
Itineraries スーパースター アクエリアス　基隆(台湾)発着クルーズ 2018年7⽉29⽇〜2018年10⽉26⽇

⽇曜⽇発 3泊4⽇
(A) 石垣島・那覇クルーズ (B) 宮古島・那覇クルーズ (C) 宮古島・中城クルーズ (D) 中城クルーズ
出航⽇ 出航⽇ 出航⽇ 出航⽇

7月 29日 10月 7日 8月 5日、19日 8月 12日
9月 23日 9月 2日、16日、30日 9月 9日
10月 21日 → (火)は那覇ではなく、中城への入港となります。 10月 14日

日曜日 基隆　（台湾） - 17:00

2018年

曜⽇ 都市 入港時刻 出港時刻

2018年

曜⽇ 都市 入港時刻

07:00 (08:00) 15:00 (16:00)

2018年

曜⽇ 都市

月曜日

出港時刻
日曜日 基隆　（台湾） -

入港時刻 出港時刻
日曜日 基隆　（台湾） - 17:00

17:00 (18:00)
水曜日 基隆　（台湾） 16:00 -
火曜日 中城 07:00 (08:00)

水曜日 基隆　（台湾） 16:00 -

17:00
月曜日 宮古島 08:00 (09:00) 17:00 (18:00) 中城 16:00 (17:00) -

火曜日 中城 - 16:00 (17:00)
水曜日 基隆　（台湾） 16:00 -
火曜日 那覇 07:00 (08:00) 17:00 (18:00)
月曜日 石垣島 月曜日 宮古島 08:00 (09:00) 17:00 (18:00)

2018年

曜⽇ 都市 入港時刻 出港時刻
日曜日 基隆　（台湾） - 17:00

火曜日 那覇 07:00 (08:00) 17:00 (18:00)
水曜日 基隆　（台湾） 16:00 -

宮古島 ⽇曜⽇発 5泊6⽇ 水曜⽇発 2泊3⽇ ⾦曜⽇発 2泊3⽇
福岡・釜山クルーズ 石垣島クルーズ ウィークエンドクルーズ
出航⽇ 出航⽇ 出航⽇

8月 26日 8月 1日、8日、15日、22日 8月 3日、10日、17日、24日、31日
9月 5日、12日、19日、26日 9月 7日、14日、21日、28日
10月 3日、10日、17日、24日 10月 5日、12日、19日、26日

※
石垣島

※ (   )内の時間は寄港地現地時間です。船時間は基隆(台湾)時間です。

2018年 2018年

曜⽇ 都市 入港時刻 出港時刻 曜⽇ 都市 入港時刻 出港時刻
水曜日 22:00
木曜日 石垣島 10:00 (11:00) 20:00 (21:00) 土曜日

基隆　（台湾） - 22:00 ⾦曜日 基隆　（台湾） -
与那国島 09:00 (10:00) 09:30 (10:30)

⾦曜日 基隆　（台湾） 16:00
月曜日 終日航海 - -

- 日曜日 基隆　（台湾） 11:00 -火曜日 福岡 15:00 (16:00) 23:00 (23:59)
水曜日 釜山    (韓国) 09:00 (10:00) 17:00 (18:00) 与那国島は寄航のみとなり、下船は不可です。

2018年

木曜日 終日航海 - -
⾦曜日 基隆　（台湾） 16:00 -

曜⽇ 都市 入港時刻 出港時刻
日曜日 基隆　（台湾） - 17:00



2018年7⽉29⽇〜2018年10⽉26⽇
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。

最大定員 5泊クルーズ
(⽇曜⽇発)

3泊クルーズ
(⽇曜⽇発)

2泊クルーズ
(水曜⽇発)

2泊クルーズ
(⾦曜⽇発)

AS オーナースイート（Deck8） 2名 ¥482,900 ¥302,400 ¥180,500 ¥197,700
AT プレジデントスイート（Deck8） 2名 ¥403,600 ¥252,400 ¥151,200 ¥164,900
AA エグゼクティブスイート (Deck11) 4名 ¥383,300 ¥239,900 ¥143,400 ¥156,700
AB ジュニアスイート  (Deck9,10) 4名
AC スタースイート（Deck6） 2名
BA オーシャンビューステート　バルコニー付 (Deck8) 3名 ¥212,900 ¥133,200 ¥79,700 ¥86,700
CA スーぺリアオーシャンビューステート (Deck9,10) 3名 / 4名 ¥170,700 ¥106,300 ¥64,500 ¥67,200
CB オーシャンビューステート  (Deck6) 3名 / 4名
CC オーシャンビューステート  (Deck7) *1 3名 / 4名
CD オーシャンビューステート  (Deck5) 3名
CF オーシャンビューステート（丸窓）  (Deck5) 3名 / 4名
CG オーシャンビューステート（丸窓）  (Deck4) 3名 / 4名
CH オブストラクテッドビュー    (Deck8,9&10) *2 3名 / 4名
DA スーぺリア　インサイドステート  (Deck9&10) 2名 / 4名 ¥137,900 ¥86,000 ¥52,000 ¥54,300
DB インサイドステート  (Deck8) 2名
DC インサイドステート  (Deck6&7) 2名 / 3名
DD インサイドステート  (Deck5) 2名 / 3名 / 4名
DE インサイドステート  (Deck4) 1名 / 3名

¥8,500 ¥7,400 ¥6,700 ¥3,400
スイートキャビン TWD 2,650 TWD 1,590 TWD 1,060 TWD 1,060
スイート以外のキャビン TWD 2,100 TWD 1,260 TWD 840 TWD 840

●*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。
●本クルーズ料⾦は、予約状況によって事前予告なく変更となる場合があります。また追加条件や除外日が発⽣することがあります。 
●運⾏スケジュールは、やむをえない事情で運休や変更が⽣じる場合があります。
●掲載内容は2018年7月13日現在の情報です。

カテゴリー（DECK）

スーパースター アクエリアス　基隆(台湾)発着クルーズ

船内チップ (お一⼈様あたり) 2歳未満はなし

ポートチャージ (お一⼈様あたり)

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
シングルユース料⾦

⼤⼈2名と同室の場合、⼤⼈1名料⾦の25%

¥124,600

3⼈目・4⼈目料⾦
⼤⼈1名様料⾦の150%
⼤⼈1名様料⾦の50%

¥78,100 ¥46,500 ¥49,200

¥149,300 ¥58,600

¥300,900 ¥123,100¥112,900¥187,900

¥55,900¥93,400

¥162,200 ¥64,500¥60,600¥101,600


