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セブンシーズ・マリナー改 装 のご案 内 [2014.04.11]
2014 年 4 月 8 日 、マイアミ（アメリカ）にて、リージェント・セブンシーズ・クルーズ（以 下 、リージェント）は、
セブンシーズ・マリナーの数 百 万 ドル規 模 の改 装 が完 了 した 旨 を発 表 いたしました。4 月 7 日 に、改 装 後 の
最 初 の航 海 、モンテカルロからベニスへの 10 泊 クルーズに出 航 いたしました。これを皮 切 りに、セブンシーズ・
マリナーはシーズンの終 わりまで地 中 海 を航 行 いたします。
今 回 の改 装 で、セブンシーズ・マリナーは、 定 評 のある温 かみをそのままに、 上 品 さと豪 華 さが加 わりました 。
船 内 のスイートルーム やラウンジは、 上 品 な家 具 ・装 飾 、特 製 のカーペ ットにより きらび やかになっています。
2012 年 にセブンシーズ・ボイジャーとセブンシーズ・ナビゲーターに施 されたのと同 じような改 装 です。
「リージェント・セブンシーズ・クルーズは、ラグジュアリークラスのクルーズの 模 範 となる べく努 めて まいりましたが、
こ の た び の セ ブン シー ズ ・ マリ ナ ーが 変 身 を 遂 げ 、そ の基 準 を 上 げ ら れた こ と でし ょ う 。 それ だ け 目 を 見 張 り ま
す。」とリージェントの社 長 のクナル・S・カムラニ氏 は語 り、「今 回 の投 資 は、我 々がお客 様 に最 も贅 沢 でスタ
イリッシュな客 船 で究 極 のインクルーシブ体 験 を提 供 するコミットメントを後 押 しします。」と加 えました。
なお、セブンシーズ・マリナーの改 装 の概 要 は次 の通 りです。
●グランド・スイート、マスター・スイート、マリナー・スイート、セブンシーズ・ スイート、ホライゾン・ビュー・スイート、
ペントハウス・スイートの家 具 、装 飾 、照 明 、壁 紙 を一 新 。洗 練 されたソファやイス、テーブル、ランプを導 入 し、
カテゴリーごとの特 徴 が際 立 つようになりました。
●二 層 吹 き抜 けのシアターには、ステージ上 の演 出 を際 立 たせる LED 電 飾 を埋 め込 んだ壁 、新 しいカーペ
ット、装 飾 、壁 紙 、カクテル・テーブル、イスなど、多 くを刷 新 し、お客 様 にさらなる心 地 よさをお感 じいただける
ようになり ました 。ここでは、リージェントが誇 る 「シルク・ロックンロール」が上 演 され、マイケル・ジャクソン、ピンク、
クイーン等 の音 楽 に合 わせて振 付 けたアクロバティックなショーをご覧 いただけます。
そのほか、スターズ・ラウンジ、ホライゾン・ラウンジ、オブザベーション・ ラウンジ、キャニオン・ランチ・スパのパブリッ
ク・スペース、外 のデッキ、プール回 りも一 新 されました。
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※以 下 は、リージェント・セブンシーズ・クルーズのホームページに掲 載 されている原 文 （抜 粋 ）となります
Newly Refurbished Seven Seas Mariner Sets Sail Completes R egent Seven Seas
Cruises Fleet-Wide Makeover
Miami, April 8, 2014 – Regent Seven Sea s Cruises completed a multi -million dollar
refurbishment and upgrade to the all -suite, all-balcony ship Seven Seas Mariner®.
The ship re-entered service yesterday and is in the midst of a 10 -night sailing from
Monte Carlo to Venice. The newly renovated Seven Seas Mariner® will call the
Mediterranean home for the remainder of the season.
The refurbishment of Seven Seas Mariner® added a fresh, elegant and luxurious
new look, while retaining the warmth and charm for which Regent Seven Seas
Cruises is acclaimed. The ship's suites a nd lounges are resplendent with elegant
new furnishings, rich upholstery, custom -milled carpeting and hand -selected
accents. Seven Seas Voyager® recent ly underwent a similar refurbishment and
Seven Seas Navigator® was similarly upgraded in 2012.
"Regent Seven Seas Cruises sets the benchmark for luxury in the cruise industry and
after witnessing the transformation on Seven Seas Mariner® it's clear we once again
raised the bar. She is simply breathtaking," said Kunal S. Kamlani, president of
Regent Seven Seas Cruises. "This investment in our fleet underscores our
commitment to providing our guests with the ultimate, ultra -inclusive experience on
the most luxurious and stylish ships," he added.
Highlights of the Seven Seas Mariner® transformation include:
•The ship's Grand, Master, Mariner, Seven Seas, Horizons and Penthouse Suites
received all -new furniture, upholstery, lighting and wall coverings. Each feat ures
sophisticated, timeless décor with new sofas and chairs, new dining tables, new
lamps and accent lighting that exudes Park Avenue elegance. Rich, luxurious fabrics
were chosen to give each category of suites their own unique look and character.
Soft tones of mint green, dove grey, fawn and wheat will play off of a palette of rich,
dominant hues of espresso, chocolate, gold, burgundy and silver.
•The ship's two-deck high, state-of-the-ar t show theatre was renovated with a new
LED wall to enhance the on-stage productions, and new carpeting, upholstery, wall
coverings, cocktail tables, wall sconces, banquettes and chairs to provide additional
comfort for our guests. Inside the theater, Regent Seven Seas Cruises mounts its
largest and most ambitious product ion to date. Titled "Cirque Rock 'n Roll" this
stunning spectacle is filled with aerial theatrics choreographed to music from
Michael Jackson, Pink, Queen and more.
• The Stars Lounge features a dramatic new décor and ambiance. A new
stone-topped bar anchors the room and the décor of plum, smoky -grey, gold, black
and cream creates a subdued yet elegant atmosphere. Rich woolen carpets, supple
leather, dark hardwood paneling and hammered -copper accents create an air of
distinction, taste and elegance.
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• The Horizon Lounge received a distinctive new stone-fronted bar, chic new
furnishings, tony carpeting, lustrous wall coverings, and new lighting. While the
Mariner Lounge was reconfigured with a spacious "open" floor plan and features a
new bar, new stone flooring, lamps and tables.
•The Observation Lounge sports a stunning new décor of rich ivory, ebony and wine
tones. A dramatic new back-lit bar serves as the room's centerpiece which offers
sweeping 270 degree views.
• The Canyon Ranch Spa received new steam room s, new stone flooring in the
reception area, refurbished changing rooms and the Fitness Center was equipped
with brand new state-of-the-art exercise equipment.
•The exterior decks and al fresco lounges received a makeover as well. New teak
was installed on the balconies of all 350 suites and the teak decking in common
areas was resurfaced and refinished to brand -new condition. The Pool Deck, as well
as the ship's outdoor relaxation areas were furnished with brand new resort -style
sofas, chairs, and loungers. The Pool Grill and La Veranda also received eye -catching
upgrades with new mosaic tiling, new wall coverings draperies, lighting and
awnings.

