
令 和 ２ 年 ９ 月 17 日 

港湾局 開発調整課 

 

港区行政連絡調整会議 報告事項 

 

・クルーズ客船入港関連情報 

  

～９月   入港予定なし 

１０月 ３日（土） スペクトラム・オブ・ザ・シーズ  （約 4,200 人） 

２６日（月） スペクトラム・オブ・ザ・シーズ  （約 4,200 人） 

１１月１０日（火） スペクトラム・オブ・ザ・シーズ  （約 4,200 人） 

１１日（水） セレブリティ・ミレニアム  （約 2,200 人） 

１２月 ９日（水） スペクトラム・オブ・ザ・シーズ  （約 4,200 人） 

１３日（日） ゼニス      （約 1,400 人）★初入港 

２１日（月） コスタ・アトランチカ   （約 2,100 人） 

２３日（水） スペクトラム・オブ・ザ・シーズ  （約 4,200 人） 

３０日（水） スペクトラム・オブ・ザ・シーズ  （約 4,200 人） 

 

（  人）は乗客定員 

  



（参考）大阪港入港クルーズ客船の紹介 

 

スペクトラム・オブ・ザ・シーズ Spectrum of the Seas 

総トン数:169,379トン 

乗客定員:4,246 人 

全長:347.11m 肩幅:41.39m 

船籍:バハマ  

所属:ロイヤル・カリビアン・イン

ターナショナル 

初就航:2019年 4月  

初入港:2019年 6月 8日 

 

コスタ アトランチカ Costa Atlantica 

総トン数:85,619トン 乗客定員:2,114人 

全長:292.56m 型幅:32.20m 

船籍:イタリア 

所属:コスタクルーズ 

初就航:2000年 7月  

初入港:2017年 9月 26 日 



ＨＰ公開版

2020年（令和2年）　大阪港客船入港予定表【天保山岸壁】 2020/8/31更新

船名(★は初入港) 総トン数 船籍 前港 次港 運航船社 クルーズ内容（区間、日程など）

実績 1 ダイヤモンド・プリンセス 115,906 t イギリス 01/18(土) ☆ 07:00 01/18(土) ☆ 19:00 基隆 鳥羽 プリンセス・クルーズ 基隆～大阪～鳥羽～横浜

実績 2 オーシャン・ドリーム 【J-3岸壁】 35,265 t パナマ 02/17(月) 12:00 02/19(水) 18:00 神戸 広島 ピースボートクルーズ （乗客なし）

実績 3 ぱしふぃっく　びいなす 26,594 t 日本 03/02(月) 10:00 06/02(火) 13:00 横浜 相生 日本クルーズ客船 （乗客なし）

キャンセル × レディアンス・オブ・ザ・シーズ ★ 90,090 t バハマ 09/21(月) ☆ 15:00 09/22(火) ☆ 04:20 横浜 神戸 ロイヤル・カリビアン・インターナショナル 横浜～大阪～神戸～那覇～香港～シンガポール

4 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ 169,379 t バハマ 10/03(土) ☆ 13:00 10/04(日) ☆ 23:59 上海 神戸 ロイヤル・カリビアン・インターナショナル 上海～大阪～神戸～高知

キャンセル × ル・ラペルーズ 9,900 t フランス 10/05(月) 06:30 10/05(月) 22:00 宇野 宇野 ポナン 大阪～宇野～広島～宮島～宇和島～鹿児島～長崎～釜山～境港～舞鶴　ターンアラウンド

キャンセル × セレブリティ・ミレニアム 90,963 t マルタ 10/13(火) 12:00 10/14(水) 18:00 清水 高知 セレブリティクルーズ
横浜～清水～大阪～高知～広島～鹿児島～釜山～函館～青森～横浜

日本周遊クルーズ14泊15日

キャンセル × ル・ラペルーズ 9,900 t フランス 10/21(水) 07:00 10/21(水) 22:00 宇野 高松 ポナン 舞鶴～境港～釜山～長崎～鹿児島～宇和島～広島～宮島～宇野～大阪　ターンアウト

5 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ 169,379 t バハマ 10/26(月) 13:00 10/27(火) 04:20 上海 神戸 ロイヤル・カリビアン・インターナショナル 上海～大阪～神戸～東京

キャンセル × セレブリティ・ミレニアム 90,963 t マルタ 10/27(火) 12:00 10/28(水) 18:00 清水 高知 セレブリティクルーズ
横浜～清水～大阪～高知～広島～鹿児島～釜山～函館～青森～横浜

日本周遊クルーズ14泊15日

6 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ 169,379 t バハマ 11/10(火) 13:00 11/11(水) 04:20 上海 神戸 ロイヤル・カリビアン・インターナショナル 上海～大阪～神戸～東京

7 セレブリティ・ミレニアム 90,963 t マルタ 11/11(水) 07:00 11/11(水) 18:00 清水 長崎 セレブリティクルーズ 横浜～清水～神戸～大阪～長崎～上海～那覇～キールン～香港

8 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ 169,379 t バハマ 12/09(水) 07:00 12/09(水) 16:00 神戸 東京 ロイヤル・カリビアン・インターナショナル

9 ゼニス ★ 47,413 t マルタ 12/13(日) ☆ 22:00 12/17(木) 13:00 中国 横浜 ピースボートクルーズ
大阪～横浜～ホノルル～タヒチ～ペルー～チリ～アルゼンチン～ウルグアイ～ブラジル～ナミビア～南アフリカ～マダガスカ

ル～モーリシャス～シンガポール～中国～大阪～横浜

10 コスタ・アトランチカ 47,413 t イタリア 12/21(月) 09:00 12/21(月) 21:30 名古屋 上海 コスタ・クルーズ 上海～東京～名古屋～大阪～上海

11 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ 169,379 t バハマ 12/23(水) 07:00 12/24(木) 05:20 広島 神戸 ロイヤル・カリビアン・インターナショナル 香港～広島～大阪～神戸～高知～香港

12 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ 169,379 t バハマ 12/30(水) 07:00 12/30(水) 16:00 神戸 東京 ロイヤル・カリビアン・インターナショナル

入港　(☆は土日祝日) 出港　(☆は土日祝日)

※ここに示されたスケジュールはあくまでも予定であり、時間・場所などは変更される可能性があります。
※入出港時間は予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

◎入港予定日時・場所についてのお問い合せ先
大阪市総合コールセンター　（８：００～２１：００　年中無休　）　電話０６－４３０１－７２８５　ファックス０６－６６４４－４８９４

【中央突堤北岸壁

(3/9 10:30-3/30 13:00北港白津岸壁(HS3))】


