
JICC 2021年クルーズ船社の運航再開に向けての予定と現状                                                                                    　　更新日：6月23日

＊データ更新には最大限の努力を図り、最新情報の反映に務めていますが、日々変動しているため情報の正確性を確約するものではありません。ご了承の上、参照頂きます様お願い致します。

→　運航再開済の船

→ 　運航再開を発表しスケジュールも公表されている船

→　 運航再開を発表しているがスケジュールは調整中の船

船 社 客船 再開予定

【日本】

商船三井客船 にっぽん丸 3月25日より国内クルーズ再開→6月15日まで運航中止

郵船クルーズ 飛鳥II 3月26日より国内クルーズ再開→6月13日まで運航中止

日本クルーズ客船 ぱしふぃっく びいなす 4月28日から国内クルーズ再開予定→7月1日まで運航中止

コスタ コスタセレーナ 運航可能となり次第、再開予定を発表

MSC ベリッシマ 運航可能となり次第、再開予定を発表

シルバーシー シルバーミューズ 運航可能となり次第、再開予定を発表

ノルウェージャンクルーズライン サン ５月27日付けで2021年内の日本クルーズ中止を発表

セレブリティ セレブリティソルスティス 9月26日より、横浜発着を予定

【アジア】

ドリームクルーズ

エクスプローラードリーム 21年6月8日まで運行停止

ワールドドリーム 20年11月6日よりシンガポール発着無寄港クルーズを運航中

ゲンティンドリーム 21年7月30日より2－3泊　無寄港クルーズ開始予定（5月27日更新）

ロイヤルカリビアン

クアンタムオブザシーズ 20年12月1日よりシンガポール発着無寄港クルーズを運航中

スペクトラムオブザシーズ 7月30日より、香港発着を予定（2~4泊　無寄港）（5/27更新）

ボイジャーオブザシーズ 6月3日より、天津発着を予定（佐世保、福岡寄港を含む）

プリンセス

サファイヤプリンセス 6月より台湾国内クルーズを予定

ロイヤルプリンセス 10月15日より、シンガポール発ブリスベン着のクルーズを予定

エメラルドクルーズ エメラルド・ハーモニー 7月３日より、ホーチミン～シェムリアップ　リバークルーズ再開を予定

セレブリティ セレブリティソルスティス 11月21日より、シンガポール、香港拠点の発着を予定

コスタクルーズ

コスタメディテラネア 11月13日より、シンガポール発着を予定

エクスプローラー 7月3日より、天津発着を予定

スタークルーズ スターパイシス 6-7月からペナン島発着（無寄港1泊・2泊）を予定

ノルウェージャン ノルウェージャンサン 2022年1月28日、香港発を予定

【欧 州】

ＭＳＣクルーズ

MSCグランディオーサ イタリア、マルタ発着のクルーズを運航中

MSCヴィルトゥオーザ
5月20日より、英国居住者を対象とした3泊のサザンプトン発着国内周遊を運行中
6月5日より、イギリスから乗船できる７泊のクルーズを運行中

MSCシーサイド 5月1日より、ジェノバ発着クルーズを運行中

MSCオーケストラ 6月5日より、ベネチア発着クルーズを運行中

MSCスプレンディダ 6月12日より、トリエステ発着クルーズを運行中

MSCシーショア 8月1日より、チヴィタベッキア発ジェノバ着を予定

MSCマグニフィカ 6月20日より、ベネチア発バーリ着を予定

MSCシービュー 6月19日より、キール発着を予定

MSCプレチオーサ 6月21日より、ハンブルグ発着を予定

MSCファンタジア 11月7日より、ジェノバ発着を予定

MSCリリカ 11月7日より、ベネチア発ダーバン着を予定

MSCムジカ 6月20日より、ヴァーネミュンデ発着を予定

MSCオペラ 10月25日より、ベネチア発アブダビ着を予定

MSCポエジア 10月28日より、ジェノバ発着を予定

MSCシンフォニア 11月20日より、ベネチア発リオデジャネイロ着を予定

TUI

メインシフ１ カナリア諸島発着のクルーズを運航中

メインシフ２ カナリア諸島発着のクルーズを運航中

メインシフ５ ギリシャ周遊のクルーズを運行中

メインシフ６ キール発着のクルーズを運航中

メインシフ４ 7月8日より、ジェノバ発着を予定

アイーダ

アイーダペルラ カナリア諸島発着のクルーズを運航中

アイーダブルー 5月23日より、ギリシャ発着のクルーズを予定

アイーダソル 5月22日より、キール発着を予定

ニッコクルーズ

ワールドボイジャー カナリア諸島発着のクルーズを運航中

バスコダガマ 7月13日より、キール発着を予定（6/16更新）

MS ベルベデーレ 6月21日より、ドナウ川クルーズを再開予定（6/16更新）

MS ボレロ 6月21日より、ドナウ川クルーズよ再開予定（6/16更新）

MS マキシマ 6月29日より、ドナウ川クルーズを再開予定（6/16更新）

ニッコビジョン

6月7日より、ライン川クルーズを運航中（6/16更新）

8月16日より、ドナウ川クルーズを再開予定（6/16更新）

MS ハイデルベルグ 7月26日より、ドナウ川クルーズを再開予定（6/16更新）

MS ビクトリア 7月5日より、ドナウ川クルーズを再開予定（6/16更新）

ニッコスピリット 6月9日より、ライン川クルーズを運航中（6/16更新）

MS ラインメロディ 6月27日より、ライン川クルーズを再開予定（6/16更新）

MS ラインシンフォニー 6月24日より、ライン川クルーズを再開予定（6/16更新）

MS カタリナ フォン ボラ 6月19日より、エルベ川クルーズを再開予定（6/16更新）

MS セーヌ コムテッス 7月3日より、セーヌ川クルーズを再開予定（6/16更新）

MS ビジュー ドゥ ローヌ 6月30日より、ローヌ川クルーズを再開予定（6/16更新）

MS ドウロ クルーザー 7月22日より、ドウロ川クルーズを再開予定（6/16更新）

MS ドウロ セレニティ 6月3日より、ドウロ川クルーズを運航中（6/16更新）

MS ダルマティア 6月21日より、クロアチアクルーズを再開予定（6/16更新）

MS フェディン 9月7日より、ロシアクルーズを再開予定（6/16更新）

コスタクルーズ

コスタスメラルダ 5月1日より、地中海クルーズを運行中

コスタルミノーザ 5月16日より、イタリア・ギリシャのクルーズを運行中



コスタクルーズ

コスタフィレンツェ 7月4日より、サヴォナ発着を予定

コスタデリチョーザ 6月26日より、ベネチア発バーリ着を予定

コスタディアデマ 9月26日より、サヴォナ発着を予定

コスタファシノサ 9月23日より、サヴォナ発着を予定

コスタファヴォロサ 10月1日より、サヴォナ発着を予定

コスタフォーチュナ 10月9日より、サヴォナ発着を予定

コスタマジカ 10月15日より、サヴォナ発着を予定

コスタパシフィカ 9月20日より、カリアリ発着を予定

バイキング

バイキングビーナス 5月22日より、英国国内周遊のクルーズを運航中

バイキングスカイ 6月26日より、レイキャビク発着を予定

バイキングシー 7月1日より、バレッタ発着を予定

セレスティアルクルーズ

セレスティアルクリスタル エーゲ海周遊のクルーズを運航中

セレスティアルオリンピア 6月28日より、ギリシャ、キプロス周遊を予定

ヴァラエティクルーズ ガリレオ アテネ発着のクルーズを運航中

ブラックシークルーズ プリンスウラジーミル 黒海周遊のクルーズを運航中

ハパグロイドクルーズ

オイローパ２ 7月30日よりマヨルカ発で再開予定

オイローパ２ ６月14日よりハンブルグ発で再開予定

ハンゼアティックネイチャー ７月19日よりロングイヤービン発で再開予定

P&O
ブリタニア 7月22日より、英国居住者を対象とした英国発着の国内周遊を予定

イオナ 8月7日より、英国居住者を対象とした英国発着の国内周遊を予定

フレッドオルセン

ボレアリス 7月5日より、英国居住者を対象とした英国発着の国内周遊を計画中

ボレット 8月16日より、英国居住者を対象とした英国発着の国内周遊を計画中

プリンセス

リーガルプリンセス 7月31日より、英国居住者を対象とした英国発着の国内周遊を計画中

スカイプリンセス 8月30日より、英国居住者を対象とした英国発着の国内周遊を計画中

エンチャンテッドプリンセス 7月3日より、イタリア・アドリア海周遊を予定→2021年のクルーズキャンセル

アイランドプリンセス 10月5日より、サウザンプトン発着ノルウェー周遊を予定

ロイヤルカリビアン

ジュエルオブザシーズ 7月10日よりリマソール発着を予定（5/24更新）

アンセムオブザシーズ 7月7日より、英国居住者を対象としたサザンプトン発着の国内周遊を予定

ハーモニーオブザシーズ 8月15日より、バルセロナ発着を予定　（6/5更新）

ラプソディーオブザシーズ 7月3日より、ラベンナ発着を予定

セレブリティ

セレブリティエイペックス 6月19日より、ピレウス発着を予定

セレブリティシルエット 7月3日より、英国居住者を対象とした６－８泊のサザンプトン発着国内周遊を予定

セレブリティインフィニティ 8月2日より、チヴィタベッキア発ベネツィア着（v.v.）を予定（5/28更新）

セレブリティリフレクション 8月11日より、アムステルダム発着を予定　（5/28更新）

シルバーシー シルバームーン 6月18日より、ギリシャ発着を運航中　（6月21日更新）

ノルウェージャン

ノルウェージャンジェイド 7月25日より、ピレウス発地中海クルーズ再開予定

ノルウェージャンエピック 9月5日より、バルセロナ発地中海クルーズ再開予定

ノルウェージャンゲッタウェイ 9月13日より、チビタベッキア発地中海クルーズ再開予定

ノルウェージャンドーン 10月3日より、ベニス発地中海クルーズ再開予定

ノルウェージャンスター 10月3日より、サウザンプトン発ヨーロッパクルーズ再開予定

ノルウェージャンエスケープ 11月20日より、コペンハーゲン発ヨーロッパクルーズ再開予定

キュナード

クイーン・エリザベス 7月19日より、英国居住者を対象としたサウザンプトン発着の国内周遊を予定

クイーン・メリー2 11 月14日より、大西洋横断クルーズ再開予定

クイーン・ヴィクトリア 4 月22 日より、サウサンプトン発ヨーロッパクルーズ再開予定

サガクルーズ

スピリットオブディスカバリー 6月27日より、英国居住者を対象としたティルベリー発着の国内周遊を予定

スピリットオブアドベンチャー 7月26日より、英国居住者を対象としたティルベリー発着の国内周遊を予定

シードリーム・ヨットクラブ

シードリームⅠ 7月7日より、オスロ発にて再開予定

シードリームⅡ 6月26日より、アテネ発着地中海にて再開予定

ウィンドスター クルーズ

ウィンドスター 6月19日より、アテネ～アテネ 7泊　エーゲ海クルーズを運航中

ウィンドサーフ 8月8日より地中海にて予定

スターレジェンド 9月4日より北欧にて予定

クリスタルクルーズ クリスタルエンデバー 7月17日より、アイスランド周遊を予定

ヴァージンボヤージュ スカーレットレディ 8月6日より、英国居住者を対象とした2-4泊のポーツマス発着国内周遊を予定

マレラクルーズ

マレラエクスプローラー 6月25日より、サウザンプトン発着を予定（ダブリン寄港含む）

マレラエクスプローラー２ 7月10日より、ニューカッスル発着の英国国内周遊を予定（大人のみ乗船可）

シーボーン シーボーンオベーション 7月3日よりギリシャ周遊を予定

エメラルドクルーズ

エメラルド・スカイ

７月１日より、欧州ライン・マイン・ドナウ川 リバークルーズを      再開予定

エメラルド・スター

エメラルド・ドーン

エメラルド・サン

エメラルド・デスティニー

エメラルド・ルナ

エメラルド・リベルテ ７月１日より、フランス（ローヌ川・ソーヌ川）リバークルーズを    再開予定

エメラルド・ラディアンス ７月１日より、ポルトガル（ドウロ川）リバークルーズを再開予定

エメラルド・アズーラ 2021年１月より、地中海クルーズに新造船として就航予定

ルフトナー・クルーズ

アマデウス・カーラ 5月1日よりドナウ川リバークルーズを再開予定

アマデウス・インペリアル 7月13日よりライン川リバークルーズを再開予定

アマデウス・スター 6月28日よりドナウ川リバークルーズを再開予定

アマデウス・クイーン 6月1日よりドナウ川リバークルーズを再開予定

アマデウス・プロヴァンス 6月17日よりフランス（ローヌ・ソーヌ川）リバークルーズを再開予定

アマデウス・シルバーⅢ 7月26日よりライン川リバークルーズを再開予定

アマデウス・シルバーⅡ 5月17日よりドナウ川リバークルーズを再開予定

アマデウス・ブリリアント 6月22日よりライン川リバークルーズを再開予定

アマデウス・ダイヤモンド 6月16日よりフランス（セーヌ川）リバークルーズを再開予定

シーニック・クルーズ

シーニック・ジャスパー 7月5日よりライン川リバークルーズを再開予定

シーニック・オパール 7月5日よりドナウ川リバークルーズを再開予定

シーニック・アンバー 7月1日よりドナウ川リバークルーズを再開予定

シーニック・クリスタル 7月12日よりライン川リバークルーズを再開予定

シーニック・ジュエル 7月14日よりライン&ドナウ川リバークルーズを再開予定

シーニック・ジェイド 7月14日よりドナウ＆ライン川リバークルーズを再開予定

シーニック・パール 7月7日よりライン川リバークルーズを再開予定



シーニック・クルーズ

シーニック・サファイア 7月10日よりフランスリバークルーズを再開予定

シーニック・エメラルド

シーニック・ダイアモンド 7月10日よりフランスリバークルーズを再開予定

シーニック・ジェム 7月10日よりフランスリバークルーズを再開予定

シーニック・アジュール 7月10日よりポルトガル（ドウロ川）リバークルーズを再開予定

シーニック・ツァー ロシアのボルガ川再開未定

ホーランドアメリカ

フォーレンダム 7月1日より、地中海周遊を予定

ユーロダム 8月15日より、ギリシャ発着を予定

アザマラ アザマラクエスト 8月28日より、地中海周遊を予定

ディズニー

ディズニーマジック 7月15日より、英国居住者を対象とした英国発着の国内周遊を予定

マジックアットシー 今夏、英国居住者を対象とした英国発着の国内周遊を計画中

オーシャニア

マリーナ 8月29日よりバルト海（CPH~STO)にて再開

リビエラ 10月18日 イスタンブールより再開予定

リージェント

スプレンダー 9月11日より英国周遊（SOU~SOU）にて再開

エクスプローラー 10月16日 ベニスより再開予定（オリジナル航路の日本発着は中止）

ボイジャー 2022年2月15日 バルセロナより再開予定

トレードウィンドボヤージズ ゴールデンホライズン 6月22日より、英国国内周遊を予定

ヘブリディアンアイランドクルーズ ヘブリディアンプリンセス 6月1日より、スコットランド周遊を予定

ノーブルカレドニア

ヘブリディアンスカイ 6月3日より、英国国内周遊を予定

アイランドスカイ 6月4日より、英国国内周遊を予定

リンドブラッドエクスペディションズ

ナショナルジオグラフィックエクスプローラー 7月7日より、アイスランド周遊を予定

ナショナルジオグラフィックエンデュランス 7月21日より、アイスランド周遊を予定

Elixir Cruises エリジウム 6月26日より、アテネ発着を予定

アトラスオーシャンボヤージズ ワールドナビゲーター 8月4日より、アテネ発、ギリシャ、エジプト周遊を予定

クラブメッド クラブメッド２ 7月10日より、地中海周遊を予定

シークラウド

シークラウド 8月6日より、ピレウス発着を予定

シークラウドスピリット 9月14日より、チヴィタベッキア発着を予定

シークラウド２ 9月までに、運航再開予定

ポナン

ル・デュモンデュヴィル 6月16日よりレイキャビク発着にて再開　（6月21日更新）

ル・リリアル 6月25日よりベネチア発着を予定　（6月21日更新）

ロストラル 7月3日よりカンゲルルスアーク～トロムソを予定　（6月21日更新）

ル・ベロ 7月2日よりサンマロ発着を予定　（6月21日更新）

ル・ブーゲンヴィル 7月2日よりアテネ発着を予定　（6月21日更新）

ル・シャンプラン 8月6日よりレイキャビク発着を予定　（6月21日更新）

ル・ジャックカルティエ 8月12日よりオスロ～ベルゲンを予定　（6月21日更新）

【北 南 米】

アメリカンクルーズライン

インデペンデンス ビューフォート周辺のクルーズを運航中

アメリカンジャズ ミシシッピ川下流のクルーズを運航中

クイーンオブザミシシッピ ミシシッピ川下流のクルーズを運航中

アメリカンスター ビューフォート周辺のクルーズを運航中

アメリカ ミシシッピ川下流のクルーズを運航中

アメリカンコンスティテューション ボルティモア発着のクルーズを運航中

アメリカンプライド コロンビア川・スネーク川のクルーズを運航中

アメリカンソング コロンビア川・スネーク川のクルーズを運航中

アメリカンハーモニー コロンビア川・スネーク川のクルーズを運航中

アメリカンコンステレーション シアトル発着のクルーズを運航中

クイーンオブザウェスト コロンビア川・スネーク川のクルーズを運航中

アメリカンスピリット シアトル発着のクルーズを運航中

アメリカンクイーンスチームボート      カンパ
ニー

アメリカンカウンテス ミシシッピ川下流のクルーズを運航中

アメリカンダッチェス ミシシッピ川のクルーズを運航中

アメリカンエンプレス コロンビア川・スネイク川のクルーズを運航中

アメリカンクイーン 6月20日より、ミシシッピ川、オハイオ川のクルーズを予定

メトロポリタンツーリング

ラピンタ ガラパゴス周遊のクルーズを運航中

イザベラ ガラパゴス周遊のクルーズを運航中

UnCruise Adventures

サファリクエスト 5月7日より、シアトル発着のクルーズを運航中

ザ・レガシー 5月10日より、アラスカ発着のクルーズを運航中

ウィルダーネスディスカバー 5月16日より、アラスカ周遊のクルーズを運航中

ウィルダーネスエクスプローラー 5月18日より、アラスカ周のクルーズを運航中

サファリエクスプローラー 5月29日より、アラスカ周遊のクルーズを運航中

ウイルダーネスアドベンチャラー 6月4日より、アラスカ発着のクルーズを運航中

アラスカンドリームクルーズ

クルーゾフエクスプローラー 南東アラスカ周遊のクルーズを運航中

チチャゴフドリーム 南東アラスカ周遊のクルーズを運航中

ミスティフィヨルド 南東アラスカ周遊のクルーズを運航中

アラスカンドリーム 南東アラスカ周遊のクルーズを運航中

アドミラルティドリーム 5月22日より、南東アラスカ周遊を予定

バラノフドリーム 5月23日より、アラスカ周遊を予定

リンドブラッドエクスペディション

ナショナルジオグラフィックエンデバー２ 6月4日よりガラパゴスにて運航中

ナショナルジオグラフィッククエスト 6月5日よりアラスカにて運航中

ナショナルジオグラフィックベンチャー 6月6日よりアラスカにて運航中

ナショナルシーライオン 6月25日より、アラスカにて予定

クリスタル

クリスタルセレニティ 7月3日より、バハマ発着を予定

クリスタルシンフォニー 8月2日より、カリブ海クルーズを予定

セレブリティ

セレブリティミレニアム
6月5日より26日発まで、セントマーチン発着　カリブ海クルーズを再開。7月23日より、シアトル発着
アラスカクルーズを予定（6/9更新）

セレブリティコンステレーション 11月7日より、タンパ発着を予定

セレブリティエッジ 6月26日より、フォートローダーデール発着　カリブ海周遊を予定（5/27更新）

セレブリティイクノス 7月25日より、フォートローダーデール発着　カリブ海周遊を予定（5/28更新）

セレブリティフローラ 7月4日より、ガラパゴス諸島周遊を予定

セレブリティサミット 7月3日より、セントマーチン発着カリブ海クルーズを予定（6/9更新）

セレブリティエクスペディション 7月24日より、ガラパゴス諸島周遊を予定（5/7更新）

セレブリティエクスプロレーション 9月18日より、ガラパゴス諸島周遊を予定（5/7更新）



ロイヤルカリビアン

セレナーデオブザシーズ 7月19日より、シアトル発着アラスカクルーズを予定（5/24更新）

オベーションオブザシーズ 8月13日より、シアトル発着アラスカクルーズを予定（5/24更新）

アドベンチャーオブザシーズ 6月12日よりナッソーバハマ発着を予定

ビジョンオブザシーズ
6月26日からバミューダ発着を予定（北米ベースでの発着調整中。バミューダcxl　5/24更新）→9月5
日より、サン・フアン発着を予定。

オデッセイオブザシーズ 7月31日より、フォートローダーデール発着を予定（6/16更新）

アリュールオブザシーズ 8月8日より、カナヴェラル発着を予定（6/5更新）

ブリリアンスオブザシーズ 7月3日より、タンパ発着を予定

エンチャントメントオブザシーズ 7月10日より、ボルティモア発着を予定

エクスプローラーオブザシーズ 7月5日より、ガルベストン発着を予定

フリーダムオブザシーズ
6月20-22日　ガルベストンよりテストクルーズ実施。その後7月2日より、マイアミ発着を予定（6/5更
新）

グランジャーオブザシーズ 12月5日より、ブリッジタウン発着を予定

インデペンデンスオブザシーズ 8月15日より、ガルベストン発着を予定（6/5更新）

リバティーオブザシーズ 7月4日より、ガルベストン発着を予定

マリナーオブザシーズ 8月23日より、カナヴェラル発着を予定（6/5更新）

ナビゲーターオブザシーズ 7月2日より、マイアミ発着を予定

オアシスオブザシーズ 7月2日より、ケープリバティ発着を予定

レディアンスオブザシーズ 10月24日より、マイアミ発着を予定

シンフォニーオブザシーズ 8月14日より、マイアミ発着を予定（6/5更新）

ノルウェージャン

プライドオブアメリカ 11月6日より、ホノルル発着を予定

ノルウェージャンブリス 8月7日より、シアトル発着を予定

ノルウェージャンジョイ 10月19日より、カリブ海周遊を予定

ノルウェージャンジェム 8月15日より、カリブ海周遊を予定

ノルウェージャンスカイ 9月5日より、マイアミ発着を予定

ノルウェージャンジュエル 2022年1月20日より、パナマ発を予定

ノルウェージャンサン 10月7日より、シアトル発着を予定

ノルウェージャンブレイクアウェイ 10月24日より、カリブ海周遊予定

ノルウェージャンアンコール 11月14日より、マイアミ発着を予定

ノルウェージャンパール 12月23日より、マイアミ発再開予定

ウィンドスター クルーズ

スターブリーズ 6月19日より、カリブ海クルーズを運航中　新生スタークラス就航！

スタープライド 11月3日よりカリブ海にて予定

リッツカールトンヨットコレクション エヴリマ 11月10日よりカリブ海にて予定

プリンセス

カリビアンプリンセス 7月3日より、カリブ海にて予定→8月21日まで運航中止

クラウンプリンセス 11月6日より、カリブ海にて予定

エメラルドプリンセス 7月3日より、アラスカ周遊を予定

グランドプリンセス 9月25日より、ロサンゼルス発着を予定

マジェスティックプリンセス 7月25日より、アラスカ周遊を予定

ルビープリンセス 7月1日より、ロサンゼルス発着を予定→8月21日まで運航中止

バハマパラダイスクルーズ グランドクラシカ 7月2日より、バハマ周遊を予定

クリスタルクルーズ クリスタルシンフォニー 8月5日より、カリブ海周遊を予定

カーニバル クルーズライン

カーニバルブリーズ 7月15日より、ガルベストン発着を予定

カーニバルコンクェスト 8月2日より、マイアミ発着を予定

カーニバルドリーム 8月8日より、ガルベストン発着を予定

カーニバルエクスタシー 8月5日より、ジャクソンビル発着を予定

カーニバルイレーション 8月2日より、カナヴェラル発着を予定

カーニバルフリーダム 10月17日より、マイアミ発着を予定

カーニバルグローリー 8月1日より、ニューオーリンズ発着を予定

カーニバルホライズン 7月4日より、マイアミ発着を予定

カーニバルレジェンド 11月14日より、ボルティモア発着を予定

カーニバルリバティ 8月2日より、カナヴェラル発着を予定

カーニバルマジック 8月7日より、カナヴェラル発着を予定 (6/11更新）

カーニバルミラクル 7月27日より、シアトル発着　アラスカクルーズを予定 (5/27更新）

カーニバルパノラマ 8月21日より、ロングビーチ発着を予定（6/11更新）

カーニバルパラダイス 11月1日より、タンパ発着を予定

カーニバルプライド 8月1日より、ボルティモア発着を予定

カーニバルラディアンス 11月5日より、ロングビーチ発着を予定

カーニバルセンセーション 8月2日より、モービル発着を予定

カーニバルサンライズ 8月14日より、マイアミ発着を予定 (6/11更新）

カーニバルサンシャイン 8月7日より、チャールストン発着を予定

カーニバルヴァラー 11月1日より、ニューオーリンズ発着を予定

カーニバルビスタ 7月3日より、ガルベストン発着を予定

マルディグラ 7月31日より、カナヴェラル発着を予定  (6/11更新）

シーボーン シーボーンオデッセイ 7月18日より、バルバドス発着を予定

セントローレンスクルーズライン カナディアンエンプレス 6月24日より、カナダ国内周遊を予定

バイキングクルーズ バイキングオリオン 6月15日より、バミューダ発着を予定

シルバーシークルーズ シルバーオリジン 6月19日より、ガラパゴス周遊クルーズを運航中（6月21日更新）

シルバーミューズ 7月29日より、アラスカクルーズを予定

コスタクルーズ コスタトスカーナ 12月26日より、ブラジル発着を予定

MSCクルーズ

MSCアルモニア 7月2日より、マイアミ発着を予定

MSCディヴィーナ 9月16日よりオーランド発着（3泊、4泊、7泊）を予定

MSCメラビリア 8月2日より、マイアミ発3泊4日を予定。9月18日よりマイアミ発バハマ・カリブ海7泊8日発を予定

シーニック・クルーズ シーニック・エクリプス 10月5日よりナッソー発を予定

ホーランドアメリカ ニューアムステルダム 7月24日より、アラスカクルーズを予定

リージェント

マリナー 12月18日 マイアミより再開予定

ナビゲーター 2022年1月6日 マイアミより再開予定

オーシャニア

シレーナ 2022年1月22日マイアミより再開予定

インシグニア 12月21日 マイアミより再開予定

オーストラリス ステラ or ベンタス（調整中） 9月25日より、パタゴニア周遊を予定

ヴァラエティクルーズ ペガサス 6月19日より、マヘ島発着のクルーズを予定

【中東】



【オセアニア】

アラヌイクルーズ アラヌイ５ マルキース諸島発着のクルーズを運航中

トゥルーノースクルーズ トゥルーノース オーストラリア南西部発着のクルーズを運航中

ヘリテージエクスペディション スピリットオブエンダービー ニュージーランド亜南極諸島周辺のクルーズを運航中

コーラルエクスペディション

コーラルディスカバラー 4月よりブルーム発着にて運航中

コーラルアドベンチャラー 4月よりブルーム発着にて運航中

コーラルジオグラファー 4月よりブルーム発着にて運航中

シルバーシークルーズ シルバーエクスプローラー 7月24日より、キンバリー発着を予定　（8月までのクルーズをキャンセル　6月21日更新）

ウィンドスター クルーズ ウィンドスピリット 7月15日よりタヒチにて予定

プリンセス

コーラルプリンセス 10月29日よりシドニー発ブリスベン着を予定

サファイアプリンセス 10月17日より、シドニー発着を予定

セレブリティ セレブリティイクリプス 10月18日より、シドニー発着を予定

カーニバル

カーニバルスピリット 9月19日より、ブリスベン発着を予定

カーニバルスプレンダー 9月17日より、シドニー発着を予定

ロイヤルカリビアン

オベーションオブザシーズ 10月16日より、シドニー発着を予定

セレナーデオブザシーズ 10月24日より、シドニー発着を予定

ポナン

ル・ラペルーズ 7月いっぱいの全船の運休を発表

ル・ソレアル 7月いっぱいの全船の運休を発表

ポール・ゴーギャン・クルーズ ル・ポール・ゴーギャン 8月28日より、タヒチ発着を予定

シーニッククルーズ シーニックエクリプス 6月19日より、ブルーム発ダーウィン着を予定

オーロラエクスペディションズ グレッグモーティマー 6月1日より、オーストラリア周遊を予定

ノルウェージャンクルーズ ノルウェージャンスピリット 2022年2月9日より、シドニー発を予定

【その他地域】

ヴァラエティクルーズ ペガサス 6月19日より、セーシェル諸島周遊を予定

【その他　調整中の船一覧】

オーシャニア ノーティカ 9月末まで運航中止

オーシャニア レガッタ 9月末まで運航中止

ピースボート

パシフィックワールド 運航可能となり次第、再開予定を発表

ゼニス 2022年8月～　再開予定

【新造船】

ノルウェージャンクルーズライン プリマ 2022年8月新造船デビュー

カーニバルクルーズライン カーニバルセレブレーション 2022年11月新造船デビュー


