
 

 

リージェント セブンシーズクルーズ 

ラグジュアリートラベラー向けの 

魅惑の 2024-2025年クルーズコレクションを発表 

 

没入型コレクションの 160クルーズは、130停泊 

 18の初寄港地、4本のグランドボヤージュも 

 

 

 

 

2022 年 8 月 18 日（東京） - 世界のラグジュアリーオーシャンクルーズラインをリードするリージェント 

セブンシーズクルーズが、2024-2025 年クルーズコレクションを発表。世界で最も美しい寄港地を巡る魅

力的な旅程と新寄港地が紹介されています。予約販売は 2022年 8月 25日から開始されます。 

 

世界で最も豪華なクルーズ船による 2024-2025 年シーズンは、前年度シーズンより 21 クルーズ多い

160 のクルーズで展開され、いずれも寄港地での充実した滞在時間と体験を提供。どのクルーズも豊か

な文化体験に浸れる没入型の旅程が組まれています。五大陸を網羅するデスティネーションは、アフリ

カとアラビア、アジア、オーストラリアとニュージーランド、カナダとニューイングランド、アラスカ、バミュー



 

 

ダ、人気のカリブ海、パナマ運河、地中海、北ヨーロッパ、さらには南米や南太平洋に加え、南極にまで

及びます。 

 

2024-2025 年クルーズコレクションの日程は 7 泊からもっとも長い 150 泊の 2025 年ワールドクルーズ

「魅惑に満ちた旅」まで。4 本のグランドボヤージュは、それぞれ数週間にわたって数十の港を巡る壮大

な海路アドベンチャーです。 

  

アラスカでは従来の 7泊クルーズに加え、14泊クルーズを 2日程で実施。西ヨーロッパではこれまで以

上に多くのクルーズを設定。新造船セブンシーズ グランデュアーは地中海、カリブ海でのクルーズ後に

カナダとニューイングランドでの初シーズンを迎えます。 

  

リージェント セブンシーズクルーズ社長兼 CEO ジェイソン･モンタギューは、「2024-2025 年クルーズコ

レクションは、数千海里を越えて新しい文化を体験し、新しい視点を得る機会をご提供できるように組ま

れています。このコレクションでは私たちを取り巻く世界とつながるきっかけが、次から次へと繰り出され

ます。いくつもの新寄港地、多くの港での停泊、そして最大の魅力でもある無制限に参加できる無料寄

港地観光などで、私共のラグジュアリークルーズは、すべての旅行者の "旅への渇望"を満たす最良の

治療薬となるはずです」と総括しています。 

  

世界で最もラグジュアリーなクルーズ船群によるクルーズでは、他ではまず得られないあらゆる贅が含

まれた極上の快適性を体験することができます。2024-2025 年クルーズコレクションでは、すべての寄

港地での無料で無制限の観光ツアーや、まったく新しいエココネクトツアーとビハインド･ザ･デザインツア

ーにより、世界でもっとも素晴らしい寄港地体験が得られ、まさに各地の文化に没入できる他に類を見な

い機会が提供されます。クルーズ料金には、様々なスペシャリティレストランやテラス席ダイニングでの

洗練の食事、特選ワインやスピリッツ、エンターテイメント、無制限のインターネット利用、無料のバレーラ

ンドリー、前払いチップ、地上送迎、そしてコンシェルジュレベルスイート以上の客室利用にはクルーズ前

の 1泊ホテルパッケージ、以上が含まれています。 

  

リージェント セブンシーズクルーズの極上の洋上空間は、クルーズ中の完璧な自宅のくつろぎと休息･リ

ラクゼーションの場となります。エレガントで完璧なサイズの各クルーズ船のゆとりある内部スペース、そ

して業界トップクラスの乗員対乗客の比率により、旅慣れたゲストにも満足のいく最高のサービスとおも

てなしが届けられます。 

   

クルーズ船毎に見るリージェント セブンシーズクルーズ 2024-2025年クルーズコレクション 

  



 

 

セブンシーズ グランデュアー 

2024年 7月に初の地中海シーズンをスタート。ローマ発から始まり、最後はバルセロナに至る 5クルー

ズを実施。モナコのモンテカルロ、イタリアのベネチア、トルコのイスタンブールなどで停泊を予定。 

  

8月には、バルセロナからニューヨークまでの 16泊クルーズで大西洋を横断。カナダ＆ニューイングラン

ドでの初クルーズとして、バミューダも含めた 5 クルーズを実施。寄港地は、ロードアイランド州ニューポ

ート、ノバスコシア州ハリファックス、ケベック州モントリオール、ニューファンドランド州コーナーブルック、

ニューブランズウィック州セントジョン、マサチューセッツ州ボストン、メイン州バーハーバーなど。 

  

2024 年の締めくくりとなるクルーズでは、北米のバラエティに富んだ海岸地域と古き良き時代の魅力を

探訪。2025 年はカリブ海とパナマ運河を巡る 12 クルーズでスタートします。カリブ海の温暖な冬を満喫

しながら、ホンジュラスのロアタン、メキシコのコスタマヤ、ドミニカ共和国のプエルトプラタ、英領バージン

諸島のトルトラ、キュラソー島のウィレムスタット、サンバルテルミーのグスタビア、メキシコのラパス、カリ

フォルニア州のロサンゼルス、メキシコのカボサンルーカスといった活気ある港を訪れる予定。 

  

カリブ海クルーズに続いては、マイアミからバルセロナまでの 14 泊クルーズで大西洋を横断します。主

な寄港地は、バハマのグレートスターラップケイ、スペインのセビリアとバレンシアなど。ポルトガルのア

ゾレスでは、島の温泉プール、色鮮やかなカルデラ湖、亜熱帯植物、17～18 世紀の建物が完璧な形で

保存されている魅力的な町などを探訪。 

  

 

https://flairjapan.us17.list-manage.com/track/click?u=2fe4dbeaea55d83cb89b9469c&id=516b0e40ca&e=0dc54762d5


 

 

  

セブンシーズ スプレンダー 

2024 年 4 月から地中海クルーズを開始。太陽の日差したっぷりの西地中海とギリシャの島々を巡る 3

クルーズを実施。スペインのコスタ･デル･アサアール沿いにある県都カステリョは、ビーチに加え、後背

地や緑豊かな風景も魅力です。5 月には北ヨーロッパに拠点を移し、モナコ、フランス、モロッコ、ポルト

ガル、スペイン、イングランド、スコットランド、ウェールズ、グリーンランド、アイスランドなどを巡る 12クル

ーズを予定。新規寄港地は、サンタンデール（スペイン）、ヘイマエイ（アイスランド）、デューピヴォーグル

（アイスランド）、モーレイ（ノルウェー）、カレー（フランス）。 

  

北ヨーロッパで数か月間を過ごした後、再び地中海に戻り、イタリア、ギリシャ、トルコ、フランス、スペイ

ン、ポルトガルを訪れる 2クルーズを実施。 

  

11 月には南アフリカのケープタウン、ナミビアのウォルビスベイ、南アフリカのリチャーズベイ、同ダーバ

ンでの停泊を含むアフリカ＆アラビアクルーズの 3旅程。 

  

2025年のスタートに向けて、ケープタウンから大西洋を横断し、南米シーズンの出発港となるリオデジャ

ネイロに。3 クルーズで、ブラジルのサンパウロ、アルゼンチンのブエノスアイレス、チリのプンタアレナス、

ウルグアイのモンテビデオ、ブラジルのイタジャイを含む個性豊かな数々の都市を訪れます。 

  

3月にはリオデジャネイロからリスボンに至る 16泊クルーズで大西洋を横断。ハイライトはブラジル沿岸

クルーズ、カーボベルデのミンデロ、カナリア諸島のサンタ･クルス･デ･テネリフェなど。 

  

 

https://flairjapan.us17.list-manage.com/track/click?u=2fe4dbeaea55d83cb89b9469c&id=0d876ac1bb&e=0dc54762d5


 

 

 

セブンシーズ エクスプローラー 

2024 年夏はアラスカシーズンとなります。アラスカのスワードとブリティッシュコロンビアのバンクーバー

を結ぶ 7泊クルーズを 15日程、14泊クルーズを 2日程で実施。5月から 9月までは、ミスティフィヨル

ドの断崖や滝、伝説に彩られたスキャグウェイ、圧巻のハバード氷河などを訪れながら、花々が咲き乱

れる中、野生動物が最も活発な時期のアラスカを満喫できます。 

  

9 月にはブリティッシュコロンビア州のバンクーバーから日本の東京に向けて太平洋を横断。アジアでの

2024 年冬シーズンに先駆けて、まずは東京発で日本国内と韓国に寄港する周遊 2 クルーズが予定さ

れています。 

  

10 月には「偉大なるアジア探訪」グランドボヤージュがスタートします。アジアの 3 旅程を組み合わせ、

日本の宝石、東南アジアの長閑な海岸、オーストラリアの大自然など、無数の驚きに満ちた 63 泊の冒

険です。インドネシア、シンガポール、タイ、ベトナム、中国、日本の各港で停泊が含まれ、アジアの魅力

に存分に触れることができます。 

  

12 月、オーストラリアとニュージーランドに向けて舵を取ります。メルボルンのヨーロッパ風の街並み、シ

ドニーを代表する港の眺め、オークランドの息を呑むような絶景に魅了されます。 

  

オーストラリアとニュージーランドを後に、2025 年の 1 月から 4 月までは東南アジアで 8 クルーズを実

施。桜の時期の 3 月と 4 月に東京発着で実施される 4 クルーズが含まれています。アジアの他の国々

では、ベトナムのダナン郊外の伝統的な漁村を訪ねるツアーや、シンガポールで多文化の街並みを人力

車で巡るツアーなど、多彩な文化体験が用意されています。 

  

セブンシーズ ボイジャー 

2024 年の春シーズンは地中海で過ごします。ポルトガルのリスボンに始まりリスボンに終わるシーズン

中に 8 回クルーズを実施。トルコのイスタンブール、イスラエルのエルサレム、フランスのボルドーで停

泊。6月には、リスボンからベルギーのアントワープに至る北ヨーロッパへの 1クルーズを予定。 

  

6月末には 79泊の「豪華なヨーロッパの旅」グランドボヤージュがスタート。北ヨーロッパと地中海の 7ク

ルーズを組み合わせたもので、ポルトガルのリスボン発着。スペイン、フランス、チャンネル諸島、ベルギ

ー、オランダ、イングランド、スコットランド、北アイルランド、アイルランド、イタリア、モンテネグロ、ギリシ

ャ、トルコ、キプロス、イスラエル、マルタを巡ります。 

  



 

 

9 月から 11 月にかけては夏の暑い日差しが和らいだ地中海を舞台に、ポルトガルのポルティマン、イタ

リアのサルデーニャ、ギリシャのイグメニツァ、クロアチアのリエカ、トルコのエフェソスなど、隠れた名所

を訪れる 10泊または 12泊の 5クルーズ。 

  

11月にはバルセロナからアフリカ西海岸に沿って南下し、南アフリカのケープタウンでの停泊で旅を終え

ます。次いでケープタウンからドバイまで、南アフリカ、モザンビーク、フランス領コモロ、セイシェル、オマ

ーン、アラブ首長国連邦を経由する 1クルーズを実施。 

  

その後はドバイからシンガポールまでの 21泊のクルーズで大陸を移しアジアに向かいます。途中アラブ

首長国連邦、インド、スリランカを経て、新年はラカディブ海を航行しながら迎え、その後ミャンマー、タイ、

マレーシアに立ち寄った後にシンガポールに入港します。 

  

2025年初頭は南太平洋、オーストラリア、ニュージーランドで過ごす 6クルーズ。インドネシアのバリ島、

オーストラリアのメルボルンとシドニー、フランス領ポリネシアのボラボラ島とパペーテ、ニュージーランド

のオークランドで停泊。 

  

3 月にはニュージーランドのオークランドからギリシャのアテネに至る 70 泊の「遙かなるスパイスロード

を辿る」グランドボヤージに出発します。3 大陸走破の壮大なる冒険譚では、オーストラリアのケアンズ、

シンガポール、ベトナムのホーチミン、スリランカのコロンボ、エジプトのルクソール、ヨルダンのアカバと

いった数々の個性あふれる寄港地を探訪します。 

  

2025年春シーズンはアジアでの 2クルーズ。1回目はバリ島からバンコクまでのクルーズで、インドネシ

ア、シンガポール、ベトナムに寄港します。2回目はバンコクからドバイに至るもので、タイのサムイ島、イ

ンドネシアのサバン、インドのムンバイ、アラブ首長国連邦のフジャイラでの寄港が予定されています。 

  

その後ボイジャーはドバイからアテネまでの 18 泊のクルーズを。停泊が予定されているエジプトのルク

ソールでは王家の谷に広がる遺跡を熱気球で俯瞰したり、砂漠のジープサファリやベドウィンの集落で

ティータイムを楽しんだりなども。 

  

セブンシーズ マリナー 

2024 年夏シーズンは温暖な気候の 5 月に、カリブ海とパナマ運河へのクルーズでスタートします。寄港

地は、アルバのオラニエスタッド、キュラソーのウィレムスタット、ボネールのクラレンダイク、グレナダの

セントジョージズ、セントルシアのカストリーズ、サンバルテルミーのグスタビア、プエルトリコのサンファン、

サウスカロライナのチャールストン、バージニアのノーフォーク、そしてニューヨーク。 



 

 

  

北ヨーロッパの 5 クルーズを組み合わせた「大いなる北極の冒険」グランドボヤージも見逃せません。

2024 年 6 月にニューヨーク発でバルセロナに至る 83泊の壮大な探検です。アイスランド、デンマーク、

ベルギー、ドイツ、ノルウェー、オランダ、フランスでの停泊を楽しみながら、北米とヨーロッパを巡ります。 

  

8 月には地中海で、スペイン、フランス、モナコ、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、カナリア諸島、モロッコ

に寄港する 4クルーズを実施。 

  

冬シーズンの 11 月にはスペインのバルセロナからフロリダ州マイアミまでの 14 泊クルーズで大西洋を

横断します。11 月から 12 月にかけてはフロリダ州マイアミ発着でアマゾン川の中心部にまで分け入る

24泊の周遊クルーズを行います。 

  

年末にかけては、カリブ海とパナマ運河を巡る 3 クルーズを実施。寄港地はホンジュラスのロアタン、ベ

リーズのハーベストケイ、メキシコのコスタマヤとコスメル、フロリダ州のキーウエストとマイアミ、ドミニカ

共和国のプエルトプラタ、プエルトリコのサンファン、サンバルテルミーのグスタビア、ドミニカ国のロゾー、

アンティグアのセントジョンズ、バハマのグレートスターラップケイ、ジャマイカのキングストン、ケイマン諸

島のジョージタウン。 

  

2025 年は、「魅惑に満ちた旅」ワールドクルーズで幕を開けます。南は南極、東はアジア、北はアラスカ

まで、3大洋、5大陸、25か国、約 100の寄港地を隈なくめぐるラグジュアリーな 150泊の探検です。限

定寄港地イベントとしてはアルゼンチンのブエノスアイレスのルーラルパビリオンでの「美味しい料理と華

やかなリズム」、ニュージーランドのオークランドのイーデンパークでの「マオリの文化」、タイのバンコク

ではパタヤのサンクチュアリー･オブ･トゥルースでの「Li-Khe ダンスとタイの伝統」などが企画されていま

す。 

  

セブンシーズ ナビゲーター 

2024 年 5 月にアテネ発で 10 泊の地中海クルーズを実施。アドリア海を経てベネチアで旅を終えます。

続くベネチア発の 10 泊クルーズではクロアチア、イタリア、ギリシャ、フランス、スペイン、モナコを巡り、

地中海の魅力に浸ることができます。 

  

6月以降は、北ヨーロッパを舞台に 8クルーズ。うち 3クルーズは、エストニアのサーレマー島、デンマー

クのエスビャウ、オランダのフリシンゲンに加え、初寄港の地フランスのカレーも訪れます。 

  

9 月からは 11 月まではスペインのバルセロナを起点に地中海での秋シーズンに入ります。全 6 クルー



 

 

ズではギリシャ、トルコ、モンテネグロ、クロアチア、イタリア、フランス、スペイン、モナコ、キプロス、イス

ラエル、ポルトガルの各寄港地を巡ります。新規で加えられる寄港地は、マルタのゴゾ島、イタリアのポ

ンツァ、ギリシャのリムノス島、スペインのメリリャ。 

  

11 月下旬にはスペインのバルセロナ発 14 泊クルーズで大西洋を横断し、フロリダ州マイアミに拠点を

移します。 

  

12月からはカリブ海とパナマ運河を訪れます。2025年2月までの9クルーズでメキシコ、ケイマン諸島、

ジャマイカ、バハマ、ドミニカ共和国、プエルトリコ、サンバルテルミー、ドミニカ国、アンティグア、英領バ

ージン諸島、アルバ、キュラソー、ボネール、グレナダ、セントビンセントとグレナディーン、セントルシア、

バルバドス、トリニダード･トバゴ、グアドループ、マルティニーク、ベリーズ、ホンジュラス、米国南部のフ

ロリダとルイジアナを巡ります。 

  

2025年 2月には、マイアミ発着の周遊で、中米を経由してアマゾン川を下り、カリブ海に戻る 25泊のク

ルーズに就きます。アマゾナス州の州都で最大の都市でもあるマナウスで停泊。 

  

2025 年 3 月にはフロリダ州マイアミを出港し、カリブ海とパナマ運河でのクルーズを実施。その後地中

海に向かい、スペインのバルセロナでシーズンを終えます。 

  

以上の詳細は https://jp.rssc.com/ 

   

リージェント セブンシーズクルーズについて 

リージェント セブンシーズクルーズは、30 年にわたりラグジュアリーを求めるトラベラーに極上の体験を

提供しています。ゲスト数は最大 732名、広々としたスタイリッシュなクルーズ船 - セブンシーズ エクス

プローラー、セブンシーズ マリナー、セブンシーズ ナビゲーター、セブンシーズ スプレンダー、セブンシ

ーズ ボイジャー、そして 2023 年に加わるセブンシーズ グランデュアー - が世界で最もラグジュアリー

な客船群を形成、地球の隅々にいたる 450以上のイマーシブなデスティネーションを巡ります。洋上でも

っとも広いうちに数えられる豪華なオールスイートの客室はそのほとんどにプライベートバルコニーを備

え、贅を尽くしたパブリックエリアや広大なアウトドアスペースも含めて船内では十二分にパーソナライズ

されたサービスが提供されます。さらに真にオールインクルーシブのクルーズラインをうたうリージェント 

セブンシーズクルーズならではのサービスとして、すべての寄港地で追加料金なし無制限に地上ツアー

に参加できます。クルーズ料金にはそのほか、スペシャリティレストランや屋外ダイニングを含む様々な

レストランでの美食、特選ワインとスピリッツ、エンターテイメント、無制限のインターネットアクセス、無料

のバレーランドリー、前払いチップ、コンシェルジュレベル以上のスイートにはクルーズ前泊 1 泊の宿泊

https://flairjapan.us17.list-manage.com/track/click?u=2fe4dbeaea55d83cb89b9469c&id=0db5dfa23d&e=0dc54762d5


 

 

と港への送迎パッケージ、以上全てが含まれています。 
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