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クルーズの全て
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当社のブランドの柱
リージェントセブンシーズクルーズを際立たせる、 
比類のない体験とは？

贅を尽くした船旅
細部にまでこだわっています 

探検に没頭
寄港地を楽しむ為の豊富な選択肢をご用意しています

絢爛な客室
高級ホテルに引けを取らない、水上の隠れ家です

格別なお料理
素晴らしいお食事体験を提供します

非の打ち所のないサービス
お客様に応じたサービスを提供します

THE REGENT EXPERIENCE
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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）

全てのラグジュアリー
が含まれます

利用規約が適用されます
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THE REGENT EXPERIENCE

THE MOST LUXURIOUS FLEET

当社が所有する５つの客船 Seven Seas Splendor®, Seven Seas Explorer®,  
Seven Seas Voyager®, Seven Seas Mariner® and Seven Seas Navigator® は、世界中の450の寄港地を巡ります。 

スタッフとゲストの比率が1：1.5と高く、中型サイズの客船にはわずか490名から750名までのお客様が乗船。 

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。 

Seven Seas Splendor®
この船を一言で表すなら、”完璧なラグジュアリー”と言えるでしょう。 
絶妙なスタイルと快適さを組み合わせて、細部にまでこだわっています。比類の
ないサービスで、お客様はプライベートバルコニーで快適にお過ごし頂けるでし
ょう。洋上最大級のレストランや、ラ・ベランダの屋外ダイニングをお楽しみく
ださい。人気のコーヒーコネクションも、エレガントに装飾されています。

ゲスト 750  |  ゲスト１名に対するスタッフの数 1 対 1.38 

2020年2月デビュー

洋上で最もラグジュアリーな客船
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Seven Seas Voyager® 
依然として壮大で魅力的です。現代的で洗練された雰囲気であり、細部に
までこだわっています。全室バスタブ完備です。クルーズ中、屋内だけで
なく屋外でのアクティビティもお楽しみいただけるよう設計されていま
す。充実した1日を過ごした後は、プライベートバルコニーをはじめ、船
内のさまざまな場所から美しい夕日の眺めをお楽しみいただけます。

ゲスト 700  |  ゲスト１名に対するスタッフの数 1 対 1.56 

2016年10月改装

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 750  |  ゲスト１名に対するスタッフの数 1 対 1.38 

2019年11月改装

Seven Seas Mariner® 
洋上で始めて全室バルコニー付きスイートが採用されたセブンシーズマ
リナーは、落ち着きのあるスタイリッシュな色で溢れています。 
暖かくて居心地の良い船内環境を提供します。パブリックスペースは、
上質なチーク材のデッキを使用、プールデッキの美しいタイル細工や、
見事なパノラマ、ラウンジの豪華な座席もポイントです。 

ゲスト 700  | ゲスト１名に対するスタッフの数 1 対 1.57 

2018年4月改装

Seven Seas Navigator® 

贅沢でこじんまりとした、上品なスタイルのセブンシーズナビゲーターに
乗船すれば、お客様はこの船が最も愛されている船だとお気づきになるで
しょう。小さいながらも広々としたサイズです。素晴らしい料理を楽しん
だり豪華な客室でリラックスしている間に、珍しい寄港地に行くことがで
きます。真のクラシックに乗って旅行を満喫できるでしょう。

ゲスト - 490  |  ゲスト１名に対するスタッフの数 1 対 1.42 

2019年6月改装
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無料で無制限の寄港地観光 
グルメやワイン、アートや建築に至るまで、 

お客様の興味を引き付けるため、 
多くの選択肢をご用意しています。 

その中には350以上のユネスコ世界遺産も含まれます。

リージェントチョイスの寄港地観光 
リージェントチョイスの寄港地観光ツアーでは、 

ワンランク上の体験をご用意。通常とは異なるプランのため、
追加料金を頂戴いたしますが、 

それに見合う至福のひとときをお過ごしいただけます。 

ゴー・ローカルツアー 
現地のコミュニティを通じて文化を学び、 

実際にそこに住む人々を通して世界を体
験することができます。

グルメ体験ツアー 
Seven Seas Splendor® とSeven 
Seas Explorer® 限定で開催さ

れるマスターシェフ同伴のグ
ルメ・エクスプローラー・ツアー

では、料理の知識を深めます。

スパ＆ウェルネスツアー 
ホリスティックな観光を通し、未も心も解放。

お客様自身を活性化させ、若返らせます。

寄港地観光の強化 
新しいテクノロジーにより、一部のツアーではガイドの解説

を自分のスマートフォンとヘッドフォンを使用して聴くことが
できます。（英語）

THE REGENT EXPERIENCE

探検に没頭
当社のお客様だけの少人数制グループで、より充実した観光を
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リユニオン・プラン
ご家族やご友人を含む10 名様以上のグループに
向けたプライベートプランです。無料で選び放
題の寄港地観光ツアーからお選びいただけるほ
か、ご要望に応じたカスタムツアー*も企画でき
ます。客室に関する情報やクルーズを通して行
われるプライベートツアーに関するご案内も随
時お届けします。

クルーズ前後の地上プログラム
クルーズの前後に、地上の旅程を追加することができ

ます。個人または少人数グループでの観光です。 

事前予約が必要で、一部のクルーズでは無料で提供さ

れています。 

クルーズ途中の宿泊プログラム
クルーズの途中で一時下船し、 地上で1泊〜4泊できる

プログラムもございます。 ニュージーランドのミルフ

ォードサウンドや、 インドのタージマハルに立ち寄っ

て、より本格的な観光を楽しみましょう。詳細につい

てはhttps:// rssc.com/experience/customize-

your-journey/ overlandprograms をご参照くださ

い。（要予約）

寄港地観光は最終支払後、乗船前に予約が可能です。

コンシェルジュ以上　－　出港の365日前から 

その他　－　出港の300日前から
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絢爛な客室

リージェントスイート 
 
スプレンダーとエクスプローラー

のみ

413平米～

（バルコニー含む）
右記に加え、

• 無料 訪問先でのプライベート
カーによる送迎とガイドサービ
ス

• 無料 Serene Spa & Wellness®
による客室内での

 スパサービス

• 無料 無制限のランドリー＆ド
ライクリーニング

• プライベートダイニングルー
ム「ザ・スタディ」のご利用

（最大12 名様まで）

• ゲラン、ボッテガ・ヴェネタ
またはロクシタンのメール&

 ミストラルから選べるバスア
メニティ

• スパ用アクセサリー 
とスポンジェレのスポンゴロジー
コレクション

• クリスティーナ・アザリオ 
のカシミヤブランケット

• ドットール・ヴラニエス 
のフレグランスセレクション

マスター&グランドスイート 

マスタースイート 

109平米～186平米

グランドスイート69平米～147平米 

（バルコニー含む）
右記に加え、

• シニアオフィサー主催のディナー

• 毎晩スペシャリティレストラン
のご予約を確約

• スペシャリティレストランへの
ご注文も可能なインスイートダ
イニング

• 乗船日12:00より客室にお入り
いただける優先乗船サービス

• Serene Spa & Wellness®の
フィットネスセンターで開催さ
れるパーソナルフィットネスセ
ッションの25 分間体験

• 客室でのカクテルパーティ

（最大8名様まで）

• ゲランのフレグランスボックス
とスポンジェレのバッファー

• ティーフォルテのセット

スプレンダー、 
エクスプローラー、 
ボイジャー、マリナー、 
ナビゲータースイート 

46平米～84平米 

（バルコニー含む）
右記に加え、

• ヴーヴ・クリコ 
のウェルカムシャンパンボトル

• リクエストに応じてドリンクを
取り揃えたミニバー

• 客室まで配膳するキャビアサ
ービス（クルーズ中 1度のみ）

• 毎日最大3紙の日刊新聞と海図

• ブルーレイプレーヤー 

セブンシーズスイート＆ 
ホライズンビュースイート 

56平米～79平米 

（バルコニー含む）
右記に加え、

• ボッテガ・ 
ヴェネタのバスアメニティ

• フィグ&ティーリーフ 
のバスソルトセレクション

• フルーツ盛り合わせ*

• 乗船日13:00より客室にお入り
いただける優先乗船サービス

*セブンシーズスイート以上のみ

リージェントスイート
SEVEN SEAS SPLENDORTM

リージェントスイート 
SEVEN SEAS SPLENDOR®TM

セブンシーズスイートのバスルーム
SEVEN SEAS  EXPLORER®

リージェントスイート
SEVEN SEAS EXPLORER®

マスタースイートのバスルーム
SEVEN SEAS SPLENDORTM

THE REGENT EXPERIENCE
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** ベランダスイートのクローゼットはカスタムメイド
の造りつけとなっています。

コンシェルジュスイート
SEVEN SEAS NAVIGATOR®

ペントハウススイート 
SEVEN SEAS VOYAGER®

ペントハウススイート
SEVEN SEAS MARINER®

ウィンドウスイート
SEVEN SEAS NAVIGATOR®

ペントハウススイート 

33平米～58平米 

（バルコニー含む）

右記に加え、

• パーソナルバトラー

• 毎日のカナッペサービス

• ゲランのバスアメニティと男性
用シェービングキット

• iPhoneのドッキングステーシ
ョン

• Windows®タブレット 

• 枕のセレクション

• 乗船日のプレスサービス

• お客様の名前入りのステーシ
ョナリー

コンシェルジュスイート 

28平米～43平米 

（バルコニー含む）

右記に加え、

• 以下を含むクルーズ前泊ホテ
ルパッケージ

— ホテルと客船間の送迎

— 朝食

— ポーターサービス

• 寄港地観光ツアーとレストラン
の優先予約

• 双眼鏡、illy®のエスプレッソマ
シン、カシミヤブランケット

• トートバッグ

スーペリア、 
デラックスベランダ、 
ベランダ、 
デラックスウィンドウスイート

28平米～43平米 

（バルコニー含む）

• ウェルカムシャンパンボトル
とフルーツ

•プライベートバルコニ

（Seven Seas Navigator®ではウ
ィンドウスイートのみ）

• リビングエリア

• 大理石造りのバスルーム

• ユーロピアンキングサイズベ
ッド、デラックスベランダス
イートはクイーンサイズのス
ランバー社のベッド

• 毎日補充されるミニバー

• 24 時間ルームサービス

• 靴磨きサービス

• インタラクティブテレビと直
通衛星電話

• ロクシタンのメール &ミストラルの
バスアメニティ

• リージェント 
のバスローブとスリッパ

• ウォークインクローゼッ 
トとセーフティボックス**

• 化粧台とヘアドライヤー
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コンパスローズ

全船で営業する洋上最大のダス

ペシャリティダイニング。 多彩

な美食を取り揃え、ご要望に応

じてメニューを組み 合わせるこ

とも可能です。 ランチでは、シ

ャルトリューズ やパシフィック

リムの料理を一 部オーダーする

ことも可能です。(予約不要）

プライムセブン

プライベートでエレガントなス

テーキハウス。クラシックなア

メリカ料理を新たな高みへと引

き上げます。 食欲をそそるプラ

イムニューヨークストリップ、

ポーターハウス、アラスカのタ

ラバガニ、ジューシーなフィレ

ミニョンなど、お肉やシーフー

ドのグリル料理をお楽しみいた

だけます。(要予約)

シャルトリューズ

伝統的なフレンチにモダンなア

レンジを凝らしたメニューをお

楽しみいただけます。 

Seven Seas Splendor®、Seven 
Seas Explorer®、Seven Seas 
Voyager®、Seven Seas Mariner®

で営業。 (要予約)

パシフィックリム

アジアが誇る最高級の美食を取

り揃えたディナーが自慢 シラチ

ャソースのタイガーエビや、ブ

ラックアンガスビーフのプルコ

ギなど、一口ごとに満足してい

ただけるでしょう。  

Seven Seas Splendor®と 

Seven Seas Explorer® でのみ

営業しています。（要予約） 

COMPASS ROSE
SEVEN SEAS NAVIGATOR®

P A C I F I C   R I M

PRIME 7
SEVEN SEAS SPLENDORTM

THE REGENT EXPERIENCE

格別なお料理
スペシャリティレストラン

広々とした屋外ダイニングでは2人様用のテーブルを多数ご用意しています。客室でのダイ

ニングでは、完全なテーブルセットアップで、レストランのごとくお楽しみいただけます。
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ラ・ヴェランダ

シックな屋内ダイニングルーム

や、日陰の屋外デッキで、エレ

ガントに朝食やランチを楽しみ

ながら、素晴らしい海の景色を

眺めることができます。 

全船で営業。 (予約不要)

ラ・ヴェランダ/ セッテマーリ

イタリアンの定番、アンティパ

スト、伝統的なデザートや上質

なワインをご用意しており、い

つでもイタリアの風を感じるこ

とができます。全船で営業。  

(予約不要)

プールグリル

訪問先の国をイメージしたバー

ベキューや、日替わりの魚のグ

リルをはじめとしたメニューを

ご用意。ランチにもカジュアル

なディナーにも最適です。 

全船で営業。(予約不要)

LA VERANDA
SEVEN SEAS VOYAGER®

植物由来のメニューも多数ご用意

ビーガンやベジタリアンをフォロ

ーしている人、またはより植物

ベースの料理を探求したい人向け

に、植物ベースの料理を革新的な

メニューでご用意。200以上の

選択肢の中からお選びいただけま

す。

VEROウォーター

環境に配慮し、全客室には1リッ

トルの専用ガラス瓶をセット。ベ

ロウォーター及びスパークリング

ウォーターがお飲みいただけま

す。すべてのレストラン、ラウン

ジ、バーでも同様に使用されてい

ます。
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非の打ち所のないサービス
THE REGENT EXPERIENCE

フレンドリーで気の利いたスタッフ
完璧な旅の思い出作りのため、お手伝いをしま

す。専門のシェフから航海士まで、ホスピタリ

ティ業界で最高のプロフェッショナルで構成さ

れており、かつてないほどのサービスを体験す

るでしょう。

細部へのこだわり
メートルディの的確な指示、シェフの専門知

識、ソムリエの指導、そしてウェイターの気配

りが、味のシンフォニーのように感じさせ、非

の打ちどころのないサービス実現。

オフィサーは安全でスムーズに運航することに

誇りを持っています。クライアントが「メニュ

ーにはない」何かを望む場合でも、コンシェル

ジュがあらゆるご要求にお応えします。

卓越した客室係とバトラー
ペントハウススイート以上の客室では、優れた

客室係とバトラーがおもてなし。いつでも快適

にお過ごし頂けるよう、清潔で暖かな部屋を維

持して、毎日皆様の帰りを待っています。
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非の打ち所のないサービス

船上アクティビティ
全てが含まれています

カリナリーアートキッチン
料理初心者の方から経験豊富な料理人まで、幅広い好みとレベルにアピールするカリキュラムを備

えた、実践的な料理教室。 18のワークステーションには、最高級の備品が完備。 

エクスプローラーとスプレンダー限定。 

有料アクティビティです。事前予約をお奨めいたします。 

エンターテイメント
メインシアターでは、本格的な音楽からコンテンポラリーダンスまで、ダイナミックなエンターテ

イメントをご用意しています。シアター内は階層化され、視界を遮るものが無いように設計されて

います。夜は、ダンスやカラオケ、ジャズを楽しんだり、豪華なラウンジでカクテルを飲んだり、

テーブルゲームを楽しんだり、こじんまりとしたカジノで運試しをしたり、洗練された楽しみをお

客様に提供します。 

日中のアクティビティ
私たちの船はそれ自体が目的地であり、さまざまなアクティビティを楽しむことができます。船の

上層階は、ジョギングトラック、シャッフルボード、パドルテニス、パッティンググリーンなどの

アクティビティの中心地です。リゾートスタイルのプールは、リラックスして寛ぐのに最適な場所

です。コーヒーコネクションでは、スペシャリティ特製コーヒーや紅茶をお楽しみいただけます。

居心地の良い図書室には、豊富な種類の本が揃っています。カードルーム、ブティック、ビジネス

センターなどもお楽しみいただけます。

クラブマリナー・ユースプログラム
一部のコースでは、お子様向けのクラブマリナーユースプログラムをご用意。 

 5〜17歳のお子様は、ミニパットパットトーナメントからダンスパーティー、 

映画の夜まで、さまざまなアクティビティに参加できます。 

各プログラムは、プロのカウンセラーによって監督されています。

SERENE SPA & 
WELLNESS™  
世界のインスピレーショ
ンを得た、健康、美容、
ウェルネスの天国である
Serene Spa & 
Wellness™で旅行をより
豊かなものにします。  
筋肉を復元するマッサー
ジ、肌を保湿し若返らせ
るトリートメント。両方
を強化し、身も心も更に
リラックス。
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当社は常にゆったりとした広さが究極の贅沢と考え、その為の妥協を許しません

待ち時間は不要
船上でのパーソナルな空間

◊ ゲスト1名に対するスタッフの比率が1：1.5と多く、 

乗船人数はわずか490〜750人。その結果、 

行き届いたサービスが提供でき、待つことがなくなります

◊ 大型船のような施設を備えた広大なパブリックスペース

◊ キャバレースタイルのダイナミックな夜のエンターテインメン

トは２名席をご用意 

◊ 広々としたプールデッキには、常に空きがあるサンベッド

◊ 最先端のフィットネスセンター

◊ パーソナライズされた船上体験とアクティビティ

洋上の別宅
皆様の聖域

◊ 全室スイート仕様 

◊ 広々とした客室：28平米〜413平米、 

全室バルコニー付（セブンシーズナビゲーターは10％が窓付）

◊ 洋上で最も大きなバルコニー

◊ リビングルームとベッドルーム

◊ 一日2回のハウスキーピング

2名席や屋外レストラン
パーソナルな空間でのお食事

◊ いつでも誰とでも食事が楽しめる自由席制ダイニング

◊ 広々とした２名席で利用できるスペシャリティレストラン

◊ カジュアルな屋内レストランを含む最大7つのダイニング、 

ラベランダでの屋外ダイニングとプールグリル

◊ レストランさながらのルームサービス

少ない人数での寄港地観光
寄港地でのパーソナルなスペース

◊ 少ないグループでの寄港地観光

◊ 豊富な選択肢

◊ 観光客から離れたオーダーメイドの寄港地観光、 

プライベート観光と優先アクセス

◊ プライベートガイドとドライバー、目的地のエンゲージメント

洋上最大のゆとり

スペースの比較 Seven Seas Splendor® 一般的なプレミアム客船

客室 375 1,523

乗船人数 750 3,046

プライベートバルコニー 100% 85%

船のサイズ（総トン数） 55,254 183,366

客室の面積 28平米～ 17平米～

ゲスト１名に対するスタッフの数 1:1.38 1:2.4



便利な情報
詳細のご案内

Jp.rssc.comをご参照いただくか、お近くの販売店にお問い合わせください。

オンラインセミナーのご案内

特別に設計されたeラーニング画面を利用した、当社にしかないコンテンツをご用意。ご自宅などの快適な環境で受けていただくことができま
す。アジア太平洋地域地区シニアバイスプレジデント兼マネージングディレクターのスティーブ・オデルが、UNRIVALED EXPERIENCE™ 

を実現し、完璧なラグジュアリーを象徴する新しい船、セブンシーズスプレンダーを始めとする、世界で最もラグジュアリーな当社の船の旅へ
ご案内いたします。下記のQRコードから簡単にアクセス可能です。

船籍：バハマ. NCL Australia Pty Ltd ABN 8060 7578 781


