
詳細は旅行会社または弊社までお問い合わせください。

シーニック・クルーズ　日本地区販売総代理店
International Cruise Marketing Ltd.
インターナショナル・クルーズ・マーケティング株式会社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-3-20 仙石山アネックス501
TEL:03-5405-9213　FAX:03-5405-9214　E-mail:cruise@icmjapan.co.jp
http://www.icmjapan.co.jp/scenic（日本語版）　https://www.scenicusa.com（外国語版）

Spa Suites
スパスイート（50-52㎡）
Verandah Suite inclusions plus:
ベランダスイートの設備に加えて：
  Phillipe Starckデザインのダブルサイズジャグジー
  スチームシャワー
   スイートにつき1時間の無料スパトリートメント
  無料のランドリーサービス

Panorama Suites
パノラマスイート（110-115㎡）
Verandah Suite inclusions plus:
ベランダスイートの設備に加えて：
  デッキソファ備え付けの広々とした屋外テラス
  スチームシャワー、フル・バスルーム（バスタブ、シャ
ワー、洗面化粧台、トイレ）、2ボウル洗面台、VIPアメ
ニティ
  スイートにつき1時間の無料スパトリートメント
  無料のランドリーサービス
  ダイニングとショアエクスカーションの優先予約

Owner’s Penthouse Suites
オーナーズペントハウススイート（195㎡）
Panorama Suite inclusions plus:
パノラマスイートの設備に加えて：
  プライベートジャグジー、デイベッド、ラウンジエリ
アを備えた広々とした屋外テラス
  豊富な品揃えのワインバー・ミニバー
　（ゲストのお好みに合わせ毎日補充されます）
  スデュアルスチームシャワー、スパ機能付きバス、ゲスト用化粧室
  屋外テラスに備え付けのプライベートデイベッドにて、
ゲストお一人様につき１時間の無料スパトリートメント
  無料のランドリーサービス
  ダイニングとショアエクスカーションの優先予約

Discovery Yacht　Suites

Verandah Suites
ベランダスイート（32-40㎡）
Includes:
  プライベートベランダ
  ラグジュアリーなキングサイズベッド
  独立した寝室とラウンジエリア
  バトラーサービスと24時間ルームサービス
   Illyのコーヒーやスペシャリティ紅茶を含むミニバー
（毎日補充されます）

All-Inclusive Dining　Culinary Delights

10のダイニングオプション

Elements　エレメンツ
イタリアン、ステーキ、シーフードにフィーチャーしたメインレス
トラン

Chef’s Table　シェフズテーブル
味わい豊かなダイニングへご招待します

Koko’s　ココズ
アジアンフュージョンレストランと日本酒バー

Sushi @ Koko’s　寿司＠ココズ
本格的な日本食

Teppanyaki @ Koko’s　鉄板焼き＠ココズ
鉄板焼きのプライベートダイニング

Lumière　ルミエール 
コンテンポラリー・フレンチダイニングとシャンパン・バー

Azure Bar & Café　アジュール・バー＆カフェ
一日中リラックスできるバー＆カフェ

Epicure　エピキュール
熟練のシェフの料理の技を間近に体験できるクッキング・エンポ
リウム

Yacht Club　ヨットクラブ 
プールサイドグリル、ビュッフェ＆バー

In-Suite Dining　ルームサービス
24時間、様々なメニューをお部屋でお楽しみいただけます

Discovery Yacht　Innovative Design
ディスカバリーヨット

客室（スイート）
オールインクルーシブ・ダイニング

美食
Soar above
飛翔
  限界がないということ-かつてアクセス不可能と思
われていた場所もシーニック・エクリプスのヘリコ
プター※で探索することができます。
　 南極上空からペンギンの行進を眺め、低空飛
行でイタリアの火山の神秘を目の当たりに

Dive below
深海へ
  シーニック・エクリプスの７名乗り潜水艦※で、深海
200mの世界の謎に迫ります。
　ギリシャの海底遺跡や、澄み切った極地の水
中で泳ぐ巨大な親子クジラの驚異など。

Scuba experiences
スキューバ体験
  経験豊富なダイバーなら、無数の野生生物やカラフ
ルなサンゴ礁を楽しめます※

　※別途料金がかかります

Scenic Freechoice
豊富に選べるエクスカーション
  各寄港地では、リラックスしたものからアクティブ
なものまで様々なエクスカーションから選んでご参
加いただくことができます。
たとえば、アイスランドのブルーラグーンで温
泉を堪能したり、セビリアの街を電動自転車で
走ったり。

Scenic Enrich
シーニック・エンリッチ
  一生に一度の特別かつユニークな体験を。息を飲むよう
な風景や体験も、シーニックならオールインクルーシブで
クルーズ料金に含まれております。
  荘園の主夫妻の招待でハイティーを楽しんだり、王立ア
ンダルシア馬術学校で馬によるバレエショーを鑑賞した
り、期待を超える体験をお楽しみください。

Discovery Team
ディスカバリーチーム
  すべてのデスティネーションに精通した熟練の 
ディスカバリーリーダー
  ゾディアック、カヤック、スノーシューズ、電動自転車
  シュノーケリング
  船内シアターでのレクチャー

The Scenic Sixth Star Experience　Beyond Adventure All-Inclusive Shore Excursions　Elements of Discovery
オールインクルーシブのショアエクスカーション

探検をより豊かに６つ星客船で冒険のその先へ

※別途、費用がかかります。

THE WORLD’S FIRST 
DISCOVERY YACHT: 
SCENIC ECLIPSE
史上初のディスカバリーヨット“シーニック・エクリプス”

ディスカバリーヨット

革新的なデザイン

Safety first
安全第一
   GPSを用いたダイナミックなポジショニングと国
際的に高い安全基準を誇り、革新的なフィンスタ
ビライザーを搭載。全エリアで快適なクルージン
グを実現します。

1A Ice class rating
1A アイスクラス
   北極・南極を安全に航行するために、ラグジュアリー
船として最も高いクラスの格付けを得ています。

Built to discover
探検船仕様
  船内温度調節室と特注のマリーナプラットフォー
ムを備えた探検船です。

Unparalleled inclusions
オールインクルーシブ
   究極の探検のためにカヤック、ゾディアック、電動
自転車、スノーシューズ、ヘリコプター※、７名乗り
の潜水艦※を搭載しています。

Taste the world
世界の味を船上で
  カジュアルからフォーマルまで、世界中のエリア
でインスピレーションを受けた食事を10のダイニ
ングオプションにてご提供します。

Raise a toast
乾杯
  アットホームなシャンパン・バーから、見晴らしの
良い場所からの壮観な景色を楽しめる場所まで、
８か所の広々としたバーやラウンジがございます。

Well, well, well
より健康的に
  550㎡の広さを誇るサンクチュアリ・スパ。セント
ラルスパから北欧風のプールまでご用意しており
ます。

Room to roam
洋上のくつろぎ
  228名の、あるいは極地クルーズでは200名のゲ
ストのためだけに用意された、パブリックスペース
とラグジュアリーなスイート。

詳細は旅行会社または弊社までお問い合わせください。
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Scenic Eclipse offers the finest in 6-star luxury.

Spa Sanctuary

Ship overview

Submarine^

10 Dining Experiences
Marina

Lounge & Bars Theatre

Helicopter^

Suites

Sun Terrace

Zodiacs

Indoor and Outdoor Pools

シーニック・エクリプスの6つ星サービス
究極のラグジュアリー　最新鋭の船と発見の数々
この素晴らしいディスカバリーヨットでのあらゆる瞬間に
きっとご満足いただけることでしょう

サンクチュアリ・スパ
550㎡の広さを誇るサンクチュ
アリ・スパは、冒険で疲れた身体
を癒してくれます。

潜水艦^
本船搭載の7名乗り潜水艦で、
深海のミステリー探索に出か
けましょう。 10のダイニングオプション

カジュアルからフォーマルまで、９か所
のレストランと24時間ルームサービス
をご利用いただけます。

^ヘリコプターと潜水艦搭乗には別途費用がかかります

マリーナ
特注のマリーナプラットフォー
ムからはゾディアックの乗下船
が可能です。

ラウンジ＆バー
228名（極地クルーズでは200名）
のゲストがリラックスし、自由にく
つろぐことができる十分なスペー
スが用意されています。

シアター
船内の豪華なシアターでは、バラ
エティに富んだパフォーマンスや
講演、コンサート、映画などを上演
いたします。

ヘリコプター ^
ヘリコプターで地平線の向こう
側へ冒険に出かけましょう。

客室（スイート）
32㎡のベランダスイートから247㎡の2
ベッドルーム・ペントハウススイートま
で、シーニック・エクリプスのスイートは
オーシャンクルーズの基準を超越します。

サンテラス
見晴らしの良いサンテラスからは、
信じられないような大自然の光景
や野生生物の姿を一望できます。

ゾディアック
本船搭載の14隻のゾディアック
で目的の地への最接近が可能に
なります。

屋内・屋外プール
天候に左右されずに屋内温水プールや
屋外プールで泳ぐことが可能です。

Scenic Eclipse

  全室ベランダ付きの広々としたスイート
  ゲスト1名に対してスタッフ1名という比率の 
パーソナルなおもてなし
  カジュアルからフォーマルまで、 
10のダイニングオプション
  お飲み物はすべて無料*
  すべてのゲストにバトラーサービス
  サンクチュアリ・スパとプール
  ジム、ヨガ＆ピラティススタジオ
  屋内・屋外スイミングプール
  エキスパートディスカバリーリーダーが 
すべてのクルーズに乗船
  エンターテイメントとディスカバリープレゼンテーション
  無料のセルフランドリー
  無料Wi-Fi
  ご希望に応じて、下船後のエアポートトランスファー

  多彩なショアエクスカーション
  シーニック・エンリッチ・プログラム
  熟練の地元ガイド
  ゾディアックでのエクスカーション
  カヤック、シュノーケリング、スノーシューイングなどの 
アクティビティ
  電動自転車
  潜水艦での深海探索^
  ヘリコプター搭乗^
  スキューバダイビング^
  エクスカーション参加時のミネラルウォーター
  シェフ特製ランチボックス

Truly All-Inclusive

シーニックでは、様々な特典が
料金に含まれています。
６つ星客船シーニック・エクリプスは、
真にオールインクルーシブな
ラグジュアリー・パッケージをご提供します。

真のオールインクルーシブ

All tipping and gratuities on board and onshore
船内および上陸中に必要なチップは
すべてクルーズ料金に含まれております。

上陸中には―

船内で―
On board

* ヴィンテージのスピリッツ、ワイン、シャンパンを除くすべてのお飲み物が無料です。
^別途料金が必要です。

Book the ultimate 
in luxury. 
Visit: icmjapan.co.jp/scenic
For enquiries: cruise@icmjapan.co.jp

ECLIPSE

Onshore


