
2017年下期
（2017年12月～2018年4月）

■

■

■

■

■

■

■

スケジュールは発行時点での予定スケジュールを掲載しています。事前の予告なく運休する場合や、天候、海洋条件、

本スケジュールおよび条件は、2017年10月現在のものです。

お一人様一泊あたり下記のサービスチャージが船上会計に自動加算されます。（2歳未満は対象外）

各船のタイムテーブルの（）内は、寄港地の現地時間となります。

スタークルーズ ピーティーイー リミテッド　日本オフィス

：SGD  21

バルコニー以下（BA - D D） ：SGD  17

スイート（AA - AB）

〒105-0021 東京都港区東新橋2-4-6 パラッツォ シエナ8F

TEL : 03-6403-5188 / FAX : 03-6403-5189

子供料金の設定はございません。

港内混雑による接岸調整、またその他のやむを得ない理由により、発着時間や寄港地などのスケジュールの変更、また

グループ料金は、8キャビン以上ご利用のグループに適用可能です。

クルーズ料金の総額は、キャビン代金＋ポートチャージ＋ホリデーサーチャージ（適用日のみ）を合算した金額になります。

それに伴い寄港地での滞在時間が短縮される場合があります。



出航日
2017年 3日、10日、17日 24日、31日

7日、14日、21日、28日
4日、11日、18日、25日
4日、11日、18日、25日
1日、8日、15日、22日

12月
1月
2月
3月
4月

曜日 都市 入港時刻 出港時刻 チェックイン開始時刻 ゲートクローズ
16:00日曜日 レムチャバン（タイ） - 17:00 13:30

月曜日 シアヌークビル（カンボジア） 11:00 19:00

日曜日出航　レムチャバン（バンコク）発着　3泊4日クルーズ

サムイ島（タイ） 11:00

Low

19:00

Peak

2018年

水曜日 レムチャバン（タイ） 11:00
火曜日

※ 上記料⾦は1キャビン2名利⽤の場合のお1⼈様あたりの料⾦となります。

※ *1＝外部共用デッキに面しているキャビンとなり、キャビンの窓の外側を人が往来することがあります。
※ *2＝オブストラクテッドビュー はテンダーボート等により視界が遮られます。
※ クルーズ料⾦の総額は、キャビン代⾦＋ポートチャージを合算した⾦額になります。

※ プロモーション料⾦での予約期間は2017年12⽉31⽇までとなります。
※ システムよりご予約の際には「promotion」のタブより「LAUNCH-2」というプロモーションコードをご選択ください。

ポートチャージ　（港湾税、保険料、燃油等） ¥4,900

DA スーぺリア　インサイドステート  (Deck9 & 10) 大人2名 / 4名

DC インサイドステート  (Deck6 & 7)

CB オーシャンビューステート  (Deck6)

CD オーシャンビューステート  (Deck5)

CA スーぺリアオーシャンビューステート (Deck9 & 10) *1
BA オーシャンビューステート　バルコニー付 (Deck8)

AA

DB インサイドステート  (Deck8)

オーシャンビューステート  (Deck7) *1

CE オーシャンビューステート（丸窓）  (Deck6)

オブストラクテッドビュー    (Deck8, 9, 10) *2

CC

ジュニアスイート（Deck8, 9, 10）*1
大人3名

カテゴリー（DECK） 最大定員

エグゼクティブスイート（Deck11） 大人3名 / 大人2名+子供2名AB

3⼈⽬・4⼈⽬料⾦ 上記の50％

DD インサイドステート  (Deck5)

大人3名

シングルユース料⾦ ⼤⼈1名様料⾦の150%
幼児料⾦(2才未満）　⼤⼈2名様と同伴同室でご利⽤の場合 ⼤⼈1名様料⾦の25%

CF オーシャンビューステート（丸窓）  (Deck5)
CH

大人2名
大人2名 / 大人3名

大人2名 / 大人3名 / 大人2名+子供2名

¥137,350 ¥274,700 ¥201,950 ¥403,900

大人2名 / 大人3名 / 大人2名+子供2名

大人3名 / 大人2名+子供2名

大人3名

大人3名 / 大人2名+子供2名
大人3名 / 大人2名+子供2名

¥111,500 ¥223,000 ¥163,200 ¥326,400
¥81,400 ¥162,800 ¥120,150 ¥240,300
¥77,050 ¥154,100 ¥115,850 ¥231,700

¥72,750 ¥145,500 ¥111,500 ¥223,000

¥68,450 ¥136,900 ¥102,900 ¥205,800

¥59,850 ¥119,700 ¥90,000 ¥180,000

¥55,550 ¥111,100 ¥81,400 ¥162,800

Low Peak
プロモ 通常 プロモ 通常



出航日
2017年 6日、13日、20日、27日

3日、10日、17日、24日、31日
7日、14日、21日、28日
7日、14日、21日、28日
4日、11日、18日、25日

※ココン（カンボジア）は寄航のみとなり、下船は不可です。

水曜日出航　レムチャバン（バンコク）発着　2泊3日クルーズ

Low
12月

2018年 1月
2月
3月
4月

曜日 都市
水曜日 レムチャバン（タイ） - 18:00 14:30 17:00

入港時刻 出港時刻 チェックイン開始時刻 ゲートクローズ

7:00

⾦曜⽇ レムチャバン（タイ） 10:00
クート島（タイ） 10:00 20:00木曜日
ココン（カンボジア） 6:30

※ココン（カンボジア）は寄航のみとなり、下船は不可です。

※ 上記料⾦は1キャビン2名利⽤の場合のお1⼈様あたりの料⾦となります。

※ *1＝外部共用デッキに面しているキャビンとなり、キャビンの窓の外側を人が往来することがあります。
※ *2＝オブストラクテッドビュー はテンダーボート等により視界が遮られます。
※ クルーズ料⾦の総額は、キャビン代⾦＋ポートチャージを合算した⾦額になります。

※ プロモーション料⾦での予約期間は2017年12⽉31⽇までとなります。
※ システムよりご予約の際には「promotion」のタブより「LAUNCH-2」というプロモーションコードをご選択ください。

Lowカテゴリー（DECK） 最大定員

AA エグゼクティブスイート（Deck11） 大人3名 / 大人2名+子供2名AB ジュニアスイート（Deck8, 9, 10）*1
BA オーシャンビューステート　バルコニー付 (Deck8) 大人3名
CA スーぺリアオーシャンビューステート (Deck9 & 10) *1 大人3名
CB オーシャンビューステート  (Deck6) 大人3名 / 大人2名+子供2名
CC オーシャンビューステート  (Deck7) *1 大人3名 / 大人2名+子供2名

インサイドステート  (Deck5)

CD オーシャンビューステート  (Deck5) 大人3名
CE オーシャンビューステート（丸窓）  (Deck6)
CF オーシャンビューステート（丸窓）  (Deck5)
CH オブストラクテッドビュー    (Deck8, 9, 10) *2

ポートチャージ　（港湾税、保険料、燃油等） ¥4,700

DA スーぺリア　インサイドステート  (Deck9 & 10) 大人2名 / 4名
DB インサイドステート  (Deck8)
DC インサイドステート  (Deck6 & 7)
DD

3⼈⽬・4⼈⽬料⾦ 上記の50％
シングルユース料⾦ ⼤⼈1名様料⾦の150%
幼児料⾦(2才未満）　⼤⼈2名様と同伴同室でご利⽤の場合 ⼤⼈1名様料⾦の25%

通常
¥94,300 ¥188,600
¥77,050 ¥154,100
¥55,550 ¥111,100

プロモ

¥53,800 ¥107,600

¥51,250 ¥102,500

¥46,950 ¥93,900

¥42,650 ¥85,300

¥38,300 ¥76,600

大人2名 / 大人3名 / 大人2名+子供2名

大人3名 / 大人2名+子供2名

大人2名
大人2名 / 大人3名

大人2名 / 大人3名 / 大人2名+子供2名



出航日
2017年 1日、8日、15日、29日 22日

5日、12日、19日、26日
2日、9日、23日 16日
2日、9日、16日、23日、30日
6日、13日、20日、27日

※ココン（カンボジア）は寄航のみとなり、下船は不可です。
日曜日 レムチャバン（タイ） 10:00
土曜日 ココン（カンボジア） 9:00 9:30

入港時刻 出港時刻 チェックイン開始時刻 ゲートクローズ
⾦曜⽇ レムチャバン（タイ） - 20:00 16:30 19:00

2018年 1月
2月
3月
4月

曜日 都市

金曜日出航　レムチャバン（バンコク）発着　2泊3日クルーズ

Low Peak
12月

※ 上記料⾦は1キャビン2名利⽤の場合のお1⼈様あたりの料⾦となります。

※ *1＝外部共用デッキに面しているキャビンとなり、キャビンの窓の外側を人が往来することがあります。
※ *2＝オブストラクテッドビュー はテンダーボート等により視界が遮られます。
※ クルーズ料⾦の総額は、キャビン代⾦＋ポートチャージを合算した⾦額になります。

※ プロモーション料⾦での予約期間は2017年12⽉31⽇までとなります。
※ システムよりご予約の際には「promotion」のタブより「LAUNCH-2」というプロモーションコードをご選択ください。

大人2名 / 4名
DB インサイドステート  (Deck8)
DC インサイドステート  (Deck6 & 7)
DD インサイドステート  (Deck5)

CF オーシャンビューステート（丸窓）  (Deck5)
CH オブストラクテッドビュー    (Deck8, 9, 10) *2
DA スーぺリア　インサイドステート  (Deck9 & 10)

CC オーシャンビューステート  (Deck7) *1 大人3名 / 大人2名+子供2名

CE オーシャンビューステート（丸窓）  (Deck6)
CD オーシャンビューステート  (Deck5) 大人3名

大人3名
CA スーぺリアオーシャンビューステート (Deck9 & 10) *1 大人3名

オーシャンビューステート  (Deck6) 大人3名 / 大人2名+子供2名CB

カテゴリー（DECK） 最大定員

AA エグゼクティブスイート（Deck11） 大人3名 / 大人2名+子供2名AB ジュニアスイート（Deck8, 9, 10）*1
BA オーシャンビューステート　バルコニー付 (Deck8)

幼児料⾦(2才未満）　⼤⼈2名様と同伴同室でご利⽤の場合
ポートチャージ　（港湾税、保険料、燃油等）

上記の50％
⼤⼈1名様料⾦の150%
⼤⼈1名様料⾦の25%

¥2,700

3⼈⽬・4⼈⽬料⾦
シングルユース料⾦

Peak
プロモ 通常 プロモ 通常

¥107,200 ¥214,400 ¥158,900 ¥317,800

Low

¥85,700 ¥171,400 ¥128,750 ¥257,500
¥64,150 ¥128,300 ¥94,300 ¥188,600
¥59,850 ¥119,700 ¥90,000 ¥180,000

¥55,550 ¥111,100 ¥85,700 ¥171,400

¥102,500 ¥81,400 ¥162,800

¥46,950 ¥93,900 ¥68,450 ¥136,900

¥42,650 ¥85,300 ¥64,150 ¥128,300

大人2名 / 大人3名 / 大人2名+子供2名

大人3名 / 大人2名+子供2名

大人2名
大人2名 / 大人3名

大人2名 / 大人3名 / 大人2名+子供2名

¥51,250


