
        清 水 港   客 船 等 入 港 情 報 

船  名 日付 入港 出港 前港 次港 

1 ダイヤモンド・プリンセス 11/20 月 7:00 16:00 横浜 香港 

2 ★ スーパースター・ヴァーゴ 11/20 月 7:00 14:45 横浜 鹿児島 

3 スーパースター・ヴァーゴ 11/27 月 7:00 14:45 横浜 鹿児島 

4 飛 鳥 Ⅱ 12/22 金 8:00 13:00 横浜 横浜 

5 ぱしふぃっく びいなす 12/22 金 8:00 14:00 東京 東京 

6 飛 鳥 Ⅱ 1/7 日 8:00 17:00 四日市 横浜 

7 飛 鳥 Ⅱ 1/26 金 8:00 13:00 横浜 横浜 

8 にっぽん丸 3/9 金 7:00 17:00 大洗 小松島 

9 にっぽん丸 3/12 月 17:00 19:00 宮島 名古屋 

10 初 ノルウェージャン・ジュエル 3/31 土 12:00 20:00 神戸 横浜 

11 ノルウェージャン・ジュエル 4/2 月 7:00 16:00 横浜 神戸 

12 フォーレンダム 4/10 火 14:00 20:00 大阪 横浜 

13 ダイヤモンド・プリンセス 4/12 木 12:00 20:00 大阪 横浜 

14 初 スター・レジェンド 4/13 金 8:00 18:00 大阪 横浜 

15 セレブリティ・ミレニアム 4/13 金 12:00 20:00 神戸 横浜 

16 スター・レジェンド 4/15 日 8:00 17:00 横浜 新宮 

17 セレブリティ・ミレニアム 4/16 月 7:00 17:00 横浜 神戸 

18 フォーレンダム 4/24 火 12:00 20:00 大阪 横浜 

19 初 ゴールデン・プリンセス 4/26 木 8:00 17:00 大阪 横浜 

20 ノルウェージャン・ジュエル 4/27 金 10:00 19:00 大阪 横浜 

21 ゴールデン・プリンセス 4/28 土 7:00 14:00 横浜 大阪 

22 スター・レジェンド 5/3 木・祝 8:00 18:00 新宮 横浜 

23 ノルウェージャン・ジュエル 5/7 月 8:00 18:00 横浜 青森 

24 ダイヤモンド・プリンセス 8/16 木 8:00 21:00 横浜 熊野 

25 スター・レジェンド 9/27 木 7:00 18:00 東京 新宮 

26 セレブリティ・ミレニアム 9/29 土 7:00 17:00 函館 横浜 

27 セレブリティ・ミレニアム 10/1 月 7:00 15:00 横浜 神戸 

28 ノルウェージャン・ジュエル 10/7 日 8:00 16:00 横浜 高知 

29 セレブリティ・ミレニアム 10/15 月 7:00 15:00 横浜 神戸 

30 スター・レジェンド 10/15 月 8:00 17:00 新宮 東京 

31 初 ウエステルダム 10/16 火 8:00 14:00 横浜 大阪 

32 スター・レジェンド 10/17 水 8:00 16:00 東京 大阪 

33 アムステルダム 10/18 木 7:00 13:00 横浜 神戸 

34 セレブリティ・ミレニアム 11/8 木 12:00 20:00 神戸 横浜 

35 セレブリティ・ミレニアム 11/11 日 7:00 15:00 横浜 神戸 

36 ダイヤモンド・プリンセス 12/8 土 7:00 16:00 横浜 大阪 

※１…この予定は平成29年11月現在の情報であり、今後増減する場合があります。 
   また、天候等諸事情による急な変更もございます。ご了承ください。 
   ｽｹｼﾞｭｰﾙに変更等があった場合には、客船誘致委員会HPでお知らせしますのでご確認ください。 
※２…★マークの付いた船は、興津第二埠頭に着岸予定です。 
   興津第二埠頭には関係者以外立ち入りできませんので、あらかじめご了承ください。 

（平成29年11月現在） 



Twitterで寄港情報をつぶやくズラ～★ 

どんどんフォローするズラ～★ 

清水区広報キャラクター「シズラ」 

シズラ公式Twitterアカウント@shizullashimizu 

 

 フォーレンダム 
 
●総ﾄﾝ数：61,214t 

●全長：237.91m 

●全幅：32.25m 

●速力：22ノット 

●乗客定員：1,850名 

●初就航：1999年 

●運航：ﾎｰﾗﾝﾄﾞ･ｱﾒﾘｶ･ﾗｲﾝ 

●船籍：オランダ 

ダイヤモンド・    プリンセス 
●総ﾄﾝ数：115,875t 

●全長：290.00m 

●全幅：37.50m 

●速力：23ノット 

●乗客定員：3,286名 

●初就航：2004年 

●運航：ﾌﾟﾘﾝｾｽ･ｸﾙｰｽﾞ 

●船籍：イギリス 

清水港史上最大船型   飛鳥Ⅱ 
 
●総ﾄﾝ数：50,142t 

●全長：240.96m 

●全幅：29.60m 

●速力：21ノット 

●乗客定員：872名 

●初就航：1990年 

●運航：郵船クルーズ 

●船籍：日本 

セレブリティ・    ミレニアム 
●総ﾄﾝ数：90,963t 

●全長：294.00m 

●全幅：32.20m 

●速力：24ノット 

●乗客定員：2,368名 

●初就航：2000年 

●運航：ｾﾚﾌﾞﾘﾃｨ･ｸﾙｰｽﾞ 

●船籍：マルタ 

スター・レジェンド 
 
●総ﾄﾝ数：9,961t 

●全長：133.80m 

●全幅：19.00m 

●速力：16ノット 

●乗客定員：212名 

●初就航：1992年 

●運航：ｳｲﾝﾄﾞｽﾀｰ･ｸﾙｰｽﾞ 

●船籍：バハマ 

初寄港！ 

写真提供：ウインドスター・クルーズ 

 

 アムステルダム 
 
●総ﾄﾝ数：62,735t 

●全長：237.83m 

●全幅：32.25m 

●速力：21ノット 

●乗客定員：1,653名 

●初就航：2000年 

●運航：ﾎｰﾗﾝﾄﾞ･ｱﾒﾘｶ･ﾗｲﾝ 

●船籍：オランダ 

清水港客船誘致委員会 
事務局：静岡市清水港振興課 

電話：０５４－３５４－２４３２ 

ＨＰ：http://www.shimizu-port.jp/index.html 

スーパースター ・ ヴァーゴ 
 
●総ﾄﾝ数：75,338t 

●全長：268.60m 

●全幅：32.20m 

●速力：24.0ノット 

●乗客定員：2,800名 

●初就航：1999年 

●運航：スター・クルーズ 

●船籍：バハマ 

写真提供：スター・クルーズ 

ぱしふぃっく     びいなす 
●総ﾄﾝ数：26,594t 

●全長：183.40m 

●全幅：25.00m 

●速力：18ノット 

●乗客定員：620名 

●初就航：1998年 

●運航：日本ｸﾙｰｽﾞ客船 

●船籍：日本 

ノルウェージャン・          ジュエル 
●総ﾄﾝ数：93,502t 

●全長：294.13m 

●全幅：32.20m 

●速力：22.5ノット 

●乗客定員：2,846名 

●初就航：2005年 

●運航：ﾉﾙｳｪｰｼﾞｬﾝｸﾙｰｽﾞﾗｲﾝ 

●船籍：バハマ 

初寄港！ 

写真提供：ﾉﾙｳｪｰｼﾞｬﾝｸﾙｰｽﾞﾗｲﾝ 

   にっぽん丸 
 
●総ﾄﾝ数：22,472t 

●全長：166.65m 

●全幅：24.00m 

●速力：18ノット 

●乗客定員：524名 

●初就航：1990年 

●運航：商船三井客船 

●船籍：日本 


