持つ旅行者 — 世界についての好奇心を共
有する教養ある人々が集まります。同じ冒険に参加して、毎日新たなこ
とを目にして、学びます。
朝から晩まで、芸術、歴史、科学、冒険、ユネスコ世界遺産の分野
ティム・ライス卿、高い評価
を受ける英国のミュージカ
ルの作詞家

のゲスト専門家による興味深いシーボーン・カンバセーションセッショ
ンなど魅力的なアクティビティで満載です。
夜は新しいミュージカル An Evening with Tim Rice など、あらゆる気
分に合わせた様々なエンターテイメントが催されます。 カジノでは
チャンスとスキルの勝負がお待ちしているほか、デッキでは Evenings
Under the Stars® が開催されることもあります。お客様はすぐに心地よ
い仲間意識を持っていただけるでしょう。

船上
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船上
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多くの生涯にわたる友情が船上で始まるのも不思議ではありません。
魅力的な気分転換
おいしいお食事と高級ワインのテースティング
デッキでの無料マッサージ Massage Moments
キャビア ･ イン ･ サーフ

®

ビーチパーティーとバーベキュー

アラスカと南極大陸のデッキ上でのキャビア・オン・ザ・アイス
白手袋をはめたスタッフによるシーボーン風紅茶のサービス
無料のウォータースポーツ付きのマリーナ・デイ *
シーボーン・カンバセーション 特別ゲストプレゼンター
調理の実演
* 天候および諸条件により一部の目的地でご利用いただけます。

 vening with Tim Riceとマリーナ・デイはシーボーン・ベンチャーの船内ではご利用いただけません。
E

マリーナ・デイ

いくつかのクルーズでは、目的地の探検要素を充実させるために、
博物学者、科学者、写真家およびその他の専門家による熟練のエクス
ペディションチームで構成される船内スタッフが同乗します。
専門家チームによる無料の船内講義、セミナー、プレゼンテーションで
地域の野生動物、自然や文化の歴史、地形、およびその他のトピック
における知見を深められます。シーニッククルージング中、エクスペディ
ションチームメンバーがデッキやオブザベーションラウンジを周って、最
高級のスワロフスキー社製双眼鏡で見られる光景をご案内します。
オプションの寄港地観光では客船から直接出発し、エクスペディション
チームのガイドと共に、静謐なフィヨルドをカヤックで周り、森林で覆
われた海岸沿いに野生動物を観察できます。あるいは南極大陸のそび

VENTURES BY SEABOURN の
目的地
アラスカ＆ブリティッシュコロンビア
南極大陸＆パタゴニア *
アマゾン川
オーストラリア、ニュージーランド＆
南太平洋
北欧
アイスランド＆グリーンランド
南米

Ventures by Seabourn の寄港地観光
は一部の目的地での一部のセーリングでご
利用いただけます。対象となるセーリング
については Seabourn.com をご覧ください
*この目的地では、南極体験の一部のゾディアック
ボートによるツアーは無料です

え立つ氷山の間や輝く氷河のふもとの乳白色のグレーシャーミルクの
中、カヌーを楽しみます。

30
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ほとんどの目的地で、エクスペディションチームによるゾディアックボー
トでの遊覧クルーズをご用意しています。この驚異的なボートは川やそ
びえたつ氷河に沿ってフィヨルドを目の高さから観察するのにぴったり
です。
いくつかのクルーズ中では、エクスペディションのメンバーによる取っ
ておきの情報や関係性を利用して、優先的に特別な場所に上陸したりし
て特別な体験が得られます。これらはすべて、お客様が目的地を体
験する方法を充実させるという Ventures by Seabourn の使命の一
部です。

南極半島のミンククジラとカヤッカー

VENTURES BY SEABOURN

TM

お 客 様 の 体 験 を 高 めて広 げる

シーボーンのお客様はより対話を重視し、実験的で参加型な旅で目的地と関わる機会を楽しむことが増えています。
シーボーンではシーボーン・オデッセイ、シーボーン・ソジャーン、シーボーン・クエスト、シーボーン・アンコール、
シーボーン・オベーションの船上で Ventures by Seabourn（ベンチャーズ・バイ・シーボーン）をご用意しました。
より行動的な旅行者の方に魅力的で冒険にあふれるオプショナルの行動的なツアーを提供するもので、綿密に計画さ
れ、プロフェッショナルに催行され、技能と知識を備えた専門ガイドが同伴します。これはお客様が他にはない魅力的
な方法で自然を間近に体験できるようにすることに焦点を当てています。Ventures by Seabourn のオプションの寄港地
観光・ツアーは様々な能力の方に合わせて企画されています。

VENTURES BY SEABOURN、アラスカ

VENTURES BY SEABOURN、ニューカレドニア
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自分でカヌーを漕ぐのではなく、乗り物でのツアーをご希望の場合、

アンドリュー・ワイル医師と
スパ & 健康作り
シーボーンのアンドリュー・ワイル医師とスパ＆健康作りは洋上での
この種のものとしては史上初のプログラムです。
シーボーンは統合医療の先見の明のある先駆者であるワイル医師と提
携しています。彼の画期的な研究とベストセラー本は身体的、社会
アンドリュー・ワイル医師

的、環境的、精神的な健康を融合させています。シーボーン各船の
マインドフル リビング コーチは認定を受けて、ヨガと瞑想を実践し
ており、航海中にオリエンテーションやセミナー、授業でお客様に刺
激を与え、指導します。マインドフル リビング プログラムに参加さ
れるお客様はホリスティックな精神と身体という視点からクルーズ体
験をさらに充実させることができます。
ワイル医師の指導の下、全客船でのマインドフル リビングカリキ
ュラムは身体と心のバランスをさらに高めて、お客様がご旅行中に、
日常から脱却して、リラックスして、若返られるようにし、ご旅行後も
長らく人生を豊かにしてくれる体験を提供します。

船上
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あらゆる季節に対応したスパ
シーボーンのスパは世界各地の伝統的な施術を最新の技術と融合させ
た様々な種類のマッサージ、フェイシャル・ビューティトリートメン
トを提供いたします。シーボーンのスパは個人的なフィットネスプロ
グラムを維持したい、または新しいプログラムを見出したいお客様に
最適です。設備の整ったオーシャンビューのジムとモーションスタジ
オはプロのフィットネストレーナーが常駐しており、男性と女性用
のフルサービスのサロンを備えています。
スパとフィットネスサービスに含まれるもの*
アンドリュー・ワイル医師の協力の下、開発されたマインドフル リビ
ング プログラム — ガイド付きの瞑想とヨガのセッションなどを含む

船上
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有能なセラピストがマッサージ、デトックス、クレンジング、ラップ
施術など様々なボディ・フェイシャルサービスを提供
男性・女性用のフルサービスサロン
理想的なプログラムを作成するフィットネス・ディレクター
オーシャンビューのフィットネスセンター、最新のフィットネス設備を
装備
ヨガと瞑想、クリスタル・サウンド・バス、TRZ、ストレッチクラス
などを提供するモーションスタジオ
パーソナライズされたスパサービスはザ・リトリートの専用のスパ・
カバナでも提供されます（シーボーン・アンコール、シーボーン・オ
ベーションの最上階にある静謐な空間、要ご予約）
シーボーン・ベンチャー限定：視界を遮るもののないオーシャンビュ
ーを望めるガラスの壁で覆われたサウナ
*クラスの開講は客船によって異なる場合があります

ザ・リトリート スパ・カバナ、シーボーン・オベーション

シーボーン・アンコール、SPA & WELLNESS WITH DR. ANDREW WEIL

探検の違い

2021 ～ 2022 年 就航シーズン

極地クルーズの為に建造された探検船で、
PC6 の耐氷性能を備えた船体、優れた安
定性、安全性、快適性を実現する高度な
操縦技術

シーボーンは 2013 年南極大陸で初めて旅行客に夢中になれるような探検の体験を提供しまし

乗船客を夢中にさせる体験を実現する世
界有数のエクスペディションチーム

グジュアリーなスタイルで本格的な冒険をお客様に楽しんでいただけるようにしています。南
極大陸に於ける度重なる探検クルーズの成功をもとに、シーボーンはアラスカ、ノルウェー、
アイスランド、グリーンランド、アマゾン、オセアニアにおいてゾディアックボートやカヤック、
ガイド付ハイキングを採り入れた同様のオプション体験を提供する運びとなりました。シーボー
ン・ベンチャーはお客様に世界最高のウルトラ・ラグジュアリーな探検体験をお届けするため、
当社の過去の経験と変革への追求の情熱の両方を採り入れ、ウルトラ・ラグジュアリーな探検ク
ルーズの歴史における新たな一歩を踏み出します。

知識の共有。旅行の共有。

全室ベランダ付きの贅沢な調度で整えら
れた海側のスイート

経験豊富なシーボーンエクスペディションチームは世界で最も到達

あこがれの世界で最もよく知られる極限
の地を訪れる探検旅行者のために開発さ
れた趣向を凝らした旅程

者、博物学者の集団です。エクスペディションチームは船内で、正式な

しにくい地域を探検して、学ぶことへの情熱を共有する学者、科学
シーボーン・カンバセーションのプレゼンテーションと船内での気軽
な話し合いの両方において、訪れる場所の生物多様性、エコシステム、

プライベートクラブの雰囲気を漂わせる
小型の客船

物理学、歴史、文化についての専門家による知見を提供します。また、
船外での探検を案内して、目的地との関りやつながりを深め、豊かに

ゲストの期待を超えることに情熱をいだ
くスタッフによる機転のきいたパーソナ
ライズされたサービス
ゾディアックボート、マウンテンバイクと
電動自転車、スキューバダイビング、ス
ノーケリングによる探検体験
カヤックとカスタムメイドの 6 人乗り潜水
艇によるオプションの探検体験でさらに広
大な海へと探検を広げるオプションを提供
ウェルカムシャンパンとお好みの飲み物を
取り揃えた無料の客室バー
エクスペディションチームのメンバーによる
オープンブリッジポリシー * により、, 船
の操舵室と旅の舵を取る船員への直接アク
セスを提供します。
ワールドクラスのダイニング施設はす
べて無料で、どこでも、いつでも、どな
たとでもお食事が可能です 。
チップは不要で、期待もされていません 。
船上では無料の高級スピリッツとワインを
常にお召し上がりいただけます 。
ラグジュアリーな旅行者のために設計さ
れた配慮の行き届いたカスタムメイドの冒
険家のための海の上のリゾート独自の設備
と空間でお客様の体験を充実させます。
シーボーン独自のマインドフル リビン
グ プログラムを採用したアンドリュー・
ワイル医師とスパ＆健康作り
環境保護と持続可能性の推進に努めてい
ます。
* 船長の判断によります

してくれます。

ロビン・ウェスト
37
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た。高度な資格を備えたワールドクラスのエクスペディションチームが今までにないウルトララ

世界有数の
エクスペディションチーム

シーボーン・ベンチャー

シーボーン・ベンチャー 就航

探検オペレーション担当バイスプレジテント

ロビン・ウェストは世界で最も経験豊富かつ評価されている探検リー
ダーです。シーボーンの探検オペレーション担当バイスプレジデントと
して、お客様が様々な分野で、彼らの専門知識と冒険と発見への情熱か
ロビン・ウェスト、
探検オペレーション担当バ
イスプレジデント

ら恩恵を得られるよう、ロビン・ウェスト自ら探検リーダーとチームメ
ンバーを厳選しています。南アフリカ出身のロビンはスキューバダイ
ビングのインストラクター兼ダイビングツアーのオペレーターとして
冒険旅行のキャリアを開始しました。冒険への情熱から探検クルージ
ングと関わるようになり、過去 18 年間にわたって、小規模のエリート
探検旅行専門家グループに加わり、世界で最も到達しにくい地域への
旅行をガイドしてきました。

探検向けに設計
シーボーン・ベンチャーは地球上で最も人気の高い最も自然のままの状態の目的地に今までに
なく優雅かつ容易にクルーズできるように特別に設計されています。すべてのディテールがク
ルーズ船の有効距離と可動性を広げるために計算され、遠く離れた発展途上の地域で長期間にわ
たって操縦し、お客様を一度体験したら絶対に忘れられない、今まで想像できなかった場所へとお
連れできるようにしています。

スパ＆ウェルネス

ラウンジ＆バー 8 か所

ダイニング施設 8 か所

全室ベランダ付き海側のスイート 132 室

探検のための装備
カスタムメイドの潜水艇
6 人乗り潜水艇 2 隻がシーボーン・ベンチャー
の乗客に独自の忘れられない海底体験を提供し
ます。経験豊富なエクスペディションチームの潜
水艇乗組員が操縦する、エンジニアリングの粋が
結集されたこの潜水艇はお客様を海底に誘い、
南極大陸の氷表面の下に広がる非現実的な海底
の世界からフィヨルドの水中の絶壁や透明な熱帯
の海の下の生物であふれるサンゴ礁の壁まで息
をのむような光景をお届けします。一部の目的地
においてこのような非常に稀な体験が得られます
（有料）。
ゾディアックボート＆カヤック
ゾディアックボートは探検で大活躍です。この驚
異的な上陸用舟艇は、到達が難しい場所へのク
ルージングを革命的に変化させました。桟橋や
着岸施設の無い砂浜や無人島、船から遠く離れ
た氷に覆われた岸辺などに着岸する手段として
活躍します。これは水面に浮かび上がるクジラ
や荘厳な氷河、ジャングルに覆われた海峡のな
か、風光明媚な、そびえ立つフィヨルドへと連
れていってくれる魔法のカーペットなのです。ゾ
ディアックボートは手つかずのサンゴ礁まで私た
ちを案内し、心ゆくまでスノーケリングやダイビ
ングを楽しんでいる間、気長に水面に浮かんで
待っています。24 隻のゾディアックボートすべて
がシーボーン・ベンチャーの両側の水面レベル
のシェルドアの脇に集結させることができ、状況
により時間が限られている場合には、お客様全
員を一度に無料のゾディアックツアーにお連れす
ることができます。

ダブルシーカヤックは海岸沿いを静かに動き、
好奇心いっぱいで恐れを知らない野生生物の目
の高さに接近しつつ、絹のような優雅さで移動
できます。音を立てないため、氷河の溶け水の
中の氷の破片の弾ける音や滝の奏でる音、原
生林からの絶え間ないそよ風を感じられます。
水上と水中にうっそうと生い茂るマングローブ
の茂みを進んだり、色鮮やかな熱帯のサンゴ礁
の庭を避けて通ることができます。エクスペディ
ションチームの熟練メンバーが付き添って、様々
な場所で魅力的なオプションを提供してくれます
（追加料金）。

エクスペディシ
ョン・ラウンジ

ディスカバリー・センター

3 バウスラスターで
機敏な操縦が可能

シーボーン・スクエア
インフィニティプール

自転車、スノーケル＆スキューバ用品
一部の寄港地では 1 時間または 1 日、陸上をサ
イクリングするためのマウンテンバイクや電子自転
車が用意されています。市街地、田舎道、未舗
装の一方通行の道のいずれのサイクリングであっ
ても、いつでも、高性能で整備の行き届いた自
転車をご利用いただけます。
スノーケリングとスキューバによって、暖かい海
域では色鮮やかな水中の世界が目前に広がりま
す。目前に広がります。マスク、スノーケル、ヒ
レを各種取り揃えており、どなたにもぴったりの
サイズのものが見つかります。エクスペディショ
ンチームメンバーが初心者を指導して、スノーケ
リングに最も適した場所をご案内します。上級ま
たは高度な資格を備えたスキューバのダイバー
は世界各地の厳選された暖かい水域でダイビン
グするチャンスがあります。シーボーン・ベン
チャーはタンクとウエイトベルトをご用意します。
すべてのダイビングは資格を備えたダイビングマ
スターが指導します。

シェルドアは水位線の近くに埋め込
み式で取り付けられており、すばやく
簡単にワンステップで乗船できます。

ダブルシーカヤック 10 隻

カスタムメイドの探検用潜水艇 2
隻

乗下船場所

ZODIACS 24
隻

オープンブリッジ・ ポリ
シー、エクスペディション
チームのスタッフと船の
操舵室と旅の舵をとる運
航スタッフに直接交流出
来ます。
* 船長の判断によります

PC6 の 耐 氷 性 能 を 備 え た 船 体
極地地域の氷で覆われたフィヨルド
や遠隔地域、アマゾン川の奥地、
世界各地の到達が難しい場所の近
くに行けるようにします。

ディスカバリーセンターの完成予想図

ザ・クラブの完成予想図

発見のためにデザイン
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居心地がよく、親しみやすい場所はシーボーン・ベン
チャーの社交の中心となる場所で、船外での冒険の
前後にゲストが集合します。

居 心 地 の い い 観 察ラウンジで は パノラマ ビュー や
バーチャルブリッジを楽しめるほか、ユニークな野生
動物と出会うために、 簡単に船尾にアクセス出来ま
す。

探検ラウンジの完成予想図

ランディングゾーン

ディスカバリー・センター

シーボーン・ベンチャーの共有エリアのお披露目ウルトラ

ゲストが船外での探検活動に向けて準備したり、探検
から戻ってくる場所。各グループのお客様はゾディアッ
クボートに乗船して、数分以内に冒険に向けて出発で
きます。

学びとエンターテイメントのための 30 フィートのビデオ
スクリーンを備えた設備の整った学習センター。あらゆ
るお客様にご利用いただけます。

ラグジュアリーな探検の美意識

ザ・クラブ

コンステレーション・ラウンジ

シーボード・ベンチャーの船上の共有エリアはラグジュアリーなホスピ

ドリンク、音楽、ダンスフロアのあるカジュアルでエレ
ガントなラウンジ。夜はご注文を受けて、軽い寿司の
おつまみをご用意します。

前方と上下方向にパノラミックな眺望をのぞめるオアシ
ス。いつでもドリンクやピアノ演奏、会話を楽しめます。

新たな発見の為のデザイン

タリティデザインを代表するデザイナー、アダム D. ティハニー氏によっ

シーボーン・ベンチャー

ボウ・ラウンジ

シーボーン探検旅行

エクスペディション・ラウンジ
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て設計されたもので、
カジュアルなエレガントさの漂うラグジュアリーでリッチな環境によって
船上での社交ライフを促し、刺激的な冒険を共有するところから生まれ
るユニークな友情を育めるようにしています。
優れた技術的装置によって、魅力的な船外探検体験にすばやく簡単に
取り組む事が出来、お戻りの際も同様です。
最新施設がそれぞれのクルーズで重要な学びの要素を高めます。
ボウ・ラウンジのレンダリング

コンステレーション・ラウンジの完成予想図

ベランダ・スイートの完成予想図

パノラマ・ベランダ・スイートの完成予想図

シーボーン・ベンチャー・スイート
広々としたスイートでは無料のシャンパンのほかお好みの飲み物を取り揃えたバーを是非ご利用下さい。
探検用具として個別に温められたワードローブなど、冒険のために細かい配慮の行き届いたデザイン上
質の調度でセンス良く整えられています。海側のスイートではどれも視界を遮られることのない眺望が得ら
れます。プライベートベランダは部屋に向かって開き、ここでリラックスしたり、野生生物や風景を眺めた
り、エンターテイメントを楽しむことができます。
スイートのカテゴリー別の詳細および全アメニティについては Seabourn.com をご覧ください。

ペントハウス・スイートの完成予想図

ベランダ バスルームの完成予想図

シーボーン・ベンチャー
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シグネチャー・スイート ベッドルームの完成予想図

ウィンター・ガーデン・スイート、 上階の完成予想図
45

プレミアム・スイート
ワンランク上の贅沢なスペースとアメニティを配したシーボーン・ベンチャーは広々としたダイニン

シーボーン探検旅行

シーボーン・ベンチャー
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グエリア、ゲスト用バスルーム、ミニバー、さらに追加アメニティや特別設備を備えたオーナーズ・ス
イート、シグネチャー・スイート、ウィンターガーデン・スイートを少数ご用意しています。贅沢を極
めた新しい 2 階建てのウィンターガーデン・スイートまたはシグネチャー・スイートのベランダの専
用キャノピーのついたジャグジーなど。ウィンターガーデン・スイートは隣接するベランダ・スイー
トと連結して、複数の寝室、バスルーム、ベランダのあるグランド・スイートに対応できます。
スイートのカテゴリー別の詳細および全アメニティについては Seabourn.com をご覧ください。

シグネチャー・スイート リビングルームの完成予想図

ウィンター・ガーデン・スイート、 下階の完成予想図

ザ コレクション
カルチュラル コレクションはユネスコ
との独自の提携を通した深い知見と世
界遺産への優先アクセスなど、その場
所の芸術、思想、遺産を探ります。

シーボーンによる寄港地体験
シー ボ ーンでご 旅 行 の お 客 様 は 新しい 場 所を見て、 聞 い
て、 学 び、 発 見して、 体 験した いと考えて、シーボーンで

ビスポーク コレクションは専用車、
ドライバー、ガイド、ヨット、寄港地
での予約やその他のサービスを手配す
ることでお客様が寄港地での体験を
個別に作れる機会をご提供します。

の 旅 を お 選 び に なります。 年 間 450 を 超える寄 港 地 で お
客様が記憶に残る豊かな体験を得られるよう、シーボーン
は 地 域で 最 高 の 代 理 店 に 委 託して、12,000 の 綿 密 に 計 画
され た 寄 港 地 体 験を作 成、 実 施しており、アクティビティ
の 期 間、 内 容、 種 類 の 点で お 客 様 のご 希 望を満 たす幅 広

アドベンチャーコレクションは
Ventures by Seabourn ™ や 探 検 船 内
で探検用の寄港地観光などなど、お
客様に寄港地でのアクティブかつ参
加型の体験を提供する様々な寄港地
観光をご用意しています。

の 中 か ら お 選 び い た だ け る よ う、Shore Experiences
by Seabourn 全 て を、 ご 興 味 に 応 じ て、7 つ の
「コレクション」に分類しています。

マインドフル リビング コレクション
は世界的に有名な統合医学のパイオニ
アであるアンドリュー・ワイル医師と
の協力によって考案されたマインドフ
ルリビングにおいてガイド付きの海
岸体験で構成されています。
エピキュリアン コレクションは伝統的
および現代的な食べ物と飲み物を味わ
うことへの情熱に浸ることで、目的地
の独自の味覚を探っていただきます。
エッセンシャル コレクションはガイド
付きウォーキングツアーなど比較的
短期間の導入体験を提供し、お客様
が一般的な興味を得て、寄港地の見
どころを知っていただけるようにし
ています。
ジャーニーズ コレクションは予定さ
れている寄港中には訪れることので
きない代表的な見どころを訪れる、
2 ～ 13 日間のクルーズ前、クルーズ
後、クルーズ中の添乗員同伴の陸上体
験を提供します。
次 の ペ ージで は、これらのコ
レクションのいくつかをご紹介
しています。
新コレクションの詳細については
Seabourn.comをご覧ください。
イグアスの滝
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い 選 択 肢を提 供しています。 多 数 の 寄 港 地 観 光 の 選 択 肢

豊かな体験、刺激的な場所

船上
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シーボーンのアンドリュー・ワイル医師とスパ＆健康
作りの船上でのマインドフル リビング コレクション
を補足して、一部の寄港地ではご旅行中のお客様の
心／身体／精神のバランスをさらに高めるために特
別に考案された様々なオプショナルの寄港地観光を
ご用意しています。
寄港地観光にはガイド付きの瞑想、インスピレーショ
ンの湧く眺めのよいフィットネスハイキングやヨガセ
ッションなど人生を豊かにするアクティビティが含ま
れています。多くの場合、現地の優れたシェフによる
ヘルシーなお食事や、統合医療の分野に関連した現地
の重要な啓発者や場所への訪問が含まれています。

参加者は以下のような忘れられない体験を得られま
す。古代の寺院を上ってデロス島でピクニック; クレ
タ島の史跡での爽快なヨガセッションとランチ; 氷河
のフライトシーイング、その後アラスカの人里離れた
ロッジに着陸して野性味あふれるアラスカ料理; ケベ
ックのル・モナステール・デゾーギュスティーヌでの
薬のワークショップ; エーゲ海のコス島のヒポクラテ
スの木でのボーカルパフォーマンスとガイド付きの健
康増進効果のある瞑想。

アドベンチャー コレクション
夢中になれる体験が出来る行動的なオプショナルツアー
アドベンチャー コレクションでは経験に基づく学習と
屋外アドベンチャーをお求めのお客様のために、一部
の寄港地では相互交流できる参加体験型のツアーを各
種ご用意しています。参加型の体験を各種ご用意して
います。これにはシーボーン・アンコール、シーボー
ン・オベーション、シーボーン・オデッセイ、シーボ
ーン・ソジャーン、シーボーン・クエストでの一部の
ご 旅 行 お よ び 探 検 船 で の 探 検 要 素 の あ る 寄 港 地 観
光で展開されるVentures by Seabourn™のオプションが
含まれます。
アドベンチャー コレクションの寄港地観光は綿密に計
画されて専門家が実施するもので、他では得られない
かたちでお客様が自然を間近に体験できるようにする
ことに焦点を当てています。各体験を安全にお楽しみ

いただくために必要な労力と可動性という点で他社と
は比較にならないプログラムで、トレーニングおよび
特別装備は必要に応じて提供されます。世界各地の様
々な港で多彩な体験を提供しています。ニュージーラ
ンド、カイコウラ半島近くでカタマラン艇でのホエー
ル・ウオッチングでマッコウクジラ、アザラシ、アホ
ウドリ、希少なセッパリイルカを観察; 産卵期の鮭が
世界最大数のワシを引き寄せるアラスカ州ハインズの
アラスカ・チルカット・ハクトウワシ保護区でのラフ
ティングツアー; ノルウェーのノールカップ近くのホ
ニングスヴォーグからの爽快なATVサファリ、風光明
媚なマーゲロイ島を周り、伝統的なラブーのテントの
中でコーヒー休憩を取ります。

シーボーンのビスポーク コレクション

個別の要望に完璧に対応

個別の対応にかけては他の追随を許さないシーボーンはユニークなパーソナライズされた目的地体験の作成を
お手伝いします。
シーボーンプライベートエアー
ご自宅からデッキまで、そしてデッキからご自宅ま
で、シーボーンスタイルで
民間航空機を利用したり、少数のジェットカードに
頼る必要はありません。ご自宅からシーボーンのデ
ッキまで、シーボーンのデッキからご自宅までのパ
ーソナライズされたサービスをぜひご利用くださ
い。オペレーターは最高のFAAと国際安全基準に従
い、様々なサイズの機材、飛行距離のサービスをご
提供します。シーボーン・プライベートエアにお電
話1本で以下を手配いたします。

寄港地でのプライベートな旅行手配
あらゆる港であなたの1日、あなたの道
セダンからミニバスまであらゆるサイズのプライベ
ート車とドライバーをご予約ください。
ご自分のペースで寄港地を探索
地産の郷土品やアート、ワインなどをショッピング
伝統家屋や個人的な意味合いのある史跡を訪問
ご 希 望 の 場 合 は 専 門 の ロ ー カ ル ガ イ ド を 追 加
ヨット、ヘリコプター、シープレーン、馬車など特
別な乗り物をご予約ください。

往復荷物宅配サービス

有名レストランでのお食事の手配

ご自宅からプライベート空港までの専用車による送迎

寄港地でご友人やご家族との再会を手配する

プライベートターミナルでの発着

地域の物件をみるため現地の評価の高い不動産仲介
業者に会う

様々な機材と乗務員
個別に対応出来る機内食とお飲み物
シーボーンの船舶までの専用車による送迎
シーボーン・プライベートエアはシーボーンが利用
する大半の港への送迎にご利用いただけま
す。1600km、次の寄港地保護。これらすべてがオ
ールインクルーシブ料金を1回、前払いするだけで
手に入ります。

想像のままにお申し付けください、または当社にお
任せください…
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マインドフル リビング コレクション

ベニス・シンプロン・オリエント・
エクスプレス
6日間クルーズ前ジャーニー
オリエントエクスプレス急行の車両でのロンドンからヴェネツィ
アまでの車中旅行は琥珀に保存されたベルエポックのようなも
のです。過去の黄金時代の貴重な遺産をご自分で体験して、ベニ
スのラグーンでシーボーンの旅に出る際に思い出しましょう。

4日目 ロンドン ヴィクトリア駅で担当の客室係がブリティッシュ・プ
ルマンの客車のご予約席にご案内します。ケントの田園地帯を窓
越しにながめながら、
ブランチとベリーニをお楽しみください。海
峡を越えたら、ベニス・シンプロン・オリエント・エクスプレスに乗り
換えます。客車のフランス人シェフによるおいしいディナーと車内
のライブによるエンターテイメントをお楽しみください。その後、居
心地のよい寝室に変換された、豪華なヴィンテージの客室にお戻
りください。含まれているお食事：ブランチ、昼食、夕食。ホテル：プ
ライベート客室、ベニス・シンプロン・オリエント・エクスプレス
5日目 朝食はご要望を承ってから、客室にお持ちいたします。客室
内でくつろいでいただくことも、社交的なバーカーで他のゲストと
一緒にお召し上がりいただくこともできます。別の美しいレストラン
カーでゆっくりとランチをお召し上がりいただきます。午後は列車
がイタリアのドロミーティを縫うようにして進むなか、息をのむよう
な景色をお楽しみください。午後遅く、ベネツィアサンタルチア駅に
到着する前に、客室にペストリーの軽食をお持ちします。Belmond
Cipriani Hotel（ベルモンド カドガン ホテル）に移動してチェックイ
ン。夜は自由時間、宿泊。含まれているお食事：朝食、昼食、夕食。ホ
テル：Belmond Cipriani Hotel（ベルモンド カドガン ホテル）
6日目 朝食後はチェックアウトまで自由時間、その後乗船予定のシ
ーボーン船に乗船するために埠頭に移動します。含まれているお
食事：朝食

ユネスコ カンボジア：プノンペン＆
アンコールワット
6日間クルーズ前またはクルーズ後ジャーニー
ロンドン、イングランド、英国

ザ ジャーニーズ コレクション
クル ー ズ 前 、 クル ーズ 後 、 クル ーズ 中
陸路を中心とした寄港地観光
シーボーンのジャーニーズ コレクションには、
クルーズ前、
クルーズ後、そしてクルーズ中も船からの日帰り旅行では
訪れられない、数多くの世界遺産（代表的なユネスコ世界遺産など）を訪れる、緻密に企画されたオプション旅行
をご用意しています。厳選されたオプションによって、陸と海での体験をシームレスに組み合わせることができます
。2人から10人までのお客様に最適。
こじんまりとしたパーソナライズされた冒険をシーボーンらしいスタイルでお
®
届けします。シーボーン・プライベートエアーおよびPersonal Valet ラゲージサービスを予約して、さらにカスタマ

イズされた体験をしていただけるようになりました。

プノンペンでカンボジアの昔と現代の歴史を体験して、
アンコール
の旧都の広大な遺跡を探索します。数百年にわたってジャングルの
中に埋もれていた、かつては世界最大級だった都市の遺跡です。

プノンペン、カンボジア

訪れます。含まれているお食事：朝食、昼食、夕食。ホテル：Raffles
Siem Reap（ラッフルズ シェムリアップ）
4日目 バイヨン寺院や大きないちじくの木々に周囲を囲まれた有
名 な タ・プ ロ ー ム な ど 広 大 な 地 域 に 広 が る ア ン コ ー ルト
ム遺跡を見学します。含まれているお食事：朝食、昼食、夕食。ホテ
ル：Raffles Siem Reap（ラッフルズ シェムリアップ）
5日目 アンコールトムの3つの寺院とレンガ造りのロリュオス遺跡
群を訪れます。ローカルのシェフと会って、オープン市場でお買い
物したり、
クメール料理教室をお楽しみください。含まれているお
食事：朝食、昼食、夕食。
ホテル：Raffles Siem Reap（ラッフルズ シェ
ムリアップ）
6日目 朝食後、ホテルをチェックアウトして、シンガポール行きの
フライトに乗るためにシェムリアップ空港に移動します。含まれ
ているお食事：朝食
6日間のクルーズ前ジャーニーの場合。

ユネスコ シドニー、
レッドセンター＆
グレートバリアーリーフ
7日間クルーズ前またはクルーズ後ジャーニー
活気あふれる魅力的なシドニーを訪れて、オーストラリアのレッド
センターの時を超えた美と荘厳、オルガ岩群やウルルとして知ら
れる5億年にできた巨大な一枚岩を体験します。次に、
トロピカル
ノース、ユネスコに指定されているディンツリー国立公園、
グレー
トバリアーリーフなどの自然の驚異を探検します。
1日目 シドニーの歴史的なザ・ロックス地区を散策して、 シドニー・
オペラハウスの内部のプライベートツアーに参加します。
その他の見
どころ：王立植物園、ハイド・パーク・バラックス、セント・メアリー
大聖堂。含まれているお食事：朝食、昼食、夕食。ホテル：Langham
Sydney（ランガム・シドニー）
2日目 飛行機でレッドセンターに移動し、カタ・ジュタ — オルガ
岩群の赤い岩のドームを見学します。砂漠でのセーリングでは、
ウ
ルルの日没と、星空の下でのサウンズ・オブ・サイレンス ディナー
をお楽しみください。含まれているお食事：朝食、昼食、夕食。ホテ
ル：ウルルの砂漠の中をセーリング
3日目 朝食ピクニックをしながらウルルで日の出を観賞します。
ウ
ルルの神聖な場所を探検してその創造のストーリーに耳を傾けま
す。
この夜はキャメルによるサファリを体験。
ウルルとカタ・ジュタ
で日没を観賞します。含まれているお食事：朝食、昼食、夕食。ホテ
ル：Sails in the Desert, Uluru（セールズ・イン・ザ・デザート、
ウルル）

1日目 プノンペンに到着したら、Raffles Le Royal Hotel（ラッフルズ
ル ロワイヤル ホテル）に移動してチェックインします。
この日の残り
はご自由にお過ごしください。夕食はホテルでお召し上がりいただ
きます。含まれているお食事：ディナー。
ホテル：Raffles Hotel Le 4日目 カタ・ジュタとウルル上空の息をのむような眺望を楽しめ
Royal, Phnom Penh（ラッフルズ ホテル ル ロワイヤル、
プノンペン） るヘリコプター飛行の後、ケアンズまで飛行機で移動して、ポート
2日目 王宮のシルバーパゴダ、
アンコール国立博物館で古代クメー ダグラスから熱帯雨林とビーチの間にあるデラックスなThala
ル美術、悪名高いクメール・ルージュの史跡を見学します。ロシアン Beach Resort（タラ・ビーチ・リゾート）に移動します。含まれている
マーケットで伝統的なカンボジア美術品や工芸品をショッピング。 お食事：朝食、昼食、夕食。ホテル：Thala Beach Nature Reserve,
含まれているお食事：朝食、昼食、
夕食。
ホテル：Raffles Hotel Le Port Douglas（タラ・ビーチ・ネイチャーリザーブ、ポートダグラス）
Royal, Phnom Penh（ラッフルズ ホテル ル ロワイヤル、
プノンペン） 5日目 ユネスコ世界遺産 ディンツリー国立公園を探検。
ディンツリー
3日目 シェムリアップに飛行機で移動し、10世紀に建設され細かい
彫刻がほどこされ、
シバ神に捧げられている小規模のヒンドゥー教
寺院バンテアイ・スレイ寺院を

川のクルーズ、
アレクサンドラ・レンジの森林のガイド付きの散策、
ケ
ーブ トリビュレーションビーチと熱帯果樹園の訪問をお楽しみくだ
さい。
Thala Beach Resort
（タラ・ビーチ・リゾート）
で宿泊。
含まれてい
るお食事：朝食、
昼食、
夕食。
ホテル：Thala Beach Nature Reserve,
Port Douglas
（タラ・ビーチ・ネイチャーリザーブ、
ポートダグラス）
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1～3日目 ロンドンにご到着後、活気あるロンドンのチェルシー地
区中心にあるエレガントなBelmond Cadogan Hotel（ベルモンド カ
ドガン ホテル）に移動します。長くロンドンの社交家や有名人たち
のお気に入りの場所であるこの魅力的なホテルはヴィンテージな
魅力をたたえた、モダンで控えめなラグジュアリーとが融合したホ
テルです。ロンドンのあらゆる見どころへの便がよく、必要なアメニ
ティをすべて備えており、
スタイリッシュなロンドンでの生活にぴっ
たりのご自宅のように使えるホテルです。含まれているお食事：朝
食。ホテル：Belmond Cadogan Hotel（ベルモンド カドガン ホテル）

7日目 朝食後、海岸沿いのシニックなルートを通って、ケアンズに
向かいシドニーへの帰りの便に乗り、
クルーズ船に乗船するか、
ご
自分でホテルにチェックインしていただきます。含まれているお食
事：朝食
7日間のクルーズ前ジャーニーの場合。

ユネスコ南米：リオデジャネイロ、イ
グアスの滝＆ブエノスアイレス
7日間クルーズ前またはクルーズ後ジャーニー
南米で最も印象的な壮大な自然と南米大陸随一の2つの洗練さ
れた魅力的な文化的都市を堪能します。
1日目 リオデジャネイロでは、
コルコバードの丘の頂点にあるコル
コバードのキリスト像がそびえる、チジュカ国立公園を通って、有名
なコッパカバーナビーチに建つベルモンドコッパカバーナ・パラス
まで の 眺 望ドライブをお 楽しみください。ホテル：B e l m o n d
Copacabana（ベルモンド コッパカバーナ）
2日目 朝食後、1日を通してガイド付きのリオ・デ・ジャネイロツアー
でシダーデ・マラヴィリョーザ（素晴らしい都市）がその美しいセッテ
ィングと独自の文化で、ユネスコ世界遺産に指定された理由を解き
明かしましょう。コルコバードのキリスト像（クリスト・ヘデントー
ル）の高さから都市の全貌を見下ろします。シュラスケリアでの昼
食後はウルカ地区からリオ・デ・ジャネイロを違う角度から見てみ
ましょう。ケーブルカーでリオを象徴するシュガー ローフ マウンテ
ンの頂上に上り、見事な眺望をご覧いただきます。ホテルに戻
り、宿泊。含まれているお食事：朝食、昼食、夕食。ホテル：Belmond
Copacabana（ベルモンド コッパカバーナ）
3日目 午前中、
リオから飛行機でブラジルとアルゼンチンの国境に
ま た が る ユ ネ ス コ 世 界 遺 産 の イグ アス の 滝 へと向 か い ま
す。Belmond Hotel das Cataratas（ベルモンド ホテル ダス カタラタ
ス）に移動。
イグアスの滝をブラジル側から見学します。展望台橋か
ら275の滝を眺めます。地面をゆるがす滝の轟音と永遠の霧のなか
で輝く虹をご体験いただきます。
この夜はホテルにて夕食。ホテル
の立地のおかげで、開園前と閉園後に他では得られない滝の眺望
を楽しめます。含まれているお食事：朝食と夕食。ホテル：Belmond
das Cataratas（ベルモンド ダス カタラタス）
4日目 圧倒的な悪魔の渓谷の滝の上にある歩道への電車でのツ
アーなど終日、滝のアルゼンチン側でツアーを楽しみます。E l
Fortin（エル・フォーティン）で昼食 その後、
うっそうとしたジャング
ルの中をドライブして、マクコ・サファリ ボートで悪魔ののどぶえ
に向かって、急流のなかを上流するスリル満点のツアーを体験し
ます。圧倒的な滝の轟音に取り巻かれて、水しぶき、虹、霧のベー
ルを移動する際には、防水ポンチョとカメラ用バッグが提供され
ます。ホテルに戻り、濡れた服を着替えて、夕食＆宿泊。含まれてい
るお食事：朝食、昼食、夕食。ホテル：Belmond das Cataratas（ベル
モンド ダス カタラタス）
5日目 朝食後、
ブエノスアイレス行きのフライトに乗るため空港に
移動。
ここで、
Alvear Palace Hotel
（アルヴェア・パレス・ホテル）にチェ
ックインします。
この夜はブエノスアイレスを象徴するRojo Tangoシ
アターでディナーとタンゴのパフォーマンスをお楽しみいただきま
す。
ウェルカムドリンクに始まり、華やかな雰囲気のなか豪華なディ
ナーが続きます。ディナーを終えたら、
くつろいで、
ライブ演奏にあ
わせた、熟練のプロのタンゴダンサーの激しく、情熱的で、正確な
ダンスに魅了されましょう。アルゼンチン必須の体験をしたら、
ホテルに戻って宿泊。含まれているお食事：朝食、昼食、夕食。ホテ
ル：Alvear Palace（アルヴェア・パレス）

6日目 アルゼンチンのコスモポリタンな首都を観光。中心市街の
五月広場付近、石畳のサンテルモ地区、色鮮やかなラ・ボカ地区を
訪れます。見どころには、
アルゼンチン大統領官邸（カサ・ロサダ）、
メトロポリタン大聖堂、
カビルド、国会議事堂、
テアトロ・コロンが含
まれます。最後に、エレガントなレコレタ地区にて、
「プライベート
な空間」で特別なランチをお楽しみいただきます。
ここではアルゼ
ンチンの有名なエンパナーダの作り方も教えてもらえます。その
後、
ご自分で夕食を取って、睡眠。含まれているお食事：朝食、昼食、
夕食。
ホテル：Alvear Palace（アルヴェア・パレス）
7日目 ホテルでの朝食後、周辺で午前中は自由行動。
その後、乗船
するために港に移動します。含まれているお食事：朝食
7日間のクルーズ前ジャーニーの場合。

デナリ体験

°°

アラスカのスワードからアンカレッジまでの5日間または6日間
のクルーズ前またはクルーズ後の旅
アラスカには素晴らしい自然がたくさんありますが、中でも一番は
北米最高峰デナリ山。車、鉄道、飛行機による旅はすべて、おぼろげ
な姿を見せる、頂上を雪で覆われた雄大なデナリ山の山頂と国立
公園を中心としています。
1日目 1500メートルの花崗岩の険しい絶壁の間の氷の川、
グレー
ト・ゴージ・オブ・ザ・ルースの上空を飛行。
そびえたつデナリ山がネ
ナナ川の絶壁に建つ国立公園とMcKinley Chalet Resort（マッキンリ
ー・シャレー・リゾート）へと迎え入れてくれます。含まれているお食
事：ディナー。
ホテル：McKinley Chalets（マッキンリー・シャレー）
2日目 ガイドの案内でデナリ国立公園を訪れます。
グリズリー・ベ
ア、アメリカクロクマ、おおかみ、ヘラジカ、カリブー、
ドールビッ
グホーンを目にできます。ローリングヒルズ,
アルピン・ツンド
ラ・バレー、デナリ国立公園の雪で覆われた周辺の自然のままの
川、標高6,190.4m 含まれているお食事：朝食、昼食、夕食。ホテ
ル：McKinley Chalets（マッキンリー・シャレー）
3日目 自由行動。様々なアクティビティをオプションでお楽しみい
た だ けます。含まれているお 食 事：朝 食 。ホテル：M c K i n l e y
Chalets（マッキンリー・シャレー）
4日目 景色を楽しめるドーム型の観察用車にのって、
アンカレッジ
まで移動。手つかずのタイガの森を越えて、自然のままの河川に
そって進みます。アンカレッジでは、Captain Cook Hotel（キャプテ
ンクック・ホテル）のCrow’s Nest Restaurant（クローズ・ネスト・レ
ストラン）でお祝いのディナーをお楽しみください。含まれている
お食事：朝食、昼食、夕食。ホテル：Captain Cook Hotel（キャプテ
ン・クック・ホテル）
5日目 デナリとアメリカの適当な時間に、ホテルからアンカレッジ空
港に移動して、帰国便に乗ります。含まれているお食事：朝食、昼食
5日間のクルーズ後ジャーニーの場合。6日間の旅にはアンカレッ
ジでの1泊が含まれています。
°°

デナリへの寄港地観光は最少催行人員10名となっており、25名様まで参
加できます。

クルーガー国立公園＆Lukimbi Safari
Lodge（ルキンビ サファリ ロッジ）
4日間クルーズ中ジャーニー
クルーガー国立公園は南アフリカ最大の野生動物保護区であり、
環境管理方針における世界的な第一人者です。ほぼ1300km²の敷
地で は 言 葉 に 書き表 せ な い ほどの 野 生 生 物 体 験を得られま
す。Lukimbi Safari Lodge（ルキンビ サファリ ロッジ）は豪華な
ラグジュアリーなサファリロッジで、写真好きにはたまらない魅力
を備えたLwakahle River岸に位置します。

1日目 ケープタウンから飛行機でクルーガー国立公園に向かいま
す。
クルーガー国立公園はアフリカの野生動物保護区で最高数の
哺乳類を誇り、他に比類のない多様な野生動物が生息していま
す。Lukimbi Safari Lodge（ルキンビ サファリ ロッジ）川を見下ろす
曲線状のオープンデッキの付いた魅力的なプライベートロッジで
す。昼食後、午後のサファリゲームドライブまでサファリ本拠地のア
メニティをご確認ください（詳細は以下をご覧ください）。
この夜は
アフリカの星空の下でパチパチ音を立てても得るボマ・ファイヤー
を囲んで夕食をとりながら、語り合います。含まれているお食事：昼
食、夕食。
ホテル：Lukimbi Safari Lodge（ルキンビ サファリ ロッジ）
2日目＆3日目 早朝のモーニングコールの後、木がまばらに茂るサ
バンナのなか、ビッグファイブ（水牛、
ゾウ、
レパード、
ライオン、サ
イ）
とバードウォッチングのビッグシックス（ジサイチョウ、
アフリカ
オオノガン、
ミミヒダハゲワシ、
ゴマバラワシ、
ウオクイフクロウ、
ク
ラハシコウ）を観察しながら、朝のゲームドライブをお楽しみいた
だきます。
クルーガー国立公園の南部にはレボンボ山地や国立公
園の最高地点Khandzaliveもあります。ロッジに戻って、
ブランチを
取り、曲がりくねる川をのぞむデッキまたは、素晴らしいリバービュ
ーとプライベートデッキの付いたモダンなアフリカ風の内装のスイ
ートでおくつろぎください。
どちらも次の午後遅くのゲームドライブ
までの間、
くつろいだり、静かに安心して野鳥や動物を眺めるのに
最適の場所です。
この夜はボマまたはロッジ内で夕食を取っていた
だきます。含まれているお食事：朝食、昼食、夕食。ホテル：Lukimbi
Safari Lodge（ルキンビ サファリ ロッジ）
4日目 最後の早朝ゲームドライブを楽しんで、
ロッジにて朝食。そ
の後チェックアウトして、空港に移動します。
（お弁当が支給されま
す）ダーバン行きフライトと待機中のシーボーン船にチェックイ
ン。含まれているお食事：朝食とランチ。

タージ・マハル＆ジャイプル クルーズ
中ジャーニー陸路：ユネスコ提携ツア
ー
4日間クルーズ中ジャーニー
タージ・マハルはムガル皇帝シャー・ジャハーンが愛妃を追悼して
17世紀に建てた巨大な白い大理石の墓廟です。インドイスラム建
築の最高傑作とみなされており、インドにおけるイスラム美術の
宝であり、ユネスコ世界遺産に指定されています。
1日目 下船して、コーチンからデリーに飛行します。
ご到着後、ホ
テルに移動して夕食、宿泊。含まれているお食事：ディナー。ホテ
ル：Oberoi Hotel New Delhi（オベロイ ホテル ニューデリーまたは
同クラスのホテル）
2日目 朝食後、バスでアグラに向けて出発します。
アグラは伝統を現
在までとどめる旧ムガル帝国の首都です。砂岩でできた荘厳なアー
グラ城塞を訪れた後、ホテルで昼食を取ります。
この夜は刺激的な
日没の光に灯るヤムナー川越しに魅惑的なタージ・マハールをご
観賞ください。
その後ホテルに戻り、
夕食、
宿泊。含まれているお食
事：朝食、昼食、
夕食。
ホテル：Oberoi Amarvilas Hotel（オベロイ アマ
ールヴィラス ホテルまたは同クラスのホテル）
3日目 早朝起床して朝日に照らされるタージマハルを訪れます。
朝食後はジャイプルの数百年にわたって訪れる人を魅了してき
た、バラ色に輝く美しい「ピンクシティ」に車で移動します。昼食後
はヒンズー教とムガル帝国の建築による壮大なシティパレスと18
世紀に建設された天体観測施設、ジャンタル・マンタルを見学し
ます。その後、ピンクシティで夕日をご覧いただき、夕食、宿泊。含
まれているお食事：朝食、昼食、夕食。ホテル：Rambagh Palace（ラ
ンバーグ パレスまたは同クラスのホテル）。
4日目 早めの朝食の後、チェックアウトを済ませてムンバイに移動
し、パノラマツアーをお楽しみになるか／シーボーン船に乗り継ぎ
ます。含まれているお食事：朝食

デナリ国立公園

その他のシーボーンの旅
ユネスコバンフ国立公園＆ロッキー山脈
クルーズ前：6泊7日
ユネスコ リマ、クスコ＆マチュピチュ
クルーズ前：7泊8日、クルーズ後：6泊7日s
ユネスコ 中国の秘宝：北京、西安＆香港
クルーズ前＆クルーズ後：5泊6日
ユネスコ 黄金の三角地帯：タージ・マハル
＆ジャイプル
クルーズ前＆クルーズ後：5泊6日
南アフリカ：ケープタウン＆クルーガー パーク サファリ ロッジ
クルーズ前：6泊7日、クルーズ後：5泊6日
南極探検t
クルーズ前：12泊13日
ユネスコ トスカーナの宝
クルーズ前またはクルーズ後：4泊5日
ユネスコ ヨーロッパの帝国の伝統
クルーズ前またはクルーズ後：9泊10日
スイスアルプスの湖畔の秘宝
クルーズ前またはクルーズ後：5泊6日

すべてのオファーを見るにはSeabourn.comを
ご覧ください。
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6日目 ロー・アイルズとグレートバリアーリーフでのスノーケリング
とサンゴ礁観察の1日に出かけます。
この巨大な植民地的な生活
様式の進化とそれが支える生き物の複雑な関係について学びま
す。Thala Beach Resort（タラ・ビーチ・リゾート）
で宿泊。含まれてい
るお食事：朝食、昼食、夕食。ホテル：Thala Beach Nature Reserve,
Port Douglas（タラ・ビーチ・ネイチャーリザーブ、ポートダグラス）

シーボーン・ディスカバリーツアーは厳選された世界

ります。シーボーンではタージ・マハルやアンコール

遺産においてシーボーンのためだけに企画されたもの

ワットなど魅惑的な史跡を訪れる数日間のクルーズ中

で、シーボーンのお客様は制限されたエリアや隔離さ

ジャーニーをいくつかご用意しています。ホテル、お

れたコレクションへの特別なアクセス、特別に認定さ

食事、交通費が含まれています。これらのツアーは素

れた専門家による特別な解説、その他世界遺産での特

晴らしい体験をご用意しており、別の港に寄港してい

別な個人的な体験ができます。最も象徴的な世界遺産

る船までお送りします。

の多くは内陸にあり、寄港中に訪問できないこともあ

シーボーン世界遺産およびシーボーン・ディスカバリー・ツアーは Seabourn.com からご覧ください。ご旅行で
ツアーを選択される際にはこれらのシンボルをお探しください。

シーボーン世界遺産ツアー
このシンボルはユネスコ世界遺産を訪れる寄港地観光
を示しています。このオプションツアーの料金にはユ
ネスコ世界遺産基金への少額の寄付が追加されます。

シーボーン・ディスカバリー・ツアー
ディスカバリー
ツアー

このシンボルはシーボーンのユネスコとの提携によ
る、限定的な世界遺産寄港地観光を意味します。この
オプションツアーの料金にはユネスコ世界遺産基金へ
の少額の寄付が追加されます。

国際連合
教育科学
文化機関

世界
遺産
条約

ユネスコ世界遺産の公式クルーズパートナー

アンコールワット、カンボジア

シーボーン＆ユネスコ
公式クルーズパートナー
シーボーンはユネスコと提携して、世界遺産への持続可能なツアーを奨励しています。当社のサポートによって、
ユネスコの使命に対するより幅広い理解とコミットメントの育成を支援し、あらゆる人類にとって普遍的な価値を
もつと考えられる独自の自然・文化遺産を特定、保護、促進しています。世界遺産についての特別な知識を持つゲ
ストは当社のシーボーン・カンバセーションシリーズに参加して、より深い知見と情報でゲストのご旅行を高めて
いただけます。シーボーン コレクシ Shore Experiences by Seabourn 全体で、ゲストの方が世界遺産を訪れてこれ
について学ぶなかで、保全を支援できるようにする独自の寄港地観光を 2 種類ご用意しています。シーボーン世界
遺産ツアーには世界遺産への訪問が含まれています。
カルタヘナ、コロンビア

シーボーンは持続可能なツー
リズムを通じて世界遺産条約
を支持します

赤い城、デリー、インド
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世界
遺産
ツアー

LA SAMANNA RESORT、セントマーティン
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BELMOND CADOGAN HOTEL、ロンドン

ホテルの選択

HOTEL GRANDE BRETAGNE、アテネ

幅広いホテルセレクション

クル ー ズ 前 とクル ーズ 後
シーボーンのクルーズはそこだけを訪れる価値のある、世界最高の都市で始まり、終了します。ご参考までに、
ご旅行を 1 泊以上ご延長できるように、これらの都市におけるシーボンのご旅行に匹敵する優れた品質、サービ
ス、価値を提供する厳選されたホテルをご紹介しています。
当社のホテルパッケージには毎日のご朝食、専用車サービス、ホスピタリティ担当者、お荷物の運搬、ベルサービ
スへのチップおよびすべての税金が含まれています。シーボーンを通してご予約の際は、1 回のご予約でクルーズに
これらがすべて含まれており、便利かつ安心です。
プライベート輸送と乗り換え
ホテルでの滞在のご購入のあるなしにかかわらず、
シーボーンはご旅行を開始または終了する港で信頼
のおける質の高い移動サービスまたは乗り換えサービ
スを手配できます。また、4 時間および 8 時間の専用
車サービスも承ります。詳細はトラベルアドバイザーに
おたずねになるか、シーボーンまでお問い合わせくだ
さい。

MAJESTIC HOTEL & SPA、バルセロナ

シーボーンのホテルプログラムに含まれるもの
1 泊以上のホテル宿泊
完全な朝食
適用される税（V.A.T. および G.S.T. を含む）および
ベルマンへのチップ
お荷物の運搬
空港、ホテル、船の間の専用車サービス

都市
アムステルダム
アンカレッジ
アテネ
オークランド
バリ
バルバドス
バルセロナ
ボストン
ブエノスアイレス
ブエノスアイレス
コペンハーゲン
コペンハーゲン
ケープタウン
ドバイ
ダブリン
香港
香港
イスタンブール
リスボン
ロサンゼルス

ホテル
Waldorf Astoria
Hotel Captain Cook
Hotel Grande Bretagne
Cordis Auckland
The Ritz-Carlton, Bali
Fairmont Royal Pavilion
Majestic Hotel & Spa
Fairmont Copley Plaza
Alvear Palace Hotel
Alvear Icon
Hotel Nimb
Copenhagen Marriott Hotel
The Table Bay
Four Seasons Jumeirah Beach
InterContinental Dublin
The Langham, Hong Kong
The Peninsula Hong Kong
Shangri-La Bosphorus, Istanbul
Four Seasons Hotel
Ritz Carlton Marina Del Rey

都市
ロンドン
ロンドン
ロンドン
マイアミ
モントリオール
大阪
レイキャビク
ローマ
上海
シンガポール
シンガポール
セントマーティン
ストックホルム
シドニー
サンチアゴ
バンクーバー
バンクーバー
ベネチア
ベネチア

ホテル
The Savoy
The Belmond Cadogan Hotel
The Langham, London
Four Seasons Hotel Miami
The Ritz-Carlton, Montréal
The St. Regis Osaka
Radisson Blu 1919
Parco dei Principi
Four Seasons Hotel Shanghai
Four Seasons Hotel Singapore
Raffles Singapore
Belmond La Samanna Resort
Grand Hotel Stockholm
The Langham, Sydney
The Ritz-Carlton, Santiago
Pacific Rim Vancouver
Pan Pacific Vancouver
Bauer II Palazzo
Luna Baglioni Hotel

ベネチア、イタリア

ベルゲン、ノルウェー

シーボーン・クエスト、シドニー、オーストラリア

クルーズプラン一覧表
2021

2020年
1月

2月

シーボーン・
オデッセイ

船上
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3月
大西
洋横
断

カリブ海

シーボーン・
ソジャーン

4月

5月

地中海

6月

南極大陸＆パタゴニア

シーボーン・
アンコール

オーストラリア＆ニュージーランド

シーボーン・
オベーション

大西洋
横断

A
&
G

11月
地中
海

地中海

1月

7月

パナマ運
河＆南米

シーボーン・
ベンチャー

就航前＆就航探検

9月
北極
探検

10月
季節限定のミグレ
ーション＆探検
(SME)

11月

12月

1月
南極探検

2月

アラビア半島＆
アジ
インド
ア

59

アジア

オーストラリア＆ニュージーランド

アラビア半島＆インド

アジア

アラビア半島＆インド

地中海

アラビア半島＆インド

カリブ海

アドリア海＆ギリシャの島々 (A&G)

アジア

カナダ＆ニューイングランド

北欧

オーストラリア＆ニュージーランド

アラスカ＆ブリティッシュコロンビア

大西洋横断

南極大陸＆パタゴニア

ワールドクルーズ

3月
S
M
E

5月

南米

南極大陸＆パタゴニア

2022年
8月

4月

ワールドクルーズ

探検クルーズ一覧表
船名

3月

カリブ海

パナマ運河＆南米

2021年

2月

カリブ海

アドリア海＆
ギリシャの島々

北欧

12月

大西洋
横断

アラスカ＆ブリティッシ パナマ運河＆
南米
ュコロンビア

地中海

地中
海

10月

カナダ＆ニューイングランド

北欧

アラビア半 A
島＆インド &
G

アジア

アラビア半島＆
インド

地中海

9月

アドリア海＆ギリシャの島々

アラスカ＆ブリティッシュコロンビア

南米

アジア

8月

アドリア海＆ギリシャの島々

ワールドクルーズ

シーボーン・
クエスト

7月

船上

船名

4月
アマゾン探検

5月
SME

シーボーン クラブ
シーボーン クラブの貴重なメンバーとして、会員様は様々な限定シーボーン クラブ特典を受けられます。ロイヤルティは2通りの方法でリワードを得ら
れます。マイルストーン・アワードは航海した日数およびシーボーン・クラブポイントに基づいています。
マイルストーン・アワード
1日航海するたびに、セイルド・デイ1日を獲得します。
これはマイルストー
ン・アワードとして加算されます。シーボーン クラブ・マイルストーン・アワ
ードはクラブアカウントがセイルド・デイ140ポイントに達する場合、7日
間までの無料クルーズ、セイルド・デイ250ポイントに達する場合、14日間
までの無料クルーズと引き換え可能です。
また、
これらのセイルド・デイの
マイルストーンに達する場合、船上でTiffany & Co®からのギフトをお渡し
します。
100セイルド・デイ		

1,500セイルド・デイ

200セイルド・デイ		

2,000セイルド・デイ

500セイルド・デイ		

2,500セイルド・デイ

シーボーン クラブポイント
マイルストーン・アワードに加えて、様々な追加特典の資格を得られるシー
ボーン クラブポイントも獲得できます。
このポイントによってシーボーン
クラブの会員資格のレベルが決まります。
シーボーン クラブポイントは様
々な方法で獲得できます。
シーボーンの船上でのセイルド・デイ1日につきシーボーン クラブポイン
トを1ポイント

World’s Leading Cruise Lines™ がお客様を完璧なバケーションへと

ペントハウスまたはプレミアム・スイートに公示運賃を支払うゲストはセ
イルド・デイ1日シーボーン クラブポイントを1ポイントを獲得します

導きます。多彩なブランド、旅程、
クルーズスタイルをご覧ください。

 スコート付のシーボーン・ジャーニー 1晩につきシーボーン クラブポ
エ
イントを1ポイント

1,000セイルド・デイ

7 0 0 を 超える目 的 地 に 運 航 する1 0 0 隻 を 超える船 舶 を か かえる

 上またはクルーズ前のオンラインでの対象となるお買い物$500USD
船
につきシーボーン クラブポイントを1ポイント。セイルド・デイ1日につき
追加シーボーン クラブポイントを1ポイントまで

忘れられない体験が待っています。
旅に出よう。探検しよう。
クルージングしよう。

制限事項が適用されます。詳細、ご利用規約全文についてはSeabourn.comをご覧ください。

レベル

1 ～ 19

20 ～ 69
シーボーン
クラブポイント

シーボーン クラブ
プラチナ会員

シーボーン クラブ ダイヤ シーボーン クラブ
モンドエリート会員
ダイヤモンドエリート
会員

70 ～ 139
シーボーン
クラブポイント

140 ～ 249

250 ～ 649
シーボーン
クラブポイント

シーボーン
クラブポイント

船上

60

シーボーン
クラブポイント

シーボーン クラブ
ゴールド会員

650+
シーボーン
クラブポイント
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シーボーン クラブ会員 シーボーン クラブ
シルバー会員

船内
n

n

船上での特別イベ
シーボーン クラブ会員
ントとレセプション と同じ特典に加えて以
シーボーン クラブ 下の中からお好きな 1
各旅でホストまたは つ：
ホステス

n

n



今後のクルーズで
船上のご予約につい
て 5% の割引
ご友人に紹介して
いただいた場合、特
別シップボードクレ
ジットプログラム

n

n

n

n

n

n

n

寄港地寄港地観光の
10% 割引 **
高級ワイン＆スピ
リッツ 10% 割引
無料インターネッ
ト接続 – 2 時間 シル
バーパッケージ
無料通話 – 20 分
シーボーン クラブ シ
グネチャー マッサー
ジ
スパ セレーン エリア
での 1 日
無料ランドリーバッ
グ1つ

シーボーン クラブ会
員と同じ特典に加えて
以下の中からお好きな
2 つ：
n

シーボーン クラブ会 シーボーン クラブ会員 シーボーン ダイヤモン
員と同じ特典に加えて と同じ特典に加えて以下 ドクラブと同じ特典に
加えて以下のすべて：
以下の中からお好きな のすべて：
3 つ：
寄港地観光 15% 割引 ** $100 スパ用クレジッ
寄港地観光の 10% 割 寄港地観光 15% 割
ト
高級ワイン＆スピリッ
引 **
引 **
ツ 25% 割引
無料のドライクリー
高級ワイン＆スピ
高級ワイン＆スピ
ニング *
無制限の無料インター
リッツ 15% 割引
リッツ 20% 割引
ネット接続
船まで／船からの下
 料 インターネット
無料インターネット
無
無料通話 – 40 分
船 / 乗船乗り換え – 50
接続 – 3 時間 ゴール
接続 – 4 時間 プラチ
マイル圏内
シーボーン クラブ シ
ドパッケージ
ナパッケージ
グネチャー マッサージ お一人利用追加料金
無料通話 – 30 分
無料通話 – 40 分
スパ セレーン エリア
A – PH カテゴリー：
シーボーン クラブ シ シーボーン クラブ シ での 1 日
150%• お一人利用追加
グネチャー マッサー
グネチャー マッサー
ランドリーとアイロン
料金 PS – GR カテゴ
ジ
ジ
がけ無料
リー：175%•
スパ セレーン エリア スパ セレーン エリ
ご希望の日刊紙（毎日） ご自宅のようなスイー
での 1 日
アでの 1 日
優先乗船
ト内で、アップグレー
無料ランドリーバッ
無料ランドリーバッ
ドされたウェルカム
グ1つ*
グ1つ*
シャンパン
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

シーボーンは以下に加盟しています。

n

n

n

n

n

n

n

n

ご自宅で
n

n

特別オファーの優先 シーボーン クラブ会員 シーボーン クラブ会員 シーボーン クラブ会 シーボーン クラブ会員 シーボーン クラブ会員
ご案内
と同じ特典に加えて
と同じ特典に加えて： 員と同じ特典に加え
と同じ特典に加えて：
と同じ特典に加えて :
て：
一部のセーリングに シーボーン クラブ シ シーボーン クラブ
シーボーン クラブ ダ
シーボーン クラブ ダ
シーボーン クラブ
ついて 5% 会員割引 ルバー会員 ラゲージ ゴールド会員 ラゲー
イヤモンド会員 ラゲー イヤモンドエリート会
タグ
ジ
プラチナ会員 ラゲー ジタグ
員 ラゲージタグ
シーボーン クラブ
タグ
ジタグ
シーボーン アドバ
専任のシーボーン クラ
専任のシーボーン ク
会員 ラゲージタグ
ラゲージの輸送サー
専任のシーボーン ク
イザリー ボード会
ブ コンシェルジュ
ラブ コンシェルジュ
シーボーン クラブ
員資格
ビス 10% 割引
ラブ コンシェルジュ ラゲージ輸送サービス
ラゲージ輸送サービ
ヘラルドの購読
Travel + Leisure® と
ラゲージ輸送サービ
20% 割引
ス 20% 割引
カスタマイズ可能
15%
Condé
Nast
Traveler
ス
割引
®と
T

ravel
+
Leisure
Travel + Leisure® と
なオンラインプロ
の購読 **
Travel + Leisure® と
Condé Nast Traveler の
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フィールとご希望
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Condé Nast Traveler
設定
購読 **
購読 **
ザリー ボード会員資
の購読 **
シーボーン アドバイザ シーボーン アドバイ
格
シーボーン アドバイ リー ボード会員資格
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ドライクリーニングと
「同日仕上げサービス」
は無料ではなく、
通常料金が課されます。
*船上での7日間ごとにバッグ1つ

**制限が適用される場合があります。
Conde Nast Travelerは年間に8刊発行
•一部のご旅行対象

#SeabournCruiseでご自分のクルーズ体験をシェアしてください

