
運航会社：プリンセス・クルーズ
上記各営業所の営業時間：月～金曜　09：30～18：00（土・日・祝祭日　休業）

郵船トラベル クルーズ相談会のご案内＜予約制・参加無料＞

ご案内とご注意
●変更について

1）パンフレット記載事項の変更  
プリンセス・クルーズは、パンフレットに記載された事項を遂行することに全力
を尽くしますが、状況により変更せざるを得ない場合があります。記載された
クルーズ代金やその他料金、出発日、日程、寄港地、入出港時間、特別プログ
ラムなどは予告なしに変更される場合があります。この様な変更に伴い発生
したお客様の追加経費への補償は一切ありませんので、あらかじめご了承く
ださい。
2）クルーズ キャンセル  
プリンセス・クルーズは、いかなるクルーズもキャンセルすることがあります。

●トラベル・ドキュメント
パスポート、査証、予防接種証明書などの旅行必要書類は、お客様の責任に
おいて取得して頂きます。クルーズ終了時にお客様のパスポートの有効残存
期間が6ヶ月以上あること、パスポートの名義とご予約のお名前が一致してい
ることをお確かめください。パスポートの余白の規定、査証および予防接種
証明書の必要の有無は、乗下船地、寄港地により異なりますので、詳しくはお
申込みの旅行会社の方にご確認ください。旅行必要書類不備のために乗船
できなかった場合の払い戻しは、一切ございませんのでご注意ください。ま
た、旅行必要書類不備のために、プリンセス・クルーズが被った罰金や経費は
お客様にお支払い頂きます。

●乗船拒否
1）乗船の拒否および途中下船
船専属医より、乗客の身体的状況、精神的状態、または乗客の行動から判断
し、クルーズの継続が不可能と判断された場合、また、乗船中の他の乗客お
よび乗務員に危険、被害をもたらすと判断された場合、あるいはプリンセス・
クルーズが要求する健康状態の告知義務を怠った場合、キャプテンの権限で
乗客は何時でも乗船を拒否されたり、または乗船中のクルーズを途中で中止
し下船していただく場合があります。上記の理由による下船、またはお客様
が自発的に途中下船された際は、いかなる場合もかかる費用はすべてお客
様の負担となります。
また、これらの理由による途中下船に際しては一切の払い戻しは致しません。
また、プリンセス・クルーズはお客様への乗船券販売をお断りする権利を有し

ます。
2）妊婦
クルーズ終了までに妊娠第24週目に入る妊婦の方の乗船申し込みは受けら
れません。
3）幼児・子供
日本発着クルーズは6カ月未満の幼児の乗船申し込みは受けられません。ま
た、6カ月〜17歳までの幼児・子供の乗船人数を制限しています。予約時にご
確認ください。
4）未成年者
日本発着クルーズの乗船者が20歳に満たない場合、20歳以上の大人の同乗
が必要となります。
5）身体障害者
身体障害者、精神障害者または特別治療を要する方の予約に関しては、事前
に書面にてご通知ください。この通知義務を怠ったときは乗船を拒否される
場合がございます。車椅子をご利用の方は、必ずご自身の車椅子をお持ちく
ださい。また、必ず付き添いの方の同乗が必要です。車椅子専用の客室数に
は限りがございますので、お早めにお申し込みください。寄港地によっては、
車椅子での乗下船が難しい場合もあり、船長の判断で乗下船をお断りする場
合があります。
6）ペット
ペットの乗船は原則的に禁止されています。

●船内医療施設及びスタッフ
船内の医療施設は、独立した医療機関として船内で医療行為を行っておりま
す。プリンセス・クルーズは乗船医および看護師らの施す医療行為には、一切
責任を持ちません。

●乗船
主要港では通常、正午から出港の1時間前までに乗船手続きをいたします。
正確な時間は、乗船券と一緒に送られる案内状でご案内いたします。指定さ
れた時刻前には乗船できませんのでご注意ください。

●お荷物の取り扱い
荷物の安全確保には最善の努力を払いますが、全てのお手荷物は持ち主の
責任において管理をお願いしております。ハンドバッグ、鍵の掛からないバッ

グ、われものなどの壊れやすい物、医薬品、旅行書類、貴重品などは、お手荷
物として常時お手元に置かれることをお勧めします。現金、宝飾品、カメラ、
双眼鏡、書類、その他の貴重品などを船内で紛失された場合、プリンセス・ク
ルーズは一切の責任を負いかねます。これらの貴重品は、客室内のセーフ
ティーボックスをご利用になり、お客様ご自身で管理をお願いいたします。

●下船
目的地に到着した後、約2時間は船内または港内ターミナルでお待ちいただ
きます。これは現地の政府機関により、乗客の下船前にスーツケースを降ろ
すことが義務付けられていることと、入国審査や税関手続きなどに時間がか
かるためです。

●安全に関する注意
プリンセス・クルーズは世界中の国々の多くの港に寄港します。時には、犯罪や
戦争、テロ行為など、世界中には紛争地域と思われる場所もあります。プリン
セス・クルーズは、お客様に快適で安全な航海をしていただくために、可能な
限りの策を講じるため最善を尽くします。プリンセス・クルーズは戦争や、テロ
行為、犯罪などから起こりうる全てのリスク（危害）を免れることを保証するも
のではありません。外務省と関係政府機関は、定期的に、旅行者に危険がある
と認知した場合、具体的な都市や国の詳細な現地情報を伝えて、旅行者に助
言や警告を発しています。旅行者や旅行会社は旅行を決定する際には、それ
らの情報を入手し、熟慮することを強くお勧めします。プリンセス・クルーズは
いかなる時もどんな旅程でも変更できる権利を有します。

●パンフレット掲載写真について
寄港地・観光先・料理の写真は全てイメージです。パンフレット掲載の写真は、
皆様にその場所のイメージをつかんでいただくために載せております。ツ
アーにご参加いただいても必ずしも同じ角度、同じ高度からの風景をご覧い
ただけるとは限りませんので予めご了承ください。また、寄港地の写真及び
文章にはオプショナルツアー・自由行動で訪問する場所も含まれています。

※ 本パンフレットの掲載情報は2019年2月13日現在のもので、変更される場合
がございます。

詳しくは下記クルーズセンターにお問い合わせいただくか、弊社ホームページをご覧ください。

認定を受けた専門知識を有する弊社クルーズアドバイザーが承ります。どうぞお気軽にお越しください。

一般社団法人日本旅行業協会正会員

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターへ

廣政有香 Eメールアドレス／cck@ytk.co.jp

谷維人 Eメールアドレス／ccu@ytk.co.jp

〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2波多野ビル8階 総合旅行業務取扱管理者：生田隆雄　Eメールアドレス／cct@ytk.co.jp

総合旅行業務取扱管理者：菅知範　Eメールアドレス／ccy@ytk.co.jp

総合旅行業務取扱管理者：齋藤愛弓　Eメールアドレス／ccn@ytk.co.jp

東　京　☎ 03（5213）9987

横　浜　☎ 045（640）6560

名古屋　☎ 052（561）1354

大　阪　☎ 06（6251）5881

神　戸　☎ 078（251）6218

福　岡　☎ 092（475）0011
〒812-0018 福岡市博多区住吉4-3-2　博多エイトビル5階　総合旅行業務取扱管理者：吉川健二　Eメールアドレス／wfs@ytk.co.jp

昭和住宅・福本ビル5階

旅行条件（要約）� ※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込み下さい。

●募集型企画旅行契約
この旅行は、郵船トラベル株式会社（以下「当社」といいます）が企画・実施
する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契
約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになります。旅行条件は、
募集広告（パンフレット等）の各コースに記載されている条件によるほか、
別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称す
る確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

●お申し込み方法と契約の成立時期
当社所定の申込書に申込金として旅行代金の20%を添えてお申し込みく
ださい。申込金は、旅行代金お支払の際、差し引かせていただきます。電
話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約
の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に申込書の提出と申込金
の支払をしていただきます。旅行契約は、当社が予約の承諾をし申込書と
申込金を受領したときに成立します。

●旅行残金のお支払い
旅行残金は、6泊以下の場合、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって
60日目にあたる日より前に、7泊以上の場合は、旅行出発日の前日から起算
してさかのぼって75日目にあたる日より前に（お申し込みが間際の場合は
当社が指定する期日までに）お支払ください。

●旅行代金の額の変更
利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改定により、旅行代金の額を変更
することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算して15日目
にあたる日より前にお知らせします。

●取消料（お客様による旅行契約の解除）  
お申し込み後、お客様のご都合により取消になる場合、および旅行代金が
所定の期日までに入金がなく当社が参加をお断りした場合、旅行代金に対
し、下記の料金で取消料（または違約料）を申し受けます。

◆6泊以下

◆7泊以上

　

　

　

　

●旅行代金に含まれるもの  
船舶運賃、キャビン使用料、乗船中の全食事代（一部有料）、船内でのエン
ターテインメント、テンダーボート代など。

●旅行代金に含まれないもの  
渡航手続き諸費用、自宅から発着港間の交通費、お荷物宅配料金、船内の
アルコール類、レギュラーメニュー以外のドリンク類、ステーキハウスおよ
びサバティーニのテーブル料、寿司バーでの飲食代、一部のカルチャー教
室、インターネット、ランドリー、クリーニング、電話代、マッサージ、美容院等
の個人的な費用、船内でのチップ、各寄港地での観光（オプショナルツアー）
や食事など。
なお、租税、手数料および港湾費用はご旅行代金とあわせ別途ご請求します。
※ 燃油サーチャージは2019年2月13日現在廃止されていますが、今後の原

油価格の動向によりチャージされる場合があります。
※ 租税、手数料および港湾費用および燃油サーチャージの代金は予告無し

に変更される場合があり、運航会社はクルーズ代金全額収受後でも、そ
の不足分をお支払いただく権利を有します。

●添乗員 
・同行しませんが、船内では係員がお世話いたします。
●旅行条件・旅行代金の基準日

2019年2月13日を基準としています。
●その他

旅行代金は2人部屋を2名でご利用いただいた場合のお一人様分を表示し
ています。当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

●個人情報の取り扱いについて
当社及び受託旅行業者（以下「販売店」といいます）は、旅行申し込みの際
に提出された申込書に記載された個人情報についてお客様との間の連絡
のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行に
おいて運送機関・公的機関等の提供するサービス手配およびそれらのサー
ビスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

＊ このほか、当社及び販売店では、将来より良い旅行商品の開発のためのマ
ーケット分析や、当社および販売店の旅行商品の案内をお届けするために、
お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
●特別補償

当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無
にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規定に基づき、お客様が
募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生
命または手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲におい
て、補償金または見舞金を支払います。

出発日の前日から起算して60日前以前 無料
出発日の前日から起算して59〜45日前 ご旅行代金の  20%
出発日の前日から起算して44〜29日前 ご旅行代金の  50%
出発日の前日から起算して28〜15日前 ご旅行代金の  75%
出発日の前日から起算して14日前以降 ご旅行代金の100%

出発日の前日から起算して75日前以前 無料
出発日の前日から起算して74〜57日前 ご旅行代金の  20%
出発日の前日から起算して56〜29日前 ご旅行代金の  50%
出発日の前日から起算して28〜15日前 ご旅行代金の  75%
出発日の前日から起算して14日前以降 ご旅行代金の100%

旅行保険ご加入のおすすめ
募集型企画旅行約款特別補償規程により、当社は、お客様がご旅行中に被られた損害につ
いては、一定の範囲で補償させていただきますが、疾病治療・疾病死亡等については補償い
たしません。安心してご旅行をしていただくためにお客様ご自身および携行品等に必ず保
険をかけられますようおすすめいたします。
また「クルーズ旅行取消費用特約」を同時にかけられますようおすすめします。

海外危険情報について
海外クルーズの場合、渡航先（国又は地域）によっては外務省より危険情報などの安全
関係の海外渡航関連情報が出されている場合があります。詳しくは販売店へお問い合わ
せください。
海外渡航関連情報は、外務省 領事サービスセンター（海外安全担当）や外務省海外安全
ホームページなどでもご確認いただけます。 
TEL（直通）:03-5501-8162 
ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/

渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫所「海外で健康に過ごすために」 
ホームページ:https://www.forth.go.jp/ でご確認ください。

より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故、盗難などに備えて、 
お客様ご自身で旅行保険に必ずご加入されることをおすすめいたします。

死 亡 補 償 金 2500万円
入  院  見  舞  金 4〜40万円
通  院  見  舞  金 2〜10万円（通院3日以上）

携帯品損害補償金 お客様1名につき〜15万円
（但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします）

ダイヤモンド・プリンセスのクルーズ個別相談会を各センターにて開催しております。

旅行企画 ･ 実施

〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2波多野ビル8階
ホームページアドレス　https://www.ytk.jp

一般社団法人日本旅行業協会正会員



人生の航路を
より豊かにする旅を
今まで見たことのない景色を。今まで感じたことのない自由を。

人生に彩りを与える優雅な旅へ、プリンセス・クルーズがご案内します。

一生の
宝物になる 
思い出を
あなたに
ようこそ、プリンセス・クルーズへ

全部入ってこんなにお得！

360度広がる水平線、澄みきった
青空から黄金の黄昏、満天の星へ
と移り変わる大空、海から眺める陸
地など、一つひとつのシーンが思
い出に刻まれます。

プリンセス・クルーズ全17隻が世
界的に権威のある美食協会「ラ・
シェーヌ・デ・ロティスール 」に登
録。数々の賞に輝いた美食をご堪
能いただけます。

船内ではアクティビティを楽しむの
も、部屋でくつろぐのも思いのまま。
寄港地に立ち寄りながら、一度の
旅で多彩な観光地をめぐることが
できます。

約100名の日本語スタッフが乗船
しているので安心。船内では展望
大浴場や日本食など、親しみのあ
るサービスを日本語でおもてなしし
ます。

クルーズ代金には移動費、食費、宿泊費、エンターテイメン
ト代が含まれます。１日あたり１万円台から、各種コースを
ご用意しています。

POINT

1

POINT

3

POINT

4

POINT

5

POINT

2

船旅だから出合える風景

世界最高峰の美食

自由で快適な時間

船内は日本語OK

手頃な価格で上質な楽しみ

※表紙の写真およびP.2・3の写真はすべてイメージです。

移動費 食費 宿泊費 イベント・
ショー等 クルーズ代金

楽しく、賢く！早めの予約でさらにお得に 一部対象コースに限ります。詳しくは、P.50-51の「お得なキャンペーン」をご参照ください。

“3〜4人目無料キャンペーン”をご利用可能！ 
先着順・数量限定でご提供しています。スイート、プレミアム・ジュニア・スイート、ジュニア・スイート客室のみが対象となります。
※ファミリー・スイートは、5〜6人目が対象となります。

リピーターの方は表示の金額からさらにお一人様最大10,000円オフ！
※一部のコースについて、さらなる割引額が適用されます。

早期予約割引：お一人様最大20,000円オフ！ 
※�一部のコースについて、さらなる割引額が適用されます。�
内側客室は対象外となります。

スーパー早期予約キャンペーン：船内で使用できる 
オンボード・クレジットを最大200米ドルプレゼント！ 
一部、適用対象外となるコース、カテゴリーがあります。詳しくは、P.50-51の「お得なキャンペーン」をご参照ください。

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

さらに、
クルーズ乗船中に
船上予約をした場合は
早期予約割引額が
2倍に。
※それぞれ適用条件が

ございます。詳しくは旅行会社へ
お問合せください。
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ベッドから出て、まずはバルコニーで深呼吸。
ゆっくりとジャグジーに入り、心も体もリラックスした後は、
部屋のバルコニーでシャンパンを飲みながら朝食を。

光が燦々と降り注ぐプールで遊んだ後は、
スイーツとともにアフタヌーン・ティーでほっと一息。
カルチャー教室に参加し、リラクゼーションへ。

寄港地に到着。ショアエクスカーションに参加して、
世界遺産や絶景スポットへ。ガイドブック片手に街の散策など、
自由行動から戻ったら船で少し休憩を。

夜のとばりが下りると、船内は一層プレミアムな空間へ。
フルコースのディナーの後は、華麗なショーや大型スクリーンで映画を鑑賞。
１日の終わりには、バーラウンジで語らいの一杯を。

朝

午後

午前

夜

1965年   スタンリー・B・マクドナルドが設立。 
「プリンセス・パトリシア」でメキシコクルーズを開始。

1977年  プリンセスの船上を舞台にしたテレビ番組『ラブ・ボート』が大ヒット。 
クルーズブームのきっかけに。

1984年  全キャビンが海側の画期的な客船「ロイヤル・プリンセス」就航。 
上級スイートに限られていたバルコニーをスタンダード客室まで拡充。

1987年  アラスカクルーズ前後にアラスカの大自然を楽しむ専用宿泊施設 
「デナリ・プリンセス・ウィルダネス・ロッジ」を営業開始。

1990年 リピーター会員制度「キャプテンズ・サークル・ロイヤリティー・プログラム」を開始。

1995年 当時世界最大の客船、「サン・プリンセス」就航。

1996年 乗務員用のサービス研修プログラム「C.R.U.I.S.E.」を業界で初めて開始。

2001年  メイン・ダイニングのディナー時間・テーブルを自由に選べる 
「エニタイム・ダイニング」を業界に先駆け導入。

2004年  日本造船史上最大（当時）の客船として「ダイヤモンド・プリンセス」 
「サファイア・プリンセス」が三菱重工長崎造船所からデビュー。 
同年「カリビアン・プリンセス」就航。 
プールサイドの大型スクリーン「ムービーズ・アンダー・ザ・スターズ」が登場。

2008年  エンジンルームやブリッジなど 
通常見られない客船の裏側を乗務員が案内する 

「究極の船内ツアー」を業界で初めて開始。

2013年 大規模な日本発着クルーズを外国客船として初めて開始。

2015年 創立50周年。

2017年 「マジェスティック・プリンセス」就航。

2019年 「スカイ・プリンセス」就航予定。

2020年 「エンチャンテッド・プリンセス」就航予定。

洋上初のサービスを生み出してきた歴史歴史を彩った命名者たち

船旅を牽引した歴史をひも解く

プリンセス・クルーズ・ヒストリー

Princess Cruises History

ウェールズ公妃
ダイアナ
1984.11.15

ロイヤル・プリンセス
（初代）命名

ケンブリッジ公爵夫人
キャサリン妃

2013.6.13
ロイヤル・プリンセス

（3代）命名

オードリー・ヘプバーン
1989.3.23

スター・プリンセス
（初代）命名

ヤオ・ミン氏
イエ・リー夫人

2017.7.9
マジェスティック・プリンセス

（初代）命名

プリンセス・クルーズは
夢 のような旅を
ご提 供いたします 。
世界で最も知られた国際的なクルーズラインのひとつである
プリンセス・クルーズ。
50年以上にわたり革新的なサービスを提供してきました。
現在17隻を所有し、毎年約200万人のお客様を
世界380以上の寄港地へお連れする
クルーズ業界のリーダー的存在になりました。
プリンセス・クルーズの日本発着クルーズは、
インターナショナルな雰囲気の船内で
日本のお客様が快適にお過ごしいただけるように、
サービスや施設を日本仕様にし、特別な旅を提供しています。
上質な空間、快適な客室、世界から注目される美食、
心躍るエンターテイメントの数々。
ご家族やご友人と新たな発見や新たな体験に出合う
旅にお出かけください。
プリンセス・クルーズは皆さまの
ご乗船をお待ちしています。

ジャン・スワーツ
グループ・プレジデント
プリンスセス・クルーズ＆
カーニバル・オーストラリア

クルーズならではの１日の楽しみ方
広 と々した快適な空間のまま、都市から都市へと移動しながら旅をするクルーズは、
効率的に時間を使うぶん、リゾートライフもたっぷり味わえます。
例えば、クルーズを満喫できるこんな素敵な過ごし方もおすすめです。

水平線から昇る太陽を眺めながら
コーヒーを飲み今日が始まる。

プールでリゾート気分も最高潮。

クラブ・クラスの
朝食の一例。

今日の朝食はゆっくりと
ルームサービスをチョイス。

ハイドロ・テラピー・プールで
海を眺めて目覚める朝。

（泉の湯：有料）

やさしい施術で身体も心もすっきり。（有料）

メイン・ダイニングでのひとときは
より一層旅を思い出深く。

700席を超える劇場では
華やかなステージを
毎晩開催。

本格的なスイーツや
軽食も充実。

船上のグリーンに
子供も大はしゃぎ。

寄港地では、その土地独自の
文化に触れるのも醍醐味。

すすみゆく船の航跡と、
目の前に広がる圧巻の景色。

星空の下の映画鑑賞は
一味違った魅力が。

四季折々の
花々がお出迎え。

※写真はすべてイメージです。

morning

afternoon

Morning 今日は、港から出発する
ショアエクスカーション
（寄港地観光ツアー）

を利用。

in the morning

night

さあ、ドレスアップして
夢のような世界へ。
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お得なキャンペーン
※詳細はP.50・51をご覧ください。

青森ねぶた祭／青森

夜景／函館

山居倉庫／酒田（山形）

中尊寺／石巻

コタキナバル市立モスク／コタキナバル

詳細はP.27、29、39〜49
をご覧ください。

※写真はすべてイメージです。

旅行期間 日数 発着港 コース名・行程 クルーズ
番号 お得なキャンペーン 掲載

ページ

７
月7月19日（日）〜

7月27日（月）　 9日間 横浜
発着

祇園祭・天神祭でにぎわう
京都・大阪と鹿児島・韓国
横浜〜鹿児島〜釜山〜神戸〜大阪〜横浜

M026 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.39

7月27日（月）〜
8月  4日（火）　 9日間 横浜

発着
ねぶた祭に沸く
青森と石巻・函館・ウラジオストク 
横浜〜石巻〜函館〜ウラジオストク〜青森〜横浜

M027 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.40

８
月8月  4日（火）〜

8月15日（土）　 12日間 横浜
発着

日本の夏！竿燈・ねぶた・よさこい・
阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国
横浜〜秋田〜青森〜境港〜釜山〜関門海峡クルージング〜高知〜徳島〜横浜

M028 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.41

8月15日（土）〜
8月23日（日）　 9日間 横浜

発着
熊野大花火と夏の龍馬の夢の跡巡り 
横浜〜和歌山下津〜（熊野）〜高知〜関門海峡クルージング〜
釜山〜長崎〜鹿児島〜横浜

M029 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.42

8月23日（日）〜
9月  1日（火）　 10日間 横浜

発着
日本美食の地巡りと韓国
横浜〜釜山〜境港〜敦賀〜金沢〜新潟〜酒田（山形）〜横浜

M030 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.29

９
月9月  1日（火）〜

9月  9日（水）　 9日間 横浜
発着

北海道周遊とサハリン
横浜〜釧路〜コルサコフ〜小樽〜函館〜横浜

M031 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.43

9月  9日（水）〜
9月18日（金）　 10日間 横浜

発着
日本美食の地巡りと韓国
横浜〜釜山〜境港〜敦賀〜金沢〜新潟〜酒田（山形）〜横浜

M032 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.29

  9月23日（水）〜
10月  1日（木）　 9日間 横浜

発着
北海道周遊とサハリン
横浜〜釧路〜コルサコフ〜小樽〜函館〜横浜

M034 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.43

10
月10月  1日（木）〜

10月16日（金）　 16日間 横浜
発着

東南アジア大航海
横浜〜鹿児島〜厦門〜チャンメイ（ダナン／フエ）〜
カイラン〜香港〜基隆（台北）〜那覇〜横浜

M035 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.44

10月16日（金）〜
10月24日（土）　 9日間 横浜

発着
北海道周遊とサハリン
横浜〜釧路〜コルサコフ〜小樽〜函館〜横浜

M036 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.43

10月24日（土）〜
11月  2日（月）　 10日間 横浜

発着
秋彩の東北周遊と四日市・韓国
横浜〜石巻〜宮古（岩手）〜青森〜秋田〜釜山〜四日市〜横浜

M037 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.45

11
月11月  2日（月）〜

11月11日（水）　 10日間 横浜
発着

日本美食の地巡りと韓国
横浜〜釜山〜境港〜敦賀〜金沢〜新潟〜酒田（山形）〜横浜

M038 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.29

11月11日（水）〜
11月20日（金）　 10日間 横浜

発着
秋彩めぐりにっぽんの美湾巡りと韓国
横浜〜蒲郡〜大阪〜高知〜広島〜釜山〜佐世保〜横浜

M039 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.46

11月20日（金）〜
11月29日（日）　 10日間 横浜

発着
春秋旅くらべ あき色 四国と韓国
横浜〜鳥羽〜高松〜高知〜松山〜釜山〜清水〜横浜

M040 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.27

11月29日（日）〜
12月  7日（月）　 9日間 横浜

発着
沖縄・台湾リゾートクルーズ
横浜〜那覇〜石垣島〜基隆（台北）〜横浜

M041 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.47

12
月12月  7日（月）〜

12月16日（水）　 10日間 横浜
発着

冬の味覚の九州紀行と韓国
横浜〜鹿児島〜釜山〜博多〜佐世保〜油津（宮城）〜別府〜横浜

M042 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.48

12月16日（水）〜
2021年
  1月13日（水）　

29日間 横浜
発着

年末年始 アジア大航海
横浜〜鹿児島〜上海〜厦門〜香港〜チャンメイ（ダナン／フエ）〜ニャチャン〜
プーミー（ホーチミン）〜シンガポール〜ムアラ（バンダルスリブガワン）〜
コタキナバル〜マニラ〜香港〜基隆（台北）〜那覇〜大阪〜清水〜横浜

M043C 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.49

1
月

2021年
  1月13日（水）〜
  1月28日（木）　

16日間 横浜
発着

東南アジア大航海
横浜〜鹿児島〜厦門〜チャンメイ（ダナン／フエ）〜
カイラン〜香港〜基隆（台北）〜那覇〜横浜

M103 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.44

ダイヤモンド・プリンセス 日本発着クルーズスケジュール

2020年3月〜2021年1月

旅行期間 日数 発着港 コース名・行程 クルーズ
番号 お得なキャンペーン 掲載

ページ

３
月3月15日（日）〜

3月24日（火）　 10日間 横浜
発着

陽春の九州紀行と韓国 
横浜〜油津（宮崎）〜博多〜釜山〜佐世保〜鹿児島〜別府〜横浜

M009
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.26

3月24日（火）〜
4月　2日（木）　 10日間 横浜

発着
春秋旅くらべ はる色 四国と韓国
横浜〜鳥羽〜高松〜高知〜松山〜釜山〜清水〜横浜

M010
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.27

４
月4月　2日（木）〜

4月11日（土）　 10日間 横浜
発着

春秋旅くらべ 
春爛漫 にっぽんの美湾巡りと韓国 
横浜〜蒲郡〜大阪〜高知〜広島〜釜山〜佐世保〜横浜

M011
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.28

4月11日（土）〜
4月20日（月）　 10日間 横浜

発着
日本美食の地巡りと韓国
横浜〜釜山〜境港〜敦賀〜金沢〜新潟〜酒田（山形）〜横浜

M012
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.29

4月20日（月）〜
4月29日（水・祝）10日間 横浜

発着
きらめく春の東北周遊と鹿児島・韓国
横浜〜石巻〜宮古（岩手）〜青森〜秋田〜釜山〜鹿児島〜横浜

M013
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.30

4月29日（水・祝）〜
5月  5日（火・祝） 7日間 横浜

発着
ゴールデンウィーク 大阪と鳥羽・韓国
横浜〜釜山〜大阪〜鳥羽〜横浜

M014
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.31

５
月5月  5日（火・祝）〜

5月10日（日）　 6日間 横浜
発着

ゴールデンウィーク ショートクルーズ
横浜〜釜山〜佐世保〜横浜

M015
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.24

5月10日（日）〜
5月16日（土）　 7日間 横浜発

神戸着
いざ新緑のみなと街 神戸へ！ 九州と韓国 
横浜〜鹿児島〜釜山〜博多〜神戸

M016
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.32

5月16日（土）〜
5月23日（土）　 8日間 神戸

発着
風薫る四国と広島・宮崎・韓国
神戸〜高知〜広島〜松山〜油津（宮崎）〜釜山〜神戸

M017
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.33

5月23日（土）〜
5月30日（土）　 8日間 神戸

発着
夏をさきどり！
沖縄・台湾 リゾートクルーズ
神戸〜那覇〜石垣島〜基隆（台北）〜神戸

M018
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.34

5月30日（土）〜
6月  6日（土）　 8日間 神戸

発着
風薫る四国と広島・宮崎・韓国
神戸〜高知〜広島〜松山〜油津（宮崎）〜釜山〜神戸

M019
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.33

６
月6月  6日（土）〜

6月13日（土）　 8日間 神戸
発着

夏をさきどり！
沖縄・台湾 リゾートクルーズ
神戸〜那覇〜宮古島（沖縄）〜基隆（台北）〜神戸

M020
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.34

6月13日（土）〜
6月18日（木）　 6日間 神戸

発着
幕末・明治維新ゆかりの地と
韓国ショートクルーズ
神戸〜高知〜鹿児島〜釜山〜神戸

M021
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.25

6月18日（木）〜
6月26日（金）　 9日間 神戸

発着
金環日食観賞！沖縄・台湾リゾートクルーズ
神戸〜クルージング（金環日食観賞）〜基隆（台北）〜
石垣島〜那覇〜神戸

M022
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.35

6月26日（金）〜
7月  4日（土）　 9日間 神戸

発着
初夏の北前航路と韓国
神戸〜函館〜秋田〜伏木富山〜舞鶴〜釜山〜
関門海峡クルージング〜神戸

M023
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.36

７
月7月  4日（土）〜

7月10日（金）　 7日間 神戸発
横浜着

爽やかな夏の九州と韓国
神戸〜博多〜釜山〜鹿児島〜横浜

M024
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.37

7月10日（金）〜
7月19日（日）　 10日間 横浜

発着
夏のにっぽん周遊 
横浜〜秋田〜金沢〜境港〜釜山〜大阪〜鳥羽〜横浜

M025
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.38

大阪城／大阪

奥入瀬渓流／青森

九份／基隆（台北）

金環日食

砂山ビーチ／宮古島（沖縄）

詳細はP.24〜38をご覧ください。

＊寄港地での途中乗・下船はできません。

日本発着クルーズ
早期予約割引特典早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

3〜4人目
無料キャンペーン

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目スーパー早期予約
キャンペーン

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

キャプテンズ・サークル・
メンバー（リピーター）割引

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目
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お得なキャンペーン
※詳細はP.50・51をご覧ください。

青森ねぶた祭／青森

夜景／函館

山居倉庫／酒田（山形）

中尊寺／石巻

コタキナバル市立モスク／コタキナバル

詳細はP.27、29、39〜49
をご覧ください。

※写真はすべてイメージです。

旅行期間 日数 発着港 コース名・行程 クルーズ
番号 お得なキャンペーン 掲載

ページ

７
月7月19日（日）〜

7月27日（月）　 9日間 横浜
発着

祇園祭・天神祭でにぎわう
京都・大阪と鹿児島・韓国
横浜〜鹿児島〜釜山〜神戸〜大阪〜横浜

M026 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.39

7月27日（月）〜
8月  4日（火）　 9日間 横浜

発着
ねぶた祭に沸く
青森と石巻・函館・ウラジオストク 
横浜〜石巻〜函館〜ウラジオストク〜青森〜横浜

M027 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.40

８
月8月  4日（火）〜

8月15日（土）　 12日間 横浜
発着

日本の夏！竿燈・ねぶた・よさこい・
阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国
横浜〜秋田〜青森〜境港〜釜山〜関門海峡クルージング〜高知〜徳島〜横浜

M028 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.41

8月15日（土）〜
8月23日（日）　 9日間 横浜

発着
熊野大花火と夏の龍馬の夢の跡巡り 
横浜〜和歌山下津〜（熊野）〜高知〜関門海峡クルージング〜
釜山〜長崎〜鹿児島〜横浜

M029 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.42

8月23日（日）〜
9月  1日（火）　 10日間 横浜

発着
日本美食の地巡りと韓国
横浜〜釜山〜境港〜敦賀〜金沢〜新潟〜酒田（山形）〜横浜

M030 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.29

９
月9月  1日（火）〜

9月  9日（水）　 9日間 横浜
発着

北海道周遊とサハリン
横浜〜釧路〜コルサコフ〜小樽〜函館〜横浜

M031 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.43

9月  9日（水）〜
9月18日（金）　 10日間 横浜

発着
日本美食の地巡りと韓国
横浜〜釜山〜境港〜敦賀〜金沢〜新潟〜酒田（山形）〜横浜

M032 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.29

  9月23日（水）〜
10月  1日（木）　 9日間 横浜

発着
北海道周遊とサハリン
横浜〜釧路〜コルサコフ〜小樽〜函館〜横浜

M034 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.43

10
月10月  1日（木）〜

10月16日（金）　 16日間 横浜
発着

東南アジア大航海
横浜〜鹿児島〜厦門〜チャンメイ（ダナン／フエ）〜
カイラン〜香港〜基隆（台北）〜那覇〜横浜

M035 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.44

10月16日（金）〜
10月24日（土）　 9日間 横浜

発着
北海道周遊とサハリン
横浜〜釧路〜コルサコフ〜小樽〜函館〜横浜

M036 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.43

10月24日（土）〜
11月  2日（月）　 10日間 横浜

発着
秋彩の東北周遊と四日市・韓国
横浜〜石巻〜宮古（岩手）〜青森〜秋田〜釜山〜四日市〜横浜

M037 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.45

11
月11月  2日（月）〜

11月11日（水）　 10日間 横浜
発着

日本美食の地巡りと韓国
横浜〜釜山〜境港〜敦賀〜金沢〜新潟〜酒田（山形）〜横浜

M038 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.29

11月11日（水）〜
11月20日（金）　 10日間 横浜

発着
秋彩めぐりにっぽんの美湾巡りと韓国
横浜〜蒲郡〜大阪〜高知〜広島〜釜山〜佐世保〜横浜

M039 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.46

11月20日（金）〜
11月29日（日）　 10日間 横浜

発着
春秋旅くらべ あき色 四国と韓国
横浜〜鳥羽〜高松〜高知〜松山〜釜山〜清水〜横浜

M040 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.27

11月29日（日）〜
12月  7日（月）　 9日間 横浜

発着
沖縄・台湾リゾートクルーズ
横浜〜那覇〜石垣島〜基隆（台北）〜横浜

M041 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.47

12
月12月  7日（月）〜

12月16日（水）　 10日間 横浜
発着

冬の味覚の九州紀行と韓国
横浜〜鹿児島〜釜山〜博多〜佐世保〜油津（宮城）〜別府〜横浜

M042 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.48

12月16日（水）〜
2021年
  1月13日（水）　

29日間 横浜
発着

年末年始 アジア大航海
横浜〜鹿児島〜上海〜厦門〜香港〜チャンメイ（ダナン／フエ）〜ニャチャン〜
プーミー（ホーチミン）〜シンガポール〜ムアラ（バンダルスリブガワン）〜
コタキナバル〜マニラ〜香港〜基隆（台北）〜那覇〜大阪〜清水〜横浜

M043C 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.49

1
月

2021年
  1月13日（水）〜
  1月28日（木）　

16日間 横浜
発着

東南アジア大航海
横浜〜鹿児島〜厦門〜チャンメイ（ダナン／フエ）〜
カイラン〜香港〜基隆（台北）〜那覇〜横浜

M103 早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.44

ダイヤモンド・プリンセス 日本発着クルーズスケジュール

2020年3月〜2021年1月

旅行期間 日数 発着港 コース名・行程 クルーズ
番号 お得なキャンペーン 掲載

ページ

３
月3月15日（日）〜

3月24日（火）　 10日間 横浜
発着

陽春の九州紀行と韓国 
横浜〜油津（宮崎）〜博多〜釜山〜佐世保〜鹿児島〜別府〜横浜

M009
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.26

3月24日（火）〜
4月　2日（木）　 10日間 横浜

発着
春秋旅くらべ はる色 四国と韓国
横浜〜鳥羽〜高松〜高知〜松山〜釜山〜清水〜横浜

M010
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.27

４
月4月　2日（木）〜

4月11日（土）　 10日間 横浜
発着

春秋旅くらべ 
春爛漫 にっぽんの美湾巡りと韓国 
横浜〜蒲郡〜大阪〜高知〜広島〜釜山〜佐世保〜横浜

M011
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.28

4月11日（土）〜
4月20日（月）　 10日間 横浜

発着
日本美食の地巡りと韓国
横浜〜釜山〜境港〜敦賀〜金沢〜新潟〜酒田（山形）〜横浜

M012
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.29

4月20日（月）〜
4月29日（水・祝）10日間 横浜

発着
きらめく春の東北周遊と鹿児島・韓国
横浜〜石巻〜宮古（岩手）〜青森〜秋田〜釜山〜鹿児島〜横浜

M013
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.30

4月29日（水・祝）〜
5月  5日（火・祝） 7日間 横浜

発着
ゴールデンウィーク 大阪と鳥羽・韓国
横浜〜釜山〜大阪〜鳥羽〜横浜

M014
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.31

５
月5月  5日（火・祝）〜

5月10日（日）　 6日間 横浜
発着

ゴールデンウィーク ショートクルーズ
横浜〜釜山〜佐世保〜横浜

M015
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.24

5月10日（日）〜
5月16日（土）　 7日間 横浜発

神戸着
いざ新緑のみなと街 神戸へ！ 九州と韓国 
横浜〜鹿児島〜釜山〜博多〜神戸

M016
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.32

5月16日（土）〜
5月23日（土）　 8日間 神戸

発着
風薫る四国と広島・宮崎・韓国
神戸〜高知〜広島〜松山〜油津（宮崎）〜釜山〜神戸

M017
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.33

5月23日（土）〜
5月30日（土）　 8日間 神戸

発着
夏をさきどり！
沖縄・台湾 リゾートクルーズ
神戸〜那覇〜石垣島〜基隆（台北）〜神戸

M018
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.34

5月30日（土）〜
6月  6日（土）　 8日間 神戸

発着
風薫る四国と広島・宮崎・韓国
神戸〜高知〜広島〜松山〜油津（宮崎）〜釜山〜神戸

M019
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.33

６
月6月  6日（土）〜

6月13日（土）　 8日間 神戸
発着

夏をさきどり！
沖縄・台湾 リゾートクルーズ
神戸〜那覇〜宮古島（沖縄）〜基隆（台北）〜神戸

M020
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.34

6月13日（土）〜
6月18日（木）　 6日間 神戸

発着
幕末・明治維新ゆかりの地と
韓国ショートクルーズ
神戸〜高知〜鹿児島〜釜山〜神戸

M021
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.25

6月18日（木）〜
6月26日（金）　 9日間 神戸

発着
金環日食観賞！沖縄・台湾リゾートクルーズ
神戸〜クルージング（金環日食観賞）〜基隆（台北）〜
石垣島〜那覇〜神戸

M022
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.35

6月26日（金）〜
7月  4日（土）　 9日間 神戸

発着
初夏の北前航路と韓国
神戸〜函館〜秋田〜伏木富山〜舞鶴〜釜山〜
関門海峡クルージング〜神戸

M023
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.36

７
月7月  4日（土）〜

7月10日（金）　 7日間 神戸発
横浜着

爽やかな夏の九州と韓国
神戸〜博多〜釜山〜鹿児島〜横浜

M024
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.37

7月10日（金）〜
7月19日（日）　 10日間 横浜

発着
夏のにっぽん周遊 
横浜〜秋田〜金沢〜境港〜釜山〜大阪〜鳥羽〜横浜

M025
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

P.38

大阪城／大阪

奥入瀬渓流／青森

九份／基隆（台北）

金環日食

砂山ビーチ／宮古島（沖縄）

詳細はP.24〜38をご覧ください。

＊寄港地での途中乗・下船はできません。

日本発着クルーズ
早期予約割引特典早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

3〜4人目
無料キャンペーン

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目スーパー早期予約
キャンペーン

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

キャプテンズ・サークル・
メンバー（リピーター）割引

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

76 www.princesscruises.jp
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※写真はすべてイメージです。

F R E E

F R E E

こちらのマークが付いたレストラン、カフェでの飲食は、クルーズ代金に含まれています。多彩な食をお好みに合わせてご堪能いただけます。
※アルコール飲料及び、一部のソフトドリンクは有料となります。※一部のメニューは有料となります。

バラエティー豊かなメニューを揃えた、ブッフェスタイルのレストラン。本格的な味を気軽にお召し上がりいただけます。

ホライゾンコート HorizonCourt

●早朝から深夜までオープン
●時間により入れ替わる豊富なメニュー
●ご飯や味噌汁、人気の麺類もご用意

POINT オススメのポイント

●フルコースから一品ずつでもお好みでご注文が可能
●日本食もご用意�
● �医師の指導など健康上の特別なリクエストは、�
ご相談により対応＊�
＊ご希望に沿えない場合もございます。予めご了承ください。

F R E E

カーティス・ストーン氏による新メニューも
メイン・ダイニングでは、世界的に高い評価を受けているシェフ、
カーティス・ストーン氏によるオリジナルメニューをお楽しみいただけます。

カーティス・ストーン�� Curtis Stone

オリジナリティ溢れる料理で、各国のファンを魅了する気鋭のシェフ。自身の料理本はニュー
ヨーク・タイムズ紙でベストセラーとして紹介されるなど、数々の一流誌から高い評価を受けて
います。

POINT オススメのポイント

新メニュー 「ムール貝とチョリソーの白ワイン蒸し」
「ビーフテンダーロインとマッシュルームのコブラーパイ」など

ディナーは2回制の指定テーブル制で同じウェイターがサービスを担当。お客様のお好みを理解し、常により良いサービスを心がけています。

メイン・ダイニング Main Dining

日本語メニューをご用意しています。

世界の美食を
味わう贅沢を
お食事は、お好みやその日のご気分で楽しめます。
プリンセス・クルーズの魅力あふれる
世界が認めた美食との出合い。

国際的権威を持つ美食協会
「ラ・シェーヌ・デ・ロティスール」の
会員でもあるプリンセス・クルーズ。
メイン・ダイニングのフルコース・ディナーをはじめ、
ルームサービスに至るまで船内の食すべてにこだわっています。

din ing



98 www.princesscruises.jp
※写真はすべてイメージです。

F R E E

F R E E

こちらのマークが付いたレストラン、カフェでの飲食は、クルーズ代金に含まれています。多彩な食をお好みに合わせてご堪能いただけます。
※アルコール飲料及び、一部のソフトドリンクは有料となります。※一部のメニューは有料となります。

バラエティー豊かなメニューを揃えた、ブッフェスタイルのレストラン。本格的な味を気軽にお召し上がりいただけます。

ホライゾンコート HorizonCourt

●早朝から深夜までオープン
●時間により入れ替わる豊富なメニュー
●ご飯や味噌汁、人気の麺類もご用意

POINT オススメのポイント

●フルコースから一品ずつでもお好みでご注文が可能
●日本食もご用意�
● �医師の指導など健康上の特別なリクエストは、�
ご相談により対応＊�
＊ご希望に沿えない場合もございます。予めご了承ください。

F R E E

カーティス・ストーン氏による新メニューも
メイン・ダイニングでは、世界的に高い評価を受けているシェフ、
カーティス・ストーン氏によるオリジナルメニューをお楽しみいただけます。

カーティス・ストーン�� Curtis Stone

オリジナリティ溢れる料理で、各国のファンを魅了する気鋭のシェフ。自身の料理本はニュー
ヨーク・タイムズ紙でベストセラーとして紹介されるなど、数々の一流誌から高い評価を受けて
います。

POINT オススメのポイント

新メニュー 「ムール貝とチョリソーの白ワイン蒸し」
「ビーフテンダーロインとマッシュルームのコブラーパイ」など

ディナーは2回制の指定テーブル制で同じウェイターがサービスを担当。お客様のお好みを理解し、常により良いサービスを心がけています。

メイン・ダイニング Main Dining

日本語メニューをご用意しています。

世界の美食を
味わう贅沢を
お食事は、お好みやその日のご気分で楽しめます。
プリンセス・クルーズの魅力あふれる
世界が認めた美食との出合い。

国際的権威を持つ美食協会
「ラ・シェーヌ・デ・ロティスール」の
会員でもあるプリンセス・クルーズ。
メイン・ダイニングのフルコース・ディナーをはじめ、
ルームサービスに至るまで船内の食すべてにこだわっています。

din ing
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クルーズで過ごすひとときを彩る
心踊る軽食・スイーツをご用意。
カジュアルフードもアフタヌーン・ティーも

専門店さながらのクオリティーを追求しています。 誕生日、結婚記念日などのお祝いやご乗船の記念に贅沢なひとときを。
個性豊かなスペシャリティ・レストランがございます。

スペシャリティ・レストラン

記憶に残る一皿をお届けするために
一流のおいしさをラインナップ。

プリンセス・クルーズで、不動の人気を誇るレストラン

サバティーニ

ブランド牛「スターリングシルバー・プレミアムミート」を、
アメリカン・スタイルで味わう

スターリング・ステーキハウス

職人が握る、本格的な寿司を船上でも

海（Kai）寿司

ハンバーガー、アイスクリームなどの人気の�
軽食も、質の高いものをご用意しています。
受賞歴＊のあるピザも人気です。

＊「Best Pizza at Sea」受賞「USA TODAY」2015

お電話一本で24時間対応。プライベートな�
空間でお好みのお食事をどうぞ。

※ 無料の基本メニューの他、有料のメニューもあります。チップは別途
必要となります。

香り高い紅茶を、船内で焼き上げたクッキーや
スコーンと一緒に、くつろぎの空間でお召し上
がりいただけます。 こだわりの素材で本場のイタリア

ンを。豊富なワインのセレクション�
はもちろん、前菜からシーフード、
肉料理、特製の生パスタ、ドル
チェまで本格的なメニューをご用
意しています。

ブランド牛「スターリングシル
バー・プレミアムミート」からお好
きな部位をお選びいただき、シェ
フがお好みの焼き加減でご提供
いたします。素材を生かしたシー
フードも楽しめます。

本格的な寿司と各地の日本酒・�
焼酎などの銘酒を取り揃えた寿司
レストランです。お好きなものを�
ご注文いただけるアラカルトの他、
セットメニューもご用意しております。

※ご予約とカバーチャージ（席料）が必要となります。
※一部追加料金のメニューもあります。

※ご予約とカバーチャージ（席料）が必要となります。
※一部追加料金のメニューもあります。

※有料となります。

F R E E F R E E F R E E

マスター・ショコラティエのノーマン・ラブ氏による
プリンセス・クルーズ限定「チョコレート・ジャーニー」
世界を魅了するショコラティエ、ノーマン・ラブ氏がプリンセス・クルーズのためにプロデュースした
芸術的なスイーツを、メイン・ダイニングやホライゾンコート、アフタヌーン・ティーでお召し上がり�
いただけます。

ノーマン・ラブ� Norman Love

テレビなどでも活躍し、多数の受賞歴を誇るマスター・ショコラティエ。米国内最高のウルトラ・プレミアム・チョコレートに
過去多数選出されています。

F R E E

こちらのマークが付いたレストラン、カフェでの飲食は、クルーズ代金に含まれています。多彩な食をお好みに合わせてご堪能いただけます。
※アルコール飲料及び、一部のソフトドリンクは有料となります。※一部のメニューは有料となります。

コーヒー・プログラム
「ニュー・グラウンド」クラブ・シャック

ズワイガニ、ジャンボエビ、ザリガ
ニ、アサリ、ムール貝など新鮮な
シーフードを思う存分ご堪能いた
だけます。
※ご予約とカバーチャージ（席料）が必要となります。
※営業日・営業時間は船内新聞にてご確認ください。

イタリアの歴史ある「CAFFE�BOASI」
社に選びぬかれたコーヒー豆を使用。
「アメリカン・バリスタ＆コーヒー・�
スクール」監修のトレーニングを受け
たバリスタ達が、一杯一杯ていねいに
淹れた、ハイクオリティーなエスプ
レッソやカプチーノを含む「クラフト・
コーヒー」をご提供します。
※有料となります。

スペシャル・
ドリンクシーフード

specialty restaurants

※写真はすべてイメージです。

カジュアル・フード アフタヌーン・ティー ルームサービス
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多彩な施設で
自由な時を過ごす
バラエティーに富んだアクティビティの数々。
心地良い空間で美しい海を眺めながら
最上の気分転換を。

都会の喧騒も届かない洋上はまさにパラダイス。
空も高く海も広い、開放感あふれる場所で
プールやジャグジー、スポーツにフィットネス、
さらには展望浴場など、充実した休暇を過ごせます。

day  l i fe

洋上で極上の癒しを...

ロータス・スパ

お子様向けの船内プログラム

ユース&ティーンセンター

安心の24時間医療体制

メディカル・センター（医務室）

アメリカのメディアで「船上で最高の
スパ」と評判。フェイシャルや全身
マッサージをはじめ最先端のメニュー
を個室で。美容室も併設しています。
※�ご利用の際はご予約（船上予約）と利用料・入場料が�
必要となります。

3～17歳のお子様が楽しめるダンスや
ゲームなど、充実した体験プログラム。
※一部有料となります。

日本語での受診対応が可能な医療スタッフ
が常勤し、お客様の診察や治療を行っており
ます。
※診察・治療は有料となります。

水とたわむれながらリラックス

プール＆ジャグジー
爽やかに心身をリフレッシュ

フィットネス・センター

太陽の下で爽快な汗を

各種スポーツ施設

ゆったり日本流のおもてなし

洋上最大級の展望浴場 泉の湯
屋内にはオーシャンビューの展望浴場の他、サウナや打たせ湯があり、
屋外にはハイドロ・テラピー・プールが。
ダイヤモンド・プリンセスが誇るリラクゼーション施設です。

本格的なトレーニングができるエクササイズマシンを完備。
専門インストラクターによるピラティスやヨガの教室も開講しています。

※�スタジオプログラムは船内で予約が必要となります。
※一部教室は有料となります。

ミニ・ゴルフや卓球、パドルテニス、バスケットボールなどデッキでは多
彩なスポーツを楽しめ、イベントも随時開催しています。

屋外プールや開閉式屋根を備えた屋内プールなど、
船内には４つのプールが。プールサイドにはジャグジーやデッキチェア、 
軽食もご用意しています。

船内の主要施設では日本語スタッフが対応
いたしますので、言葉のご心配もなくお過ご
しいただけます。また、船内放送や船内新聞
も日本語でご案内しております。

●メディカル・センター（医務室）
●ゲストサービス・デスク
●日本式大浴場（泉の湯） など

充実の日本語サービス Princess@Sea
無料のウェブ・サービス「Princess@Sea」。 
寄港地やショアエクスカーション（寄港地観光ツ
アー）などの役立つ情報をご覧いただけます。 
また、毎日のイベントやアクティビティ、旅程などの
情報も。さらにチャット機能が搭載され、同行者や
船内で親しくなった方とのコミュニケーションも気
軽に楽しむことができます。

※ご利用の際はご予約（船上予約）と入場料が必要となります。

※写真はすべてイメージです。

プリンセス・クルーズの創設者であるスタンリー・B・マクドナルド
に敬意を表して命名されました。ダイヤモンド・プリンセス船内で
も、乗船される多くのお客様をお迎えし、記念撮影・船内イベント
など、様々なエンターテイメントを通してお客様を楽しませます。

プリンセス・クルーズのマスコットキャラクター『スタンリー』

船内新聞
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クルーズの記念となる一品を

ショッピング

船内には14カ所のバーやラウンジ。
バンドの生演奏やスポーツ観戦の他、ダンスタイムなど
ラウンジでは様々なパーティーや、イベントが行われます。

※日本発着クルーズでのアルコールの提供は20歳以上のお客様のみとなります。

プールサイドの300インチを超える大型スクリーンで、
ハリウッド最新作や世界の名作、アーティストのライブを上映します。
星空の下、オープンエアのデッキチェアで映画鑑賞をお楽しみください。

インターナショナルな空間で一流
のディーラーがエスコート。
初めての方にはスタッフがルールや
マナーを丁寧に説明します。

船内はすべて免税。シャネル、
コーチ、バーバリーなどのブラ
ンド品から、お土産や旅に便
利な日用雑貨まで、バラエティ
豊かに取り揃えています。

※営業時間は船内新聞でご確認ください。
※「Best Onboard Shopping」受賞 
　Porthole Cruise Magazine

誕生日や結婚記念日など、
大切な節目をクルーズでお祝いしませんか。
シャンパン、記念写真、花束などがセットの
お祝いプラン（有料）をご用意しています。

�お客様ご自身やご家族・ご友人が、客室にプレゼントをお届
けすることもできます。
�ゴディバのチョコレート／シャンパン・ボトル／�
プリンセス・クルーズ・オリジナルグッズなど
�フォトスタジオ「プラチナ・スタジオ」では専属のフォトグラ
ファーが、一生の記念になるアーティスティックな記念写真を
撮影します（有料）。

※出発の3週間前までにお申し込みください。※６泊以上のクルーズでご利
用いただけます。※記念写真撮影のご予約は船内フォト＆ビデオギャラリー
で承ります（有料）。※乗船後確認を必要とするものがあります。

◆誕生日　◆ハネムーン　
◆結婚記念日・銀婚式・金婚式　◆退職祝い

セレブレーションパッケージ&ギフト

Celebration Package
& Gift

※写真はすべてイメージです。

至福の時が流れるナイトクラブ

バー＆ラウンジ
輝く星空の下で映画を

ムービーズ・アンダー・ザ・スターズ
胸高鳴る本格ゲーム

カジノ

※営業時間は船内新聞でご確認ください。
※ 日本発着クルーズでのギャンブルは20歳以上のお

客様のみとなります。また、20歳未満の方は夜11時
以降、カジノへの立ち入りも禁止されています。

夢のような
夜を楽しんで
心弾むきらめきの空間
魅惑的な華やいだ船内で
時を忘れて特別なひとときを。

3層吹き抜けのアトリウムで開催されるパーティーや、
本格的なカジノ、そして夜空の下で鑑賞する映画……。
魅力的な施設とプログラムの数々に
夜は瞬く間に更けていきます。

night  l i fe
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プリンセスの世界へようこそ

ウェルカム・パーティー

洋上だから出合える満天の星

ディスカバリー・アンダー・ザ・スターズ
気軽に踊ってみませんか

ダンスレッスン

メートルディ（レストラン支配人）

ワインクラブ
洋上の学びの場

カルチャー教室

プリンセス・クルーズ名物のお客様参加型イベント。
キャプテン主催のパーティーは、華やかなグラスタワーが
夜のひとときを飾ります。
ドレスアップしてご参加ください。

毎晩お届けする船内新聞
「プリンセス・パター」で

船内プログラムをチェック！

プリンセス・クルーズではご紹介したプログラムの他にも、 
フラダンスや写真教室など、様々なカルチャー教室を開催して
います。
また、寄港地に関する文化、歴史、
アートを学べる教養講座など、知
的好奇心をくすぐるプログラムも
ご用意しております。

星空のレクチャーを受けられるプログラム。
デッキから星空を見上げ、感動的な景色をお楽しみいただけます。

社交ダンスやズンバなど、プロのダンサーが基本姿勢から丁寧に指導。
初めての方も安心してご参加いただけます。

専任セラーマスターが選んだ 
プレミアムワインで、本格的な
テイスティングが楽しめます。

※有料となります。

折り紙やレイの製作など作品を持
ち帰ることの出来るクラフト教室
や、楽器体験等趣味の幅が広が
るレッスンも人気です。

※写真はすべてイメージです。

夜ごとに極上のシアターライフ

ショー＆エンターテイメント
700席を超える本格的な劇場“プリンセス・シアター”では、ラスベガススタイルのダ
ンスやショー、マジックが。その他の船内各所でも、落語や音楽の生演奏など、様々
なエンターテイメントが毎晩日替わりで開催されます。
※�公演時間は船内新聞でご確認ください。

日本の伝承民話「鶴の恩返し」が現代によみが
える。アカデミー賞受賞歴を持つ作曲家スティー
ヴン・シュワルツによる音楽、ダンス、パペット、ビ
ジュアル・エフェクトを駆使したパフォーマンス
が、全く新しい体験をご提供します。

民話が最先端のパフォーマンスに
シークレット・シルク NEW

新しい発見と感動が毎日訪れる。
笑顔とときめきをお届けする
多彩なエンターテイメント。
部屋を一歩出れば、さあ素敵なナイトライフの始まり。
毎日本格的なショーを観覧したり、
デッキで星の観賞プログラムに参加したり、
豪華客船ならではのエンターテイメントが盛りだくさんです。

act iv i t ies

幅広いプログラムで
感動的な体験を
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● �海側、プライベート・バルコニー付き
●�リビングエリア、ソファベッド付き
●�ツインベッド（ダブルベッドに変更可能）

●海側、プライベート・バルコニー付き
●リビングエリア、ソファベッド付き
●�ツインベッド（ダブルベッドに変更可能）�
※グランド・スイートは、ダブルベッドをツインベッドに変更できません。

●初日乗船日の優先乗船� ●乗船日のスペシャリティ・レストランでのディナーのカバー
チャージ無料（６泊以上のクルーズのみ）●ロータス・スパの「サーマル・スイート（岩盤
浴ベッドを備えた有料エリア、男女共用の水着エリア）」への入場無料�●ミニバーでの予
め用意してあるアルコール類、ソフトドリンク類は無料（１回限り、追加オーダーは有料）
●サバティーニでの「スイート・ブレックファスト」●ゲストサービス・デスクでの専用優先
ライン�●生花のフラワーアレンジメント� ●無料ランドリー（セルフランドリーを除く）／クリー
ニングサービス�●専用のエリートラウンジでのオードブルサービスなど
※上記に加えてクラブ・クラスの特典がご利用いただけます。

●グランド・スイート／約124㎡　●オーナーズ・スイート〜ヴィスタ・スイート／約49〜66㎡
●ファミリー・スイート／約56〜57㎡

●バスタブ�●ハンドシャワー�●テレビ２台�
●ピローメニュー（お好みの枕をお選びいただけます）�●洗浄機能（シャワー）付きトイレ�
●広いウォークインクローゼット・専用アメニティー（バスソルト、アイマスク�など）

［ 客室設備 ］

［ スイートのみの特典 ］

［ 面積情報 ］　カテゴリー／面積

プライベート・バルコニーで優雅な朝食を。

●「ジュニア・スイート」は、クラブ・クラス特典のないお部屋となります。なお、客室設備等は「プレミアム・ジュニア・スイート」と同様です。

客室のバルコニーまで朝食をお届けする「デラックス・ブレックファスト」のサービス。
スパークリングワイン（ハーフボトル）から始まり、前菜・ペストリー・フルーツなどを味わい�
ながら、朝の爽やかなひとときをお過ごしください。

●バスタブ　●ハンドシャワー�　●テレビ２台�●洗浄機能（シャワー）付きトイレ
［ 客室設備 ］

●乗船時のウェルカム・グラス・スパークリングワイン（ルーム・スチュワードにお申し付けください）
［ 特　典 ］

●面積　約33㎡
［ 面積情報 ］

※客室設備はジュニア・スイートと同様となりますので、下記をご参照ください。

ジュニア・スイート

クラブ・
クラス
CLUB CLASS

クラブ・
クラス
CLUB CLASS

SPEC 仕様

SPEC 仕様

※有料となります。

※写真・見取り図はすべてイメージで、実際の客室とは異なる場合があります。　※面積はバルコニーを含めた表示です。　※掲載の設備・アメニティーは予告なく変更になる場合があります。 ※写真はすべてイメージです。

クラブ・
クラス
CLUB CLASS

詳細は、P.20・21をご覧ください。
クラブ・
クラス
CLUB CLASS

詳細は、P.20・21をご覧ください。
デッキチェアのあるバルコニーと機能的で格調高い客室を備えた最上級客室 スイート同様のクラブ・クラス特典が付いたジュニア・スイートの客室をご用意。

スイート Suite プレミアム・ジュニア・スイート Premium Junior Suite

多様なニーズに
合わせた客室
バリエーション豊かな客室が魅力。
シックなインテリアと、きめ細かいおもてなしで
満足感のあるくつろぎを演出。

旅する人数も目的もかたちも様々だからこそ、
客室は誰もがリラックスできるものでありたい。
プリンセス・クルーズは、様 な々ご要望にお応えできるように
多彩な客室タイプを揃えています。

guest  rooms
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●グランド・スイートとD736・D737を除いて、ツインベッドまたはダブルベッドをお選びいただけます。 ●車いす対応の客室もございます。詳細はP. 57をご参照ください。

スイートから内側まで、すべての客室に
下記の設備／アメニティーがございます。

客室のテレビ

●電話 ●ミニ冷蔵庫 ●テレビ ●ハンドシャワー 
●洗面台 ●トイレ ●クローゼット
●ヘアドライヤー ●リンスインシャンプー 
●ボディーローション ●石けん 
●プリンセストートバッグ（一部屋にひとつ） 
●タオル

客室のテレビでは船内の様々な情報、ショアエ
クスカーション（寄港地観光ツアー）や寄港地の
ご案内を放送しています。衛星放送を通じて
NHKワールド（衛星放送）やニュース、オンデ
マンドでの映画など、日本語プログラムもお楽
しみいただけます。

※�電波が届かない区域を航行する際、放送を受信できない場合があります。
ご了承ください。
※プログラムは予告なく変更となる場合があります。
※テレビの形状は異なる場合があります。

※クラブ・クラス対象カテゴリー：スイート、プレミアム・ジュニア・スイート

●  海側、プライベート・バルコニー付き
●  ツインベッド
※D736・D737は、ツインベッドをダブルベッドに変更できません。

● 海側、窓付き
●  ツインベッド
※�一部、視界が遮られる
部屋があります。

● 内側
●  ツインベッド

［ 客室設備 ］
●ハンドシャワー

［ 面積情報 ］
●面積　約22〜29㎡

［ 客室設備 ］
●ハンドシャワー

［ 面積情報 ］
●面積　約17〜19㎡

［ 客室設備 ］
●ハンドシャワー

［ 面積情報 ］
●面積　約16〜17㎡

さらなる上質が待つ最上級の空間
スイート客室とプレミアム・ジュニア・スイート客室を「クラブ・クラス」とし、プレミアムなサービスや特典をご用意しています。

クラブ・クラス・ダイニング Club Class Dining

●メイン・ダイニング内の専用エリアでのお食事
●専任のスタッフによる給仕
● 本日のシェフのおすすめや、 

テーブルサイド・サービスを取り入れた 
クラブ・クラス専用メニュー

●朝食・夕食は毎日、昼食は終日航海日にオープン

● 乗船日にワインを1回無料提供（赤・白のハーフボトル） 
※プレミアム・ジュニア・スイートのみ。

● イブニング・カナッペ�
※リクエストベースでお届けいたします。

●スペシャリティ・レストランの優先予約
●ラグジュアリーなテリーショールカラーのバスローブ
● 初日乗船時の優先チェックイン及び優先乗船、 

最終下船時の優先下船

Club Class アップグレードされたアメニティーやサービス Upgrade Amenities & Service

「スリープ・ドクター」として有名な睡眠の専門家マイケル・ブレウス博士との
コラボレーションで、ニュータイプのラグジュアリー・ベッドを、
プリンセス・クルーズのために開発しました。

�お身体をしっかりサポートするマットレス 
厚さ22.5cmのマットレスと 
厚さ5㎝のピロートップを備えています。

�調節されたスプリング 
様々な体型・体圧に合わせて支えます。

�最高級のベッドリネン 
100％ロングステープルコットンを採用

など。

プリンセス・ラグジュアリー・ベッド
客室標準装備

湯沸かしポットとお茶をご用意
客室には便利なポットとお茶のセットをご用意。

※日本発着クルーズ特別装備：スリッパ、湯沸かしポット
※�バスローブ、シャワーキャップは、�
ルーム・スチュワードにお申し付けください。
※フルーツは、リクエストベースでお持ちいたします。

SPEC 仕様 SPEC 仕様 SPEC 仕様

※写真・見取り図はすべてイメージで、実際の客室とは異なる場合があります。　※面積はバルコニーを含めた表示です。　※掲載の設備・アメニティーは予告なく変更になる場合があります。

（イメージ）

クラブ・
クラス
CLUB CLASS

※写真はすべてイメージです。

プライベート・バルコニーで、海風を独り占めする贅沢な時間 窓の外には水平線、すぐそこに海を感じられる落ち着きの空間 上質なくつろぎをリーズナブルに提供する、プライベートな空間

海側バルコニー Balcony 海側 Outside 内側 Inside
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※クラブ・クラス対象カテゴリー：スイート、プレミアム・ジュニア・スイート

●  海側、プライベート・バルコニー付き
●  ツインベッド
※D736・D737は、ツインベッドをダブルベッドに変更できません。

● 海側、窓付き
●  ツインベッド
※�一部、視界が遮られる
部屋があります。

● 内側
●  ツインベッド

［ 客室設備 ］
●ハンドシャワー

［ 面積情報 ］
●面積　約22〜29㎡

［ 客室設備 ］
●ハンドシャワー

［ 面積情報 ］
●面積　約17〜19㎡

［ 客室設備 ］
●ハンドシャワー

［ 面積情報 ］
●面積　約16〜17㎡

さらなる上質が待つ最上級の空間
スイート客室とプレミアム・ジュニア・スイート客室を「クラブ・クラス」とし、プレミアムなサービスや特典をご用意しています。

クラブ・クラス・ダイニング Club Class Dining

●メイン・ダイニング内の専用エリアでのお食事
●専任のスタッフによる給仕
● 本日のシェフのおすすめや、 

テーブルサイド・サービスを取り入れた 
クラブ・クラス専用メニュー

●朝食・夕食は毎日、昼食は終日航海日にオープン

● 乗船日にワインを1回無料提供（赤・白のハーフボトル） 
※プレミアム・ジュニア・スイートのみ。

● イブニング・カナッペ�
※リクエストベースでお届けいたします。

●スペシャリティ・レストランの優先予約
●ラグジュアリーなテリーショールカラーのバスローブ
● 初日乗船時の優先チェックイン及び優先乗船、 

最終下船時の優先下船

Club Class アップグレードされたアメニティーやサービス Upgrade Amenities & Service

「スリープ・ドクター」として有名な睡眠の専門家マイケル・ブレウス博士との
コラボレーションで、ニュータイプのラグジュアリー・ベッドを、
プリンセス・クルーズのために開発しました。

�お身体をしっかりサポートするマットレス 
厚さ22.5cmのマットレスと 
厚さ5㎝のピロートップを備えています。

�調節されたスプリング 
様々な体型・体圧に合わせて支えます。

�最高級のベッドリネン 
100％ロングステープルコットンを採用

など。

プリンセス・ラグジュアリー・ベッド
客室標準装備

湯沸かしポットとお茶をご用意
客室には便利なポットとお茶のセットをご用意。

※日本発着クルーズ特別装備：スリッパ、湯沸かしポット
※�バスローブ、シャワーキャップは、�
ルーム・スチュワードにお申し付けください。
※フルーツは、リクエストベースでお持ちいたします。

SPEC 仕様 SPEC 仕様 SPEC 仕様

※写真・見取り図はすべてイメージで、実際の客室とは異なる場合があります。　※面積はバルコニーを含めた表示です。　※掲載の設備・アメニティーは予告なく変更になる場合があります。

（イメージ）

クラブ・
クラス
CLUB CLASS

※写真はすべてイメージです。

プライベート・バルコニーで、海風を独り占めする贅沢な時間 窓の外には水平線、すぐそこに海を感じられる落ち着きの空間 上質なくつろぎをリーズナブルに提供する、プライベートな空間

海側バルコニー Balcony 海側 Outside 内側 Inside
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※写真はすべてイメージです。

寄港地の紹介
徐々に近づいてくる、山の稜線や港のにぎわい。
日本列島の各地から国境を越えてアジアの国々へ、
その土地でしか出合えない魅力を訪ね歩く。
プリンセス・クルーズだからできる、旅のストーリーづくりが始まります。

★は今回初寄港

ショアエクスカーションリスト
（寄港地観光ツアー）

釧路	 釧路市丹頂鶴自然公園、釧路湿原、釧路市動物園、釧路和商市場、愛冠岬 など
小樽	 ニッカウヰスキー余市蒸溜所、小樽運河、旧青山別邸、札幌市街 など
函館	 函館朝市、函館山、五稜郭公園、金森赤レンガ倉庫、大沼国定公園 など

北海道

青森 ねぶたの家ワ・ラッセ、十和田湖、三内丸山遺跡、奥入瀬渓流、弘前公園 など
宮古（岩手）	 浄土ヶ浜、遠野、釜石大観音、龍泉洞 など
石巻	 松島、瑞巌寺、中尊寺 など
秋田	 角館、男鹿半島、田沢湖、秋田市立赤れんが郷土館 など
酒田（山形）	 羽黒山、最上川、山居倉庫、加茂水族館 など
横浜	 三溪園、鎌倉、箱根、浅草 など
清水	 東海道広重美術館、三保松原、日本平、久能山東照宮 など
新潟	 新発田城、彌彦神社、燕三条 など
伏木富山	 立山黒部アルペンルート、五箇山・白川郷、兼六園 など
金沢	 兼六園、ひがし茶屋街、近江町市場、長町武家屋敷跡 など
敦賀	 永平寺、気比の松原、氣比神宮 など
蒲郡	 ラグーナテンボス、豊川稲荷、岡崎城、竹島 など
四日市 伊勢神宮、伊賀流忍者博物館、伊賀上野城 など 
鳥羽 伊勢神宮、おかげ横丁、賢島、二見浦、ミキモト真珠島、鳥羽水族館 など
和歌山下津	 高野山、和歌山城 など
舞鶴	 赤れんが博物館、五老ヶ岳公園、天橋立、伊根の舟屋 など
大阪	 大阪城、住吉大社、延暦寺 など
神戸	 六甲山、灘の酒蔵、北野異人館街 など
境港	 松江城、出雲大社、足立美術館 など
広島	 宮島・嚴島神社、原爆ドーム、広島平和記念公園、広島平和記念資料館 など

本州

徳島	 鳴門の渦潮、大塚国際美術館、脇町うだつの町並み など
高松	 栗林公園、金刀比羅宮、高松城跡 など
松山	 道後温泉、松山城 など
高知	 高知城、坂本龍馬像、桂浜 など

四国

長崎	 平和公園と長崎原爆資料館、ハウステンボス など
佐世保	 九十九島、ハウステンボス、展海峰 など
博多	 太宰府天満宮、柳川、櫛田神社、福岡タワー、唐津 など
別府	 別府地獄めぐり、耶馬渓、宇佐神宮 など
油津（宮崎）	 飫肥城下町、鵜戸神宮、青島神社 など
鹿児島	 仙巌園、尚古集成館、知覧武家屋敷庭園、霧島温泉郷、指宿温泉 など

九州

那覇	 首里城、琉球村、斎場御嶽、ガンガラーの谷、沖縄美ら海水族館 など 
石垣島	 玉取崎展望台、唐人墓、竹富島、西表島、川平湾 など 
宮古島（沖縄）	パイナガマビーチ など

沖縄

コルサコフ	 聖ニコライ教会、サハリン州郷土博物館、栄光の広場 など 
ウラジオストク	 中央広場、アルセーニエフ博物館 など
釜山	 チャガルチ市場、梵魚寺、国立慶州博物館、佛国寺 など
基隆(台北) 九份、国立故宮博物院、中正紀念堂、台北市街 など
香港	 ヴィクトリアピーク、スタンレーマーケット、ヴィクトリアハーバー、マカオ など
厦門	 コロンス島、中山路歩行街 など
上海	 豫園、ジンマオタワー など
チャンメイ(ダナン／フエ)	 ティエンムー寺、トゥドゥック帝廟、ホイアン、五行山 など
プーミー（ホーチミン）	ドンコイ通り、サイゴン大教会、ベトナム歴史博物館 
カイラン	 ハロン湾 など
ニャチャン	 ポーナガルチャム塔、ダム市場 など
コタキナバル	 キナバル公園、コタキナバル市立モスク、サバ州立博物館 など
シンガポール	 オーチャード・ロード、ジュロン・バード・パーク など
マニラ	
ムアラ（バンダルスリブガワン）

海外

小樽運河／小樽
昔の石造り倉庫群が残る小樽では、運河や街の
風情を味わいながら、買い物やグルメを楽しめ
ます。

羽黒山／酒田（山形）
修験の山・出羽三山のひとつ。山頂へ続く2446段の石段
を一歩ずつ登ると修験者の気分に。樹齢1000年を超える
爺杉や国宝の五重塔が荘厳なオーラを放ちます。

竿燈まつり／秋田
稲穂に見立てた竿燈を絶妙なバランスで操る
迫力のある演技が最大の見どころです。

台北101／基隆（台北）
地上101階・509メートルを誇る、
台北のランドマーク。竹をモチー
フにした外観がユニーク。高層階
からは台北の街を一望でき、低層
階ではローカルグルメを楽しめる
フードコートも人気です。

夜景／釜山
釜山を夜出港するコースでは国際市
場や繁華街の夜景も楽しめます。中で
も海雲台エリアの冬柏公園から眺め
る海雲台地区の高層マンションと広
安大橋のライトアップの美しさは格別
です。

ハロン湾／カイラン
鏡のように穏やかな海に、石灰岩
からなる数千もの島々が浮かぶ
姿は、まさに水墨画の世界のよ
う。1994年に世界自然遺産に登
録され、世界中から注目される観
光スポットになっています。

写真提供：秋田市竿燈まつり実行委員会

ホイアン／チャンメイ（ダナン／フエ）

弘前公園／青森

川平湾／石垣島

太宰府天満宮／博多

兼六園／金沢 岡崎城／蒲郡 二見浦／鳥羽 函館 香港

※訪問の場所はすべて予定です。各地で終日ツアーや半日ツアーを実施予定です。（2019年春より順次発表予定） ※一部 OP ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）の設定はなく、港近郊の観光地も含む。
2322

2020年以降を見据え、日本の強みである地域性豊かで多様性に
富んだ文化を活かし、成熟社会にふさわしい次世代に誇れるレガ
シーの創出に資する文化プログラムが「beyond2020プログラ
ム」です。弊社が日本国内で企画・実施するダイヤモンド・プリンセ
スの寄港地観光ツアーはこのプログラムの認証を受けております。

beyond2020プログラムとは

内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局

beyond2020プログラム　ロゴマークデザインガイドライン

2017 年 1 月版

ベトナム

シンガポール

プーミー（ホーチミン）
ニャチャン

チャンメイ（ダナン/フエ）
フィリピン

マレーシア コタキナバル

マニラ

ムアラ（バンダルスリブガワン）
ブルネイ

韓国

太平洋

韓国

釜山
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※写真はすべてイメージです。

寄港地の紹介
徐々に近づいてくる、山の稜線や港のにぎわい。
日本列島の各地から国境を越えてアジアの国々へ、
その土地でしか出合えない魅力を訪ね歩く。
プリンセス・クルーズだからできる、旅のストーリーづくりが始まります。

★は今回初寄港

ショアエクスカーションリスト
（寄港地観光ツアー）

釧路	 釧路市丹頂鶴自然公園、釧路湿原、釧路市動物園、釧路和商市場、愛冠岬 など
小樽	 ニッカウヰスキー余市蒸溜所、小樽運河、旧青山別邸、札幌市街 など
函館	 函館朝市、函館山、五稜郭公園、金森赤レンガ倉庫、大沼国定公園 など

北海道

青森 ねぶたの家ワ・ラッセ、十和田湖、三内丸山遺跡、奥入瀬渓流、弘前公園 など
宮古（岩手）	 浄土ヶ浜、遠野、釜石大観音、龍泉洞 など
石巻	 松島、瑞巌寺、中尊寺 など
秋田	 角館、男鹿半島、田沢湖、秋田市立赤れんが郷土館 など
酒田（山形）	 羽黒山、最上川、山居倉庫、加茂水族館 など
横浜	 三溪園、鎌倉、箱根、浅草 など
清水	 東海道広重美術館、三保松原、日本平、久能山東照宮 など
新潟	 新発田城、彌彦神社、燕三条 など
伏木富山	 立山黒部アルペンルート、五箇山・白川郷、兼六園 など
金沢	 兼六園、ひがし茶屋街、近江町市場、長町武家屋敷跡 など
敦賀	 永平寺、気比の松原、氣比神宮 など
蒲郡	 ラグーナテンボス、豊川稲荷、岡崎城、竹島 など
四日市 伊勢神宮、伊賀流忍者博物館、伊賀上野城 など 
鳥羽 伊勢神宮、おかげ横丁、賢島、二見浦、ミキモト真珠島、鳥羽水族館 など
和歌山下津	 高野山、和歌山城 など
舞鶴	 赤れんが博物館、五老ヶ岳公園、天橋立、伊根の舟屋 など
大阪	 大阪城、住吉大社、延暦寺 など
神戸	 六甲山、灘の酒蔵、北野異人館街 など
境港	 松江城、出雲大社、足立美術館 など
広島	 宮島・嚴島神社、原爆ドーム、広島平和記念公園、広島平和記念資料館 など

本州

徳島	 鳴門の渦潮、大塚国際美術館、脇町うだつの町並み など
高松	 栗林公園、金刀比羅宮、高松城跡 など
松山	 道後温泉、松山城 など
高知	 高知城、坂本龍馬像、桂浜 など

四国

長崎	 平和公園と長崎原爆資料館、ハウステンボス など
佐世保	 九十九島、ハウステンボス、展海峰 など
博多	 太宰府天満宮、柳川、櫛田神社、福岡タワー、唐津 など
別府	 別府地獄めぐり、耶馬渓、宇佐神宮 など
油津（宮崎）	 飫肥城下町、鵜戸神宮、青島神社 など
鹿児島	 仙巌園、尚古集成館、知覧武家屋敷庭園、霧島温泉郷、指宿温泉 など

九州

那覇	 首里城、琉球村、斎場御嶽、ガンガラーの谷、沖縄美ら海水族館 など 
石垣島	 玉取崎展望台、唐人墓、竹富島、西表島、川平湾 など 
宮古島（沖縄）	パイナガマビーチ など

沖縄

コルサコフ	 聖ニコライ教会、サハリン州郷土博物館、栄光の広場 など 
ウラジオストク	 中央広場、アルセーニエフ博物館 など
釜山	 チャガルチ市場、梵魚寺、国立慶州博物館、佛国寺 など
基隆(台北) 九份、国立故宮博物院、中正紀念堂、台北市街 など
香港	 ヴィクトリアピーク、スタンレーマーケット、ヴィクトリアハーバー、マカオ など
厦門	 コロンス島、中山路歩行街 など
上海	 豫園、ジンマオタワー など
チャンメイ(ダナン／フエ)	 ティエンムー寺、トゥドゥック帝廟、ホイアン、五行山 など
プーミー（ホーチミン）	ドンコイ通り、サイゴン大教会、ベトナム歴史博物館 
カイラン	 ハロン湾 など
ニャチャン	 ポーナガルチャム塔、ダム市場 など
コタキナバル	 キナバル公園、コタキナバル市立モスク、サバ州立博物館 など
シンガポール	 オーチャード・ロード、ジュロン・バード・パーク など
マニラ	
ムアラ（バンダルスリブガワン）

海外

小樽運河／小樽
昔の石造り倉庫群が残る小樽では、運河や街の
風情を味わいながら、買い物やグルメを楽しめ
ます。

羽黒山／酒田（山形）
修験の山・出羽三山のひとつ。山頂へ続く2446段の石段
を一歩ずつ登ると修験者の気分に。樹齢1000年を超える
爺杉や国宝の五重塔が荘厳なオーラを放ちます。

竿燈まつり／秋田
稲穂に見立てた竿燈を絶妙なバランスで操る
迫力のある演技が最大の見どころです。

台北101／基隆（台北）
地上101階・509メートルを誇る、
台北のランドマーク。竹をモチー
フにした外観がユニーク。高層階
からは台北の街を一望でき、低層
階ではローカルグルメを楽しめる
フードコートも人気です。

夜景／釜山
釜山を夜出港するコースでは国際市
場や繁華街の夜景も楽しめます。中で
も海雲台エリアの冬柏公園から眺め
る海雲台地区の高層マンションと広
安大橋のライトアップの美しさは格別
です。

ハロン湾／カイラン
鏡のように穏やかな海に、石灰岩
からなる数千もの島々が浮かぶ
姿は、まさに水墨画の世界のよ
う。1994年に世界自然遺産に登
録され、世界中から注目される観
光スポットになっています。

写真提供：秋田市竿燈まつり実行委員会

ホイアン／チャンメイ（ダナン／フエ）

弘前公園／青森

川平湾／石垣島

太宰府天満宮／博多

兼六園／金沢 岡崎城／蒲郡 二見浦／鳥羽 函館 香港

※訪問の場所はすべて予定です。各地で終日ツアーや半日ツアーを実施予定です。（2019年春より順次発表予定） ※一部 OP ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）の設定はなく、港近郊の観光地も含む。
2322

2020年以降を見据え、日本の強みである地域性豊かで多様性に
富んだ文化を活かし、成熟社会にふさわしい次世代に誇れるレガ
シーの創出に資する文化プログラムが「beyond2020プログラ
ム」です。弊社が日本国内で企画・実施するダイヤモンド・プリンセ
スの寄港地観光ツアーはこのプログラムの認証を受けております。

beyond2020プログラムとは

内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局

beyond2020プログラム　ロゴマークデザインガイドライン

2017 年 1 月版

ベトナム

シンガポール

プーミー（ホーチミン）
ニャチャン

チャンメイ（ダナン/フエ）
フィリピン

マレーシア コタキナバル

マニラ

ムアラ（バンダルスリブガワン）
ブルネイ

韓国

太平洋

韓国

釜山
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歴 史 初めて
の方

ここがポイント！ CRUISE POINT

魅力を凝縮した
ショートクルーズ

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

5/５ 火・祝 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

6 水 クルージング ー ー 船中泊

7 木 釜山 OP 韓国 13:00 21:00 船中泊

8 金 佐世保 OP 日本 07:00 15:00 船中泊

9 土 クルージング ー ー 船中泊

10 日 横浜 日本 午前下船 ー ー

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）

でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.52をご覧ください。

食事：朝5回・昼4回・夜5回
●最少催行人員：1人

大型連休に気軽に参加できるコースです。
佐世保では、グルメや雄大な景色などを
お楽しみいただけます。

ゴールデンウィーク ショートクルーズ ６日間 幕末・明治維新 ゆかりの地と韓国ショートクルーズ 6日間

太平洋

韓国

日本

横浜
釜山

佐世保

※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

梵魚寺

　梵魚寺／釜山
韓国禅宗の総本山として、
約1300年前の新羅時代に
建立。当時の様式が残る三
層石塔や、釈迦如来が納め
られた大雄殿などの貴重な
文化財と、山寺らしい緑豊
かな景観が魅力です。

OP

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

6/13 土 神戸 日本 午後乗船 17:00 船中泊

14 日 高知 OP 日本 07:00 16:00 船中泊

15 月 鹿児島 OP 日本 07:00 16:00 船中泊

16 火 釜山 OP 韓国 09:00 18:00 船中泊

17 水 クルージング ー ー 船中泊

18 木 神戸 日本 午前下船 ー ー

食事：朝5回・昼4回・夜5回
●最少催行人員：1人

ファミリー

横浜発着

短めの日程で気軽に参加！

ゴールデンウィークや初めてのクルーズにぴったりの短めのコース。

友人同士やご家族で、お気軽にご参加いただけます。

プリンセス・クルーズの魅力的な世界はそのままに、

華やかなクルーズ体験と寄港地の観光をお楽しみください。

s h o r t   c r u i s e s

OP ハウステンボス／佐世保
オランダ語で「森の家」を意味す
るテーマパーク。大村湾をのぞむ
広大な敷地の中は、まるでヨーロ
ッパの街に迷い込んだよう。１年
を通して季節のカラフルな花々に
彩られます。

2020年5月5日（火・祝） 5月10日（日） ［M015］

ここがポイント！ CRUISE POINT

太平洋

韓国
日本

神戸
釜山

鹿児島

高知

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）

でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.53をご覧ください。

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

神戸発着 2020年6月13日（土） 6月18日（木）［M021］

OP 西郷隆盛像／鹿児島
龍馬の仲介で薩長同盟を結び、江戸
城の無血開城を実現。その後明治政
府と対立し、西南戦争で最期を遂げる
まで、一貫して己の信念を貫いた姿は多
くの共感を集めています。

OP  佛国寺／釜山
世界遺産に登録された、韓国を代表する
仏教寺院。仏様の世界を現世に再現す
るという壮大な構想で建てられ、統一新
羅時代の貴重な文化財を目にすること
ができます。

西郷隆盛像
写真提供：公益社団法人 鹿児島県観光連盟

佛国寺

世界遺産： 明治日本の産業革命遺産 
製鉄・製鋼、造船、石炭産業

世界遺産： 慶州歴史地域／
石窟庵と佛国寺

初めて
の方

＊ 天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

神戸を出港した後は、
坂本龍馬の生まれ故郷である高知へ。
日本の歴史が大きく動いた、
幕末・明治維新ゆかりの地をめぐります。

クルーズが
初めての方

ご家族で
参加の方

自分磨きの
女子旅に

こんな方におすすめ

高知城／高知OP 坂本龍馬像／高知OP

ハウステンボス

夜景／釜山OP　九十九島／佐世保



2524 www.princesscruises.jp

歴 史 初めて
の方

ここがポイント！ CRUISE POINT

魅力を凝縮した
ショートクルーズ

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

5/５ 火・祝 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

6 水 クルージング ー ー 船中泊

7 木 釜山 OP 韓国 13:00 21:00 船中泊

8 金 佐世保 OP 日本 07:00 15:00 船中泊

9 土 クルージング ー ー 船中泊

10 日 横浜 日本 午前下船 ー ー

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）

でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.52をご覧ください。

食事：朝5回・昼4回・夜5回
●最少催行人員：1人

大型連休に気軽に参加できるコースです。
佐世保では、グルメや雄大な景色などを
お楽しみいただけます。

ゴールデンウィーク ショートクルーズ ６日間 幕末・明治維新 ゆかりの地と韓国ショートクルーズ 6日間

太平洋

韓国

日本

横浜
釜山

佐世保

※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

梵魚寺

　梵魚寺／釜山
韓国禅宗の総本山として、
約1300年前の新羅時代に
建立。当時の様式が残る三
層石塔や、釈迦如来が納め
られた大雄殿などの貴重な
文化財と、山寺らしい緑豊
かな景観が魅力です。

OP

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

6/13 土 神戸 日本 午後乗船 17:00 船中泊

14 日 高知 OP 日本 07:00 16:00 船中泊

15 月 鹿児島 OP 日本 07:00 16:00 船中泊

16 火 釜山 OP 韓国 09:00 18:00 船中泊

17 水 クルージング ー ー 船中泊

18 木 神戸 日本 午前下船 ー ー

食事：朝5回・昼4回・夜5回
●最少催行人員：1人

ファミリー

横浜発着

短めの日程で気軽に参加！

ゴールデンウィークや初めてのクルーズにぴったりの短めのコース。

友人同士やご家族で、お気軽にご参加いただけます。

プリンセス・クルーズの魅力的な世界はそのままに、

華やかなクルーズ体験と寄港地の観光をお楽しみください。

s h o r t   c r u i s e s

OP ハウステンボス／佐世保
オランダ語で「森の家」を意味す
るテーマパーク。大村湾をのぞむ
広大な敷地の中は、まるでヨーロ
ッパの街に迷い込んだよう。１年
を通して季節のカラフルな花々に
彩られます。

2020年5月5日（火・祝） 5月10日（日） ［M015］

ここがポイント！ CRUISE POINT

太平洋

韓国
日本

神戸
釜山

鹿児島

高知

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）

でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.53をご覧ください。

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

神戸発着 2020年6月13日（土） 6月18日（木）［M021］

OP 西郷隆盛像／鹿児島
龍馬の仲介で薩長同盟を結び、江戸
城の無血開城を実現。その後明治政
府と対立し、西南戦争で最期を遂げる
まで、一貫して己の信念を貫いた姿は多
くの共感を集めています。

OP  佛国寺／釜山
世界遺産に登録された、韓国を代表する
仏教寺院。仏様の世界を現世に再現す
るという壮大な構想で建てられ、統一新
羅時代の貴重な文化財を目にすること
ができます。

西郷隆盛像
写真提供：公益社団法人 鹿児島県観光連盟

佛国寺

世界遺産： 明治日本の産業革命遺産 
製鉄・製鋼、造船、石炭産業

世界遺産： 慶州歴史地域／
石窟庵と佛国寺

初めて
の方

＊ 天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

神戸を出港した後は、
坂本龍馬の生まれ故郷である高知へ。
日本の歴史が大きく動いた、
幕末・明治維新ゆかりの地をめぐります。

クルーズが
初めての方

ご家族で
参加の方

自分磨きの
女子旅に

こんな方におすすめ

高知城／高知OP 坂本龍馬像／高知OP

ハウステンボス

夜景／釜山OP　九十九島／佐世保



※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。
2726 www.princesscruises.jp

ここがポイント！ CRUISE POINTここがポイント！ CRUISE POINT

韓国

釜山

太平洋

日本 横浜

鳥羽

高松

清水
高知

松山

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※花の開花時期や紅葉の見頃は、天候、気温などにより毎年前後するため、ご覧いただけない
　場合もあります。
＊  OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で

のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
★テンダーボートでの乗下船になります（P.57参照）。
＊代金は、P.52・55をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

日次 寄港地 入港 出港 宿泊

1 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2 鳥羽★  OP 日本 07:00 15:00 船中泊

3 高松 OP 日本 09:00 17:00 船中泊

4 高知 OP 日本 07:00 18:00 船中泊

5 松山 OP 日本 07:00 18:00 船中泊

6 クルージング ー ー 船中泊

7 釜山 OP 韓国 07:00 16:00 船中泊

8 クルージング ー ー 船中泊

9 清水 OP 日本 11:00 21:00 船中泊

10 横浜 日本 午前下船 ー ー

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

桂浜／高知OP松山城／松山OP

釜山タワー／釜山

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※ 花の開花時期は、天候、気温などにより毎年前後するため、ご覧いただけない場合もあります。
＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）

でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.52をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

M010 ： 2020年3月24日（火） 4月2日（木）　M040 ： 2020年11月20日（金） 11月29日（日）横浜発着 

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

韓国

釜山

太平洋

日本 横浜

別府

鹿児島

佐世保

油津
（宮崎）

博多

鵜戸神宮／油津（宮崎）
写真提供：公益財団法人みやざき観光コンベンション協会

OP 仙巌園／鹿児島
写真提供：公益社団法人 鹿児島県観光連盟

OP

●  散策にも最適な季節に、
美しい景勝地の多い九州を
効率良く周遊します。

●  高松には、金刀比羅宮や
雅趣に富む江戸初期の
回遊庭園が見どころの
栗林公園など、
魅力ある観光地が
多数あります。

●  九州の名湯を味わいながら韓国も訪れます。 ●同じコースを 春と秋で見比べることができる企画です。

OP 青島神社／油津（宮崎）
縁結びの神社としても知られるパ
ワースポット。神社のある島全体が
霊域とされており、周囲を取り囲む
奇岩・鬼の洗濯板が、不思議な情景
を醸し出しています。

OP 伊勢神宮／鳥羽
自然豊かで清らかな空気漂う伊勢神宮。
内宮は天照大御神、外宮は、天照大
御神の食事を司り、産業の守り神でも
ある豊受大御神を祀っています。お参
りは、外宮からするのが習わしです。

グラバー園／佐世保
幕末に来日した貿易商人のトーマス・
グラバーの邸宅をはじめ、長崎市内
に点在していた明治期の洋館を移
築・復元して公開。居留地時代の面
影を味わえます。

世界遺産： 明治日本の産業革命遺産
製鉄・製鋼、造船、石炭産業

OP 別府温泉／別府
８つの温泉郷からなり、源泉数、湧出
量ともに日本一。別府湾の見える美し
い景観や、所々から立ち上る白い煙
が豊かな温泉情緒を醸し出します。

OP 三保松原／清水
世界文化遺産「富士山‐信仰の対象と
芸術の源泉」の構成資産のひとつ。約
３万本の松と海と富士山が絶妙の美
を織りなし、歌川広重の浮世絵をはじ
め、様々な絵画や和歌で描かれた美し
い風景が迎えてくれます。

世界遺産：三保松原

青島神社
写真提供：宮崎市観光協会 伊勢神宮

グラバー園 三保松原

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

3/15 日 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

16 月 クルージング ー ー 船中泊

17 火 油津（宮崎） OP 日本 07:00 16:00 船中泊

18 水 博多 OP 日本 12:00 22:00 船中泊

19 木 釜山 OP 韓国 07:00 18:00 船中泊

20 金・祝 佐世保 OP 日本 07:00 18:00 船中泊

21 土 鹿児島 OP 日本 07:00 18:00 船中泊

22 日 別府 OP 日本 09:00 16:00 船中泊

23 月 クルージング ー ー 船中泊

24 火 横浜 日本 午前下船 ー ー

栗林公園／高松OP

荒嶺山からの風景／釜山
世界遺産：慶州歴史地域／石窟庵と佛国寺

別府温泉

ゆったりとした気分に浸れる温泉地がある九州と、韓国にも訪れるコース。
うららかな春の観光地は一層華やかです。

陽春の九州紀行と韓国 10日間

クルーズ番号

2020年3月15日（日） 3月24日（火）横浜発着 

M009

春秋旅くらべ はる色 四国と韓国 10日間
春秋旅くらべ あき色 四国と韓国 10日間
ダイナミックに景色が変わる春と秋に四国と韓国を訪れる各コース。
風光明媚な四国を、二つの季節で比べるのも一興です。

クルーズ番号 M010・M040
３
月

11
月

３
月

世界
遺産

世界
遺産季 節 季 節
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2726 www.princesscruises.jp

ここがポイント！ CRUISE POINTここがポイント！ CRUISE POINT

韓国

釜山

太平洋

日本 横浜

鳥羽

高松

清水
高知

松山

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※花の開花時期や紅葉の見頃は、天候、気温などにより毎年前後するため、ご覧いただけない
　場合もあります。
＊  OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で

のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
★テンダーボートでの乗下船になります（P.57参照）。
＊代金は、P.52・55をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

日次 寄港地 入港 出港 宿泊

1 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2 鳥羽★  OP 日本 07:00 15:00 船中泊

3 高松 OP 日本 09:00 17:00 船中泊

4 高知 OP 日本 07:00 18:00 船中泊

5 松山 OP 日本 07:00 18:00 船中泊

6 クルージング ー ー 船中泊

7 釜山 OP 韓国 07:00 16:00 船中泊

8 クルージング ー ー 船中泊

9 清水 OP 日本 11:00 21:00 船中泊

10 横浜 日本 午前下船 ー ー

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

桂浜／高知OP松山城／松山OP

釜山タワー／釜山

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※ 花の開花時期は、天候、気温などにより毎年前後するため、ご覧いただけない場合もあります。
＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）

でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.52をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

M010 ： 2020年3月24日（火） 4月2日（木）　M040 ： 2020年11月20日（金） 11月29日（日）横浜発着 

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

韓国

釜山

太平洋

日本 横浜

別府

鹿児島

佐世保

油津
（宮崎）

博多

鵜戸神宮／油津（宮崎）
写真提供：公益財団法人みやざき観光コンベンション協会

OP 仙巌園／鹿児島
写真提供：公益社団法人 鹿児島県観光連盟

OP

●  散策にも最適な季節に、
美しい景勝地の多い九州を
効率良く周遊します。

●  高松には、金刀比羅宮や
雅趣に富む江戸初期の
回遊庭園が見どころの
栗林公園など、
魅力ある観光地が
多数あります。

●  九州の名湯を味わいながら韓国も訪れます。 ●同じコースを 春と秋で見比べることができる企画です。

OP 青島神社／油津（宮崎）
縁結びの神社としても知られるパ
ワースポット。神社のある島全体が
霊域とされており、周囲を取り囲む
奇岩・鬼の洗濯板が、不思議な情景
を醸し出しています。

OP 伊勢神宮／鳥羽
自然豊かで清らかな空気漂う伊勢神宮。
内宮は天照大御神、外宮は、天照大
御神の食事を司り、産業の守り神でも
ある豊受大御神を祀っています。お参
りは、外宮からするのが習わしです。

グラバー園／佐世保
幕末に来日した貿易商人のトーマス・
グラバーの邸宅をはじめ、長崎市内
に点在していた明治期の洋館を移
築・復元して公開。居留地時代の面
影を味わえます。

世界遺産： 明治日本の産業革命遺産
製鉄・製鋼、造船、石炭産業

OP 別府温泉／別府
８つの温泉郷からなり、源泉数、湧出
量ともに日本一。別府湾の見える美し
い景観や、所々から立ち上る白い煙
が豊かな温泉情緒を醸し出します。

OP 三保松原／清水
世界文化遺産「富士山‐信仰の対象と
芸術の源泉」の構成資産のひとつ。約
３万本の松と海と富士山が絶妙の美
を織りなし、歌川広重の浮世絵をはじ
め、様々な絵画や和歌で描かれた美し
い風景が迎えてくれます。

世界遺産：三保松原

青島神社
写真提供：宮崎市観光協会 伊勢神宮

グラバー園 三保松原

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

3/15 日 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

16 月 クルージング ー ー 船中泊

17 火 油津（宮崎） OP 日本 07:00 16:00 船中泊

18 水 博多 OP 日本 12:00 22:00 船中泊

19 木 釜山 OP 韓国 07:00 18:00 船中泊

20 金・祝 佐世保 OP 日本 07:00 18:00 船中泊

21 土 鹿児島 OP 日本 07:00 18:00 船中泊

22 日 別府 OP 日本 09:00 16:00 船中泊

23 月 クルージング ー ー 船中泊

24 火 横浜 日本 午前下船 ー ー

栗林公園／高松OP

荒嶺山からの風景／釜山
世界遺産：慶州歴史地域／石窟庵と佛国寺

別府温泉

ゆったりとした気分に浸れる温泉地がある九州と、韓国にも訪れるコース。
うららかな春の観光地は一層華やかです。

陽春の九州紀行と韓国 10日間

クルーズ番号

2020年3月15日（日） 3月24日（火）横浜発着 

M009

春秋旅くらべ はる色 四国と韓国 10日間
春秋旅くらべ あき色 四国と韓国 10日間
ダイナミックに景色が変わる春と秋に四国と韓国を訪れる各コース。
風光明媚な四国を、二つの季節で比べるのも一興です。

クルーズ番号 M010・M040
３
月

11
月

３
月

世界
遺産

世界
遺産季 節 季 節
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太平洋

韓国 日本

横浜釜山

境港

敦賀

金沢
新潟

酒田
（山形）

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊��OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で
のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.52・54・55をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

日次 寄港地 入港 出港 宿泊

1 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2 クルージング ー ー 船中泊

3 釜山� OP 韓国 13:00 20:00 船中泊

4 境港� OP日本 10:00 20:00 船中泊

5 敦賀� OP日本 07:00 18:00 船中泊

6 金沢� OP日本 07:00 18:00 船中泊

7 新潟� OP日本 07:00 18:00 船中泊

8 酒田(山形)� OP日本 07:00 16:00 船中泊

9 クルージング� ー ー 船中泊

10 横浜� 日本 午前下船 ー ー

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

兼六園／金沢OP出雲大社／境港OP

新発田城／新潟OP

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※�花の開花時期は、天候、気温などにより毎年前後するため、ご覧いただけない場合もあります。
＊�OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）�
でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.52をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

M012 ： 2020年4月11日（土） 4月20日（月）　M030 ： 2020年  8月23日（日）   9月  1日（火）
M032 ： 2020年9月  9日（水） 9月18日（金）　M038 ： 2020年11月  2日（月） 11月11日（水）

横浜発着 

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

韓国

釜山
蒲郡

太平洋

日本

横浜
大阪

高知

広島

佐世保

大阪城／大阪OP

● �愛知の岡崎城と�
岡崎公園、�
そして大阪城や高知城。�
春の城や公園は、�
まさに絵巻のような�
華やかさです。

●�新潟は、パワースポットとし
て知られる彌彦神社や、
別名「あやめ城」と呼ばれる
新発田城の他、越後地酒
など、歴史や食文化も豊か
です。

●�名所もたくさんある佐世保、釜山にも訪れます。 ●�各地の美食・銘酒など様々な魅力をご堪能ください。

OP桂浜／高知
“月の名所は桂浜”と唄われる、高
知を代表する景勝地のひとつ。龍頭
岬には幕末の志士、坂本龍馬の銅
像が太平洋を見下ろしています。

OP氣比神宮／敦賀
地元で「けいさん」の愛称で親しまれ
る神宮。松尾芭蕉が美しい月を讃えた
句を詠んだ場所として知られ、赤い鳥
居は春日、嚴島とともに日本三大木造
大鳥居に数えられます。

OP広島平和記念公園／広島
原爆犠牲者の慰霊と世界恒久平和
を祈念して開設された都市公園。
原爆ドーム、広島平和記念資料館、
平和の祈りを込めて設置された数々
のモニュメントなどがあります。

世界遺産：原爆ドーム

OP山居倉庫／酒田（山形）
国民的ドラマのロケ地にもなった、
明治時代の歴史を伝える米穀倉庫群。
一部は歴史資料館として開放され、
堅牢な造りの内部を見学できます。

桂浜

広島平和記念公園
山居倉庫

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

4/2 木 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

3 金 蒲郡� OP日本 07:00 16:00 船中泊

4 土 大阪� OP日本 07:00 21:00 船中泊

5 日 高知� OP日本 07:00 17:00 船中泊

6 月 広島� OP日本 09:00 18:00 船中泊

7 火 クルージング ー ー 船中泊

8 水 釜山� OP 韓国 07:00 18:00 船中泊

9 木 佐世保� OP日本 07:00 15:00 船中泊

10 金 クルージング ー ー 船中泊

11 土 横浜� 日本 午前下船 ー ー

彌彦神社／新潟OP岡崎公園／蒲郡OP

氣比神宮

蒲郡、大阪、高知、広島、釜山、そして佐世保をめぐるコース。
日本で指折りの美しい湾を眺める旅は、クルーズならではの感動があります。

春秋旅くらべ 
春爛漫 にっぽんの美湾巡りと韓国 10日間 

クルーズ番号

2020年4月2日（木） 4月11日（土）横浜発着 

M011

日本美食の地巡りと韓国 10日間
境港、敦賀、金沢、新潟など、日本海の美食の地と釜山を訪れるコース。
海の幸や郷土料理が多彩な土地をまわり、太平洋をクルージングします。

クルーズ番号 M012・M030・M032・M038
４
月

４
月

８
月

９
月

11
月

４
月

８
月

９
月

歴 史食事が
充実

世界
遺産季 節
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ここがポイント！ CRUISE POINTここがポイント！ CRUISE POINT

太平洋

韓国 日本

横浜釜山

境港

敦賀

金沢
新潟

酒田
（山形）

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊��OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で
のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.52・54・55をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

日次 寄港地 入港 出港 宿泊

1 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2 クルージング ー ー 船中泊

3 釜山� OP 韓国 13:00 20:00 船中泊

4 境港� OP日本 10:00 20:00 船中泊

5 敦賀� OP日本 07:00 18:00 船中泊

6 金沢� OP日本 07:00 18:00 船中泊

7 新潟� OP日本 07:00 18:00 船中泊

8 酒田(山形)� OP日本 07:00 16:00 船中泊

9 クルージング� ー ー 船中泊

10 横浜� 日本 午前下船 ー ー

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

兼六園／金沢OP出雲大社／境港OP

新発田城／新潟OP

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※�花の開花時期は、天候、気温などにより毎年前後するため、ご覧いただけない場合もあります。
＊�OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）�
でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.52をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

M012 ： 2020年4月11日（土） 4月20日（月）　M030 ： 2020年  8月23日（日）   9月  1日（火）
M032 ： 2020年9月  9日（水） 9月18日（金）　M038 ： 2020年11月  2日（月） 11月11日（水）

横浜発着 

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

韓国

釜山
蒲郡

太平洋

日本

横浜
大阪

高知

広島

佐世保

大阪城／大阪OP

● �愛知の岡崎城と�
岡崎公園、�
そして大阪城や高知城。�
春の城や公園は、�
まさに絵巻のような�
華やかさです。

●�新潟は、パワースポットとし
て知られる彌彦神社や、
別名「あやめ城」と呼ばれる
新発田城の他、越後地酒
など、歴史や食文化も豊か
です。

●�名所もたくさんある佐世保、釜山にも訪れます。 ●�各地の美食・銘酒など様々な魅力をご堪能ください。

OP桂浜／高知
“月の名所は桂浜”と唄われる、高
知を代表する景勝地のひとつ。龍頭
岬には幕末の志士、坂本龍馬の銅
像が太平洋を見下ろしています。

OP氣比神宮／敦賀
地元で「けいさん」の愛称で親しまれ
る神宮。松尾芭蕉が美しい月を讃えた
句を詠んだ場所として知られ、赤い鳥
居は春日、嚴島とともに日本三大木造
大鳥居に数えられます。

OP広島平和記念公園／広島
原爆犠牲者の慰霊と世界恒久平和
を祈念して開設された都市公園。
原爆ドーム、広島平和記念資料館、
平和の祈りを込めて設置された数々
のモニュメントなどがあります。

世界遺産：原爆ドーム

OP山居倉庫／酒田（山形）
国民的ドラマのロケ地にもなった、
明治時代の歴史を伝える米穀倉庫群。
一部は歴史資料館として開放され、
堅牢な造りの内部を見学できます。

桂浜

広島平和記念公園
山居倉庫

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

4/2 木 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

3 金 蒲郡� OP日本 07:00 16:00 船中泊

4 土 大阪� OP日本 07:00 21:00 船中泊

5 日 高知� OP日本 07:00 17:00 船中泊

6 月 広島� OP日本 09:00 18:00 船中泊

7 火 クルージング ー ー 船中泊

8 水 釜山� OP 韓国 07:00 18:00 船中泊

9 木 佐世保� OP日本 07:00 15:00 船中泊

10 金 クルージング ー ー 船中泊

11 土 横浜� 日本 午前下船 ー ー

彌彦神社／新潟OP岡崎公園／蒲郡OP

氣比神宮

蒲郡、大阪、高知、広島、釜山、そして佐世保をめぐるコース。
日本で指折りの美しい湾を眺める旅は、クルーズならではの感動があります。

春秋旅くらべ 
春爛漫 にっぽんの美湾巡りと韓国 10日間 

クルーズ番号

2020年4月2日（木） 4月11日（土）横浜発着 

M011

日本美食の地巡りと韓国 10日間
境港、敦賀、金沢、新潟など、日本海の美食の地と釜山を訪れるコース。
海の幸や郷土料理が多彩な土地をまわり、太平洋をクルージングします。

クルーズ番号 M012・M030・M032・M038
４
月

４
月

８
月

９
月

11
月

４
月

８
月

９
月

歴 史食事が
充実

世界
遺産季 節



※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。
3130 www.princesscruises.jp

ここがポイント！ CRUISE POINTここがポイント！ CRUISE POINT

太平洋

韓国

日本

横浜
釜山 大阪 鳥羽

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊  OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で

のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
★テンダーボートでの乗下船になります（P.57参照）。
＊代金は、P.52をご覧ください。

食事：朝6回・昼5回・夜6回　
●最少催行人員：1人

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

龍頭山公園／釜山
伊勢神宮／鳥羽

写真提供：伊勢志摩観光コンベンション機構
OP

通天閣／大阪

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※ 花の開花時期は、天候、気温などにより毎年前後するため、ご覧いただけない場合もあります。
＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）

でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.52をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

2020年4月29日（水・祝） 5月5日（火・祝）横浜発着 

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

太平洋

韓国

日本
横浜

釜山

宮古(岩手)

石巻

秋田

青森

鹿児島

弘前城／青森OP

●  宮古（岩手）は、浄土ヶ浜
や日本三大鍾乳洞の一つ
とされる龍泉洞など、
自然が豊かです。

●  東北４県と韓国・釜山、九州・鹿児島。
それぞれ風情のある港町を訪れます。

●  人気のゴールデンウィーク出発です。
老若男女それぞれに魅力的な寄港地がそろっています。

OP 奥入瀬渓流/青森
千変万化する清流や滝の迫力、
奇岩が織りなす渓流美に心を奪わ
れます。四季折々の植物、水辺に遊
びに来る野鳥など、自然観察にも最
適な場所です。

OP 延暦寺／大阪
1994年に世界文化遺産に登録され
た天台宗の総本山。法然、親鸞、
道元、日蓮など、数多くの傑僧を輩出
したことでも有名です。杉木立が深く
生い茂っている境内は、清々しい空気
に満ちています。

世界遺産： 古都京都の文化財

OP 中尊寺／石巻
世界遺産・平泉にある天台宗東北大
本山。国宝に指定された「金色堂」は
夜光貝の細工や透かし彫りの金具、漆
の蒔絵など、栄華を極めた平安美術の
数々が息をのむ美しさです。

世界遺産： 平泉―仏国土（浄土）を
表す建築・庭園及び考古学的遺跡群

奥入瀬渓流

写真提供：龍泉洞事務所

延暦寺

中尊寺

●  鳥羽では二見浦の沖合に
ある大小の岩が仲良く並ぶ
夫婦岩や、静寂に包まれる
約2000年の歴史がある
伊勢神宮を
ご覧いただけます。

二見浦／鳥羽

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

4/20 月 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

21 火 石巻 OP 日本 10:00 20:00 船中泊

22 水 宮古(岩手) OP 日本 07:00 18:00 船中泊

23 木 青森 OP 日本 06:00 19:00 船中泊

24 金 秋田 OP 日本 07:00 18:00 船中泊

25 土 クルージング ー ー 船中泊

26 日 釜山 OP 韓国 07:00 15:00 船中泊

27 月 鹿児島 OP 日本 09:00 19:00 船中泊

28 火 クルージング ー ー 船中泊

29 水・祝 横浜 日本 午前下船 ー ー

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

4/29 水・祝 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

30 木 クルージング ー ー 船中泊

5/1 金 釜山 OP 韓国 13:00 21:00 船中泊

2 土 クルージング ー ー 船中泊

3 日・祝 大阪 OP 日本 07:00 19:00 船中泊

4 月・祝 鳥羽★ OP 日本 09:00 18:00 船中泊

5 火・祝 横浜 日本 午前下船 ー ー

龍泉洞／宮古(岩手)OP

角館／秋田OP

浄土ヶ浜／宮古（岩手）OP
写真提供：岩手県観光協会

甘川洞文化村／釜山
芸術家が集い、創作活動を繰り広
げるエリア。路地の所々にはオブ
ジェが並び、山肌を埋め尽くした
家々はカラフルに彩られ、集落が
まるごとアート作品のようです。

甘川洞文化村

のどかな春の雰囲気に包まれた東北4県を周遊するコース。
韓国・釜山を経由し、旅の終わりには九州・鹿児島にも立ち寄ります。

きらめく春の東北周遊と鹿児島・韓国 10日間 

クルーズ番号

2020年4月20日（月） 4月29日（水・祝）横浜発着 

M013

ゴールデンウィーク 大阪と鳥羽・韓国 7日間
韓国、大阪、三重に立ち寄る、ゴールデンウィーク期間のコース。
夜の出港となる釜山では、屋台グルメや夜景なども満喫できます。

クルーズ番号 M014
４
月

４
月

初めて
の方 ファミリー美・日本世界

遺産



※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。
3130 www.princesscruises.jp

ここがポイント！ CRUISE POINTここがポイント！ CRUISE POINT

太平洋

韓国

日本

横浜
釜山 大阪 鳥羽

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊  OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で

のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
★テンダーボートでの乗下船になります（P.57参照）。
＊代金は、P.52をご覧ください。

食事：朝6回・昼5回・夜6回　
●最少催行人員：1人

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

龍頭山公園／釜山
伊勢神宮／鳥羽

写真提供：伊勢志摩観光コンベンション機構
OP

通天閣／大阪

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※ 花の開花時期は、天候、気温などにより毎年前後するため、ご覧いただけない場合もあります。
＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）

でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.52をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

2020年4月29日（水・祝） 5月5日（火・祝）横浜発着 

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

太平洋

韓国

日本
横浜

釜山

宮古(岩手)

石巻

秋田

青森

鹿児島

弘前城／青森OP

●  宮古（岩手）は、浄土ヶ浜
や日本三大鍾乳洞の一つ
とされる龍泉洞など、
自然が豊かです。

●  東北４県と韓国・釜山、九州・鹿児島。
それぞれ風情のある港町を訪れます。

●  人気のゴールデンウィーク出発です。
老若男女それぞれに魅力的な寄港地がそろっています。

OP 奥入瀬渓流/青森
千変万化する清流や滝の迫力、
奇岩が織りなす渓流美に心を奪わ
れます。四季折々の植物、水辺に遊
びに来る野鳥など、自然観察にも最
適な場所です。

OP 延暦寺／大阪
1994年に世界文化遺産に登録され
た天台宗の総本山。法然、親鸞、
道元、日蓮など、数多くの傑僧を輩出
したことでも有名です。杉木立が深く
生い茂っている境内は、清々しい空気
に満ちています。

世界遺産： 古都京都の文化財

OP 中尊寺／石巻
世界遺産・平泉にある天台宗東北大
本山。国宝に指定された「金色堂」は
夜光貝の細工や透かし彫りの金具、漆
の蒔絵など、栄華を極めた平安美術の
数々が息をのむ美しさです。

世界遺産： 平泉―仏国土（浄土）を
表す建築・庭園及び考古学的遺跡群

奥入瀬渓流

写真提供：龍泉洞事務所

延暦寺

中尊寺

●  鳥羽では二見浦の沖合に
ある大小の岩が仲良く並ぶ
夫婦岩や、静寂に包まれる
約2000年の歴史がある
伊勢神宮を
ご覧いただけます。

二見浦／鳥羽

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

4/20 月 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

21 火 石巻 OP 日本 10:00 20:00 船中泊

22 水 宮古(岩手) OP 日本 07:00 18:00 船中泊

23 木 青森 OP 日本 06:00 19:00 船中泊

24 金 秋田 OP 日本 07:00 18:00 船中泊

25 土 クルージング ー ー 船中泊

26 日 釜山 OP 韓国 07:00 15:00 船中泊

27 月 鹿児島 OP 日本 09:00 19:00 船中泊

28 火 クルージング ー ー 船中泊

29 水・祝 横浜 日本 午前下船 ー ー

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

4/29 水・祝 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

30 木 クルージング ー ー 船中泊

5/1 金 釜山 OP 韓国 13:00 21:00 船中泊

2 土 クルージング ー ー 船中泊

3 日・祝 大阪 OP 日本 07:00 19:00 船中泊

4 月・祝 鳥羽★ OP 日本 09:00 18:00 船中泊

5 火・祝 横浜 日本 午前下船 ー ー

龍泉洞／宮古(岩手)OP

角館／秋田OP

浄土ヶ浜／宮古（岩手）OP
写真提供：岩手県観光協会

甘川洞文化村／釜山
芸術家が集い、創作活動を繰り広
げるエリア。路地の所々にはオブ
ジェが並び、山肌を埋め尽くした
家々はカラフルに彩られ、集落が
まるごとアート作品のようです。

甘川洞文化村

のどかな春の雰囲気に包まれた東北4県を周遊するコース。
韓国・釜山を経由し、旅の終わりには九州・鹿児島にも立ち寄ります。

きらめく春の東北周遊と鹿児島・韓国 10日間 

クルーズ番号

2020年4月20日（月） 4月29日（水・祝）横浜発着 

M013

ゴールデンウィーク 大阪と鳥羽・韓国 7日間
韓国、大阪、三重に立ち寄る、ゴールデンウィーク期間のコース。
夜の出港となる釜山では、屋台グルメや夜景なども満喫できます。

クルーズ番号 M014
４
月

４
月

初めて
の方 ファミリー美・日本世界

遺産



※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。
３３32 www.princesscruises.jp

ここがポイント！ CRUISE POINTここがポイント！ CRUISE POINT

太平洋

韓国 日本

神戸
釜山

高知松山
広島

油津 
（宮崎）

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊  OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で

のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.52・53をご覧ください。

食事：朝７回・昼６回・夜７回　
●最少催行人員：1人

日次 寄港地 入港 出港 宿泊

1 神戸 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2 高知  OP 日本 07:00 17:00 船中泊

3 広島 OP 日本 09:00 18:00 船中泊

4 松山 OP 日本 06:00 18:00 船中泊

5 油津(宮崎) OP 日本 07:00 16:00 船中泊

6 釜山 OP 韓国 11:00 19:00 船中泊

7 クルージング ー ー 船中泊

8 神戸 日本 午前下船 ー ー

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）

でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.52をご覧ください。

食事：朝６回・昼5回・夜6回　
●最少催行人員：1人

M017 ： 2020年5月16日（土） 5月23日（土）　M019 ： 2020年5月30日（土） 6月6日（土）神戸発着

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

太平洋

韓国

日本
釜山

鹿児島

横浜

神戸
博多

知覧武家屋敷庭園／鹿児島OP 柳川／博多OP

福岡タワー／博多OP

●  福岡は、学問の神様
太宰府天満宮や
海浜タワーとしては
日本一の高さを誇る
福岡タワーなどの
見どころがあります。

●  寄港地ではつややかな若葉を眺め、
クルージングでは爽やかな風を感じられます。 ●  初夏の四国、広島、宮崎、韓国をお楽しみください。

OP 仙巌園／鹿児島
錦江湾や桜島を景観に取り入れた
庭園が雄大な、島津家の別邸。敷地
内の「尚古集成館」はかつての機械
工場で、幕末から明治期の近代化を
伝える貴重な存在として世界文化遺
産の構成資産に登録されています。
世界遺産： 明治日本の産業革命遺産
製鉄・製鋼、造船、石炭産業仙巌園

OP 龍河洞／高知
約１億7500万年の時を刻む日本三
大鍾乳洞の一つです。洞内出口付近
には、弥生時代の穴居生活の跡があ
り、石灰華に包まれた弥生式土器を見
ることができます。

龍河洞
写真提供：（公財）高知県観光コンベンション協会

龍頭山公園／釜山
小高い山が公園になっており、釜山
を一望できる釜山タワーが人気。か
つて日本の外交・貿易の出先機関
「草梁倭館」があった場所でもあり
ます。

龍頭山公園

OP 鵜戸神宮／油津（宮崎）
この地で豊玉姫命が御子を出産した
と伝えられ、安産や夫婦円満のご利益
があるとされています。断崖絶壁に囲
まれ、洞窟の中にある本殿は宮崎県
屈指のパワースポットとして知られて
います。

鵜戸神宮 本殿
写真提供：公益財団法人みやざき観光コンベンション協会

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

5/10 日 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

11 月 クルージング ー ー 船中泊

12 火 鹿児島 OP 日本 07:00 16:00 船中泊

13 水 釜山 OP 韓国 09:00 18:00 船中泊

14 木 博多 OP 日本 07:00 １９:00 船中泊

15 金 クルージング ー ー 船中泊

16 土 神戸 日本 午前下船 ー ー

●  寄港地の高知、松山では、
「現存12天守」に
数えられる、天守閣の残る
貴重な城が見られます。

嚴島神社／広島
世界遺産：嚴島神社
OP

松山城／松山OP太宰府天満宮／博多OP

みずみずしい新緑が美しい季節に、九州と韓国を訪れるコース。
グルメや観光など、魅力あふれる神戸で下船します。

いざ新緑のみなと街 神戸へ！ 九州と韓国 ７日間

クルーズ番号

2020年5月10日（日） 5月16日（土）横浜発神戸着

M016

風薫る四国と広島・宮崎・韓国 8日間
心地よい季節に、四国、広島、宮崎を経て韓国へと向かうコース。
初夏のクルージングでは多彩な景勝地に近く魅力ある港に寄港します。

クルーズ番号 M017・M019
５
月

11
月

５
月

美・日本 歴 史世界
遺産

世界
遺産



※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。
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ここがポイント！ CRUISE POINTここがポイント！ CRUISE POINT

太平洋

韓国 日本

神戸
釜山

高知松山
広島

油津 
（宮崎）

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊  OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で

のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.52・53をご覧ください。

食事：朝７回・昼６回・夜７回　
●最少催行人員：1人

日次 寄港地 入港 出港 宿泊

1 神戸 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2 高知  OP 日本 07:00 17:00 船中泊

3 広島 OP 日本 09:00 18:00 船中泊

4 松山 OP 日本 06:00 18:00 船中泊

5 油津(宮崎) OP 日本 07:00 16:00 船中泊

6 釜山 OP 韓国 11:00 19:00 船中泊

7 クルージング ー ー 船中泊

8 神戸 日本 午前下船 ー ー

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）

でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.52をご覧ください。

食事：朝６回・昼5回・夜6回　
●最少催行人員：1人

M017 ： 2020年5月16日（土） 5月23日（土）　M019 ： 2020年5月30日（土） 6月6日（土）神戸発着

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

太平洋

韓国

日本
釜山

鹿児島

横浜

神戸
博多

知覧武家屋敷庭園／鹿児島OP 柳川／博多OP

福岡タワー／博多OP

●  福岡は、学問の神様
太宰府天満宮や
海浜タワーとしては
日本一の高さを誇る
福岡タワーなどの
見どころがあります。

●  寄港地ではつややかな若葉を眺め、
クルージングでは爽やかな風を感じられます。 ●  初夏の四国、広島、宮崎、韓国をお楽しみください。

OP 仙巌園／鹿児島
錦江湾や桜島を景観に取り入れた
庭園が雄大な、島津家の別邸。敷地
内の「尚古集成館」はかつての機械
工場で、幕末から明治期の近代化を
伝える貴重な存在として世界文化遺
産の構成資産に登録されています。
世界遺産： 明治日本の産業革命遺産
製鉄・製鋼、造船、石炭産業仙巌園

OP 龍河洞／高知
約１億7500万年の時を刻む日本三
大鍾乳洞の一つです。洞内出口付近
には、弥生時代の穴居生活の跡があ
り、石灰華に包まれた弥生式土器を見
ることができます。

龍河洞
写真提供：（公財）高知県観光コンベンション協会

龍頭山公園／釜山
小高い山が公園になっており、釜山
を一望できる釜山タワーが人気。か
つて日本の外交・貿易の出先機関
「草梁倭館」があった場所でもあり
ます。

龍頭山公園

OP 鵜戸神宮／油津（宮崎）
この地で豊玉姫命が御子を出産した
と伝えられ、安産や夫婦円満のご利益
があるとされています。断崖絶壁に囲
まれ、洞窟の中にある本殿は宮崎県
屈指のパワースポットとして知られて
います。

鵜戸神宮 本殿
写真提供：公益財団法人みやざき観光コンベンション協会

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

5/10 日 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

11 月 クルージング ー ー 船中泊

12 火 鹿児島 OP 日本 07:00 16:00 船中泊

13 水 釜山 OP 韓国 09:00 18:00 船中泊

14 木 博多 OP 日本 07:00 １９:00 船中泊

15 金 クルージング ー ー 船中泊

16 土 神戸 日本 午前下船 ー ー

●  寄港地の高知、松山では、
「現存12天守」に
数えられる、天守閣の残る
貴重な城が見られます。

嚴島神社／広島
世界遺産：嚴島神社
OP

松山城／松山OP太宰府天満宮／博多OP

みずみずしい新緑が美しい季節に、九州と韓国を訪れるコース。
グルメや観光など、魅力あふれる神戸で下船します。

いざ新緑のみなと街 神戸へ！ 九州と韓国 ７日間

クルーズ番号

2020年5月10日（日） 5月16日（土）横浜発神戸着

M016

風薫る四国と広島・宮崎・韓国 8日間
心地よい季節に、四国、広島、宮崎を経て韓国へと向かうコース。
初夏のクルージングでは多彩な景勝地に近く魅力ある港に寄港します。

クルーズ番号 M017・M019
５
月

11
月

５
月

美・日本 歴 史世界
遺産

世界
遺産
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ここがポイント！ CRUISE POINTここがポイント！ CRUISE POINT

太平洋

台湾

日本

神戸

基隆 
（台北） 那覇

石垣島金環日食観賞

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※�金環日食は当日の気象条件及びその他の状況によりご覧いただけない場合がございま
す。その際でもクルーズ代金返金等はございませんので予めご了承ください。

＊��OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で
のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
★テンダーボートでの乗下船になります（P.57参照）。
＊代金は、P.53をご覧ください。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

日次 寄港地 入港 出港 宿泊

1 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2 クルージング� � ー ー 船中泊

3 那覇� OP日本 07:00 18:00 船中泊

4 石垣島★� OP日本 08:00 18:00 船中泊

5 基隆（台北）� OP 台湾 07:00 18:00 船中泊

6〜7 クルージング ー ー 船中泊

8 神戸� 日本 午前下船 ー ー

■�6月6日発(M020)は4日目石垣島にかわり宮古島(沖縄)に寄港します。

4 宮古島(沖縄)★� OP日本 08:00 18:00 船中泊

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊�OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）�
でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
★テンダーボートでの乗下船になります（P.57参照）。
＊代金は、P.52・53をご覧ください。

食事：朝7回・昼6回・夜7回　●最少催行人員：1人

2020年6月18日（木） 6月26日（金）

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

太平洋

台湾

日本

神戸

基隆 
（台北）

那覇

石垣島
宮古島（沖縄）

● �石垣島または宮古島に寄港。�
独特な時の流れが�
感じられる沖縄で、�
ゆったりとお過ごしください。

●�洋上から「金環日食」を
見られる数少ないチャンス
です。台湾へと向かう船上
の、遮るものがない大海
原は絶好の観賞ポイント
です。

●�ひと足早く夏を迎えた南の島へ。�
透明度の高い海は、眺めるだけでも気分爽快です。

● �サンゴ礁が広がるエメラルドグリーンの川平湾や、�
日本屈指のリゾートビーチがある石垣島で、ゆったりと過ごせます。

OP九份／基隆（台北）
清朝時代に金の採掘でにぎわった
山間の街。映画の舞台になったこと
から観光地として注目を集め、日本
統治時代の建物や西洋建築が混在
する街並みは懐かしくも不思議な情
緒を漂わせています。

OP中正紀念堂／基隆（台北）
中華民国初代総統の蒋介石を哀悼し
て建てられた白亜の建物。蒋介石にま
つわる数々の展示や、厳かな雰囲気の
中で行われる衛兵交代式は必見。

OP首里城／那覇
琉球王国時代の王宮であり、象徴と
しても知られている首里城は、本土
復帰20周年にあたる1992年に復
元されました。琉球王国の時代の歴
史や文化を垣間見られる人気観光
地のひとつです。

世界遺産：琉球王国のグスク及び関連遺産群

OP琉球村／那覇
エイサー舞踊や伝統工芸など、昔なが
らの琉球文化に接することのできる
テーマパーク。建ち並ぶ古民家はいず
れも県内各地から移築されたもので、
有形文化財の建物も多く、昔の沖縄の
雰囲気を味わうことができます。
世界遺産：�琉球王国のグスク及び
関連遺産群

九份 中正紀念堂

首里城
琉球村

川平湾／石垣島OP

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

6/18 木 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

19 金
クルージング� ー ー 船中泊

20 土

21 日 クルージング（金環日食観賞） （15:00）（17:30） 船中泊

22 月 基隆（台北）� OP 台湾 07:00 18:00 船中泊

23 火 石垣島★� OP日本 06:00 18:00 船中泊

24 水 那覇� OP日本 08:00 18:00 船中泊

25 木 クルージング ー ー 船中泊

26 金 神戸� 日本 午前下船 ー ー

神戸発着 神戸発着 

龍山寺／基隆（台北）OP 金環日食（イメージ）

砂山ビーチ／宮古島OP

玉取崎展望台／石垣島OP

沖縄の本島から離島、そして台湾へと周遊するリゾート感あふれるコース。
美しい海と夏をいち早く感じてください。

夏をさきどり！沖縄・台湾 リゾートクルーズ 8日間

クルーズ番号

M018 ： 2020年5月23日（土） 5月30日（土）　M020 ： 2020年6月6日（土） 6月13日（土）

M018・M020

金環日食観賞！沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間
船上から太陽が指輪のように見える貴重な天体ショー「金環日食」を楽しめるコース。
台湾、沖縄に寄港してグルメやビーチを満喫いただけます。

クルーズ番号 M022
６
月

５
月

６
月

M018
M020
共通ルート

ファミリー リゾート リゾート 初めて
の方
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ここがポイント！ CRUISE POINTここがポイント！ CRUISE POINT

太平洋

台湾

日本

神戸

基隆 
（台北） 那覇

石垣島金環日食観賞

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※�金環日食は当日の気象条件及びその他の状況によりご覧いただけない場合がございま
す。その際でもクルーズ代金返金等はございませんので予めご了承ください。

＊��OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で
のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
★テンダーボートでの乗下船になります（P.57参照）。
＊代金は、P.53をご覧ください。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

日次 寄港地 入港 出港 宿泊

1 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2 クルージング� � ー ー 船中泊

3 那覇� OP日本 07:00 18:00 船中泊

4 石垣島★� OP日本 08:00 18:00 船中泊

5 基隆（台北）� OP 台湾 07:00 18:00 船中泊

6〜7 クルージング ー ー 船中泊

8 神戸� 日本 午前下船 ー ー

■�6月6日発(M020)は4日目石垣島にかわり宮古島(沖縄)に寄港します。

4 宮古島(沖縄)★� OP日本 08:00 18:00 船中泊

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊�OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）�
でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
★テンダーボートでの乗下船になります（P.57参照）。
＊代金は、P.52・53をご覧ください。

食事：朝7回・昼6回・夜7回　●最少催行人員：1人

2020年6月18日（木） 6月26日（金）

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

太平洋

台湾

日本

神戸

基隆 
（台北）

那覇

石垣島
宮古島（沖縄）

● �石垣島または宮古島に寄港。�
独特な時の流れが�
感じられる沖縄で、�
ゆったりとお過ごしください。

●�洋上から「金環日食」を
見られる数少ないチャンス
です。台湾へと向かう船上
の、遮るものがない大海
原は絶好の観賞ポイント
です。

●�ひと足早く夏を迎えた南の島へ。�
透明度の高い海は、眺めるだけでも気分爽快です。

● �サンゴ礁が広がるエメラルドグリーンの川平湾や、�
日本屈指のリゾートビーチがある石垣島で、ゆったりと過ごせます。

OP九份／基隆（台北）
清朝時代に金の採掘でにぎわった
山間の街。映画の舞台になったこと
から観光地として注目を集め、日本
統治時代の建物や西洋建築が混在
する街並みは懐かしくも不思議な情
緒を漂わせています。

OP中正紀念堂／基隆（台北）
中華民国初代総統の蒋介石を哀悼し
て建てられた白亜の建物。蒋介石にま
つわる数々の展示や、厳かな雰囲気の
中で行われる衛兵交代式は必見。

OP首里城／那覇
琉球王国時代の王宮であり、象徴と
しても知られている首里城は、本土
復帰20周年にあたる1992年に復
元されました。琉球王国の時代の歴
史や文化を垣間見られる人気観光
地のひとつです。

世界遺産：琉球王国のグスク及び関連遺産群

OP琉球村／那覇
エイサー舞踊や伝統工芸など、昔なが
らの琉球文化に接することのできる
テーマパーク。建ち並ぶ古民家はいず
れも県内各地から移築されたもので、
有形文化財の建物も多く、昔の沖縄の
雰囲気を味わうことができます。
世界遺産：�琉球王国のグスク及び
関連遺産群

九份 中正紀念堂

首里城
琉球村

川平湾／石垣島OP

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

6/18 木 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

19 金
クルージング� ー ー 船中泊

20 土

21 日 クルージング（金環日食観賞） （15:00）（17:30） 船中泊

22 月 基隆（台北）� OP 台湾 07:00 18:00 船中泊

23 火 石垣島★� OP日本 06:00 18:00 船中泊

24 水 那覇� OP日本 08:00 18:00 船中泊

25 木 クルージング ー ー 船中泊

26 金 神戸� 日本 午前下船 ー ー

神戸発着 神戸発着 

龍山寺／基隆（台北）OP 金環日食（イメージ）

砂山ビーチ／宮古島OP

玉取崎展望台／石垣島OP

沖縄の本島から離島、そして台湾へと周遊するリゾート感あふれるコース。
美しい海と夏をいち早く感じてください。

夏をさきどり！沖縄・台湾 リゾートクルーズ 8日間

クルーズ番号

M018 ： 2020年5月23日（土） 5月30日（土）　M020 ： 2020年6月6日（土） 6月13日（土）

M018・M020

金環日食観賞！沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間
船上から太陽が指輪のように見える貴重な天体ショー「金環日食」を楽しめるコース。
台湾、沖縄に寄港してグルメやビーチを満喫いただけます。

クルーズ番号 M022
６
月

５
月

６
月

M018
M020
共通ルート

ファミリー リゾート リゾート 初めて
の方
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ここがポイント！ CRUISE POINTここがポイント！ CRUISE POINT

太平洋

韓国
日本

釜山

鹿児島

横浜
神戸

博多

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊  OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で

のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.53をご覧ください。

食事：朝6回・昼5回・夜6回　
●最少催行人員：1人

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

桜島／鹿児島OP

太宰府天満宮／博多OP

白川郷／秋田OP

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※ 潮流の状況により、関門海峡の通過時間が変わるため、

次港の入出港時間が変更となる可能性があります。
＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）

でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.53をご覧ください。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

2020年7月4日（土） 7月10日（金）

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

太平洋
韓国

日本

神戸釜山

舞鶴

函館
秋田

伏木富山

関門海峡
クルージング

海東龍宮寺／釜山大沼国定公園／函館OP

●  新緑が美しい季節に、
自然豊かな日本海沿岸の地を訪れます。

●  博多の総鎮守として
崇められる櫛櫛櫛櫛。
きらびやかな
博多祇園山笠の飾り山が、
常設展示されています。

●  伏木富山では、
雄大な自然に触れ合える
立山黒部アルペンルート
観光もおすすめです。

●  九州、韓国を経て旅の終わりは横浜へ。
西洋の文化が息づく横浜の街並みは、散策にも最適です。

OP 天橋立／舞鶴
日本海の宮津湾にある「天橋立」
は、日本三景とされている特別名勝
のひとつ。全長約3.6㎞の細長い砂
浜に大小約8,000本もの松が茂る
姿が、天に架かる橋のように見える
ことがその名の由来です。

釜山タワー／釜山
釜山を訪れたら一度は上りたい、高さ
120mの釜山のランドマーク。展望台
からは釜山港や市街地を一望。周囲
には緑豊かな憩いの場・龍頭山公園
が広がります。

関門海峡
山口県・下関市と福岡県・北九州市
を隔てる難関といわれる海峡で、最
狭部は幅約670m。間近に見える両
岸の景色や、関門橋をくぐり抜ける
クルージングは迫力満点です。

OP 知覧武家屋敷庭園／鹿児島
国民的ドラマのロケ地にもなった国の
重要伝統的建造物群保存地区。
母ヶ岳を借景にした箱庭のような通り
から庭園に向かうと、歴史を感じる光
景が広がります。

世界遺産：明治日本の産業革命遺産 
製鉄・製鋼、造船、石炭産業

天橋立
釜山タワー

関門海峡 知覧武家屋敷庭園

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

6/26 金 神戸 日本 午後乗船 17:00 船中泊

27 土 クルージング ー ー 船中泊

28 日 函館 OP 日本 12:00 23:00 船中泊

29 月 秋田 OP 日本 09:00 18:00 船中泊

30 火 伏木富山 OP 日本 07:00 17:00 船中泊

7/  1 水 舞鶴 OP 日本 07:00 18:00 船中泊

2 木 釜山 OP 韓国 13:00 21:00 船中泊

3 金 関門海峡クルージング ー ー 船中泊

4 土 神戸 日本 午前下船 ー ー

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

7/  4 土 神戸 日本 午後乗船 16:00 船中泊

5 日 クルージング ー ー 船中泊

6 月 博多 OP 日本 07:00 18:00 船中泊

7 火 釜山 OP 韓国 07:00 15:00 船中泊

8 水 鹿児島 OP 日本 09:00 19:00 船中泊

9 木 クルージング ー ー 船中泊

10 金 横浜 日本 午前下船 ー ー

櫛田神櫛／博多OP

立山黒部アルペンルート／伏木富山OP

白川郷／伏木富山OP

交易航路として江戸時代に盛んに使われた北前航路をたどります。
初夏を迎えた穏やかな関門海峡クルージングをお楽しみいただけます。

初夏の北前航路と韓国 9日間

クルーズ番号

2020年6月26日（金） 7月4日（土） 

M023

爽やかな夏の九州と韓国 7日間
神戸から乗船し、九州、韓国に寄港して横浜で下船するコース。
夏の九州を満喫しながら、観光地としても人気の横浜を目指します。

クルーズ番号 M024

神戸発着 神戸発横浜着

７
月

６
月

世界
遺産

食事が
充実美・日本 歴 史
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太平洋

韓国
日本

釜山

鹿児島

横浜
神戸

博多

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊  OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で

のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.53をご覧ください。

食事：朝6回・昼5回・夜6回　
●最少催行人員：1人

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

桜島／鹿児島OP

太宰府天満宮／博多OP

白川郷／秋田OP

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※ 潮流の状況により、関門海峡の通過時間が変わるため、

次港の入出港時間が変更となる可能性があります。
＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）

でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.53をご覧ください。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

2020年7月4日（土） 7月10日（金）

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

太平洋
韓国

日本

神戸釜山

舞鶴

函館
秋田

伏木富山

関門海峡
クルージング

海東龍宮寺／釜山大沼国定公園／函館OP

●  新緑が美しい季節に、
自然豊かな日本海沿岸の地を訪れます。

●  博多の総鎮守として
崇められる櫛櫛櫛櫛。
きらびやかな
博多祇園山笠の飾り山が、
常設展示されています。

●  伏木富山では、
雄大な自然に触れ合える
立山黒部アルペンルート
観光もおすすめです。

●  九州、韓国を経て旅の終わりは横浜へ。
西洋の文化が息づく横浜の街並みは、散策にも最適です。

OP 天橋立／舞鶴
日本海の宮津湾にある「天橋立」
は、日本三景とされている特別名勝
のひとつ。全長約3.6㎞の細長い砂
浜に大小約8,000本もの松が茂る
姿が、天に架かる橋のように見える
ことがその名の由来です。

釜山タワー／釜山
釜山を訪れたら一度は上りたい、高さ
120mの釜山のランドマーク。展望台
からは釜山港や市街地を一望。周囲
には緑豊かな憩いの場・龍頭山公園
が広がります。

関門海峡
山口県・下関市と福岡県・北九州市
を隔てる難関といわれる海峡で、最
狭部は幅約670m。間近に見える両
岸の景色や、関門橋をくぐり抜ける
クルージングは迫力満点です。

OP 知覧武家屋敷庭園／鹿児島
国民的ドラマのロケ地にもなった国の
重要伝統的建造物群保存地区。
母ヶ岳を借景にした箱庭のような通り
から庭園に向かうと、歴史を感じる光
景が広がります。

世界遺産：明治日本の産業革命遺産 
製鉄・製鋼、造船、石炭産業

天橋立
釜山タワー

関門海峡 知覧武家屋敷庭園

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

6/26 金 神戸 日本 午後乗船 17:00 船中泊

27 土 クルージング ー ー 船中泊

28 日 函館 OP 日本 12:00 23:00 船中泊

29 月 秋田 OP 日本 09:00 18:00 船中泊

30 火 伏木富山 OP 日本 07:00 17:00 船中泊

7/  1 水 舞鶴 OP 日本 07:00 18:00 船中泊

2 木 釜山 OP 韓国 13:00 21:00 船中泊

3 金 関門海峡クルージング ー ー 船中泊

4 土 神戸 日本 午前下船 ー ー

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

7/  4 土 神戸 日本 午後乗船 16:00 船中泊

5 日 クルージング ー ー 船中泊

6 月 博多 OP 日本 07:00 18:00 船中泊

7 火 釜山 OP 韓国 07:00 15:00 船中泊

8 水 鹿児島 OP 日本 09:00 19:00 船中泊

9 木 クルージング ー ー 船中泊

10 金 横浜 日本 午前下船 ー ー

櫛田神櫛／博多OP

立山黒部アルペンルート／伏木富山OP

白川郷／伏木富山OP

交易航路として江戸時代に盛んに使われた北前航路をたどります。
初夏を迎えた穏やかな関門海峡クルージングをお楽しみいただけます。

初夏の北前航路と韓国 9日間

クルーズ番号

2020年6月26日（金） 7月4日（土） 

M023

爽やかな夏の九州と韓国 7日間
神戸から乗船し、九州、韓国に寄港して横浜で下船するコース。
夏の九州を満喫しながら、観光地としても人気の横浜を目指します。

クルーズ番号 M024

神戸発着 神戸発横浜着

７
月

６
月

世界
遺産

食事が
充実美・日本 歴 史
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太平洋

韓国
日本 横浜釜山

神戸 大阪

鹿児島

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※天候などにより天神祭の奉納花火は中止になることがあります。
＊  OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で

のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.53をご覧ください。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　
●最少催行人員：1人

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

祇園祭／神戸・大阪OP

ひがし茶屋街／金沢OP

伊勢神宮／鳥羽OP

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）

でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
★テンダーボートでの乗下船になります。（P.57参照）
＊代金は、P.53をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

2020年7月19日（日） 7月27日（月）横浜発着 

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

太平洋

韓国 日本

横浜
釜山

境港
金沢 秋田

大阪

鳥羽

足立美術館／境港OP

●  秋田の田沢湖は、
湖を背にするたつこ像など
見どころも多く、
夏は絶好のレジャー
スポットとして
親しまれています。

●  大阪・京都を代表する
夏祭りをお楽しみください。

●  境港と鳥羽では、出雲大社や伊勢神宮など
日本のパワースポットめぐりもおすすめです。

OP 兼六園／金沢
日本三名園に数えられ、国の特別名
勝にも指定されている江戸時代の回
遊式庭園。11ヘクタールを超える広
大な園内は池や滝、曲水が草花と色
彩豊かな情景を作り出しています。

OP 祇園祭／神戸・大阪
日本三大祭りのひとつで、京都らしい
優雅さと豪華さに満ちたお祭りです。
祇園祭期間に街で見られる山鉾の巡
行は、ユネスコの無形文化遺産に登録
されています。

OP 松江城／境港
島根県・松江市のシンボル松江城
は、日本で現存する12天守の一つ
で、国宝にも指定。天守は外観4重、
内部5階、地下1階付きで、櫓の上
に高さ約30mの望楼をのせた形。
外壁は黒く、質実剛健の構えが特徴
です。

OP  北野異人館街／神戸
明治時代に異邦人が居住するために
作られた西洋建築が多く残るエリア。
三角屋根にある風見鶏がシンボルの
「風見鶏の館」や、張り出し窓が特徴の
「萌黄の館」など、街には今もなお異国
情緒が漂います。

兼六園
写真提供：石川県観光連盟

祇園祭

松江城

北野異人館街

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

7/10 金 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

11 土 クルージング ー ー 船中泊

12 日 秋田 OP 日本 07:00 16:00 船中泊

13 月 金沢 OP 日本 08:00 18:00 船中泊

14 火 境港 OP 日本 08:00 18:00 船中泊

15 水 釜山 OP 韓国 07:00 18:00 船中泊

16 木 クルージング ー ー 船中泊

17 金 大阪 OP 日本 06:00 19:00 船中泊

18 土 鳥羽★ OP 日本 09:00 18:00 船中泊

19 日 横浜 日本 午前下船 ー ー

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

7/19 日 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

20 月 クルージング ー ー 船中泊

21 火 鹿児島 OP 日本 07:00 16:00 船中泊

22 水 釜山 OP 韓国 09:00 18:00 船中泊

23 木・祝 クルージング ー ー 船中泊

24 金・祝 神戸 OP 日本 06:00 21:00 船中泊

25 土 大阪 OP 日本 07:00 23:00 船中泊

26 日 クルージング ー ー 船中泊

27 月 横浜 日本 午前下船 ー ー

田沢湖／秋田OP

OP 天神祭／大阪
大阪の繁栄を願う、日本三大祭り
の一つ。神様とともに氏地を巡行
する「陸渡御」と「船渡御」が見ど
ころ。特に100艘あまりの船が行
き交う船渡御は圧巻です。 天神祭

写真提供：（公財）大阪観光局

天神祭／大阪
写真提供：（公財）大阪観光局

OP

秋田、金沢、境港、大阪、鳥羽と、日本をぐるっと周遊するコース。
歴史的スポットや観光地も多彩なので、楽しみ方は自由自在です。

夏のにっぽん周遊 10日間

クルーズ番号

2020年7月10日（金） 7月19日（日）横浜発着

M025

祇園祭・天神祭でにぎわう
京都・大阪と鹿児島・韓国 9日間
日本三大祭りの京都・祇園祭、大阪・天神祭でにぎわいある、関西を訪れるコース。
鹿児島、韓国に訪れた後、祭りの活気あふれる都市をお楽しみください。

クルーズ番号 M026
７
月

７
月

まつり歴 史 美・日本 世界
遺産
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太平洋

韓国
日本 横浜釜山

神戸 大阪

鹿児島

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※天候などにより天神祭の奉納花火は中止になることがあります。
＊  OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で

のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.53をご覧ください。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　
●最少催行人員：1人

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

祇園祭／神戸・大阪OP

ひがし茶屋街／金沢OP

伊勢神宮／鳥羽OP

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）

でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
★テンダーボートでの乗下船になります。（P.57参照）
＊代金は、P.53をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

2020年7月19日（日） 7月27日（月）横浜発着 

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

太平洋

韓国 日本

横浜
釜山

境港
金沢 秋田

大阪

鳥羽

足立美術館／境港OP

●  秋田の田沢湖は、
湖を背にするたつこ像など
見どころも多く、
夏は絶好のレジャー
スポットとして
親しまれています。

●  大阪・京都を代表する
夏祭りをお楽しみください。

●  境港と鳥羽では、出雲大社や伊勢神宮など
日本のパワースポットめぐりもおすすめです。

OP 兼六園／金沢
日本三名園に数えられ、国の特別名
勝にも指定されている江戸時代の回
遊式庭園。11ヘクタールを超える広
大な園内は池や滝、曲水が草花と色
彩豊かな情景を作り出しています。

OP 祇園祭／神戸・大阪
日本三大祭りのひとつで、京都らしい
優雅さと豪華さに満ちたお祭りです。
祇園祭期間に街で見られる山鉾の巡
行は、ユネスコの無形文化遺産に登録
されています。

OP 松江城／境港
島根県・松江市のシンボル松江城
は、日本で現存する12天守の一つ
で、国宝にも指定。天守は外観4重、
内部5階、地下1階付きで、櫓の上
に高さ約30mの望楼をのせた形。
外壁は黒く、質実剛健の構えが特徴
です。

OP  北野異人館街／神戸
明治時代に異邦人が居住するために
作られた西洋建築が多く残るエリア。
三角屋根にある風見鶏がシンボルの
「風見鶏の館」や、張り出し窓が特徴の
「萌黄の館」など、街には今もなお異国
情緒が漂います。

兼六園
写真提供：石川県観光連盟

祇園祭

松江城

北野異人館街

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

7/10 金 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

11 土 クルージング ー ー 船中泊

12 日 秋田 OP 日本 07:00 16:00 船中泊

13 月 金沢 OP 日本 08:00 18:00 船中泊

14 火 境港 OP 日本 08:00 18:00 船中泊

15 水 釜山 OP 韓国 07:00 18:00 船中泊

16 木 クルージング ー ー 船中泊

17 金 大阪 OP 日本 06:00 19:00 船中泊

18 土 鳥羽★ OP 日本 09:00 18:00 船中泊

19 日 横浜 日本 午前下船 ー ー

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

7/19 日 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

20 月 クルージング ー ー 船中泊

21 火 鹿児島 OP 日本 07:00 16:00 船中泊

22 水 釜山 OP 韓国 09:00 18:00 船中泊

23 木・祝 クルージング ー ー 船中泊

24 金・祝 神戸 OP 日本 06:00 21:00 船中泊

25 土 大阪 OP 日本 07:00 23:00 船中泊

26 日 クルージング ー ー 船中泊

27 月 横浜 日本 午前下船 ー ー

田沢湖／秋田OP

OP 天神祭／大阪
大阪の繁栄を願う、日本三大祭り
の一つ。神様とともに氏地を巡行
する「陸渡御」と「船渡御」が見ど
ころ。特に100艘あまりの船が行
き交う船渡御は圧巻です。 天神祭

写真提供：（公財）大阪観光局

天神祭／大阪
写真提供：（公財）大阪観光局

OP

秋田、金沢、境港、大阪、鳥羽と、日本をぐるっと周遊するコース。
歴史的スポットや観光地も多彩なので、楽しみ方は自由自在です。

夏のにっぽん周遊 10日間

クルーズ番号

2020年7月10日（金） 7月19日（日）横浜発着

M025

祇園祭・天神祭でにぎわう
京都・大阪と鹿児島・韓国 9日間
日本三大祭りの京都・祇園祭、大阪・天神祭でにぎわいある、関西を訪れるコース。
鹿児島、韓国に訪れた後、祭りの活気あふれる都市をお楽しみください。

クルーズ番号 M026
７
月

７
月

まつり歴 史 美・日本 世界
遺産



4140 www.princesscruises.jp
※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

ここがポイント！ CRUISE POINTここがポイント！ CRUISE POINT

太平洋

韓国
日本 横浜釜山

境港 秋田

青森

高知関門海峡
クルージング

徳島

※基本的に各寄港地は自由行動となります。※潮流の状況により、関門海峡の通過時間が変わ
るため、次港の入港時間が変更となる可能性があります。※各お祭りでの有料席のご用意はあり
ません。＊青森ねぶた祭は、最終日の海上運行をご覧いただけます。＊OPマークのついた観光
地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）でのご案内となります。
ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。＊代金は、P.54をご覧ください。

食事：朝11回・昼10回・夜11回　●最少催行人員：1人

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

阿波おどり／徳島
写真提供：徳島観光協会

OP

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※ ロシアでの査証（ビザ）は、ロシアの入国管理局の指導によりクルーズ船での渡航の場合

でも政府に認可された現地ツアーオペレーターがグループ観光プログラムを申請する場
合のみ免除となります。査証（ビザ）をお持ちでなく、ショアエクスカーションにもお申し込
みされない場合は上陸できません。

※青森ねぶた祭での有料席のご用意はありません。
＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で

のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.53をご覧ください。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

2020年8月4日（火） 8月15日（土）横浜発着 

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

太平洋

日本

ロシア

石巻

函館
ウラジオストク

青森

横浜

青森ねぶた祭／青森
写真提供：青森県観光連盟

OP
青森ねぶた祭／青森OP

●  青森では、ねぶた祭を
お楽しみください。
大型の山車の圧巻さと、

“ハネト”の踊りとかけ声で、
市内は熱気に包まれます。

●  四つの人気夏祭りを一度の旅で楽しめるのも、クルーズならでは。

●  ウラジオストクでは、ヨーロッパの雰囲気が漂う街並みを味わえます。
●  日本各地の夏祭りをご覧いただきつつ、
韓国・釜山では異国の情緒に触れていただけます。

OP 五稜郭／函館
防御側の死角の少ない星形にしたと
いう、国内初の洋式築造城郭。
明治維新では、歴史の重要な舞台
になりました。五稜郭タワー展望台
からその姿を一望できます。

OP 鷹の巣展望台／
ウラジオストク
日本から一番近いヨーロッパとも呼
ばれる、ロシア東側の玄関口。絶景
スポットの鷹の巣展望台からは、美
しい弧を描く黄金橋をはじめ港町の
景観を一望できます。

五稜郭

OP 青森ねぶた祭／青森
青森では、ねぶた祭最終日の海上運行を
夜までたっぷり楽しめます。

OP 阿波おどり／徳島
世界にも知られた400年の歴史を持つ徳
島の夏祭り。期間中は、街中に独特のリズ
ムが鳴り響きます。

OP秋田竿燈まつり／秋田
稲穂に見立てた竿燈を絶妙なバランスで操る
迫力のある演技が最大の見どころです。

よさこい祭り／高知
市内9ヵ所の競演場・7ヵ所の演舞場での
趣向を凝らした約１万8,000人の演舞は
大迫力で必見です。

青森ねぶた祭
写真提供：青森県観光連盟

阿波おどり
写真提供：徳島県観光協会

秋田竿燈まつり
写真提供：秋田市竿燈まつり実行委員会

よさこい祭り
写真提供：（公社）高知観光協会

鷹の巣展望台

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

7/27 月 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

28 火 石巻 OP 日本 10:00 18:00 船中泊

29 水 函館 OP 日本 10:00 23:00 船中泊

30 木 クルージング ー ー 船中泊

31 金 ウラジオストク OP ロシア 05:00 19:00 船中泊

8/  1 土 クルージング ー ー 船中泊

2 日 青森（青森ねぶた祭） OP 日本 08:00 23:00 船中泊

3 月 クルージング ー ー 船中泊

4 火 横浜 日本 午前下船 ー ー

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

8/  4 火 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

5 水 クルージング ー ー 船中泊

6 木 秋田（秋田竿燈まつり） OP 日本 07:00 23:00 船中泊

7 金 青森（青森ねぶた祭＊） OP 日本 10:00 23:00 船中泊

8 土 クルージング ー ー 船中泊

9 日 境港 OP 日本 06:00 17:00 船中泊

10 月・祝 釜山 OP 韓国 07:00 18:00 船中泊

11 火 関門海峡クルージング ー ー 船中泊

12 水 高知（よさこい祭り） OP 日本 07:00 23:59 船中泊

13 木 徳島（阿波おどり） OP 日本 08:00 23:59 船中泊

14 金 クルージング ー ー 船中泊

15 土 横浜 日本 午前下船 ー ー

秋田竿燈まつり／秋田
写真提供：秋田市竿燈まつり実行委員会

OP

青森ねぶた祭／青森
写真提供：青森県観光連盟

OP

青森の夏の風物詩でもある壮大なねぶた祭を堪能できるコース。
港湾都市として栄える北海道・函館、ロシア・ウラジオストクにも寄港します。

ねぶた祭に沸く
青森と石巻・函館・ウラジオストク 9日間

クルーズ番号

2020年7月27日（月） 8月4日（火） 横浜発着 

M027

日本の夏！ 竿燈・ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く
周遊クルーズ・韓国 12日間
東北から四国まで、日本の夏の象徴である祭りの地をめぐるコース。
秋田、青森、高知、徳島の活気に満ちた祭りの雰囲気が存分に味わえます。

クルーズ番号 M028
８
月

７
月

季 節 季 節まつり まつり
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※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

ここがポイント！ CRUISE POINTここがポイント！ CRUISE POINT

太平洋

韓国
日本 横浜釜山

境港 秋田

青森

高知関門海峡
クルージング

徳島

※基本的に各寄港地は自由行動となります。※潮流の状況により、関門海峡の通過時間が変わ
るため、次港の入港時間が変更となる可能性があります。※各お祭りでの有料席のご用意はあり
ません。＊青森ねぶた祭は、最終日の海上運行をご覧いただけます。＊OPマークのついた観光
地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）でのご案内となります。
ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。＊代金は、P.54をご覧ください。

食事：朝11回・昼10回・夜11回　●最少催行人員：1人

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

阿波おどり／徳島
写真提供：徳島観光協会

OP

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※ ロシアでの査証（ビザ）は、ロシアの入国管理局の指導によりクルーズ船での渡航の場合

でも政府に認可された現地ツアーオペレーターがグループ観光プログラムを申請する場
合のみ免除となります。査証（ビザ）をお持ちでなく、ショアエクスカーションにもお申し込
みされない場合は上陸できません。

※青森ねぶた祭での有料席のご用意はありません。
＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で

のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.53をご覧ください。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

2020年8月4日（火） 8月15日（土）横浜発着 

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

太平洋

日本

ロシア

石巻

函館
ウラジオストク

青森

横浜

青森ねぶた祭／青森
写真提供：青森県観光連盟

OP
青森ねぶた祭／青森OP

●  青森では、ねぶた祭を
お楽しみください。
大型の山車の圧巻さと、

“ハネト”の踊りとかけ声で、
市内は熱気に包まれます。

●  四つの人気夏祭りを一度の旅で楽しめるのも、クルーズならでは。

●  ウラジオストクでは、ヨーロッパの雰囲気が漂う街並みを味わえます。
●  日本各地の夏祭りをご覧いただきつつ、
韓国・釜山では異国の情緒に触れていただけます。

OP 五稜郭／函館
防御側の死角の少ない星形にしたと
いう、国内初の洋式築造城郭。
明治維新では、歴史の重要な舞台
になりました。五稜郭タワー展望台
からその姿を一望できます。

OP 鷹の巣展望台／
ウラジオストク
日本から一番近いヨーロッパとも呼
ばれる、ロシア東側の玄関口。絶景
スポットの鷹の巣展望台からは、美
しい弧を描く黄金橋をはじめ港町の
景観を一望できます。

五稜郭

OP 青森ねぶた祭／青森
青森では、ねぶた祭最終日の海上運行を
夜までたっぷり楽しめます。

OP 阿波おどり／徳島
世界にも知られた400年の歴史を持つ徳
島の夏祭り。期間中は、街中に独特のリズ
ムが鳴り響きます。

OP秋田竿燈まつり／秋田
稲穂に見立てた竿燈を絶妙なバランスで操る
迫力のある演技が最大の見どころです。

よさこい祭り／高知
市内9ヵ所の競演場・7ヵ所の演舞場での
趣向を凝らした約１万8,000人の演舞は
大迫力で必見です。

青森ねぶた祭
写真提供：青森県観光連盟

阿波おどり
写真提供：徳島県観光協会

秋田竿燈まつり
写真提供：秋田市竿燈まつり実行委員会

よさこい祭り
写真提供：（公社）高知観光協会

鷹の巣展望台

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

7/27 月 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

28 火 石巻 OP 日本 10:00 18:00 船中泊

29 水 函館 OP 日本 10:00 23:00 船中泊

30 木 クルージング ー ー 船中泊

31 金 ウラジオストク OP ロシア 05:00 19:00 船中泊

8/  1 土 クルージング ー ー 船中泊

2 日 青森（青森ねぶた祭） OP 日本 08:00 23:00 船中泊

3 月 クルージング ー ー 船中泊

4 火 横浜 日本 午前下船 ー ー

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

8/  4 火 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

5 水 クルージング ー ー 船中泊

6 木 秋田（秋田竿燈まつり） OP 日本 07:00 23:00 船中泊

7 金 青森（青森ねぶた祭＊） OP 日本 10:00 23:00 船中泊

8 土 クルージング ー ー 船中泊

9 日 境港 OP 日本 06:00 17:00 船中泊

10 月・祝 釜山 OP 韓国 07:00 18:00 船中泊

11 火 関門海峡クルージング ー ー 船中泊

12 水 高知（よさこい祭り） OP 日本 07:00 23:59 船中泊

13 木 徳島（阿波おどり） OP 日本 08:00 23:59 船中泊

14 金 クルージング ー ー 船中泊

15 土 横浜 日本 午前下船 ー ー

秋田竿燈まつり／秋田
写真提供：秋田市竿燈まつり実行委員会

OP

青森ねぶた祭／青森
写真提供：青森県観光連盟

OP

青森の夏の風物詩でもある壮大なねぶた祭を堪能できるコース。
港湾都市として栄える北海道・函館、ロシア・ウラジオストクにも寄港します。

ねぶた祭に沸く
青森と石巻・函館・ウラジオストク 9日間

クルーズ番号

2020年7月27日（月） 8月4日（火） 横浜発着 

M027

日本の夏！ 竿燈・ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く
周遊クルーズ・韓国 12日間
東北から四国まで、日本の夏の象徴である祭りの地をめぐるコース。
秋田、青森、高知、徳島の活気に満ちた祭りの雰囲気が存分に味わえます。

クルーズ番号 M028
８
月

７
月

季 節 季 節まつり まつり
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※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

ここがポイント！ CRUISE POINTここがポイント！ CRUISE POINT

太平洋日本

ロシア

釧路

小樽
函館

コルサコフ

横浜

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※�ロシアでの査証（ビザ）は、ロシアの入国管理局の指導によりクルーズ船での渡航の場合
でも政府に認可された現地ツアーオペレーターがグループ観光プログラムを申請する場
合のみ免除となります。査証（ビザ）をお持ちでなく、ショアエクスカーションにもお申し込
みされない場合は上陸できません。

＊��OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で
のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
★テンダーボートでの乗下船になります（P.57参照）。　＊代金は、P.54をご覧ください。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

日次 寄港地 入港 出港 宿泊

1 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2 クルージング ー ー 船中泊

3 釧路� OP日本 07:00 17:00 船中泊

4 クルージング ー ー 船中泊

5 コルサコフ★� OPロシア 06:00 18:00 船中泊

6 小樽� OP日本 08:00 18:00 船中泊

7 函館� OP日本 08:00 23:00 船中泊

8 クルージング ー ー 船中泊

9 横浜� 日本 午前下船 ー ー

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

函館山からの夜景／函館OP札幌大通公園／小樽OP

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊熊野沖に停泊、下船することはできません。また、花火の見え方は事前にご案内できません。
※�花火は、雨天中止などの事情によりご覧いただけない場合がございます。その際でもクルーズ
代金返金等はございませんので予めご了承ください。

＊�8/20は長崎出港後、18:30～19:00軍艦島沖を航行します。また、事前に軍艦島がどちら側に見えるかはご案内できません。
※�潮流の状況により、関門海峡の通過時間が変わるため、次港の入出港時間が変更となる可能性があります。
＊�OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で
のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.54をご覧ください。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

M031 ： 2020年  9月  1日（火）   9月  9日（水）　　M034 ： 2020年9月23日（水） 10月1日（木）
M036 ： 2020年10月16日（金） 10月24日（土） 

横浜発着 

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

太平洋

韓国 日本

釜山
熊野

熊野大花火大会
を船上から見学（            ）

鹿児島

和歌山下津
長崎

関門海峡
クルージング 横浜

高知

熊野大花火大会

● �昔の石造り倉庫群が残る�
小樽では、�
運河や街の風情を�
味わいながら、�
買い物やグルメを�
楽しめます。

●�視界を遮るものがない船上から観賞する花火は格別です。
●�クルーズしながら、北海道で人気の都市めぐりが叶います。釧路の自然や
函館の夜景など、それぞれの港町ならではの見どころがあります。

● �坂本龍馬の�
生まれ故郷である高知や、
亀山社中を結成した�
長崎に寄港します。

OP和歌山城／和歌山下津
虎伏山にある和歌山市のシンボル
的存在の城。敷地内には、茶室や動
物園など見どころも豊富。記念撮影
や観光案内などをしてくれる「おも
てなし忍者」が出没することもありま
す。

和歌山城

OP釧路湿原／釧路
太古の昔海だった釧路湿原。それが
何千年という大地の営みにより、水と
緑の大地へと変化を遂げ、現在では
鳥や動物たちが生命を躍動させてい
ます。

釧路湿原

端島（軍艦島）
かつて炭鉱で栄え、近代化に邁進し
た日本の歴史を伝える島として世界
文化遺産に登録。高層アパートや石
炭の生産施設が島を埋め尽くし、遠
目に見るとまさに軍艦のような威容
を誇っています。
世界遺産：明治日本の産業革命遺産�
製鉄・製鋼、造船、石炭産業 端島（軍艦島）

OP �サハリン州郷土博物館／�
コルサコフ

サハリンが日本統治下で樺太と呼ば
れていた1937年に樺太庁博物館とし
て開館。間宮林蔵にまつわる資料や、
アイヌ文化にも通じる伝統的な暮らし
など、日本とロシアの歴史を興味深く
学べます。

サハリン州郷土博物館

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

8/15 土 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

16 日 和歌山下津�� OP日本 13:00 22:00 船中泊

17 月 熊野（船上から花火観賞＊）� 日本（18:00）（22:00） 船中泊

18 火 高知� OP日本 08:00 17:00 船中泊

19 水
関門海峡クルージング ー ー 船中泊

釜山� OP 韓国 14:00 22:00 船中泊

20 木 長崎� OP日本
軍艦島沖航行＊�

08:00 17:00 船中泊

（18:30）（19:00） 船中泊

21 金 鹿児島� OP日本 07:00 17:00 船中泊

22 土 クルージング ー ー 船中泊

23 日 横浜� 日本 午前下船 ー ー

小樽運河／小樽OP亀山社中／長崎
写真提供：長崎県観光連盟

世界
遺産

海辺を舞台に鮮やかな花火が上がる熊野大花火大会を船上から観賞する人気のコース。
世界文化遺産に登録された端島（軍艦島）沖も航行します。

熊野大花火と夏の龍馬の夢の跡巡り 9日間

クルーズ番号

2020年8月15日（土） 8月23日（日）横浜発着 

M029

北海道周遊とサハリン 9日間
北海道で人気の都市、釧路・小樽・函館を周遊する定番コース。
函館では滞在時間も長いため、観光や夜景がたっぷり楽しめます。

クルーズ番号 M031・M034・M036
9
月

10
月

8
月

季 節 美・日本食事が
充実



4342 www.princesscruises.jp
※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

ここがポイント！ CRUISE POINTここがポイント！ CRUISE POINT

太平洋日本

ロシア

釧路

小樽
函館

コルサコフ

横浜

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※�ロシアでの査証（ビザ）は、ロシアの入国管理局の指導によりクルーズ船での渡航の場合
でも政府に認可された現地ツアーオペレーターがグループ観光プログラムを申請する場
合のみ免除となります。査証（ビザ）をお持ちでなく、ショアエクスカーションにもお申し込
みされない場合は上陸できません。

＊��OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で
のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
★テンダーボートでの乗下船になります（P.57参照）。　＊代金は、P.54をご覧ください。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

日次 寄港地 入港 出港 宿泊

1 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2 クルージング ー ー 船中泊

3 釧路� OP日本 07:00 17:00 船中泊

4 クルージング ー ー 船中泊

5 コルサコフ★� OPロシア 06:00 18:00 船中泊

6 小樽� OP日本 08:00 18:00 船中泊

7 函館� OP日本 08:00 23:00 船中泊

8 クルージング ー ー 船中泊

9 横浜� 日本 午前下船 ー ー

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

函館山からの夜景／函館OP札幌大通公園／小樽OP

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊熊野沖に停泊、下船することはできません。また、花火の見え方は事前にご案内できません。
※�花火は、雨天中止などの事情によりご覧いただけない場合がございます。その際でもクルーズ
代金返金等はございませんので予めご了承ください。

＊�8/20は長崎出港後、18:30～19:00軍艦島沖を航行します。また、事前に軍艦島がどちら側に見えるかはご案内できません。
※�潮流の状況により、関門海峡の通過時間が変わるため、次港の入出港時間が変更となる可能性があります。
＊�OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で
のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.54をご覧ください。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

M031 ： 2020年  9月  1日（火）   9月  9日（水）　　M034 ： 2020年9月23日（水） 10月1日（木）
M036 ： 2020年10月16日（金） 10月24日（土） 

横浜発着 

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

太平洋

韓国 日本

釜山
熊野

熊野大花火大会
を船上から見学（            ）

鹿児島

和歌山下津
長崎

関門海峡
クルージング 横浜

高知

熊野大花火大会

● �昔の石造り倉庫群が残る�
小樽では、�
運河や街の風情を�
味わいながら、�
買い物やグルメを�
楽しめます。

●�視界を遮るものがない船上から観賞する花火は格別です。
●�クルーズしながら、北海道で人気の都市めぐりが叶います。釧路の自然や
函館の夜景など、それぞれの港町ならではの見どころがあります。

● �坂本龍馬の�
生まれ故郷である高知や、
亀山社中を結成した�
長崎に寄港します。

OP和歌山城／和歌山下津
虎伏山にある和歌山市のシンボル
的存在の城。敷地内には、茶室や動
物園など見どころも豊富。記念撮影
や観光案内などをしてくれる「おも
てなし忍者」が出没することもありま
す。

和歌山城

OP釧路湿原／釧路
太古の昔海だった釧路湿原。それが
何千年という大地の営みにより、水と
緑の大地へと変化を遂げ、現在では
鳥や動物たちが生命を躍動させてい
ます。

釧路湿原

端島（軍艦島）
かつて炭鉱で栄え、近代化に邁進し
た日本の歴史を伝える島として世界
文化遺産に登録。高層アパートや石
炭の生産施設が島を埋め尽くし、遠
目に見るとまさに軍艦のような威容
を誇っています。
世界遺産：明治日本の産業革命遺産�
製鉄・製鋼、造船、石炭産業 端島（軍艦島）

OP �サハリン州郷土博物館／�
コルサコフ

サハリンが日本統治下で樺太と呼ば
れていた1937年に樺太庁博物館とし
て開館。間宮林蔵にまつわる資料や、
アイヌ文化にも通じる伝統的な暮らし
など、日本とロシアの歴史を興味深く
学べます。

サハリン州郷土博物館

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

8/15 土 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

16 日 和歌山下津�� OP日本 13:00 22:00 船中泊

17 月 熊野（船上から花火観賞＊）� 日本（18:00）（22:00） 船中泊

18 火 高知� OP日本 08:00 17:00 船中泊

19 水
関門海峡クルージング ー ー 船中泊

釜山� OP 韓国 14:00 22:00 船中泊

20 木 長崎� OP日本
軍艦島沖航行＊�

08:00 17:00 船中泊

（18:30）（19:00） 船中泊

21 金 鹿児島� OP日本 07:00 17:00 船中泊

22 土 クルージング ー ー 船中泊

23 日 横浜� 日本 午前下船 ー ー

小樽運河／小樽OP亀山社中／長崎
写真提供：長崎県観光連盟

世界
遺産

海辺を舞台に鮮やかな花火が上がる熊野大花火大会を船上から観賞する人気のコース。
世界文化遺産に登録された端島（軍艦島）沖も航行します。

熊野大花火と夏の龍馬の夢の跡巡り 9日間

クルーズ番号

2020年8月15日（土） 8月23日（日）横浜発着 

M029

北海道周遊とサハリン 9日間
北海道で人気の都市、釧路・小樽・函館を周遊する定番コース。
函館では滞在時間も長いため、観光や夜景がたっぷり楽しめます。

クルーズ番号 M031・M034・M036
9
月

10
月

8
月

季 節 美・日本食事が
充実



4544 www.princesscruises.jp
※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

ここがポイント！ CRUISE POINTここがポイント！ CRUISE POINT

太平洋

韓国

日本 横浜釜山

宮古（岩手）

青森

石巻

秋田

四日市

※�基本的に各寄港地は自由行動となります。
※�紅葉の見頃時期は、天候・気温などにより毎年前後するため、ご覧いただけない場合もあ
ります。
※弘前城天守は、改修工事のため見え方が異なる場合があります。
＊��OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で
のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.55をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

奥入瀬渓流／青森OP

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
★テンダーボートでの乗下船になります（P.57参照）。
＊�OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）�
でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.54・55をご覧ください。

食事：朝1５回・昼14回・夜15回　●最少催行人員：1人

2020年10月24日（土） 11月2日（月）横浜発着 

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

太平洋
台湾

日本

ベトナム

中国

基隆
（台北）

厦門

チャンメイ
（ダナン／フエ）

カイラン

鹿児島

那覇
香港

横浜

世界遺産：鼓浪嶼（コロンス島）
OP �五行山／チャンメイ�
（ダナン／フエ）

パワースポットとして名高い、大理石で
できた５つの連山。それぞれの山には陰
陽五行説にちなんで「金」「木」「水」
「火」「土」の名前が付けられています。
世界遺産：�フエの建造物群、古都ホイアン五行山

OP角館／秋田
江戸時代初めに作られた街並みが今
も残る城下町。武家屋敷が建ち並ぶ
「内町」と町人や商人が住む「外町」
に分かれ、それぞれに当時の面影を
味わえます。紅葉の季節はさらに美し
いと評判です。

角館

OPハロン湾／カイラン
鏡のように穏やかな海に、石灰岩か
らなる数千もの島々が浮かぶ姿は、
まさに水墨画の世界のよう。1994
年に世界自然遺産に登録され、世界
中から注目される観光スポットに
なっています。

世界遺産：ハロン湾 ハロン湾

OP伊賀上野城／四日市
凛とした美しさを誇る白い城郭から
「白鳳城」とも呼ばれる名城。日本有
数の高さ30mの石垣、武具や甲冑な
どの展示物、横山大観ら名士による天
井絵は必見です。

伊賀上野城

● �東北は紅葉の名所が�
多く、秋になるとモミジや�
カエデ、イチョウなどが、�
あふれんばかりに�
色づきます。

●�世界文化遺産の�
鼓浪嶼（コロンス島）や、�
厦門の中山路歩行街�
では、中洋折衷建築の�
街並みのなか、買い物や�
グルメを楽しめます。

＊�ベトナムは、日本国籍の方は条件を満たせば査証不要となり入国可能です。詳しくは、下記のURLで�
お客様ご自身にてご確認ください。　�
http://www.vnembassy-jp.org/ja/�
なお、本クルーズでの入出国の手続きの場合は査証の有無に関わらず、入出国スタンプ代としてお一人様�
3米ドル必要になります（金額は予告なく変更される場合があります）。

● �刻 と々変わりゆくアジア各国は、�
訪れるたびに違う表情を見せてくれます。

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

10/24 土 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

25 日 石巻� OP日本 10:00 20:00 船中泊

26 月 宮古(岩手)� OP日本 07:00 18:00 船中泊

27 火 青森� OP日本 07:00 18:00 船中泊

28 水 秋田� OP日本 08:00 18:00 船中泊

29 木 クルージング ー ー 船中泊

30 金 釜山� OP 韓国 07:00 16:00 船中泊

31 土 クルージング ー ー 船中泊

11/1 日 四日市� OP日本 08:00 17:00 船中泊

2 月 横浜� 日本 午前下船 ー ー

国立故宮博物院／基隆（台北）OP

ホイアン／チャンメイ（ダナン／フエ）OP

中山路歩行街／廈門OP
弘前城／青森OP

● �魅力がいっぱいの秋のベストシーズンに、�
日本を一周する贅沢なクルーズです。

香港

日本から、香港・ベトナム・台湾などアジアの魅力ある都市を旅するコース。
近代的なビルの建ち並ぶ風景から世界遺産の絶景まで魅力がいっぱいの寄港地を訪れます。

東南アジア大航海 16日間

クルーズ番号

M035 ： 2020年10月1日（木） 10月16日（金）　M103 ： 2021年1月13日（水） 1月28日（木）横浜発着 

M035・M103

秋彩の東北周遊と四日市・韓国 10日間
秋景色に彩られた東北、宮城・岩手・青森・秋田を訪れるコース。
後半は三重に寄港し、各地の秋の風情をたっぷりと味わえます。

クルーズ番号 M037

世界
遺産

10
月

10
月

1
月

海外
満喫 季 節 美・日本

日次 寄港地 入港 出港 宿泊

1 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2 クルージング ー ー 船中泊

3 鹿児島� OP日本 07:00 16:00 船中泊

4 クルージング ー ー 船中泊

5 厦門� OP 中国 10:00 17:00 船中泊

6 クルージング ー ー 船中泊

7 チャンメイ（ダナン/フエ）� OP ベトナム 09:00 18:00 船中泊

8 カイラン★� OP ベトナム 10:00 20:00 船中泊

9 クルージング ー ー 船中泊

10 香港� OP 中国 07:00 23:00 船中泊

11 クルージング ー ー 船中泊

12 基隆（台北）� OP 台湾 07:00 17:00 船中泊

13 那覇� OP日本 13:00 23:00 船中泊

14〜15 クルージング ー ー 船中泊

16 横浜� 日本 午前下船 ー ー
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※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

ここがポイント！ CRUISE POINTここがポイント！ CRUISE POINT

太平洋

韓国

日本 横浜釜山

宮古（岩手）

青森

石巻

秋田

四日市

※�基本的に各寄港地は自由行動となります。
※�紅葉の見頃時期は、天候・気温などにより毎年前後するため、ご覧いただけない場合もあ
ります。
※弘前城天守は、改修工事のため見え方が異なる場合があります。
＊��OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で
のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.55をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

奥入瀬渓流／青森OP

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
★テンダーボートでの乗下船になります（P.57参照）。
＊�OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）�
でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.54・55をご覧ください。

食事：朝1５回・昼14回・夜15回　●最少催行人員：1人

2020年10月24日（土） 11月2日（月）横浜発着 

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

太平洋
台湾

日本

ベトナム

中国

基隆
（台北）

厦門

チャンメイ
（ダナン／フエ）

カイラン

鹿児島

那覇
香港

横浜

世界遺産：鼓浪嶼（コロンス島）
OP �五行山／チャンメイ�
（ダナン／フエ）

パワースポットとして名高い、大理石で
できた５つの連山。それぞれの山には陰
陽五行説にちなんで「金」「木」「水」
「火」「土」の名前が付けられています。
世界遺産：�フエの建造物群、古都ホイアン五行山

OP角館／秋田
江戸時代初めに作られた街並みが今
も残る城下町。武家屋敷が建ち並ぶ
「内町」と町人や商人が住む「外町」
に分かれ、それぞれに当時の面影を
味わえます。紅葉の季節はさらに美し
いと評判です。

角館

OPハロン湾／カイラン
鏡のように穏やかな海に、石灰岩か
らなる数千もの島々が浮かぶ姿は、
まさに水墨画の世界のよう。1994
年に世界自然遺産に登録され、世界
中から注目される観光スポットに
なっています。

世界遺産：ハロン湾 ハロン湾

OP伊賀上野城／四日市
凛とした美しさを誇る白い城郭から
「白鳳城」とも呼ばれる名城。日本有
数の高さ30mの石垣、武具や甲冑な
どの展示物、横山大観ら名士による天
井絵は必見です。

伊賀上野城

● �東北は紅葉の名所が�
多く、秋になるとモミジや�
カエデ、イチョウなどが、�
あふれんばかりに�
色づきます。

●�世界文化遺産の�
鼓浪嶼（コロンス島）や、�
厦門の中山路歩行街�
では、中洋折衷建築の�
街並みのなか、買い物や�
グルメを楽しめます。

＊�ベトナムは、日本国籍の方は条件を満たせば査証不要となり入国可能です。詳しくは、下記のURLで�
お客様ご自身にてご確認ください。　�
http://www.vnembassy-jp.org/ja/�
なお、本クルーズでの入出国の手続きの場合は査証の有無に関わらず、入出国スタンプ代としてお一人様�
3米ドル必要になります（金額は予告なく変更される場合があります）。

● �刻 と々変わりゆくアジア各国は、�
訪れるたびに違う表情を見せてくれます。

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

10/24 土 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

25 日 石巻� OP日本 10:00 20:00 船中泊

26 月 宮古(岩手)� OP日本 07:00 18:00 船中泊

27 火 青森� OP日本 07:00 18:00 船中泊

28 水 秋田� OP日本 08:00 18:00 船中泊

29 木 クルージング ー ー 船中泊

30 金 釜山� OP 韓国 07:00 16:00 船中泊

31 土 クルージング ー ー 船中泊

11/1 日 四日市� OP日本 08:00 17:00 船中泊

2 月 横浜� 日本 午前下船 ー ー

国立故宮博物院／基隆（台北）OP

ホイアン／チャンメイ（ダナン／フエ）OP

中山路歩行街／廈門OP
弘前城／青森OP

● �魅力がいっぱいの秋のベストシーズンに、�
日本を一周する贅沢なクルーズです。

香港

日本から、香港・ベトナム・台湾などアジアの魅力ある都市を旅するコース。
近代的なビルの建ち並ぶ風景から世界遺産の絶景まで魅力がいっぱいの寄港地を訪れます。

東南アジア大航海 16日間

クルーズ番号

M035 ： 2020年10月1日（木） 10月16日（金）　M103 ： 2021年1月13日（水） 1月28日（木）横浜発着 

M035・M103

秋彩の東北周遊と四日市・韓国 10日間
秋景色に彩られた東北、宮城・岩手・青森・秋田を訪れるコース。
後半は三重に寄港し、各地の秋の風情をたっぷりと味わえます。

クルーズ番号 M037

世界
遺産

10
月

10
月

1
月

海外
満喫 季 節 美・日本

日次 寄港地 入港 出港 宿泊

1 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2 クルージング ー ー 船中泊

3 鹿児島� OP日本 07:00 16:00 船中泊

4 クルージング ー ー 船中泊

5 厦門� OP 中国 10:00 17:00 船中泊

6 クルージング ー ー 船中泊

7 チャンメイ（ダナン/フエ）� OP ベトナム 09:00 18:00 船中泊

8 カイラン★� OP ベトナム 10:00 20:00 船中泊

9 クルージング ー ー 船中泊

10 香港� OP 中国 07:00 23:00 船中泊

11 クルージング ー ー 船中泊

12 基隆（台北）� OP 台湾 07:00 17:00 船中泊

13 那覇� OP日本 13:00 23:00 船中泊

14〜15 クルージング ー ー 船中泊

16 横浜� 日本 午前下船 ー ー
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※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

ここがポイント！ CRUISE POINTここがポイント！ CRUISE POINT

太平洋

台湾

日本

基隆
（台北）

那覇

石垣島

横浜

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊  OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で

のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
★テンダーボートでの乗下船になります。（P.57参照）
＊代金は、P.55をご覧ください。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

※ 基本的に各寄港地は自由行動となります。
※ 紅葉の見頃の時期は、天候、気温などにより毎年前後するため、ご覧いただけない場合も

あります。
＊ OP マークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）

でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.55をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

2020年11月29日（日） 12月7日（月）横浜発着

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

韓国

釜山

蒲郡

太平洋

日本

横浜
大阪

広島

高知

佐世保

●  景色が彩られる季節、
太平洋側の美湾をめぐります。

●  南の島、沖縄で過ごす
冬のバケーションを
ご用意しました。
多種多様な魚が泳ぐ
大型水槽のある
沖縄美ら海水族館など
も人気です。

●  佐世保は、アメリカ文化が漂う市街地や
自然景観が美しい九十九島など、観光スポットも豊富です。 ●  沖縄と台北、それぞれの観光地やグルメをお楽しみください。

OP 竹富島／石垣島
赤瓦屋根の家など沖縄の原風景を味
わえます。名物の水牛車にゆられなが
ら集落を見てまわるのもよし、美しい
ビーチで過ごすのもよし。のどかな雰
囲気が何よりの魅力です。

OP 竹島／蒲郡
こんもりと緑に覆われた竹島は、全
域が八百富神社の境内。開運・安
産・縁結びにご利益があるといわれ
る神社で、三河雀という書物には、日
本七弁天として挙げられています。

OP 国立故宮博物院
／基隆（台北）
中国歴代の皇帝が蒐集したコレクショ
ンを中心に、約60万点もの中国美術
工芸品を所蔵している、世界屈指の
博物館です。定期的に展示品の入れ
替えが行われています。

OP 住吉大社／大阪
全国に約2,300社余の住吉神社の
総本社で、「すみよっさん」とも呼ば
れます。正面神池に架けられた「反
橋」は、最大傾斜約48度と険しく、渡
るだけで「おはらい」になると信じら
ています。

住吉大社 竹富島

OP 嚴島神社／広島
日本を代表する神社のひとつ。満潮
時には神社が海に浮かんでいるよう
に見えるのが有名です。

世界遺産： 嚴島神社、原爆ドーム 嚴島神社

国立故宮博物院

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

11/11 水 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

12 木 蒲郡 OP 日本 07:00 16:00 船中泊

13 金 大阪 OP 日本 07:00 21:00 船中泊

14 土 高知 OP 日本 07:00 17:00 船中泊

15 日 広島 OP 日本 09:00 18:00 船中泊

16 月 クルージング ー ー 船中泊

17 火 釜山 OP 韓国 07:00 18:00 船中泊

18 水 佐世保 OP 日本 07:00 15:00 船中泊

19 木 クルージング ー ー 船中泊

20 金 横浜 日本 午前下船 ー ー

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

11/29 日 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

30 月
クルージング ー ー 船中泊

１２/1 火

２ 水 那覇 OP 日本 07:00 18:00 船中泊

3 木 石垣島★ OP 日本 08:00 18:00 船中泊

4 金 基隆（台北） OP 台湾 07:00 17:00 船中泊

5 土
クルージング ー ー 船中泊

6 日

7 月 横浜 日本 午前下船 ー ー

広島平和記念公園／広島OP

延暦寺／大阪OP
岡崎城／蒲郡

写真提供：岡崎市
OP

竹島

川平湾／石垣島OP

沖縄美ら海水族館／那覇OP

紅葉を愛でながら本州から四国、九州の美湾をめぐるコース。
秋景色に染まった寄港地には、魅力が満載です。

秋彩めぐりにっぽんの美湾巡りと韓国 10日間

クルーズ番号

2020年11月11日（水） 11月20日（金）横浜発着 

M039

沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間
沖縄本島から離島、そして台湾へと向かうコース。
終日クルージングの日は船上ならではの優雅な１日をお過ごしいただけます。

クルーズ番号 M041
11
月

11
月

歴 史 ファミリー世界
遺産 リゾート
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※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

ここがポイント！ CRUISE POINTここがポイント！ CRUISE POINT

太平洋

台湾

日本

基隆
（台北）

那覇

石垣島

横浜

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊  OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）で

のご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
★テンダーボートでの乗下船になります。（P.57参照）
＊代金は、P.55をご覧ください。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

※ 基本的に各寄港地は自由行動となります。
※ 紅葉の見頃の時期は、天候、気温などにより毎年前後するため、ご覧いただけない場合も

あります。
＊ OP マークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）

でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.55をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

2020年11月29日（日） 12月7日（月）横浜発着

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

韓国

釜山

蒲郡

太平洋

日本

横浜
大阪

広島

高知

佐世保

●  景色が彩られる季節、
太平洋側の美湾をめぐります。

●  南の島、沖縄で過ごす
冬のバケーションを
ご用意しました。
多種多様な魚が泳ぐ
大型水槽のある
沖縄美ら海水族館など
も人気です。

●  佐世保は、アメリカ文化が漂う市街地や
自然景観が美しい九十九島など、観光スポットも豊富です。 ●  沖縄と台北、それぞれの観光地やグルメをお楽しみください。

OP 竹富島／石垣島
赤瓦屋根の家など沖縄の原風景を味
わえます。名物の水牛車にゆられなが
ら集落を見てまわるのもよし、美しい
ビーチで過ごすのもよし。のどかな雰
囲気が何よりの魅力です。

OP 竹島／蒲郡
こんもりと緑に覆われた竹島は、全
域が八百富神社の境内。開運・安
産・縁結びにご利益があるといわれ
る神社で、三河雀という書物には、日
本七弁天として挙げられています。

OP 国立故宮博物院
／基隆（台北）
中国歴代の皇帝が蒐集したコレクショ
ンを中心に、約60万点もの中国美術
工芸品を所蔵している、世界屈指の
博物館です。定期的に展示品の入れ
替えが行われています。

OP 住吉大社／大阪
全国に約2,300社余の住吉神社の
総本社で、「すみよっさん」とも呼ば
れます。正面神池に架けられた「反
橋」は、最大傾斜約48度と険しく、渡
るだけで「おはらい」になると信じら
ています。

住吉大社 竹富島

OP 嚴島神社／広島
日本を代表する神社のひとつ。満潮
時には神社が海に浮かんでいるよう
に見えるのが有名です。

世界遺産： 嚴島神社、原爆ドーム 嚴島神社

国立故宮博物院

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

11/11 水 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

12 木 蒲郡 OP 日本 07:00 16:00 船中泊

13 金 大阪 OP 日本 07:00 21:00 船中泊

14 土 高知 OP 日本 07:00 17:00 船中泊

15 日 広島 OP 日本 09:00 18:00 船中泊

16 月 クルージング ー ー 船中泊

17 火 釜山 OP 韓国 07:00 18:00 船中泊

18 水 佐世保 OP 日本 07:00 15:00 船中泊

19 木 クルージング ー ー 船中泊

20 金 横浜 日本 午前下船 ー ー

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

11/29 日 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

30 月
クルージング ー ー 船中泊

１２/1 火

２ 水 那覇 OP 日本 07:00 18:00 船中泊

3 木 石垣島★ OP 日本 08:00 18:00 船中泊

4 金 基隆（台北） OP 台湾 07:00 17:00 船中泊

5 土
クルージング ー ー 船中泊

6 日

7 月 横浜 日本 午前下船 ー ー

広島平和記念公園／広島OP

延暦寺／大阪OP
岡崎城／蒲郡

写真提供：岡崎市
OP

竹島

川平湾／石垣島OP

沖縄美ら海水族館／那覇OP

紅葉を愛でながら本州から四国、九州の美湾をめぐるコース。
秋景色に染まった寄港地には、魅力が満載です。

秋彩めぐりにっぽんの美湾巡りと韓国 10日間

クルーズ番号

2020年11月11日（水） 11月20日（金）横浜発着 

M039

沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間
沖縄本島から離島、そして台湾へと向かうコース。
終日クルージングの日は船上ならではの優雅な１日をお過ごしいただけます。

クルーズ番号 M041
11
月

11
月

歴 史 ファミリー世界
遺産 リゾート
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※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

ここがポイント！ CRUISE POINT

※基本的に各寄港地は自由行動となります。＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクス
カーション（寄港地観光ツアー:別料金）でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は
変更となる場合があります。★テンダーボートでの乗下船になります。（P.５7参照）＊代金は、P.５5
をご覧ください。＊ベトナムは、日本国籍の方は条件を満たせば査証不要となり入国可能です。
詳しくは、下記のページでお客様ご自身にてご確認ください。　
http://www.vnembassy-jp.org/ja/
なお、本クルーズでの入出国の手続きの場合は査証の有無に関わらず、入出国スタンプ代と
してお一人様3米ドル必要になります（金額は予告なく変更される場合があります）。

食事：朝28回・昼27回・夜28回　●最少催行人員：1人

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）

でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.55をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

2020年12月16日（水） 2021年1月13日（水） 横浜発着 

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

韓国

釜山

太平洋

日本 横浜

別府

鹿児島

佐世保

油津
（宮崎）

博多

●  別府をはじめ、九州の名湯でゆっくりと体を癒やしてください。

OP 虹の松原／博多
唐津湾沿いにある虹の弧のような姿
が美しい松原。全長は約4.5㎞で松
の数は、約100万本と言われていま
す。国の特別名勝にも指定された、
日本三大松原の一つです。

虹の松原

OP 宇佐神宮／別府
全国に約4万社あまりある八幡宮の
総本宮。原生林に囲まれた広い境内
には、国宝でもある八幡造の３棟の
本殿のほか、能楽殿など、歴史的に
も貴重な建物が並んでいます。

世界遺産： 明治日本の産業革命遺産
製鉄・製鋼、造船、石炭産業 宇佐神宮

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

12/7 月 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

8 火 クルージング ー ー 船中泊

9 水 鹿児島 OP 日本 07:00 16:00 船中泊

10 木 釜山 OP 韓国 09:00 18:00 船中泊

11 金 博多 OP 日本 07:00 19:00 船中泊

12 土 佐世保 OP 日本 07:00 18:00 船中泊

13 日 油津（宮崎） OP 日本 08:00 18:00 船中泊

14 月 別府 OP 日本 09:00 16:00 船中泊

15 火 クルージング ー ー 船中泊

16 水 横浜 日本 午前下船 ー ー

ここがポイント！ CRUISE POINT

●  ベトナム随一のリゾート地、
ニャチャン。
美しいビーチはもちろん、
ステンドグラスが見事な
ニャチャン大聖堂や、
活気あるダム市場も
必見です。
世界遺産： フエの建造物

●  終日クルージングも複数回あり、優雅な船旅を満喫できます。

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ／
シンガポール
ハイテクノロジーを駆使した、未来
型の植物園。巨大な木に見立てた
「スーパーツリー・グローブ」や、高
さ約35mの滝が流れる「クラウド・
フォレスト」など、数々の演出に圧倒
されます。ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ

●  自然が織りなす
美しい景色や温泉、
魅力的な郷土食も多数あ
る個性豊かな九州の寄港地
を訪れます。

台湾
ベトナム

日本

基隆（台北） 清水大阪上海

那覇

横浜

太平洋

中国

ブルネイ

フィリピン

マレーシア
コタキナバル

マニラ
香港

シンガポール ムアラ（バンダルスリブガワン）
プーミー（ホーチミン）

ニャチャン
チャンメイ（ダナン/フエ）

鹿児島厦門

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

青島神社/油津（宮崎）OP ニャチャンビーチ／ニャチャン

別府温泉/別府OP
柳川／博多

写真提供：（一社）柳川市観光協会
OP

ニャチャン大聖堂／ニャチャンOP

飫肥城下町/油津（宮崎）
写真提供：公益財団法人みやざき観光コンベンション協会

OP

ロッカウイ・ワイルドライフパーク／コタキナバル コタキナバル市立モスク／コタキナバルOP

OP

冬の味覚を堪能し、九州で温泉めぐりも楽しめるコース。
九州には景勝地や観光地も多数あります。

冬の味覚の九州紀行と韓国 10日間

クルーズ番号

2020年12月7日（月） 12月16日（水）横浜発着 

M042

年末年始 アジア大航海 29日間
年をまたぎ、日本発着でアジア11寄港地を周遊する豪華なコース。
個性豊かなアジアの国を次々に訪れます。

クルーズ番号 M043C
12
月

12
月

世界
遺産

世界
遺産

食事が
充実

海外
満喫

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
12/16 水 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊
17 木 クルージング ー ー 船中泊
18 金 鹿児島 OP 日本 07:00 18:00 船中泊
19 土 クルージング ー ー 船中泊
20 日 上海 OP 中国 07:00 21:00 船中泊
21 月 クルージング ー ー 船中泊
22 火 厦門 OP 中国 07:00 15:00 船中泊
23 水 香港 OP 中国 09:00 ー 船中泊
24 木 ー 21:00 船中泊
25 金 クルージング ー ー 船中泊
26 土 チャンメイ（ダナン/フエ） OP ベトナム 07:00 17:00 船中泊
27 日 ニャチャン★ OP ベトナム 09:00 17:00 船中泊
28 月 プーミー（ホーチミン） OP ベトナム 07:00 18:00 船中泊
29 火 クルージング ー ー 船中泊
30 水 シンガポール OP シンガポール 07:00 18:00 船中泊
31 木 クルージング ー ー 船中泊
1/1 金・祝 ムアラ（バンダルスリブガワン） OP ブルネイ 10:00 20:00 船中泊
2 土 コタキナバル OP マレーシア 07:00 18:00 船中泊
3 日 クルージング ー ー 船中泊
4 月 マニラ OP フィリピン 07:00 18:00 船中泊
5 火 クルージング ー ー 船中泊
6 水 香港 OP 中国 07:00 22:00 船中泊
7 木 クルージング ー ー 船中泊
8 金 基隆（台北） OP 台湾 07:00 17:00 船中泊
9 土 那覇 OP 日本 13:00 20:00 船中泊
10 日 クルージング ー ー 船中泊
11 月・祝 大阪 OP 日本 07:00 19:00 船中泊
12 火 清水 OP 日本 12:00 21:00 船中泊
13 水 横浜 日本 午前下船 ー ー
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※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

ここがポイント！ CRUISE POINT

※基本的に各寄港地は自由行動となります。＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクス
カーション（寄港地観光ツアー:別料金）でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は
変更となる場合があります。★テンダーボートでの乗下船になります。（P.５7参照）＊代金は、P.５5
をご覧ください。＊ベトナムは、日本国籍の方は条件を満たせば査証不要となり入国可能です。
詳しくは、下記のページでお客様ご自身にてご確認ください。　
http://www.vnembassy-jp.org/ja/
なお、本クルーズでの入出国の手続きの場合は査証の有無に関わらず、入出国スタンプ代と
してお一人様3米ドル必要になります（金額は予告なく変更される場合があります）。

食事：朝28回・昼27回・夜28回　●最少催行人員：1人

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊ OPマークのついた観光地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）

でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。
＊代金は、P.55をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

2020年12月16日（水） 2021年1月13日（水） 横浜発着 

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

韓国

釜山

太平洋

日本 横浜

別府

鹿児島

佐世保

油津
（宮崎）

博多

●  別府をはじめ、九州の名湯でゆっくりと体を癒やしてください。

OP 虹の松原／博多
唐津湾沿いにある虹の弧のような姿
が美しい松原。全長は約4.5㎞で松
の数は、約100万本と言われていま
す。国の特別名勝にも指定された、
日本三大松原の一つです。

虹の松原

OP 宇佐神宮／別府
全国に約4万社あまりある八幡宮の
総本宮。原生林に囲まれた広い境内
には、国宝でもある八幡造の３棟の
本殿のほか、能楽殿など、歴史的に
も貴重な建物が並んでいます。

世界遺産： 明治日本の産業革命遺産
製鉄・製鋼、造船、石炭産業 宇佐神宮

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

12/7 月 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

8 火 クルージング ー ー 船中泊

9 水 鹿児島 OP 日本 07:00 16:00 船中泊

10 木 釜山 OP 韓国 09:00 18:00 船中泊

11 金 博多 OP 日本 07:00 19:00 船中泊

12 土 佐世保 OP 日本 07:00 18:00 船中泊

13 日 油津（宮崎） OP 日本 08:00 18:00 船中泊

14 月 別府 OP 日本 09:00 16:00 船中泊

15 火 クルージング ー ー 船中泊

16 水 横浜 日本 午前下船 ー ー

ここがポイント！ CRUISE POINT

●  ベトナム随一のリゾート地、
ニャチャン。
美しいビーチはもちろん、
ステンドグラスが見事な
ニャチャン大聖堂や、
活気あるダム市場も
必見です。
世界遺産： フエの建造物

●  終日クルージングも複数回あり、優雅な船旅を満喫できます。

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ／
シンガポール
ハイテクノロジーを駆使した、未来
型の植物園。巨大な木に見立てた
「スーパーツリー・グローブ」や、高
さ約35mの滝が流れる「クラウド・
フォレスト」など、数々の演出に圧倒
されます。ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ

●  自然が織りなす
美しい景色や温泉、
魅力的な郷土食も多数あ
る個性豊かな九州の寄港地
を訪れます。

台湾
ベトナム

日本

基隆（台北） 清水大阪上海

那覇

横浜

太平洋

中国

ブルネイ

フィリピン

マレーシア
コタキナバル

マニラ
香港

シンガポール ムアラ（バンダルスリブガワン）
プーミー（ホーチミン）

ニャチャン
チャンメイ（ダナン/フエ）

鹿児島厦門

＊天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

青島神社/油津（宮崎）OP ニャチャンビーチ／ニャチャン

別府温泉/別府OP
柳川／博多

写真提供：（一社）柳川市観光協会
OP

ニャチャン大聖堂／ニャチャンOP

飫肥城下町/油津（宮崎）
写真提供：公益財団法人みやざき観光コンベンション協会

OP

ロッカウイ・ワイルドライフパーク／コタキナバル コタキナバル市立モスク／コタキナバルOP

OP

冬の味覚を堪能し、九州で温泉めぐりも楽しめるコース。
九州には景勝地や観光地も多数あります。

冬の味覚の九州紀行と韓国 10日間

クルーズ番号

2020年12月7日（月） 12月16日（水）横浜発着 

M042

年末年始 アジア大航海 29日間
年をまたぎ、日本発着でアジア11寄港地を周遊する豪華なコース。
個性豊かなアジアの国を次々に訪れます。

クルーズ番号 M043C
12
月

12
月

世界
遺産

世界
遺産

食事が
充実

海外
満喫

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
12/16 水 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊
17 木 クルージング ー ー 船中泊
18 金 鹿児島 OP 日本 07:00 18:00 船中泊
19 土 クルージング ー ー 船中泊
20 日 上海 OP 中国 07:00 21:00 船中泊
21 月 クルージング ー ー 船中泊
22 火 厦門 OP 中国 07:00 15:00 船中泊
23 水 香港 OP 中国 09:00 ー 船中泊
24 木 ー 21:00 船中泊
25 金 クルージング ー ー 船中泊
26 土 チャンメイ（ダナン/フエ） OP ベトナム 07:00 17:00 船中泊
27 日 ニャチャン★ OP ベトナム 09:00 17:00 船中泊
28 月 プーミー（ホーチミン） OP ベトナム 07:00 18:00 船中泊
29 火 クルージング ー ー 船中泊
30 水 シンガポール OP シンガポール 07:00 18:00 船中泊
31 木 クルージング ー ー 船中泊
1/1 金・祝 ムアラ（バンダルスリブガワン） OP ブルネイ 10:00 20:00 船中泊
2 土 コタキナバル OP マレーシア 07:00 18:00 船中泊
3 日 クルージング ー ー 船中泊
4 月 マニラ OP フィリピン 07:00 18:00 船中泊
5 火 クルージング ー ー 船中泊
6 水 香港 OP 中国 07:00 22:00 船中泊
7 木 クルージング ー ー 船中泊
8 金 基隆（台北） OP 台湾 07:00 17:00 船中泊
9 土 那覇 OP 日本 13:00 20:00 船中泊
10 日 クルージング ー ー 船中泊
11 月・祝 大阪 OP 日本 07:00 19:00 船中泊
12 火 清水 OP 日本 12:00 21:00 船中泊
13 水 横浜 日本 午前下船 ー ー



早期にご予約の上、予約金をお支払いいただいたお客様には、クルーズ期間・ご利用の客室のカテゴリーに応じて割引いたします。

1室2名様で7泊以上の上記対象コースをジュニア・スイートでお申し込みの場合
お一人様それぞれ200米ドル、客室合計400米ドルをプレゼント ！

プリンセス・クルーズのお得なキャンペーン

こんなに
お得！

さらに！ 2019年7月31日までにご成約
いただくと…

● 旅程を早く決められる？

● 3〜4人で乗船予定？

● 一度、乗船したことがある？

早期予約割引特典へ　　　スーパー早期予約キャンペーンへ

3〜4人目無料キャンペーンへ

�キャプテンズ・サークル・メンバー（リピーター）割引へ

キャンペーン早見表 Q＆A
YES

スイートなどを希望なら

YES

各種特典・キャンペーンは併用可能です

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

対象コース： M009／M010／M011／M012／M013／M016／M017／M018／M019／
M020／M021／M022／M023／M024／M030／M031／M032／M034／
M038／M039／M040／M041／M042／M043C／M103

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

〜早期予約プレミアムパッケージ〜
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

  特典を組み合わせて、さらにお得にクルーズをお楽しみください。

※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

※内側の客室は、スーパー早期予約キャンペーン対象外となります。

※M043Cは割引金額が異なります。

※ 3～4名で1室利用時の3～4人目のお客様は対象外となります。
※ 1室1名利用時は、左記の1名分の金額となります。
※ オンボード・クレジットはご予約された対象コースでの乗船中でのみ利用可能です。 

使い切らずに残った場合でも返金・繰り越しはできません。
※ 特典の譲渡・換金はできません。
※ 予約者名／出発日／乗船地（区間クルーズの場合）／客室カテゴリーのご予約後の変更は、キャンペーンの対象外となります。
※ 対象コースを連続乗船いただいた場合は、本キャンペーンは1クルーズ分のみの適用となります（連続で乗船できないク

ルーズもございます）。

客室カテゴリー 金額（１名あたり）
2名1室利用

スイート、
プレミアム・ジュニア・スイート、
ジュニア・スイート

7泊以上 $200
6泊以下 $100

海側バルコニー
7泊以上 $150
6泊以下 $75

海側、
海側（視界が遮られます）

7泊以上 $50
6泊以下 $25

2019年2月14日（木）～7月31日（水）までに下記対象の2020年ダイヤモンド·プリンセス日本発着クルーズのお申し込みを完了されたお客様に、 
船内のお食事やスパ、お土産などのお支払いにご利用いただけるオンボード・クレジット（OBC）（下記参照）をプレゼントいたします。対象コース
をご検討されている方は、是非この機会にお早めにご予約ください。

日本発着クルーズ早期予約割引特典
最大２万円お得 ！

適 用 期 間
2020/3/15出発（M009）〜7/27出発（M027）▶2019年11月30日（土）までの予約

2020/8/4出発（M028）〜12/16出発（M043C）＆2021/1/13出発（M103）▶2020年3月31日（火）までの予約
適 用 期 間

2020/3/15出発（M009）〜7/27出発（M027）▶2019年11月30日（土）までの予約

2020/8/4出発（M028）〜12/16出発（M043C）＆2021/1/13出発（M103）▶2020年3月31日（火）までの予約

客室カテゴリー
割引金額（１名あたり）
2名1室利用

スイート、
プレミアム・ジュニア・スイート、
ジュニア・スイート、
海側バルコニー

7泊以上 ￥20,000 
6泊以下 ￥10,000 
M043C ￥80,000 

海側、
海側（視界が遮られます）

7泊以上 ￥10,000 
6泊以下 ￥5,000 
M043C ￥40,000 

※ 左記の割引金額は、2人部屋を2名で利用した場合の1名
あたりの割引額です（日本円表記）。

※ 1室1名利用の場合は、左記の200％の割引額となります。
※ 1室あたり2名までが対象となります。
※ 3～4名で1室利用時の3～4人目は、対象外となります。
※ 早期予約割引適用後の予約者名／出発日／乗船地（区間

クルーズの場合）／客室カテゴリーの変更は、割引の対象
外となります。

※ 内側の客室は、早期予約割引対象外となります。

スイート、プレミアム・ジュニア・スイート、ジュニア・スイート客室をご成約のお客様は3〜4人目のクルーズ代金が無料になります。

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

※3～4人対応の客室数及び、受入れ数に限りがありますので、予約状況により、利用できない場合があります。詳細は予約時にお問い合わせください。
※3～4人目無料キャンペーン期間終了後の予約者名／出発日／乗船地（区間クルーズの場合）の変更は、割引の対象外となります。
※3～4人目はソファーベッドまたは折りたたみ式移動ベッドになります。事前リクエストはできません。　
※ファミリー・スイートは、5～6人目が対象となります。　
※ クルーズ代金には食事代、宿泊費、移動代、エンターテイメント代が含まれます。租税、手数料及び港湾費用、チップ、一部の有料施設・お食事などは含まれませんので、別途お支払いいただきます。
※期間中のご成約時にお部屋の確保ができている場合を対象とします。

4名1室 2名様分無料 ！

3〜4人目無料キャンペーン

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

全コース対象適用コース

客室カテゴリー
割引金額（１名あたり）
2名1室利用

スイート、
プレミアム・ジュニア・スイート、
ジュニア・スイート、海側バルコニー

7泊以上 ￥10,000 
6泊以下 ￥5,000 

海側、
海側（視界が遮られます）、
内側

7泊以上 ￥5,000 
6泊以下 ￥2,500 

全カテゴリー M043C ￥20,000 

日本発着クルーズにお申し込みいただいた日本のキャプテンズ・サークル・メンバー（リピーター）限定で下記の金額を割引いたします。
詳細は下の欄をご覧ください。

キャプテンズ・サークル・メンバー（リピーター）割引

オンボード・クレジットとは船内で使用できるお小遣いです。
スペシャリティ・レストラン＊をはじめ、お食事やスパ、お土産などのお支払いに利用することができます。

オンボード・クレジット（OBC）とは

＊ クルーズ代金に食事は含まれていますが、スペシャリティ・レストランでは、ご予約とカバーチャージ（席料）等が必要となります。

●  船内でのご利用金額の総額からオンボード・クレジット相当分の金額を差し引いた金額がご精算額となります。 
船内会計は、乗船中にゲストサービス・デスクで確認することができます。 

●  オンボード・クレジットは、１回の乗船中でのみ有効です。使い切らずに残った場合でも返金・繰り越しはできません。 また、他者への譲渡、換金はできません。

特別なサービスを、オンボード・クレジットで賢くお得にお楽しみください。使い方はお客様次第！

※下船後、船上にて受け取られた確認書をご持参の上、旅行会社にお申し出ください。※一部ご利用いただけないクルーズがあります。

船内の「フューチャー・クルーズ・デスク」では乗船中に次回のクルーズ予約を承っています。
デポジット〈予約金：お一人様10,000円〉をお預けいただくことで、コースが確定している場合
でも未定の場合でも、次回クルーズの宿泊数やお部屋のカテゴリーに応じて、次回ご乗船の
際に船内で使用できるオンボード・クレジット（船内お小遣い）をプレゼントいたします（１室
2名様まで）。詳細はフューチャー・クルーズ・デスク担当者までお問い合わせください。

お得な船上予約特典も、是非ご利用ください ！

※ 過去にプリンセス・クルーズにご乗船されたお客様で、
サークル番号をお持ちの方はご予約時にお知らせくださ
い。サークル番号がご不明の方は、過去乗船時のクルー
ズ・カード、または乗船券など、乗船が証明できるものをお
申し込みの旅行会社にご提示いただくか、船内の「キャプ
テンズ・サークルデスク」にてご申告ください。

※泊数はクルーズ終了時にカウントします。
※詳細は、ご予約時にご確認ください。

プリンセス・クルーズに一度ご乗船いただくと、次回からリピーターとして様 な々特典が受けられる「キャプテンズ・サークル」のメンバーにお迎えします。
ご乗船回数・日数に応じて各種特典をご
用意しています。

キャプテンズ・サークルとは

乗船回数 回目2～3 回目3 回目4～5 回目6～15
2泊～30泊目 31泊～50泊目 51泊～150泊目宿泊日数

ゴールド・メンバー
Gold

ルビー・メンバー
Ruby

プラチナ・メンバー
Platinum

エリート・メンバー
Elite

回以上16
151泊以上

●船内でのメンバー限定
　イベントへのご招待
●メンバー特典ピン進呈 など

ゴールド・メンバー
特典に加え、

ルビー・メンバー
特典に加え、

プラチナ・メンバー
特典に加え、

●靴磨きサービス
●無料クリーニング（セルフランドリーを除く）

●アメニティーグッズのアップグレード
                                       など
●アメニティーグッズのアップグレード
                                       など

●下船時の専用ラウンジ
●150〜500分のインターネット
　無料接続サービス など
●150〜500分のインターネット
　無料接続サービス など
●

●リフレクションズDVD
　の10%割引 など

スーパー早期予約キャンペーン
お小遣いをプレゼント ！

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

※  左記の割引金額は、2人部屋を2名で利用した場
合の1名あたりの割引額です。

※  1室1名利用の場合は、左記の200％の割引額と
なります。

※  1室あたり2名までが対象となります。
※  3～4名で1室利用時の3～4人目は、対象外とな

ります。
※ サークル番号をご予約時にお申し出ください（ご

予約時にお申し出いただけない場合、適用できな
い可能性もございます）。

※ 乗船履歴が確認できない場合は、当時の乗船書
類を確認させていただくことがございます。

リピートするとさらにお得に ！
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早期にご予約の上、予約金をお支払いいただいたお客様には、クルーズ期間・ご利用の客室のカテゴリーに応じて割引いたします。

1室2名様で7泊以上の上記対象コースをジュニア・スイートでお申し込みの場合
お一人様それぞれ200米ドル、客室合計400米ドルをプレゼント ！

プリンセス・クルーズのお得なキャンペーン

こんなに
お得！

さらに！ 2019年7月31日までにご成約
いただくと…

● 旅程を早く決められる？

● 3〜4人で乗船予定？

● 一度、乗船したことがある？

早期予約割引特典へ　　　スーパー早期予約キャンペーンへ

3〜4人目無料キャンペーンへ

�キャプテンズ・サークル・メンバー（リピーター）割引へ

キャンペーン早見表 Q＆A
YES

スイートなどを希望なら

YES

各種特典・キャンペーンは併用可能です

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

対象コース： M009／M010／M011／M012／M013／M016／M017／M018／M019／
M020／M021／M022／M023／M024／M030／M031／M032／M034／
M038／M039／M040／M041／M042／M043C／M103

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

〜早期予約プレミアムパッケージ〜
早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

  特典を組み合わせて、さらにお得にクルーズをお楽しみください。

※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

※内側の客室は、スーパー早期予約キャンペーン対象外となります。

※M043Cは割引金額が異なります。

※ 3～4名で1室利用時の3～4人目のお客様は対象外となります。
※ 1室1名利用時は、左記の1名分の金額となります。
※ オンボード・クレジットはご予約された対象コースでの乗船中でのみ利用可能です。 

使い切らずに残った場合でも返金・繰り越しはできません。
※ 特典の譲渡・換金はできません。
※ 予約者名／出発日／乗船地（区間クルーズの場合）／客室カテゴリーのご予約後の変更は、キャンペーンの対象外となります。
※ 対象コースを連続乗船いただいた場合は、本キャンペーンは1クルーズ分のみの適用となります（連続で乗船できないク

ルーズもございます）。

客室カテゴリー 金額（１名あたり）
2名1室利用

スイート、
プレミアム・ジュニア・スイート、
ジュニア・スイート

7泊以上 $200
6泊以下 $100

海側バルコニー
7泊以上 $150
6泊以下 $75

海側、
海側（視界が遮られます）

7泊以上 $50
6泊以下 $25

2019年2月14日（木）～7月31日（水）までに下記対象の2020年ダイヤモンド·プリンセス日本発着クルーズのお申し込みを完了されたお客様に、 
船内のお食事やスパ、お土産などのお支払いにご利用いただけるオンボード・クレジット（OBC）（下記参照）をプレゼントいたします。対象コース
をご検討されている方は、是非この機会にお早めにご予約ください。

日本発着クルーズ早期予約割引特典
最大２万円お得 ！

適 用 期 間
2020/3/15出発（M009）〜7/27出発（M027）▶2019年11月30日（土）までの予約

2020/8/4出発（M028）〜12/16出発（M043C）＆2021/1/13出発（M103）▶2020年3月31日（火）までの予約
適 用 期 間

2020/3/15出発（M009）〜7/27出発（M027）▶2019年11月30日（土）までの予約

2020/8/4出発（M028）〜12/16出発（M043C）＆2021/1/13出発（M103）▶2020年3月31日（火）までの予約

客室カテゴリー
割引金額（１名あたり）
2名1室利用

スイート、
プレミアム・ジュニア・スイート、
ジュニア・スイート、
海側バルコニー

7泊以上 ￥20,000 
6泊以下 ￥10,000 
M043C ￥80,000 

海側、
海側（視界が遮られます）

7泊以上 ￥10,000 
6泊以下 ￥5,000 
M043C ￥40,000 

※ 左記の割引金額は、2人部屋を2名で利用した場合の1名
あたりの割引額です（日本円表記）。

※ 1室1名利用の場合は、左記の200％の割引額となります。
※ 1室あたり2名までが対象となります。
※ 3～4名で1室利用時の3～4人目は、対象外となります。
※ 早期予約割引適用後の予約者名／出発日／乗船地（区間

クルーズの場合）／客室カテゴリーの変更は、割引の対象
外となります。

※ 内側の客室は、早期予約割引対象外となります。

スイート、プレミアム・ジュニア・スイート、ジュニア・スイート客室をご成約のお客様は3〜4人目のクルーズ代金が無料になります。

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

※3～4人対応の客室数及び、受入れ数に限りがありますので、予約状況により、利用できない場合があります。詳細は予約時にお問い合わせください。
※3～4人目無料キャンペーン期間終了後の予約者名／出発日／乗船地（区間クルーズの場合）の変更は、割引の対象外となります。
※3～4人目はソファーベッドまたは折りたたみ式移動ベッドになります。事前リクエストはできません。　
※ファミリー・スイートは、5～6人目が対象となります。　
※ クルーズ代金には食事代、宿泊費、移動代、エンターテイメント代が含まれます。租税、手数料及び港湾費用、チップ、一部の有料施設・お食事などは含まれませんので、別途お支払いいただきます。
※期間中のご成約時にお部屋の確保ができている場合を対象とします。

4名1室 2名様分無料 ！

3〜4人目無料キャンペーン

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

全コース対象適用コース

客室カテゴリー
割引金額（１名あたり）
2名1室利用

スイート、
プレミアム・ジュニア・スイート、
ジュニア・スイート、海側バルコニー

7泊以上 ￥10,000 
6泊以下 ￥5,000 

海側、
海側（視界が遮られます）、
内側

7泊以上 ￥5,000 
6泊以下 ￥2,500 

全カテゴリー M043C ￥20,000 

日本発着クルーズにお申し込みいただいた日本のキャプテンズ・サークル・メンバー（リピーター）限定で下記の金額を割引いたします。
詳細は下の欄をご覧ください。

キャプテンズ・サークル・メンバー（リピーター）割引

オンボード・クレジットとは船内で使用できるお小遣いです。
スペシャリティ・レストラン＊をはじめ、お食事やスパ、お土産などのお支払いに利用することができます。

オンボード・クレジット（OBC）とは

＊ クルーズ代金に食事は含まれていますが、スペシャリティ・レストランでは、ご予約とカバーチャージ（席料）等が必要となります。

●  船内でのご利用金額の総額からオンボード・クレジット相当分の金額を差し引いた金額がご精算額となります。 
船内会計は、乗船中にゲストサービス・デスクで確認することができます。 

●  オンボード・クレジットは、１回の乗船中でのみ有効です。使い切らずに残った場合でも返金・繰り越しはできません。 また、他者への譲渡、換金はできません。

特別なサービスを、オンボード・クレジットで賢くお得にお楽しみください。使い方はお客様次第！

※下船後、船上にて受け取られた確認書をご持参の上、旅行会社にお申し出ください。※一部ご利用いただけないクルーズがあります。

船内の「フューチャー・クルーズ・デスク」では乗船中に次回のクルーズ予約を承っています。
デポジット〈予約金：お一人様10,000円〉をお預けいただくことで、コースが確定している場合
でも未定の場合でも、次回クルーズの宿泊数やお部屋のカテゴリーに応じて、次回ご乗船の
際に船内で使用できるオンボード・クレジット（船内お小遣い）をプレゼントいたします（１室
2名様まで）。詳細はフューチャー・クルーズ・デスク担当者までお問い合わせください。

お得な船上予約特典も、是非ご利用ください ！

※ 過去にプリンセス・クルーズにご乗船されたお客様で、
サークル番号をお持ちの方はご予約時にお知らせくださ
い。サークル番号がご不明の方は、過去乗船時のクルー
ズ・カード、または乗船券など、乗船が証明できるものをお
申し込みの旅行会社にご提示いただくか、船内の「キャプ
テンズ・サークルデスク」にてご申告ください。

※泊数はクルーズ終了時にカウントします。
※詳細は、ご予約時にご確認ください。

プリンセス・クルーズに一度ご乗船いただくと、次回からリピーターとして様 な々特典が受けられる「キャプテンズ・サークル」のメンバーにお迎えします。
ご乗船回数・日数に応じて各種特典をご
用意しています。

キャプテンズ・サークルとは

乗船回数 回目2～3 回目3 回目4～5 回目6～15
2泊～30泊目 31泊～50泊目 51泊～150泊目宿泊日数

ゴールド・メンバー
Gold

ルビー・メンバー
Ruby

プラチナ・メンバー
Platinum

エリート・メンバー
Elite

回以上16
151泊以上

●船内でのメンバー限定
　イベントへのご招待
●メンバー特典ピン進呈 など

ゴールド・メンバー
特典に加え、

ルビー・メンバー
特典に加え、

プラチナ・メンバー
特典に加え、

●靴磨きサービス
●無料クリーニング（セルフランドリーを除く）

●アメニティーグッズのアップグレード
                                       など
●アメニティーグッズのアップグレード
                                       など

●下船時の専用ラウンジ
●150〜500分のインターネット
　無料接続サービス など
●150〜500分のインターネット
　無料接続サービス など
●

●リフレクションズDVD
　の10%割引 など

スーパー早期予約キャンペーン
お小遣いをプレゼント ！

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目

※  左記の割引金額は、2人部屋を2名で利用した場
合の1名あたりの割引額です。

※  1室1名利用の場合は、左記の200％の割引額と
なります。

※  1室あたり2名までが対象となります。
※  3～4名で1室利用時の3～4人目は、対象外とな

ります。
※ サークル番号をご予約時にお申し出ください（ご

予約時にお申し出いただけない場合、適用できな
い可能性もございます）。

※ 乗船履歴が確認できない場合は、当時の乗船書
類を確認させていただくことがございます。

リピートするとさらにお得に ！
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2020年 ダイヤモンド・プリンセス日本発着クルーズ　代金表
出発日・コース名 3/15（M009）P.26

陽春の九州紀行と韓国
3/24（M010）P.27

春秋旅くらべ
はる色 四国と韓国

4/2（M011）P.28
春秋旅くらべ 春爛漫

にっぽんの美湾巡りと韓国
4/11（M012）P.29

日本美食の地巡りと韓国
4/20（M013）P.30

きらめく春の東北周遊と
鹿児島・韓国

日　程 9 泊 10 日 9 泊 10 日 9 泊 10 日 9 泊 10 日 9 泊 10 日

内　容 早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

グランド・スイート ￥796,000 ￥816,000 ￥796,000 ￥816,000 ￥796,000 ￥816,000 ￥796,000 ￥816,000 ￥796,000 ￥816,000 
オーナーズ･スイート ￥748,000 ￥768,000 ￥748,000 ￥768,000 ￥748,000 ￥768,000 ￥748,000 ￥768,000 ￥748,000 ￥768,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ￥700,000 ￥720,000 ￥700,000 ￥720,000 ￥700,000 ￥720,000 ￥700,000 ￥720,000 ￥700,000 ￥720,000 
ペントハウス･スイート(中央) ￥675,000 ￥695,000 ￥675,000 ￥695,000 ￥675,000 ￥695,000 ￥675,000 ￥695,000 ￥675,000 ￥695,000 
プレミアム･スイート ￥650,000 ￥670,000 ￥650,000 ￥670,000 ￥650,000 ￥670,000 ￥650,000 ￥670,000 ￥650,000 ￥670,000 
ヴィスタ･スイート ￥638,000 ￥658,000 ￥638,000 ￥658,000 ￥638,000 ￥658,000 ￥638,000 ￥658,000 ￥638,000 ￥658,000 
ファミリー･スイート ￥290,000 ￥310,000 ￥290,000 ￥310,000 ￥290,000 ￥310,000 ￥290,000 ￥310,000 ￥290,000 ￥310,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ￥438,000 ￥458,000 ￥438,000 ￥458,000 ￥438,000 ￥458,000 ￥438,000 ￥458,000 ￥438,000 ￥458,000 
ジュニア･スイート（中央） ￥385,000 ￥405,000 ￥385,000 ￥405,000 ￥385,000 ￥405,000 ￥385,000 ￥405,000 ￥385,000 ￥405,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） ￥330,000 ￥350,000 ￥330,000 ￥350,000 ￥330,000 ￥350,000 ￥330,000 ￥350,000 ￥330,000 ￥350,000 
海側バルコニー（中央） ￥288,000 ￥308,000 ￥288,000 ￥308,000 ￥288,000 ￥308,000 ￥288,000 ￥308,000 ￥288,000 ￥308,000 
海側バルコニー（前方/後方） ￥276,000 ￥296,000 ￥276,000 ￥296,000 ￥276,000 ￥296,000 ￥276,000 ￥296,000 ￥276,000 ￥296,000 
海側 ￥232,000 ￥242,000 ￥232,000 ￥242,000 ￥232,000 ￥242,000 ￥232,000 ￥242,000 ￥232,000 ￥242,000 
海側（視界が遮られます） ￥188,000 ￥198,000 ￥188,000 ￥198,000 ￥188,000 ￥198,000 ￥188,000 ￥198,000 ￥188,000 ￥198,000 
内側 ￥187,000 ￥187,000 ￥187,000 ￥187,000 ￥187,000 
租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥12,000 ￥15,850 ￥16,400 ￥15,300 ￥12,000

出発日・コース名
5/30（M019）P.33

風薫る四国と
広島・宮崎・韓国

6/6（M020）P.34
夏をさきどり！

沖縄・台湾リゾートクルーズ

6/13（M021）P.25
幕末・明治維新ゆかりの地と

韓国ショートクルーズ

6/18（M022）P.35
金環日食観賞！

沖縄・台湾リゾートクルーズ
6/26（M023）P.36

初夏の北前航路と韓国

日　程 7 泊 8 日 7 泊 8 日 5 泊 6 日 8 泊 9 日 8 泊 9 日

内　容 早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

グランド・スイート ￥640,000 ￥660,000 ￥640,000 ￥660,000 ￥445,000 ￥455,000 ￥721,000 ￥741,000 ￥721,000 ￥741,000 
オーナーズ･スイート ￥595,000 ￥615,000 ￥595,000 ￥615,000 ￥413,000 ￥423,000 ￥673,000 ￥693,000 ￥673,000 ￥693,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ￥550,000 ￥570,000 ￥550,000 ￥570,000 ￥381,000 ￥391,000 ￥625,000 ￥645,000 ￥625,000 ￥645,000 
ペントハウス･スイート(中央) ￥527,000 ￥547,000 ￥527,000 ￥547,000 ￥365,000 ￥375,000 ￥601,000 ￥621,000 ￥601,000 ￥621,000 
プレミアム･スイート ￥505,000 ￥525,000 ￥505,000 ￥525,000 ￥348,000 ￥358,000 ￥577,000 ￥597,000 ￥577,000 ￥597,000 
ヴィスタ･スイート ￥493,000 ￥513,000 ￥493,000 ￥513,000 ￥340,000 ￥350,000 ￥565,000 ￥585,000 ￥565,000 ￥585,000 
ファミリー･スイート ￥226,000 ￥246,000 ￥226,000 ￥246,000 ￥151,000 ￥161,000 ￥258,000 ￥278,000 ￥258,000 ￥278,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ￥343,000 ￥363,000 ￥343,000 ￥363,000 ￥232,000 ￥242,000 ￥388,000 ￥408,000 ￥388,000 ￥408,000 
ジュニア･スイート（中央） ￥302,000 ￥322,000 ￥302,000 ￥322,000 ￥212,000 ￥222,000 ￥343,000 ￥363,000 ￥343,000 ￥363,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） ￥260,000 ￥280,000 ￥260,000 ￥280,000 ￥182,000 ￥192,000 ￥295,000 ￥315,000 ￥295,000 ￥315,000 
海側バルコニー（中央） ￥218,000 ￥238,000 ￥218,000 ￥238,000 ￥140,000 ￥150,000 ￥253,000 ￥273,000 ￥253,000 ￥273,000 
海側バルコニー（前方/後方） ￥208,000 ￥228,000 ￥208,000 ￥228,000 ￥132,000 ￥142,000 ￥242,000 ￥262,000 ￥242,000 ￥262,000 
海側 ￥178,000 ￥188,000 ￥178,000 ￥188,000 ￥110,000 ￥115,000 ￥205,000 ￥215,000 ￥205,000 ￥215,000 
海側（視界が遮られます） ￥148,000 ￥158,000 ￥148,000 ￥158,000 ￥88,000 ￥93,000 ￥168,000 ￥178,000 ￥168,000 ￥178,000 
内側 ￥147,000 ￥147,000 ￥87,000 ￥167,000 ￥167,000 
租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥15,300 ￥13,100 ￥11,450 ￥14,200 ￥18,600

出発日・コース名
4/29（M014）P.31

ゴールデンウィーク
大阪と鳥羽・韓国

5/5（M015）P.24
ゴールデンウィーク
ショートクルーズ

5/10（M016）P.32
いざ新緑のみなと街 神戸へ！

九州と韓国

5/16（M017）P.33
風薫る四国と

広島・宮崎・韓国

5/23（M018）P.34
夏をさきどり！

沖縄・台湾リゾートクルーズ

日　程 6 泊 7 日 5 泊 6 日 6 泊 7 日 7 泊 8 日 7 泊 8 日

内　容 早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

グランド・スイート ￥762,000 ￥772,000 ￥650,000 ￥660,000 ￥502,000 ￥512,000 ￥640,000 ￥660,000 ￥640,000 ￥660,000 
オーナーズ･スイート ￥730,000 ￥740,000 ￥618,000 ￥628,000 ￥470,000 ￥480,000 ￥595,000 ￥615,000 ￥595,000 ￥615,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ￥697,000 ￥707,000 ￥586,000 ￥596,000 ￥438,000 ￥448,000 ￥550,000 ￥570,000 ￥550,000 ￥570,000 
ペントハウス･スイート(中央) ￥681,000 ￥691,000 ￥570,000 ￥580,000 ￥422,000 ￥432,000 ￥527,000 ￥547,000 ￥527,000 ￥547,000 
プレミアム･スイート ￥665,000 ￥675,000 ￥553,000 ￥563,000 ￥406,000 ￥416,000 ￥505,000 ￥525,000 ￥505,000 ￥525,000 
ヴィスタ･スイート ￥656,000 ￥666,000 ￥545,000 ￥555,000 ￥398,000 ￥408,000 ￥493,000 ￥513,000 ￥493,000 ￥513,000 
ファミリー･スイート ￥277,000 ￥287,000 ￥237,000 ￥247,000 ￥166,000 ￥176,000 ￥226,000 ￥246,000 ￥226,000 ￥246,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ￥495,000 ￥505,000 ￥410,000 ￥420,000 ￥267,000 ￥277,000 ￥343,000 ￥363,000 ￥343,000 ￥363,000 
ジュニア･スイート（中央） ￥375,000 ￥385,000 ￥327,000 ￥337,000 ￥236,000 ￥246,000 ￥302,000 ￥322,000 ￥302,000 ￥322,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） ￥338,000 ￥348,000 ￥297,000 ￥307,000 ￥200,000 ￥210,000 ￥260,000 ￥280,000 ￥260,000 ￥280,000 
海側バルコニー（中央） ￥236,000 ￥246,000 ￥195,000 ￥205,000 ￥158,000 ￥168,000 ￥218,000 ￥238,000 ￥218,000 ￥238,000 
海側バルコニー（前方/後方） ￥228,000 ￥238,000 ￥187,000 ￥197,000 ￥150,000 ￥160,000 ￥208,000 ￥228,000 ￥208,000 ￥228,000 
海側 ￥190,000 ￥195,000 ￥155,000 ￥160,000 ￥123,000 ￥128,000 ￥178,000 ￥188,000 ￥178,000 ￥188,000 
海側（視界が遮られます） ￥152,000 ￥157,000 ￥123,000 ￥128,000 ￥96,000 ￥101,000 ￥148,000 ￥158,000 ￥148,000 ￥158,000 
内側 ￥151,000 ￥122,000 ￥95,000 ￥147,000 ￥147,000 
租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥10,350 ￥8,700 ￥9,800 ￥15,300 ￥14,750

出発日・コース名 7/4（M024）P.37
爽やかな夏の九州と韓国

7/10（M025）P.38
夏のにっぽん周遊

7/19（M026）P.39
祇園祭・天神祭でにぎわう
京都・大阪と鹿児島・韓国

7/27（M027）P.40
ねぶた祭に沸く青森と

石巻・函館・ウラジオストク

日　程 6 泊 7 日 9 泊 10 日 8 泊 9 日 8 泊 9 日

内　容 早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

グランド・スイート ￥502,000 ￥512,000 ￥796,000 ￥816,000 ￥771,000 ￥791,000 ￥806,000 ￥826,000 
オーナーズ･スイート ￥470,000 ￥480,000 ￥748,000 ￥768,000 ￥723,000 ￥743,000 ￥758,000 ￥778,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ￥438,000 ￥448,000 ￥700,000 ￥720,000 ￥675,000 ￥695,000 ￥710,000 ￥730,000 
ペントハウス･スイート(中央) ￥422,000 ￥432,000 ￥675,000 ￥695,000 ￥651,000 ￥671,000 ￥685,000 ￥705,000 
プレミアム･スイート ￥406,000 ￥416,000 ￥650,000 ￥670,000 ￥627,000 ￥647,000 ￥660,000 ￥680,000 
ヴィスタ･スイート ￥398,000 ￥408,000 ￥638,000 ￥658,000 ￥615,000 ￥635,000 ￥648,000 ￥668,000 
ファミリー･スイート ￥166,000 ￥176,000 ￥290,000 ￥310,000 ￥292,000 ￥312,000 ￥320,000 ￥340,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ￥267,000 ￥277,000 ￥438,000 ￥458,000 ￥452,000 ￥472,000 ￥488,000 ￥508,000 
ジュニア･スイート（中央） ￥236,000 ￥246,000 ￥385,000 ￥405,000 ￥393,000 ￥413,000 ￥426,000 ￥446,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） ￥200,000 ￥210,000 ￥330,000 ￥350,000 ￥345,000 ￥365,000 ￥378,000 ￥398,000 
海側バルコニー（中央） ￥158,000 ￥168,000 ￥288,000 ￥308,000 ￥263,000 ￥283,000 ￥276,000 ￥296,000 
海側バルコニー（前方/後方） ￥150,000 ￥160,000 ￥276,000 ￥296,000 ￥252,000 ￥272,000 ￥265,000 ￥285,000 
海側 ￥123,000 ￥128,000 ￥232,000 ￥242,000 ￥215,000 ￥225,000 ￥228,000 ￥238,000 
海側（視界が遮られます） ￥96,000 ￥101,000 ￥188,000 ￥198,000 ￥178,000 ￥188,000 ￥191,000 ￥201,000 
内側 ￥95,000 ￥187,000 ￥177,000 ￥190,000 
租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥10,900 ￥16,400 ￥12,550 ￥13,650

記載の代金は、2019年2月14日以降有効の代金となります。
お得なキャンペーン実施中！詳細はP.50・51をご覧ください。

◦上記代金は、2人部屋を2名で利用した場合の1名あたりの代金です（日本円表記）。
◦2人部屋を1名で利用する場合、1人部屋代金を申し受けます。代金は全カテゴリーにおいてクルー

ズ代金の200％となります。ただし、1人利用客室の販売数には、制限がありますので予めご了承く
ださい。予約状況によっては、利用できない場合もあります。予約時にご確認ください。　

◦2人部屋を3〜4名で利用する場合の3〜4人目の代金は、P.53・P.55の下の欄をご覧ください。ただ
し、予約状況によっては、利用できない場合もあります。詳しくはご予約時旅行会社にお問い合わせ
ください。

◦ファミリー・スイート（2ベッドルーム）（最大6名まで利用可能）の代金は、4名で利用した場合の1名あ
たりの代金です。ファミリー・スイート（２ベッドルーム）を5〜6名で利用する場合の5〜6人目の代金
は、P.53・P55をご覧ください。3名以下ではご利用いただけません。

◦租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用：1名あたりの料金で、別途申し受けます。※国際観光旅
客税は出国1回につき、お一人様1,000円を徴収いたします。※乗船時2歳未満は国際観光旅客税対
象外となります。※複数回海外の港に寄港するコースは、出国の回数分国際観光旅客税が適用され

ております。記載の金額は、2019年2月14日以降の金額となります。税額は予告なしに変更される
場合があります。また、為替の影響等によって変動するため、お客様のお申し込み完了の時期によっ
て税額が異なることがあります。直前の変更の場合は、船内会計にて徴収または返金いたします。

◦子ども代金の設定はありません。
◦チップ：1名1泊あたりスイート客室は15.5米ドル、プレミアム･ジュニア･スイート、ジュニア･スイート

客室は14.5米ドル、その他の客室は13.5米ドルが船内会計に自動的にチャージされます。料金は予
告なく変更になる可能性があります。

◦設定以外の区間乗下船はできません。　
◦グランド･スイートはダブルベッドのみとなります。　
◦プレミアム・ジュニア・スイート（クラブ・クラス）の詳細はP.19をご参照ください。　
▪コース、カテゴリーによっては、予約いただけない場合があります。現時点で確実に予約を保証でき

るものではありません。空き状況については、旅行会社にお問い合わせください。

▲ ▲● ● ▲

● ● ● ● ● ▲ ▲ ★ ★ ★

上記の客室利用時の3〜4人目のクルーズ代金（1名あたり）は、下表のとおりです。代金表の出発日欄
に記載のマークと対応する代金をご参照ください。

海側バルコニー
（中央・前方／後方） 海　側 海　側

（視界が遮られます） 内　側

2人部屋の
3〜4人目
代金について 1名あたりのクルーズ代金 ● ￥57,000 ● ￥70,000 ▲ ￥22,000 ▲ ￥103,000

★ ￥60,000 ★ ￥118,000 ￥135,000 ￥177,000 ■ ￥98,000

ジュニア・スイート以上は
3〜4人目のクルーズ代金無料
ジュニア・スイート以 上＊の 客 室は、 
３〜４人 目 無 料 キャンペ ーンが 適 用 
となり、無料となります。

※租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用、チップ、一
部有料施設・お食事などは含まれませんので、別途お支払
いいただきます。※詳しくは、P50・51をご確認ください。

＊ファミリー・スイートの場合は、5〜6人目が対象
となります。

▲ ★

［早期予約割引代金］M009〜M027は2019年11月30日（土）までの予約が適用対象です。 ［早期予約割引代金］M009〜M027は2019年11月30日（土）までの予約が適用対象です。
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2020年 ダイヤモンド・プリンセス日本発着クルーズ　代金表
出発日・コース名 3/15（M009）P.26

陽春の九州紀行と韓国
3/24（M010）P.27

春秋旅くらべ
はる色 四国と韓国

4/2（M011）P.28
春秋旅くらべ 春爛漫

にっぽんの美湾巡りと韓国
4/11（M012）P.29

日本美食の地巡りと韓国
4/20（M013）P.30

きらめく春の東北周遊と
鹿児島・韓国

日　程 9 泊 10 日 9 泊 10 日 9 泊 10 日 9 泊 10 日 9 泊 10 日

内　容 早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

グランド・スイート ￥796,000 ￥816,000 ￥796,000 ￥816,000 ￥796,000 ￥816,000 ￥796,000 ￥816,000 ￥796,000 ￥816,000 
オーナーズ･スイート ￥748,000 ￥768,000 ￥748,000 ￥768,000 ￥748,000 ￥768,000 ￥748,000 ￥768,000 ￥748,000 ￥768,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ￥700,000 ￥720,000 ￥700,000 ￥720,000 ￥700,000 ￥720,000 ￥700,000 ￥720,000 ￥700,000 ￥720,000 
ペントハウス･スイート(中央) ￥675,000 ￥695,000 ￥675,000 ￥695,000 ￥675,000 ￥695,000 ￥675,000 ￥695,000 ￥675,000 ￥695,000 
プレミアム･スイート ￥650,000 ￥670,000 ￥650,000 ￥670,000 ￥650,000 ￥670,000 ￥650,000 ￥670,000 ￥650,000 ￥670,000 
ヴィスタ･スイート ￥638,000 ￥658,000 ￥638,000 ￥658,000 ￥638,000 ￥658,000 ￥638,000 ￥658,000 ￥638,000 ￥658,000 
ファミリー･スイート ￥290,000 ￥310,000 ￥290,000 ￥310,000 ￥290,000 ￥310,000 ￥290,000 ￥310,000 ￥290,000 ￥310,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ￥438,000 ￥458,000 ￥438,000 ￥458,000 ￥438,000 ￥458,000 ￥438,000 ￥458,000 ￥438,000 ￥458,000 
ジュニア･スイート（中央） ￥385,000 ￥405,000 ￥385,000 ￥405,000 ￥385,000 ￥405,000 ￥385,000 ￥405,000 ￥385,000 ￥405,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） ￥330,000 ￥350,000 ￥330,000 ￥350,000 ￥330,000 ￥350,000 ￥330,000 ￥350,000 ￥330,000 ￥350,000 
海側バルコニー（中央） ￥288,000 ￥308,000 ￥288,000 ￥308,000 ￥288,000 ￥308,000 ￥288,000 ￥308,000 ￥288,000 ￥308,000 
海側バルコニー（前方/後方） ￥276,000 ￥296,000 ￥276,000 ￥296,000 ￥276,000 ￥296,000 ￥276,000 ￥296,000 ￥276,000 ￥296,000 
海側 ￥232,000 ￥242,000 ￥232,000 ￥242,000 ￥232,000 ￥242,000 ￥232,000 ￥242,000 ￥232,000 ￥242,000 
海側（視界が遮られます） ￥188,000 ￥198,000 ￥188,000 ￥198,000 ￥188,000 ￥198,000 ￥188,000 ￥198,000 ￥188,000 ￥198,000 
内側 ￥187,000 ￥187,000 ￥187,000 ￥187,000 ￥187,000 
租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥12,000 ￥15,850 ￥16,400 ￥15,300 ￥12,000

出発日・コース名
5/30（M019）P.33

風薫る四国と
広島・宮崎・韓国

6/6（M020）P.34
夏をさきどり！

沖縄・台湾リゾートクルーズ

6/13（M021）P.25
幕末・明治維新ゆかりの地と

韓国ショートクルーズ

6/18（M022）P.35
金環日食観賞！

沖縄・台湾リゾートクルーズ
6/26（M023）P.36

初夏の北前航路と韓国

日　程 7 泊 8 日 7 泊 8 日 5 泊 6 日 8 泊 9 日 8 泊 9 日

内　容 早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

グランド・スイート ￥640,000 ￥660,000 ￥640,000 ￥660,000 ￥445,000 ￥455,000 ￥721,000 ￥741,000 ￥721,000 ￥741,000 
オーナーズ･スイート ￥595,000 ￥615,000 ￥595,000 ￥615,000 ￥413,000 ￥423,000 ￥673,000 ￥693,000 ￥673,000 ￥693,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ￥550,000 ￥570,000 ￥550,000 ￥570,000 ￥381,000 ￥391,000 ￥625,000 ￥645,000 ￥625,000 ￥645,000 
ペントハウス･スイート(中央) ￥527,000 ￥547,000 ￥527,000 ￥547,000 ￥365,000 ￥375,000 ￥601,000 ￥621,000 ￥601,000 ￥621,000 
プレミアム･スイート ￥505,000 ￥525,000 ￥505,000 ￥525,000 ￥348,000 ￥358,000 ￥577,000 ￥597,000 ￥577,000 ￥597,000 
ヴィスタ･スイート ￥493,000 ￥513,000 ￥493,000 ￥513,000 ￥340,000 ￥350,000 ￥565,000 ￥585,000 ￥565,000 ￥585,000 
ファミリー･スイート ￥226,000 ￥246,000 ￥226,000 ￥246,000 ￥151,000 ￥161,000 ￥258,000 ￥278,000 ￥258,000 ￥278,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ￥343,000 ￥363,000 ￥343,000 ￥363,000 ￥232,000 ￥242,000 ￥388,000 ￥408,000 ￥388,000 ￥408,000 
ジュニア･スイート（中央） ￥302,000 ￥322,000 ￥302,000 ￥322,000 ￥212,000 ￥222,000 ￥343,000 ￥363,000 ￥343,000 ￥363,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） ￥260,000 ￥280,000 ￥260,000 ￥280,000 ￥182,000 ￥192,000 ￥295,000 ￥315,000 ￥295,000 ￥315,000 
海側バルコニー（中央） ￥218,000 ￥238,000 ￥218,000 ￥238,000 ￥140,000 ￥150,000 ￥253,000 ￥273,000 ￥253,000 ￥273,000 
海側バルコニー（前方/後方） ￥208,000 ￥228,000 ￥208,000 ￥228,000 ￥132,000 ￥142,000 ￥242,000 ￥262,000 ￥242,000 ￥262,000 
海側 ￥178,000 ￥188,000 ￥178,000 ￥188,000 ￥110,000 ￥115,000 ￥205,000 ￥215,000 ￥205,000 ￥215,000 
海側（視界が遮られます） ￥148,000 ￥158,000 ￥148,000 ￥158,000 ￥88,000 ￥93,000 ￥168,000 ￥178,000 ￥168,000 ￥178,000 
内側 ￥147,000 ￥147,000 ￥87,000 ￥167,000 ￥167,000 
租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥15,300 ￥13,100 ￥11,450 ￥14,200 ￥18,600

出発日・コース名
4/29（M014）P.31

ゴールデンウィーク
大阪と鳥羽・韓国

5/5（M015）P.24
ゴールデンウィーク
ショートクルーズ

5/10（M016）P.32
いざ新緑のみなと街 神戸へ！

九州と韓国

5/16（M017）P.33
風薫る四国と

広島・宮崎・韓国

5/23（M018）P.34
夏をさきどり！

沖縄・台湾リゾートクルーズ

日　程 6 泊 7 日 5 泊 6 日 6 泊 7 日 7 泊 8 日 7 泊 8 日

内　容 早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

グランド・スイート ￥762,000 ￥772,000 ￥650,000 ￥660,000 ￥502,000 ￥512,000 ￥640,000 ￥660,000 ￥640,000 ￥660,000 
オーナーズ･スイート ￥730,000 ￥740,000 ￥618,000 ￥628,000 ￥470,000 ￥480,000 ￥595,000 ￥615,000 ￥595,000 ￥615,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ￥697,000 ￥707,000 ￥586,000 ￥596,000 ￥438,000 ￥448,000 ￥550,000 ￥570,000 ￥550,000 ￥570,000 
ペントハウス･スイート(中央) ￥681,000 ￥691,000 ￥570,000 ￥580,000 ￥422,000 ￥432,000 ￥527,000 ￥547,000 ￥527,000 ￥547,000 
プレミアム･スイート ￥665,000 ￥675,000 ￥553,000 ￥563,000 ￥406,000 ￥416,000 ￥505,000 ￥525,000 ￥505,000 ￥525,000 
ヴィスタ･スイート ￥656,000 ￥666,000 ￥545,000 ￥555,000 ￥398,000 ￥408,000 ￥493,000 ￥513,000 ￥493,000 ￥513,000 
ファミリー･スイート ￥277,000 ￥287,000 ￥237,000 ￥247,000 ￥166,000 ￥176,000 ￥226,000 ￥246,000 ￥226,000 ￥246,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ￥495,000 ￥505,000 ￥410,000 ￥420,000 ￥267,000 ￥277,000 ￥343,000 ￥363,000 ￥343,000 ￥363,000 
ジュニア･スイート（中央） ￥375,000 ￥385,000 ￥327,000 ￥337,000 ￥236,000 ￥246,000 ￥302,000 ￥322,000 ￥302,000 ￥322,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） ￥338,000 ￥348,000 ￥297,000 ￥307,000 ￥200,000 ￥210,000 ￥260,000 ￥280,000 ￥260,000 ￥280,000 
海側バルコニー（中央） ￥236,000 ￥246,000 ￥195,000 ￥205,000 ￥158,000 ￥168,000 ￥218,000 ￥238,000 ￥218,000 ￥238,000 
海側バルコニー（前方/後方） ￥228,000 ￥238,000 ￥187,000 ￥197,000 ￥150,000 ￥160,000 ￥208,000 ￥228,000 ￥208,000 ￥228,000 
海側 ￥190,000 ￥195,000 ￥155,000 ￥160,000 ￥123,000 ￥128,000 ￥178,000 ￥188,000 ￥178,000 ￥188,000 
海側（視界が遮られます） ￥152,000 ￥157,000 ￥123,000 ￥128,000 ￥96,000 ￥101,000 ￥148,000 ￥158,000 ￥148,000 ￥158,000 
内側 ￥151,000 ￥122,000 ￥95,000 ￥147,000 ￥147,000 
租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥10,350 ￥8,700 ￥9,800 ￥15,300 ￥14,750

出発日・コース名 7/4（M024）P.37
爽やかな夏の九州と韓国

7/10（M025）P.38
夏のにっぽん周遊

7/19（M026）P.39
祇園祭・天神祭でにぎわう
京都・大阪と鹿児島・韓国

7/27（M027）P.40
ねぶた祭に沸く青森と

石巻・函館・ウラジオストク

日　程 6 泊 7 日 9 泊 10 日 8 泊 9 日 8 泊 9 日

内　容 早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

グランド・スイート ￥502,000 ￥512,000 ￥796,000 ￥816,000 ￥771,000 ￥791,000 ￥806,000 ￥826,000 
オーナーズ･スイート ￥470,000 ￥480,000 ￥748,000 ￥768,000 ￥723,000 ￥743,000 ￥758,000 ￥778,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ￥438,000 ￥448,000 ￥700,000 ￥720,000 ￥675,000 ￥695,000 ￥710,000 ￥730,000 
ペントハウス･スイート(中央) ￥422,000 ￥432,000 ￥675,000 ￥695,000 ￥651,000 ￥671,000 ￥685,000 ￥705,000 
プレミアム･スイート ￥406,000 ￥416,000 ￥650,000 ￥670,000 ￥627,000 ￥647,000 ￥660,000 ￥680,000 
ヴィスタ･スイート ￥398,000 ￥408,000 ￥638,000 ￥658,000 ￥615,000 ￥635,000 ￥648,000 ￥668,000 
ファミリー･スイート ￥166,000 ￥176,000 ￥290,000 ￥310,000 ￥292,000 ￥312,000 ￥320,000 ￥340,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ￥267,000 ￥277,000 ￥438,000 ￥458,000 ￥452,000 ￥472,000 ￥488,000 ￥508,000 
ジュニア･スイート（中央） ￥236,000 ￥246,000 ￥385,000 ￥405,000 ￥393,000 ￥413,000 ￥426,000 ￥446,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） ￥200,000 ￥210,000 ￥330,000 ￥350,000 ￥345,000 ￥365,000 ￥378,000 ￥398,000 
海側バルコニー（中央） ￥158,000 ￥168,000 ￥288,000 ￥308,000 ￥263,000 ￥283,000 ￥276,000 ￥296,000 
海側バルコニー（前方/後方） ￥150,000 ￥160,000 ￥276,000 ￥296,000 ￥252,000 ￥272,000 ￥265,000 ￥285,000 
海側 ￥123,000 ￥128,000 ￥232,000 ￥242,000 ￥215,000 ￥225,000 ￥228,000 ￥238,000 
海側（視界が遮られます） ￥96,000 ￥101,000 ￥188,000 ￥198,000 ￥178,000 ￥188,000 ￥191,000 ￥201,000 
内側 ￥95,000 ￥187,000 ￥177,000 ￥190,000 
租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥10,900 ￥16,400 ￥12,550 ￥13,650

記載の代金は、2019年2月14日以降有効の代金となります。
お得なキャンペーン実施中！詳細はP.50・51をご覧ください。

◦上記代金は、2人部屋を2名で利用した場合の1名あたりの代金です（日本円表記）。
◦2人部屋を1名で利用する場合、1人部屋代金を申し受けます。代金は全カテゴリーにおいてクルー

ズ代金の200％となります。ただし、1人利用客室の販売数には、制限がありますので予めご了承く
ださい。予約状況によっては、利用できない場合もあります。予約時にご確認ください。　

◦2人部屋を3〜4名で利用する場合の3〜4人目の代金は、P.53・P.55の下の欄をご覧ください。ただ
し、予約状況によっては、利用できない場合もあります。詳しくはご予約時旅行会社にお問い合わせ
ください。

◦ファミリー・スイート（2ベッドルーム）（最大6名まで利用可能）の代金は、4名で利用した場合の1名あ
たりの代金です。ファミリー・スイート（２ベッドルーム）を5〜6名で利用する場合の5〜6人目の代金
は、P.53・P55をご覧ください。3名以下ではご利用いただけません。

◦租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用：1名あたりの料金で、別途申し受けます。※国際観光旅
客税は出国1回につき、お一人様1,000円を徴収いたします。※乗船時2歳未満は国際観光旅客税対
象外となります。※複数回海外の港に寄港するコースは、出国の回数分国際観光旅客税が適用され

ております。記載の金額は、2019年2月14日以降の金額となります。税額は予告なしに変更される
場合があります。また、為替の影響等によって変動するため、お客様のお申し込み完了の時期によっ
て税額が異なることがあります。直前の変更の場合は、船内会計にて徴収または返金いたします。

◦子ども代金の設定はありません。
◦チップ：1名1泊あたりスイート客室は15.5米ドル、プレミアム･ジュニア･スイート、ジュニア･スイート

客室は14.5米ドル、その他の客室は13.5米ドルが船内会計に自動的にチャージされます。料金は予
告なく変更になる可能性があります。

◦設定以外の区間乗下船はできません。　
◦グランド･スイートはダブルベッドのみとなります。　
◦プレミアム・ジュニア・スイート（クラブ・クラス）の詳細はP.19をご参照ください。　
▪コース、カテゴリーによっては、予約いただけない場合があります。現時点で確実に予約を保証でき

るものではありません。空き状況については、旅行会社にお問い合わせください。

▲ ▲● ● ▲

● ● ● ● ● ▲ ▲ ★ ★ ★

上記の客室利用時の3〜4人目のクルーズ代金（1名あたり）は、下表のとおりです。代金表の出発日欄
に記載のマークと対応する代金をご参照ください。

海側バルコニー
（中央・前方／後方） 海　側 海　側

（視界が遮られます） 内　側

2人部屋の
3〜4人目
代金について 1名あたりのクルーズ代金 ● ￥57,000 ● ￥70,000 ▲ ￥22,000 ▲ ￥103,000

★ ￥60,000 ★ ￥118,000 ￥135,000 ￥177,000 ■ ￥98,000

ジュニア・スイート以上は
3〜4人目のクルーズ代金無料
ジュニア・スイート以 上＊の 客 室は、 
３〜４人 目 無 料 キャンペ ーンが 適 用 
となり、無料となります。

※租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用、チップ、一
部有料施設・お食事などは含まれませんので、別途お支払
いいただきます。※詳しくは、P50・51をご確認ください。

＊ファミリー・スイートの場合は、5〜6人目が対象
となります。

▲ ★

［早期予約割引代金］M009〜M027は2019年11月30日（土）までの予約が適用対象です。 ［早期予約割引代金］M009〜M027は2019年11月30日（土）までの予約が適用対象です。
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出発日・コース名
8/4（M028）P.41

日本の夏！ 竿燈・ねぶた・よさこい・
阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国

8/15（M029）P.42
熊野大花火と

夏の龍馬の夢の跡巡り
8/23（M030）P.29

日本美食の地巡りと韓国
9/1（M031）P.43

北海道周遊とサハリン

日　程 11 泊 12 日 8 泊 9 日 9 泊 10 日 8 泊 9 日

内　容 早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

グランド・スイート ￥1,111,000 ￥1,131,000 ￥806,000 ￥826,000 ￥776,000 ￥796,000 ￥701,000 ￥721,000 
オーナーズ･スイート ￥1,043,000 ￥1,063,000 ￥758,000 ￥778,000 ￥728,000 ￥748,000 ￥653,000 ￥673,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ￥975,000 ￥995,000 ￥710,000 ￥730,000 ￥680,000 ￥700,000 ￥605,000 ￥625,000 
ペントハウス･スイート(中央) ￥940,000 ￥960,000 ￥685,000 ￥705,000 ￥655,000 ￥675,000 ￥581,000 ￥601,000 
プレミアム･スイート ￥905,000 ￥925,000 ￥660,000 ￥680,000 ￥630,000 ￥650,000 ￥557,000 ￥577,000 
ヴィスタ･スイート ￥887,000 ￥907,000 ￥648,000 ￥668,000 ￥618,000 ￥638,000 ￥545,000 ￥565,000 
ファミリー･スイート ￥417,000 ￥437,000 ￥320,000 ￥340,000 ￥266,000 ￥286,000 ￥235,000 ￥255,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ￥623,000 ￥643,000 ￥488,000 ￥508,000 ￥418,000 ￥438,000 ￥368,000 ￥388,000 
ジュニア･スイート（中央） ￥550,000 ￥570,000 ￥426,000 ￥446,000 ￥365,000 ￥385,000 ￥323,000 ￥343,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） ￥483,000 ￥503,000 ￥378,000 ￥398,000 ￥310,000 ￥330,000 ￥275,000 ￥295,000 
海側バルコニー（中央） ￥381,000 ￥401,000 ￥276,000 ￥296,000 ￥268,000 ￥288,000 ￥233,000 ￥253,000 
海側バルコニー（前方/後方） ￥368,000 ￥388,000 ￥265,000 ￥285,000 ￥256,000 ￥276,000 ￥222,000 ￥242,000 
海側 ￥313,000 ￥323,000 ￥228,000 ￥238,000 ￥212,000 ￥222,000 ￥185,000 ￥195,000 
海側（視界が遮られます） ￥258,000 ￥268,000 ￥191,000 ￥201,000 ￥168,000 ￥178,000 ￥148,000 ￥158,000 
内側 ￥257,000 ￥190,000 ￥167,000 ￥147,000 
租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥16,400 ￥12,550 ￥15,850 ￥13,650

出発日・コース名 9/9（M032）P.29
日本美食の地巡りと韓国

9/23（M034）P.43
北海道周遊とサハリン

10/1（M035）P.44
東南アジア大航海

10/16（M036）P.43
北海道周遊とサハリン

日　程 9 泊 10 日 8 泊 9 日 15 泊 16 日 8 泊 9 日

内　容 早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

グランド・スイート ￥776,000 ￥796,000 ￥701,000 ￥721,000 ￥1,362,000 ￥1,382,000 ￥721,000 ￥741,000 
オーナーズ･スイート ￥728,000 ￥748,000 ￥653,000 ￥673,000 ￥1,270,000 ￥1,290,000 ￥673,000 ￥693,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ￥680,000 ￥700,000 ￥605,000 ￥625,000 ￥1,177,000 ￥1,197,000 ￥625,000 ￥645,000 
ペントハウス･スイート(中央) ￥655,000 ￥675,000 ￥581,000 ￥601,000 ￥1,131,000 ￥1,151,000 ￥601,000 ￥621,000 
プレミアム･スイート ￥630,000 ￥650,000 ￥557,000 ￥577,000 ￥1,085,000 ￥1,105,000 ￥577,000 ￥597,000 
ヴィスタ･スイート ￥618,000 ￥638,000 ￥545,000 ￥565,000 ￥1,062,000 ￥1,082,000 ￥565,000 ￥585,000 
ファミリー･スイート ￥266,000 ￥286,000 ￥235,000 ￥255,000 ￥485,000 ￥505,000 ￥258,000 ￥278,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ￥418,000 ￥438,000 ￥368,000 ￥388,000 ￥723,000 ￥743,000 ￥388,000 ￥408,000 
ジュニア･スイート（中央） ￥365,000 ￥385,000 ￥323,000 ￥343,000 ￥650,000 ￥670,000 ￥343,000 ￥363,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） ￥310,000 ￥330,000 ￥275,000 ￥295,000 ￥560,000 ￥580,000 ￥295,000 ￥315,000 
海側バルコニー（中央） ￥268,000 ￥288,000 ￥233,000 ￥253,000 ￥458,000 ￥478,000 ￥253,000 ￥273,000 
海側バルコニー（前方/後方） ￥256,000 ￥276,000 ￥222,000 ￥242,000 ￥440,000 ￥460,000 ￥242,000 ￥262,000 
海側 ￥212,000 ￥222,000 ￥185,000 ￥195,000 ￥368,000 ￥378,000 ￥205,000 ￥215,000 
海側（視界が遮られます） ￥168,000 ￥178,000 ￥148,000 ￥158,000 ￥296,000 ￥306,000 ￥168,000 ￥178,000 
内側 ￥167,000 ￥147,000 ￥295,000 ￥167,000 
租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥15,300 ￥13,100 ￥21,900 ￥13,650

お得なキャンペーン実施中！詳細はP.50・51をご覧ください。

出発日・コース名 10/24（M037）P.45
秋彩の東北周遊と四日市・韓国

11/2（M038）P.29
日本美食の地巡りと韓国

11/11（M039）P.46
秋彩めぐり

にっぽんの美湾巡りと韓国

11/20（M040）P.27
春秋旅くらべ

あき色 四国と韓国

日　程 9 泊 10 日 9 泊 10 日 9 泊 10 日 9 泊 10 日

内　容 早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

グランド・スイート ￥796,000 ￥816,000 ￥796,000 ￥816,000 ￥796,000 ￥816,000 ￥796,000 ￥816,000 
オーナーズ･スイート ￥748,000 ￥768,000 ￥748,000 ￥768,000 ￥748,000 ￥768,000 ￥748,000 ￥768,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ￥700,000 ￥720,000 ￥700,000 ￥720,000 ￥700,000 ￥720,000 ￥700,000 ￥720,000 
ペントハウス･スイート(中央) ￥675,000 ￥695,000 ￥675,000 ￥695,000 ￥675,000 ￥695,000 ￥675,000 ￥695,000 
プレミアム･スイート ￥650,000 ￥670,000 ￥650,000 ￥670,000 ￥650,000 ￥670,000 ￥650,000 ￥670,000 
ヴィスタ･スイート ￥638,000 ￥658,000 ￥638,000 ￥658,000 ￥638,000 ￥658,000 ￥638,000 ￥658,000 
ファミリー･スイート ￥290,000 ￥310,000 ￥290,000 ￥310,000 ￥290,000 ￥310,000 ￥290,000 ￥310,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ￥438,000 ￥458,000 ￥438,000 ￥458,000 ￥438,000 ￥458,000 ￥438,000 ￥458,000 
ジュニア･スイート（中央） ￥385,000 ￥405,000 ￥385,000 ￥405,000 ￥385,000 ￥405,000 ￥385,000 ￥405,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） ￥330,000 ￥350,000 ￥330,000 ￥350,000 ￥330,000 ￥350,000 ￥330,000 ￥350,000 
海側バルコニー（中央） ￥288,000 ￥308,000 ￥288,000 ￥308,000 ￥288,000 ￥308,000 ￥288,000 ￥308,000 
海側バルコニー（前方/後方） ￥276,000 ￥296,000 ￥276,000 ￥296,000 ￥276,000 ￥296,000 ￥276,000 ￥296,000 
海側 ￥232,000 ￥242,000 ￥232,000 ￥242,000 ￥232,000 ￥242,000 ￥232,000 ￥242,000 
海側（視界が遮られます） ￥188,000 ￥198,000 ￥188,000 ￥198,000 ￥188,000 ￥198,000 ￥188,000 ￥198,000 
内側 ￥187,000 ￥187,000 ￥187,000 ￥187,000 
租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥13,650 ￥15,300 ￥16,950 ￥17,500

出発日・コース名 11/29（M041）P.47
沖縄・台湾リゾートクルーズ

12/7（M042）P.48
冬の味覚の九州紀行と韓国

12/16（M043C）P.49
年末年始 アジア大航海

2021/1/13（M103）P.44
東南アジア大航海

日　程 8 泊 9 日 9 泊 10 日 28 泊 29 日 15 泊 16 日

内　容 早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

グランド・スイート ￥701,000 ￥721,000 ￥776,000 ￥796,000 ￥1,621,000 ￥1,701,000 ￥1,362,000 ￥1,382,000 
オーナーズ･スイート ￥653,000 ￥673,000 ￥728,000 ￥748,000 ￥1,441,000 ￥1,521,000 ￥1,270,000 ￥1,290,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ￥605,000 ￥625,000 ￥680,000 ￥700,000 ￥1,261,000 ￥1,341,000 ￥1,177,000 ￥1,197,000 
ペントハウス･スイート(中央) ￥581,000 ￥601,000 ￥655,000 ￥675,000 ￥1,168,000 ￥1,248,000 ￥1,131,000 ￥1,151,000 
プレミアム･スイート ￥557,000 ￥577,000 ￥630,000 ￥650,000 ￥1,081,000 ￥1,161,000 ￥1,085,000 ￥1,105,000 
ヴィスタ･スイート ￥545,000 ￥565,000 ￥618,000 ￥638,000 ￥1,033,000 ￥1,113,000 ￥1,062,000 ￥1,082,000 
ファミリー･スイート ￥235,000 ￥255,000 ￥266,000 ￥286,000 ￥685,000 ￥765,000 ￥485,000 ￥505,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ￥368,000 ￥388,000 ￥418,000 ￥438,000 ￥873,000 ￥953,000 ￥723,000 ￥743,000 
ジュニア･スイート（中央） ￥323,000 ￥343,000 ￥365,000 ￥385,000 ￥955,000 ￥1,035,000 ￥650,000 ￥670,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） ￥275,000 ￥295,000 ￥310,000 ￥330,000 ￥785,000 ￥865,000 ￥560,000 ￥580,000 
海側バルコニー（中央） ￥233,000 ￥253,000 ￥268,000 ￥288,000 ￥617,000 ￥697,000 ￥458,000 ￥478,000 
海側バルコニー（前方/後方） ￥222,000 ￥242,000 ￥256,000 ￥276,000 ￥577,000 ￥657,000 ￥440,000 ￥460,000 
海側 ￥185,000 ￥195,000 ￥212,000 ￥222,000 ￥522,000 ￥562,000 ￥368,000 ￥378,000 
海側（視界が遮られます） ￥148,000 ￥158,000 ￥168,000 ￥178,000 ￥437,000 ￥477,000 ￥296,000 ￥306,000 
内側 ￥147,000 ￥167,000 ￥465,000 ￥295,000 
租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥13,650 ￥12,550 ￥44,450 ￥19,700

★ ● ●

★★●

◦上記代金は、2人部屋を2名で利用した場合の1名あたりの代金です（日本円表記）。
◦2人部屋を1名で利用する場合、1人部屋代金を申し受けます。代金は全カテゴリーにおいてクルー

ズ代金の200％となります。ただし、1人利用客室の販売数には、制限がありますので予めご了承く
ださい。予約状況によっては、利用できない場合もあります。予約時にご確認ください。　

◦2人部屋を3〜4名で利用する場合の3〜4人目の代金は、P.53・P.55の下の欄をご覧ください。ただ
し、予約状況によっては、利用できない場合もあります。詳しくはご予約時旅行会社にお問い合わせ
ください。

◦ファミリー・スイート（2ベッドルーム）（最大6名まで利用可能）の代金は、4名で利用した場合の1名あ
たりの代金です。ファミリー・スイート（２ベッドルーム）を5〜6名で利用する場合の5〜6人目の代金
は、P.53・P55をご覧ください。3名以下ではご利用いただけません。

◦租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用：1名あたりの料金で、別途申し受けます。※国際観光旅
客税は出国1回につき、お一人様1,000円を徴収いたします。※乗船時2歳未満は国際観光旅客税対
象外となります。※複数回海外の港に寄港するコースは、出国の回数分国際観光旅客税が適用され

ております。記載の金額は、2019年2月14日以降の金額となります。税額は予告なしに変更される
場合があります。また、為替の影響等によって変動するため、お客様のお申し込み完了の時期によっ
て税額が異なることがあります。直前の変更の場合は、船内会計にて徴収または返金いたします。

◦子ども代金の設定はありません。
◦チップ：1名1泊あたりスイート客室は15.5米ドル、プレミアム･ジュニア･スイート、ジュニア･スイート

客室は14.5米ドル、その他の客室は13.5米ドルが船内会計に自動的にチャージされます。料金は予
告なく変更になる可能性があります。

◦設定以外の区間乗下船はできません。　
◦グランド･スイートはダブルベッドのみとなります。　
◦プレミアム・ジュニア・スイート（クラブ・クラス）の詳細はP.19をご参照ください。　
▪コース、カテゴリーによっては、予約いただけない場合があります。現時点で確実に予約を保証でき

るものではありません。空き状況については、旅行会社にお問い合わせください。

2020年 ダイヤモンド・プリンセス日本発着クルーズ　代金表 お得なキャンペーン実施中！詳細はP.50・51をご覧ください。

★ ■★

★★ ★★

記載の代金は、2019年2月14日以降有効の代金となります。 記載の代金は、2019年2月14日以降有効の代金となります。

［早期予約割引代金］M028〜M043C、M103は2020年3月31日（火）までの予約が適用対象です。 ［早期予約割引代金］M028〜M043C、M103は2020年3月31日（火）までの予約が適用対象です。

上記の客室利用時の3〜4人目のクルーズ代金（1名あたり）は、下表のとおりです。代金表の出発日欄
に記載のマークと対応する代金をご参照ください。

海側バルコニー
（中央・前方／後方） 海　側 海　側

（視界が遮られます） 内　側

2人部屋の
3〜4人目
代金について 1名あたりのクルーズ代金 ● ￥57,000 ● ￥70,000 ▲ ￥22,000 ▲ ￥103,000

★ ￥60,000 ★ ￥118,000 ￥135,000 ￥177,000 ■ ￥98,000

ジュニア・スイート以上は
3〜4人目のクルーズ代金無料
ジュニア・スイート以 上＊の 客 室は、 
３〜４人 目 無 料 キャンペ ーンが 適 用 
となり、無料となります。

※租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用、チップ、一
部有料施設・お食事などは含まれませんので、別途お支払
いいただきます。※詳しくは、P50・51をご確認ください。

＊ファミリー・スイートの場合は、5〜6人目が対象
となります。
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出発日・コース名
8/4（M028）P.41

日本の夏！ 竿燈・ねぶた・よさこい・
阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国

8/15（M029）P.42
熊野大花火と

夏の龍馬の夢の跡巡り
8/23（M030）P.29

日本美食の地巡りと韓国
9/1（M031）P.43

北海道周遊とサハリン

日　程 11 泊 12 日 8 泊 9 日 9 泊 10 日 8 泊 9 日

内　容 早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

グランド・スイート ￥1,111,000 ￥1,131,000 ￥806,000 ￥826,000 ￥776,000 ￥796,000 ￥701,000 ￥721,000 
オーナーズ･スイート ￥1,043,000 ￥1,063,000 ￥758,000 ￥778,000 ￥728,000 ￥748,000 ￥653,000 ￥673,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ￥975,000 ￥995,000 ￥710,000 ￥730,000 ￥680,000 ￥700,000 ￥605,000 ￥625,000 
ペントハウス･スイート(中央) ￥940,000 ￥960,000 ￥685,000 ￥705,000 ￥655,000 ￥675,000 ￥581,000 ￥601,000 
プレミアム･スイート ￥905,000 ￥925,000 ￥660,000 ￥680,000 ￥630,000 ￥650,000 ￥557,000 ￥577,000 
ヴィスタ･スイート ￥887,000 ￥907,000 ￥648,000 ￥668,000 ￥618,000 ￥638,000 ￥545,000 ￥565,000 
ファミリー･スイート ￥417,000 ￥437,000 ￥320,000 ￥340,000 ￥266,000 ￥286,000 ￥235,000 ￥255,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ￥623,000 ￥643,000 ￥488,000 ￥508,000 ￥418,000 ￥438,000 ￥368,000 ￥388,000 
ジュニア･スイート（中央） ￥550,000 ￥570,000 ￥426,000 ￥446,000 ￥365,000 ￥385,000 ￥323,000 ￥343,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） ￥483,000 ￥503,000 ￥378,000 ￥398,000 ￥310,000 ￥330,000 ￥275,000 ￥295,000 
海側バルコニー（中央） ￥381,000 ￥401,000 ￥276,000 ￥296,000 ￥268,000 ￥288,000 ￥233,000 ￥253,000 
海側バルコニー（前方/後方） ￥368,000 ￥388,000 ￥265,000 ￥285,000 ￥256,000 ￥276,000 ￥222,000 ￥242,000 
海側 ￥313,000 ￥323,000 ￥228,000 ￥238,000 ￥212,000 ￥222,000 ￥185,000 ￥195,000 
海側（視界が遮られます） ￥258,000 ￥268,000 ￥191,000 ￥201,000 ￥168,000 ￥178,000 ￥148,000 ￥158,000 
内側 ￥257,000 ￥190,000 ￥167,000 ￥147,000 
租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥16,400 ￥12,550 ￥15,850 ￥13,650

出発日・コース名 9/9（M032）P.29
日本美食の地巡りと韓国

9/23（M034）P.43
北海道周遊とサハリン

10/1（M035）P.44
東南アジア大航海

10/16（M036）P.43
北海道周遊とサハリン

日　程 9 泊 10 日 8 泊 9 日 15 泊 16 日 8 泊 9 日

内　容 早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

グランド・スイート ￥776,000 ￥796,000 ￥701,000 ￥721,000 ￥1,362,000 ￥1,382,000 ￥721,000 ￥741,000 
オーナーズ･スイート ￥728,000 ￥748,000 ￥653,000 ￥673,000 ￥1,270,000 ￥1,290,000 ￥673,000 ￥693,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ￥680,000 ￥700,000 ￥605,000 ￥625,000 ￥1,177,000 ￥1,197,000 ￥625,000 ￥645,000 
ペントハウス･スイート(中央) ￥655,000 ￥675,000 ￥581,000 ￥601,000 ￥1,131,000 ￥1,151,000 ￥601,000 ￥621,000 
プレミアム･スイート ￥630,000 ￥650,000 ￥557,000 ￥577,000 ￥1,085,000 ￥1,105,000 ￥577,000 ￥597,000 
ヴィスタ･スイート ￥618,000 ￥638,000 ￥545,000 ￥565,000 ￥1,062,000 ￥1,082,000 ￥565,000 ￥585,000 
ファミリー･スイート ￥266,000 ￥286,000 ￥235,000 ￥255,000 ￥485,000 ￥505,000 ￥258,000 ￥278,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ￥418,000 ￥438,000 ￥368,000 ￥388,000 ￥723,000 ￥743,000 ￥388,000 ￥408,000 
ジュニア･スイート（中央） ￥365,000 ￥385,000 ￥323,000 ￥343,000 ￥650,000 ￥670,000 ￥343,000 ￥363,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） ￥310,000 ￥330,000 ￥275,000 ￥295,000 ￥560,000 ￥580,000 ￥295,000 ￥315,000 
海側バルコニー（中央） ￥268,000 ￥288,000 ￥233,000 ￥253,000 ￥458,000 ￥478,000 ￥253,000 ￥273,000 
海側バルコニー（前方/後方） ￥256,000 ￥276,000 ￥222,000 ￥242,000 ￥440,000 ￥460,000 ￥242,000 ￥262,000 
海側 ￥212,000 ￥222,000 ￥185,000 ￥195,000 ￥368,000 ￥378,000 ￥205,000 ￥215,000 
海側（視界が遮られます） ￥168,000 ￥178,000 ￥148,000 ￥158,000 ￥296,000 ￥306,000 ￥168,000 ￥178,000 
内側 ￥167,000 ￥147,000 ￥295,000 ￥167,000 
租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥15,300 ￥13,100 ￥21,900 ￥13,650

お得なキャンペーン実施中！詳細はP.50・51をご覧ください。

出発日・コース名 10/24（M037）P.45
秋彩の東北周遊と四日市・韓国

11/2（M038）P.29
日本美食の地巡りと韓国

11/11（M039）P.46
秋彩めぐり

にっぽんの美湾巡りと韓国

11/20（M040）P.27
春秋旅くらべ

あき色 四国と韓国

日　程 9 泊 10 日 9 泊 10 日 9 泊 10 日 9 泊 10 日

内　容 早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

グランド・スイート ￥796,000 ￥816,000 ￥796,000 ￥816,000 ￥796,000 ￥816,000 ￥796,000 ￥816,000 
オーナーズ･スイート ￥748,000 ￥768,000 ￥748,000 ￥768,000 ￥748,000 ￥768,000 ￥748,000 ￥768,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ￥700,000 ￥720,000 ￥700,000 ￥720,000 ￥700,000 ￥720,000 ￥700,000 ￥720,000 
ペントハウス･スイート(中央) ￥675,000 ￥695,000 ￥675,000 ￥695,000 ￥675,000 ￥695,000 ￥675,000 ￥695,000 
プレミアム･スイート ￥650,000 ￥670,000 ￥650,000 ￥670,000 ￥650,000 ￥670,000 ￥650,000 ￥670,000 
ヴィスタ･スイート ￥638,000 ￥658,000 ￥638,000 ￥658,000 ￥638,000 ￥658,000 ￥638,000 ￥658,000 
ファミリー･スイート ￥290,000 ￥310,000 ￥290,000 ￥310,000 ￥290,000 ￥310,000 ￥290,000 ￥310,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ￥438,000 ￥458,000 ￥438,000 ￥458,000 ￥438,000 ￥458,000 ￥438,000 ￥458,000 
ジュニア･スイート（中央） ￥385,000 ￥405,000 ￥385,000 ￥405,000 ￥385,000 ￥405,000 ￥385,000 ￥405,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） ￥330,000 ￥350,000 ￥330,000 ￥350,000 ￥330,000 ￥350,000 ￥330,000 ￥350,000 
海側バルコニー（中央） ￥288,000 ￥308,000 ￥288,000 ￥308,000 ￥288,000 ￥308,000 ￥288,000 ￥308,000 
海側バルコニー（前方/後方） ￥276,000 ￥296,000 ￥276,000 ￥296,000 ￥276,000 ￥296,000 ￥276,000 ￥296,000 
海側 ￥232,000 ￥242,000 ￥232,000 ￥242,000 ￥232,000 ￥242,000 ￥232,000 ￥242,000 
海側（視界が遮られます） ￥188,000 ￥198,000 ￥188,000 ￥198,000 ￥188,000 ￥198,000 ￥188,000 ￥198,000 
内側 ￥187,000 ￥187,000 ￥187,000 ￥187,000 
租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥13,650 ￥15,300 ￥16,950 ￥17,500

出発日・コース名 11/29（M041）P.47
沖縄・台湾リゾートクルーズ

12/7（M042）P.48
冬の味覚の九州紀行と韓国

12/16（M043C）P.49
年末年始 アジア大航海

2021/1/13（M103）P.44
東南アジア大航海

日　程 8 泊 9 日 9 泊 10 日 28 泊 29 日 15 泊 16 日

内　容 早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

グランド・スイート ￥701,000 ￥721,000 ￥776,000 ￥796,000 ￥1,621,000 ￥1,701,000 ￥1,362,000 ￥1,382,000 
オーナーズ･スイート ￥653,000 ￥673,000 ￥728,000 ￥748,000 ￥1,441,000 ￥1,521,000 ￥1,270,000 ￥1,290,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ￥605,000 ￥625,000 ￥680,000 ￥700,000 ￥1,261,000 ￥1,341,000 ￥1,177,000 ￥1,197,000 
ペントハウス･スイート(中央) ￥581,000 ￥601,000 ￥655,000 ￥675,000 ￥1,168,000 ￥1,248,000 ￥1,131,000 ￥1,151,000 
プレミアム･スイート ￥557,000 ￥577,000 ￥630,000 ￥650,000 ￥1,081,000 ￥1,161,000 ￥1,085,000 ￥1,105,000 
ヴィスタ･スイート ￥545,000 ￥565,000 ￥618,000 ￥638,000 ￥1,033,000 ￥1,113,000 ￥1,062,000 ￥1,082,000 
ファミリー･スイート ￥235,000 ￥255,000 ￥266,000 ￥286,000 ￥685,000 ￥765,000 ￥485,000 ￥505,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ￥368,000 ￥388,000 ￥418,000 ￥438,000 ￥873,000 ￥953,000 ￥723,000 ￥743,000 
ジュニア･スイート（中央） ￥323,000 ￥343,000 ￥365,000 ￥385,000 ￥955,000 ￥1,035,000 ￥650,000 ￥670,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） ￥275,000 ￥295,000 ￥310,000 ￥330,000 ￥785,000 ￥865,000 ￥560,000 ￥580,000 
海側バルコニー（中央） ￥233,000 ￥253,000 ￥268,000 ￥288,000 ￥617,000 ￥697,000 ￥458,000 ￥478,000 
海側バルコニー（前方/後方） ￥222,000 ￥242,000 ￥256,000 ￥276,000 ￥577,000 ￥657,000 ￥440,000 ￥460,000 
海側 ￥185,000 ￥195,000 ￥212,000 ￥222,000 ￥522,000 ￥562,000 ￥368,000 ￥378,000 
海側（視界が遮られます） ￥148,000 ￥158,000 ￥168,000 ￥178,000 ￥437,000 ￥477,000 ￥296,000 ￥306,000 
内側 ￥147,000 ￥167,000 ￥465,000 ￥295,000 
租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥13,650 ￥12,550 ￥44,450 ￥19,700

★ ● ●

★★●

◦上記代金は、2人部屋を2名で利用した場合の1名あたりの代金です（日本円表記）。
◦2人部屋を1名で利用する場合、1人部屋代金を申し受けます。代金は全カテゴリーにおいてクルー

ズ代金の200％となります。ただし、1人利用客室の販売数には、制限がありますので予めご了承く
ださい。予約状況によっては、利用できない場合もあります。予約時にご確認ください。　

◦2人部屋を3〜4名で利用する場合の3〜4人目の代金は、P.53・P.55の下の欄をご覧ください。ただ
し、予約状況によっては、利用できない場合もあります。詳しくはご予約時旅行会社にお問い合わせ
ください。

◦ファミリー・スイート（2ベッドルーム）（最大6名まで利用可能）の代金は、4名で利用した場合の1名あ
たりの代金です。ファミリー・スイート（２ベッドルーム）を5〜6名で利用する場合の5〜6人目の代金
は、P.53・P55をご覧ください。3名以下ではご利用いただけません。

◦租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用：1名あたりの料金で、別途申し受けます。※国際観光旅
客税は出国1回につき、お一人様1,000円を徴収いたします。※乗船時2歳未満は国際観光旅客税対
象外となります。※複数回海外の港に寄港するコースは、出国の回数分国際観光旅客税が適用され

ております。記載の金額は、2019年2月14日以降の金額となります。税額は予告なしに変更される
場合があります。また、為替の影響等によって変動するため、お客様のお申し込み完了の時期によっ
て税額が異なることがあります。直前の変更の場合は、船内会計にて徴収または返金いたします。

◦子ども代金の設定はありません。
◦チップ：1名1泊あたりスイート客室は15.5米ドル、プレミアム･ジュニア･スイート、ジュニア･スイート

客室は14.5米ドル、その他の客室は13.5米ドルが船内会計に自動的にチャージされます。料金は予
告なく変更になる可能性があります。

◦設定以外の区間乗下船はできません。　
◦グランド･スイートはダブルベッドのみとなります。　
◦プレミアム・ジュニア・スイート（クラブ・クラス）の詳細はP.19をご参照ください。　
▪コース、カテゴリーによっては、予約いただけない場合があります。現時点で確実に予約を保証でき

るものではありません。空き状況については、旅行会社にお問い合わせください。

2020年 ダイヤモンド・プリンセス日本発着クルーズ　代金表 お得なキャンペーン実施中！詳細はP.50・51をご覧ください。

★ ■★

★★ ★★

記載の代金は、2019年2月14日以降有効の代金となります。 記載の代金は、2019年2月14日以降有効の代金となります。

［早期予約割引代金］M028〜M043C、M103は2020年3月31日（火）までの予約が適用対象です。 ［早期予約割引代金］M028〜M043C、M103は2020年3月31日（火）までの予約が適用対象です。

上記の客室利用時の3〜4人目のクルーズ代金（1名あたり）は、下表のとおりです。代金表の出発日欄
に記載のマークと対応する代金をご参照ください。

海側バルコニー
（中央・前方／後方） 海　側 海　側

（視界が遮られます） 内　側

2人部屋の
3〜4人目
代金について 1名あたりのクルーズ代金 ● ￥57,000 ● ￥70,000 ▲ ￥22,000 ▲ ￥103,000

★ ￥60,000 ★ ￥118,000 ￥135,000 ￥177,000 ■ ￥98,000

ジュニア・スイート以上は
3〜4人目のクルーズ代金無料
ジュニア・スイート以 上＊の 客 室は、 
３〜４人 目 無 料 キャンペ ーンが 適 用 
となり、無料となります。

※租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用、チップ、一
部有料施設・お食事などは含まれませんので、別途お支払
いいただきます。※詳しくは、P50・51をご確認ください。

＊ファミリー・スイートの場合は、5〜6人目が対象
となります。
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初めてのクルーズに私達夫婦が、行くことを決め
たのは、Nさんご夫婦の話がとても楽しそうだった
からなのですが、なんと、今回Nさんご夫婦も参加
してくれて、このクルーズは忘れられない思い出
になりました。久々に大いに笑い、歌い、踊り、遊
びつくしました。本当にありがとうございました！

Urusa さん　

※プリンセス・クルーズのホームページ内の「クルーズ旅行の思い出写真ギャラリー」にご応募いただいた内容を、文意を損なわない範囲で再構成して掲載しております。

クルーズへ誘ってくれた
素敵なご夫婦

ダイヤモンド・プリンセスお客様の声

 プリンセス・クルーズ
メールマガジン入会キャンペーン実施中！

夏をさきどり！那覇・石垣島・台湾リゾートクルーズ
８日間に行ってきました♪ 船上での嬉しい再会

お友達とダイヤモンド・プリンセスのクルーズに参加しました。露天風呂がある
というので是非行ってみたいと乗船した日に予約、この写真はジャグジーから
のものです。ジャグジーは水着着用です。部屋から水着を着てジャグジーに行
き、それから露天風呂に入られるほうがいいと思いました。水着を絞っていると、

「簡易の脱水機あります」とダイヤモンド・プリンセスクルーズのリピーターさん
達が教えてくれました。次は私達が教えてあげる番です。^ ＾

kikumaru さん　

退職後の夢の１つにクルーズ旅行がありました。昨年７月ハイサイ沖縄と台
湾三都市の旅に出かけその夢を叶えてくれたダイヤモンド・プリンセス。全て
が新しい経験の中、Dinner tableではフルコース料理を楽しみ、それを倍増し
てくれたPatchie-sanとの楽しい会話、クルーズを大いに楽しくしてくれまし
た。今年は５月、二度目のクルーズ、きらめく春の周遊クルーズに出かけ、船上
でPatchie-sanと嬉しい再会をすることができました。また彼女と楽しい会話
をすることができますように！ 松村 秀一 さん　

大好きな仲間と、ドロップエッグに挑戦して優勝し
ました。大好きな仲間と大好きなところに行って、
美味しいものを食べ、大きな声で笑う！こんな幸
せなことはありません。またみんなと行けますよう
にと誓って！

えっぴゃん さん　

クラブフュージョンでのディスコな夜、５歳の娘が
シャイな気持ちを忘れて夢中で踊っている姿に、
ママもびっくり。毎日の楽しいイベントの中で、こ
んな親子としての嬉しい驚きもあったり、普段でき
ない体験を家族みんなで共有できるクルーズの
価値の大きさを実感しました。また早くリピートし
たいです。 モッチー さん　

最高に楽しかった Dance Dance Dance!!!

Q：船は揺れませんか？
A：�大型客船は波の影響を受けづらく、スタビライザー（横揺れ防止装置）も搭載して
いるため、航海中に感じる揺れは大幅に解消されています。万一のため、船内の医
務室やショップにも薬をご用意しております（有料）が、心配な方は酔い止め薬を
お持ちください。

Q：航海中、退屈しない？
A：�船上では一日中どこかでイベントが開催されています。プールやスパ、スポーツ施
設、大型シアターやショーラウンジ、カジノなどエンターテイメント施設も多数あ
り、充実した船上生活をお過ごしいただけます。「本を持ってきたけれど忙しくて読
む暇がなかった」とおっしゃるお客様が多いのもうなずけます。

Q：船内での服装は？
A：� 日　　中 �船内、寄港地ともカジュアルな服装でお過ごしください。�
 夕方以降 �お洒落をして船内の夜を楽しむために、ドレスコード（服装規定）があり
ます。船内新聞「プリンセス・パター」でその日のドレスコードをご案内します。
フォーマルはクルーズ日数が6泊以下の場合は1回、7泊以上の場合は2回、14泊
以上の場合は3回を予定しています。�
 夕方以降の服装 �冷房や気温の下がる夕刻時に備えて、ジャケットやカーディガン
などをお持ちになることをおすすめします。

Q：船内で無料のもの、有料のものは何ですか？
A：�� 無料のもの � 船内での食事代（有料のレストランを除く）、宿泊代、移動代、エン
ターテイメント代。
�� 有料のもの � 寄港地での観光と食事、船内のアルコール類、レギュラーメニュー以
外のドリンク類、ステーキハウス及びサバティーニのカバーチャージ、寿司レストラ
ンでの飲食代、一部のカルチャー教室、インターネット、ランドリー、クリーニング、
マッサージ、美容室�など。

Q：船内での通貨は？ 船内でのお会計は？
A：�船内での通貨は米ドルです。現金の他、アメリカン・エキスプレス、ダイナース＊、
VISA、マスターカード、JCBの各クレジットカードが使用できます。船内でのお会
計はクルーズカード（ルームキーを兼ねたIDカード）でサインのみでお済ませいた
だけます。下船前日に客室に会計明細をお届けいたします。予めクレジットカード
をご登録いただくと、下船日のご精算は不要です。

＊ダイナースは、フューチャークルーズ・プログラムの精算ではご利用いただけません。

Q：パスポートは必要ですか？
A：クルーズ終了時に有効残存期間が６カ月以上のパスポートが必要となります。

Q：タバコは吸えますか？
A：�2019年2月13日現在、オープンデッキ（灰皿のある場所のみ）とパブリックエリア
の指定された一部のエリアで喫煙可能です。その他のパブリックエリア（ショーラ
ウンジとすべてのダイニング・エリアを含む）、すべての客室とバルコニーは禁煙と
なります。電子タバコは客室（バルコニーを除く）および喫煙が可能な場所でのみ
使用が可能です。

Q：貴重品の管理は？
A：�貴重品は各客室に用意されたセーフティーボックスをご利用の上、お客様ご自身
で管理をお願いいたします。

Q：チップは必要？
A：�ダイニングルームのスタッフ、ルーム・スチュワードへの心付けとして、自動精算制
のチップを採用しています。お一人様1泊あたりスイート客室は15.5米ドル、プレ
ミアム・ジュニア・スイート、ジュニア・スイート客室は14.5米ドル、その他の客室は
13.5米ドルが船内会計に自動的にチャージされます（料金は予告なく変更になる
可能性もございます）。バー、ラウンジ、ダイニングルームでのアルコール飲料、ス
パ・美容室のご利用には15%のサービス料を自動的に加算させていただきます。

Q： 客室には何が置いてありますか？ 
どのような持ち物を準備すればいいですか？

A：�客室標準装備は、P.21をご参照ください。パジャマ、歯ブラシ、髭そりは置いてあ
りませんので、ご自分のものをお持ちください。船内冷房、気温の下がる朝夕に備
え、カーディガンなどをご用意ください。下船前日にスーツケースなどの大きな荷
物は船側に預けますので、洗面用具など1泊分の荷物が入る手荷物用バッグをご
用意ください。

Q：船内の電源は？
A：�客室内には110ボルト／60ヘルツの電源がございます。コンセントはプラグが2枚
（日本タイプ）または2枚＋アース（北米タイプ）に対応しています。日本でご使用の
タイプの機器はお使いいただけますが、自動変圧機能が付いていない電気機器を
ご使用になる場合は変圧器をご用意ください。

Q：船内で体調を崩してしまったら？
A：�緊急時には24時間対応可能なメディカル・センター（医務室）がございます。診療
は有料ですが、海外旅行傷害保険を適用できる場合があります。万一の事態に備
え、保険へのご加入をおすすめします。

Q：船内で記念日のお祝いはできますか？
A：�クルーズ中に誕生日、結婚記念日、ハネムーンなど特別なお祝いがある方は、ダイ
ニングルームにて無料でお祝いいたします。ご予約時または出発の3週間前まで
にお知らせください。また、ハネムーン、誕生日、結婚記念日などの有料パッケージ
もご用意しています。詳細はP.15をご参照ください。

Q：子供向け施設はありますか？
A：�ユース・センターとティーン・センターを設け、3〜17歳まで年齢別のグループに分
けて工作教室、ダンス、ビデオゲームなどのプログラムをご用意しています。医薬
品の投与、おむつ交換、ミルク及び食事のサービス、プライベートなベビーシッ
ターはいたしかねますので、予めご了承ください。

Q：宅配サービスを利用できますか？
A：�横浜港、神戸港（いずれも発着日のみ）で、宅配サービスがご利用いただけます。
事前にスーツケースを送っておけばお部屋までお届けしますので、重い荷物を持
たずに乗船できます。下船時にもご利用いただけます。

※詳細は出発前にお渡しするクルーズアンサーブックをご確認ください。
※別料金となります。

Q：インターネットを利用できますか？
A：�客船内はワイヤレスネットワーク（Wi-Fi）を完備。24時間営業のインターネット・カ
フェもご利用いただけます。

※�日本近海をはじめ接続が遮断されるエリアもございます。予めご了承ください。接続は有料となります。
衛星通信のため、接続スピードは陸上に比べて遅くなる場合があります。

Q：車いすで乗船できますか？
A：�船内は段差のない設計です。移動の負担が少ないクルーズは、車いすをご利用の
方にも心地よくお過ごしいただける旅です。また、すべての客船に、車いす対応の
客室をご用意しております。

※�車いすのタイプによっては、船内にお持ち込みいただけない場合がございます。ご予約の際は、取扱い
旅行会社に車いすのご利用とタイプをお伝えください。

※�寄港地によっては、キャプテンの判断により、車いすでの下船をお断りする場合がございますので、予め
ご了承ください。

※裏表紙の「ご案内とご注意」も合わせてご確認ください。

Q：テンダーボートでの乗下船とは？
A：�寄港地の港で本船を沖に停め、船と港の間をボートで移動し上陸・帰船することで
す。天候によっては、上陸できないことがございますので、予めご了承ください。

船上の過ごし方 Q&A

スマートカジュアル
レストランに行く時の服装とお考えください
男性：襟付きシャツ＋スラックス�など
女性：ワンピース、ブラウス＋スカート�など

フォーマル
結婚式に出席する時の服装とお考えください
男性：ダークスーツ＋ネクタイ、タキシード�など
女性：イブニングドレス、カクテルドレス、着物�など

アメリカン・
エキスプレス ダイナース VISA マスターカード JCB
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初めてのクルーズに私達夫婦が、行くことを決め
たのは、Nさんご夫婦の話がとても楽しそうだった
からなのですが、なんと、今回Nさんご夫婦も参加
してくれて、このクルーズは忘れられない思い出
になりました。久々に大いに笑い、歌い、踊り、遊
びつくしました。本当にありがとうございました！

Urusa さん　

※プリンセス・クルーズのホームページ内の「クルーズ旅行の思い出写真ギャラリー」にご応募いただいた内容を、文意を損なわない範囲で再構成して掲載しております。

クルーズへ誘ってくれた
素敵なご夫婦

ダイヤモンド・プリンセスお客様の声

 プリンセス・クルーズ
メールマガジン入会キャンペーン実施中！

夏をさきどり！那覇・石垣島・台湾リゾートクルーズ
８日間に行ってきました♪ 船上での嬉しい再会

お友達とダイヤモンド・プリンセスのクルーズに参加しました。露天風呂がある
というので是非行ってみたいと乗船した日に予約、この写真はジャグジーから
のものです。ジャグジーは水着着用です。部屋から水着を着てジャグジーに行
き、それから露天風呂に入られるほうがいいと思いました。水着を絞っていると、

「簡易の脱水機あります」とダイヤモンド・プリンセスクルーズのリピーターさん
達が教えてくれました。次は私達が教えてあげる番です。^ ＾

kikumaru さん　

退職後の夢の１つにクルーズ旅行がありました。昨年７月ハイサイ沖縄と台
湾三都市の旅に出かけその夢を叶えてくれたダイヤモンド・プリンセス。全て
が新しい経験の中、Dinner tableではフルコース料理を楽しみ、それを倍増し
てくれたPatchie-sanとの楽しい会話、クルーズを大いに楽しくしてくれまし
た。今年は５月、二度目のクルーズ、きらめく春の周遊クルーズに出かけ、船上
でPatchie-sanと嬉しい再会をすることができました。また彼女と楽しい会話
をすることができますように！ 松村 秀一 さん　

大好きな仲間と、ドロップエッグに挑戦して優勝し
ました。大好きな仲間と大好きなところに行って、
美味しいものを食べ、大きな声で笑う！こんな幸
せなことはありません。またみんなと行けますよう
にと誓って！

えっぴゃん さん　

クラブフュージョンでのディスコな夜、５歳の娘が
シャイな気持ちを忘れて夢中で踊っている姿に、
ママもびっくり。毎日の楽しいイベントの中で、こ
んな親子としての嬉しい驚きもあったり、普段でき
ない体験を家族みんなで共有できるクルーズの
価値の大きさを実感しました。また早くリピートし
たいです。 モッチー さん　

最高に楽しかった Dance Dance Dance!!!

Q：船は揺れませんか？
A：�大型客船は波の影響を受けづらく、スタビライザー（横揺れ防止装置）も搭載して
いるため、航海中に感じる揺れは大幅に解消されています。万一のため、船内の医
務室やショップにも薬をご用意しております（有料）が、心配な方は酔い止め薬を
お持ちください。

Q：航海中、退屈しない？
A：�船上では一日中どこかでイベントが開催されています。プールやスパ、スポーツ施
設、大型シアターやショーラウンジ、カジノなどエンターテイメント施設も多数あ
り、充実した船上生活をお過ごしいただけます。「本を持ってきたけれど忙しくて読
む暇がなかった」とおっしゃるお客様が多いのもうなずけます。

Q：船内での服装は？
A：� 日　　中 �船内、寄港地ともカジュアルな服装でお過ごしください。�
 夕方以降 �お洒落をして船内の夜を楽しむために、ドレスコード（服装規定）があり
ます。船内新聞「プリンセス・パター」でその日のドレスコードをご案内します。
フォーマルはクルーズ日数が6泊以下の場合は1回、7泊以上の場合は2回、14泊
以上の場合は3回を予定しています。�
 夕方以降の服装 �冷房や気温の下がる夕刻時に備えて、ジャケットやカーディガン
などをお持ちになることをおすすめします。

Q：船内で無料のもの、有料のものは何ですか？
A：�� 無料のもの � 船内での食事代（有料のレストランを除く）、宿泊代、移動代、エン
ターテイメント代。
�� 有料のもの � 寄港地での観光と食事、船内のアルコール類、レギュラーメニュー以
外のドリンク類、ステーキハウス及びサバティーニのカバーチャージ、寿司レストラ
ンでの飲食代、一部のカルチャー教室、インターネット、ランドリー、クリーニング、
マッサージ、美容室�など。

Q：船内での通貨は？ 船内でのお会計は？
A：�船内での通貨は米ドルです。現金の他、アメリカン・エキスプレス、ダイナース＊、
VISA、マスターカード、JCBの各クレジットカードが使用できます。船内でのお会
計はクルーズカード（ルームキーを兼ねたIDカード）でサインのみでお済ませいた
だけます。下船前日に客室に会計明細をお届けいたします。予めクレジットカード
をご登録いただくと、下船日のご精算は不要です。

＊ダイナースは、フューチャークルーズ・プログラムの精算ではご利用いただけません。

Q：パスポートは必要ですか？
A：クルーズ終了時に有効残存期間が６カ月以上のパスポートが必要となります。

Q：タバコは吸えますか？
A：�2019年2月13日現在、オープンデッキ（灰皿のある場所のみ）とパブリックエリア
の指定された一部のエリアで喫煙可能です。その他のパブリックエリア（ショーラ
ウンジとすべてのダイニング・エリアを含む）、すべての客室とバルコニーは禁煙と
なります。電子タバコは客室（バルコニーを除く）および喫煙が可能な場所でのみ
使用が可能です。

Q：貴重品の管理は？
A：�貴重品は各客室に用意されたセーフティーボックスをご利用の上、お客様ご自身
で管理をお願いいたします。

Q：チップは必要？
A：�ダイニングルームのスタッフ、ルーム・スチュワードへの心付けとして、自動精算制
のチップを採用しています。お一人様1泊あたりスイート客室は15.5米ドル、プレ
ミアム・ジュニア・スイート、ジュニア・スイート客室は14.5米ドル、その他の客室は
13.5米ドルが船内会計に自動的にチャージされます（料金は予告なく変更になる
可能性もございます）。バー、ラウンジ、ダイニングルームでのアルコール飲料、ス
パ・美容室のご利用には15%のサービス料を自動的に加算させていただきます。

Q： 客室には何が置いてありますか？ 
どのような持ち物を準備すればいいですか？

A：�客室標準装備は、P.21をご参照ください。パジャマ、歯ブラシ、髭そりは置いてあ
りませんので、ご自分のものをお持ちください。船内冷房、気温の下がる朝夕に備
え、カーディガンなどをご用意ください。下船前日にスーツケースなどの大きな荷
物は船側に預けますので、洗面用具など1泊分の荷物が入る手荷物用バッグをご
用意ください。

Q：船内の電源は？
A：�客室内には110ボルト／60ヘルツの電源がございます。コンセントはプラグが2枚
（日本タイプ）または2枚＋アース（北米タイプ）に対応しています。日本でご使用の
タイプの機器はお使いいただけますが、自動変圧機能が付いていない電気機器を
ご使用になる場合は変圧器をご用意ください。

Q：船内で体調を崩してしまったら？
A：�緊急時には24時間対応可能なメディカル・センター（医務室）がございます。診療
は有料ですが、海外旅行傷害保険を適用できる場合があります。万一の事態に備
え、保険へのご加入をおすすめします。

Q：船内で記念日のお祝いはできますか？
A：�クルーズ中に誕生日、結婚記念日、ハネムーンなど特別なお祝いがある方は、ダイ
ニングルームにて無料でお祝いいたします。ご予約時または出発の3週間前まで
にお知らせください。また、ハネムーン、誕生日、結婚記念日などの有料パッケージ
もご用意しています。詳細はP.15をご参照ください。

Q：子供向け施設はありますか？
A：�ユース・センターとティーン・センターを設け、3〜17歳まで年齢別のグループに分
けて工作教室、ダンス、ビデオゲームなどのプログラムをご用意しています。医薬
品の投与、おむつ交換、ミルク及び食事のサービス、プライベートなベビーシッ
ターはいたしかねますので、予めご了承ください。

Q：宅配サービスを利用できますか？
A：�横浜港、神戸港（いずれも発着日のみ）で、宅配サービスがご利用いただけます。
事前にスーツケースを送っておけばお部屋までお届けしますので、重い荷物を持
たずに乗船できます。下船時にもご利用いただけます。

※詳細は出発前にお渡しするクルーズアンサーブックをご確認ください。
※別料金となります。

Q：インターネットを利用できますか？
A：�客船内はワイヤレスネットワーク（Wi-Fi）を完備。24時間営業のインターネット・カ
フェもご利用いただけます。

※�日本近海をはじめ接続が遮断されるエリアもございます。予めご了承ください。接続は有料となります。
衛星通信のため、接続スピードは陸上に比べて遅くなる場合があります。

Q：車いすで乗船できますか？
A：�船内は段差のない設計です。移動の負担が少ないクルーズは、車いすをご利用の
方にも心地よくお過ごしいただける旅です。また、すべての客船に、車いす対応の
客室をご用意しております。

※�車いすのタイプによっては、船内にお持ち込みいただけない場合がございます。ご予約の際は、取扱い
旅行会社に車いすのご利用とタイプをお伝えください。

※�寄港地によっては、キャプテンの判断により、車いすでの下船をお断りする場合がございますので、予め
ご了承ください。

※裏表紙の「ご案内とご注意」も合わせてご確認ください。

Q：テンダーボートでの乗下船とは？
A：�寄港地の港で本船を沖に停め、船と港の間をボートで移動し上陸・帰船することで
す。天候によっては、上陸できないことがございますので、予めご了承ください。

船上の過ごし方 Q&A

スマートカジュアル
レストランに行く時の服装とお考えください
男性：襟付きシャツ＋スラックス�など
女性：ワンピース、ブラウス＋スカート�など

フォーマル
結婚式に出席する時の服装とお考えください
男性：ダークスーツ＋ネクタイ、タキシード�など
女性：イブニングドレス、カクテルドレス、着物�など

アメリカン・
エキスプレス ダイナース VISA マスターカード JCB
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※サンクチュアリは、
　日本発着クルーズ期間中は
　営業しておりません。
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プリンセス・クルーズが誇る日本生まれの大型客船
2004年に日本で建造されデビューした客船。三菱重工長崎造船所の技術によ 
り地球環境に配慮した設計です。日本向けにカスタマイズした多彩な施設で 
快適なクルーズを実現いたします。

■乗客定員：2,706人
　（1室2名利用時）
■船籍：英国

■就航：2004年（2014年3月改装）
■総トン数：115,875トン

■全長：290m
■全幅：37.5m
■航海速力：22ノット（41km/h）

360 °バーチャルツアー！ 
ダイヤモンド・プリンセス
の船内を体験できます。

　印：車いす対応客室（シャワーのみ）となります。
LIDO（リド）デッキ：L246、L250／  
ALOHA（アロハ）デッキ： A246、A250、A300、A301、A302、

A303、A706／
BAJA（バハ）デッキ：B300、B301、B302、B303／
CARIBE（カリブ）デッキ：C300、C301、C302、C303、C706／
EMERALD（エメラルド）デッキ： E300、E301、E302、E303、E310、

E706、E707、E714、E717

印：3人・4人使用可能な客室です。
印：3人使用可能な客室です。

　 印：コネクティングルームとなります。
印： ファミリー・スイート（2ベッドルーム）：2つの続き部屋と 

なっています。
印：D736、D737はツインベッドをダブルベッドに変更できません。
印：航海中はバルコニーへのアクセスが制限されます。
印：折りたたみ式移動ベッド使用可能な客室です。

※グランド・スイートは、ダブルベッドのみとなります。
※ 記載のデッキプランは、日本発着クルーズのみの適用となります。
※ デッキプランは変更される場合があります。最新のデッキプラン 

及び詳細はwww.princesscruises.jpにてご確認ください。
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運航会社：プリンセス・クルーズ
上記各営業所の営業時間：月～金曜　09：30～18：00（土・日・祝祭日　休業）

郵船トラベル クルーズ相談会のご案内＜予約制・参加無料＞

ご案内とご注意
●変更について

1）パンフレット記載事項の変更  
プリンセス・クルーズは、パンフレットに記載された事項を遂行することに全力
を尽くしますが、状況により変更せざるを得ない場合があります。記載された
クルーズ代金やその他料金、出発日、日程、寄港地、入出港時間、特別プログ
ラムなどは予告なしに変更される場合があります。この様な変更に伴い発生
したお客様の追加経費への補償は一切ありませんので、あらかじめご了承く
ださい。
2）クルーズ キャンセル  
プリンセス・クルーズは、いかなるクルーズもキャンセルすることがあります。

●トラベル・ドキュメント
パスポート、査証、予防接種証明書などの旅行必要書類は、お客様の責任に
おいて取得して頂きます。クルーズ終了時にお客様のパスポートの有効残存
期間が6ヶ月以上あること、パスポートの名義とご予約のお名前が一致してい
ることをお確かめください。パスポートの余白の規定、査証および予防接種
証明書の必要の有無は、乗下船地、寄港地により異なりますので、詳しくはお
申込みの旅行会社の方にご確認ください。旅行必要書類不備のために乗船
できなかった場合の払い戻しは、一切ございませんのでご注意ください。ま
た、旅行必要書類不備のために、プリンセス・クルーズが被った罰金や経費は
お客様にお支払い頂きます。

●乗船拒否
1）乗船の拒否および途中下船
船専属医より、乗客の身体的状況、精神的状態、または乗客の行動から判断
し、クルーズの継続が不可能と判断された場合、また、乗船中の他の乗客お
よび乗務員に危険、被害をもたらすと判断された場合、あるいはプリンセス・
クルーズが要求する健康状態の告知義務を怠った場合、キャプテンの権限で
乗客は何時でも乗船を拒否されたり、または乗船中のクルーズを途中で中止
し下船していただく場合があります。上記の理由による下船、またはお客様
が自発的に途中下船された際は、いかなる場合もかかる費用はすべてお客
様の負担となります。
また、これらの理由による途中下船に際しては一切の払い戻しは致しません。
また、プリンセス・クルーズはお客様への乗船券販売をお断りする権利を有し

ます。
2）妊婦
クルーズ終了までに妊娠第24週目に入る妊婦の方の乗船申し込みは受けら
れません。
3）幼児・子供
日本発着クルーズは6カ月未満の幼児の乗船申し込みは受けられません。ま
た、6カ月〜17歳までの幼児・子供の乗船人数を制限しています。予約時にご
確認ください。
4）未成年者
日本発着クルーズの乗船者が20歳に満たない場合、20歳以上の大人の同乗
が必要となります。
5）身体障害者
身体障害者、精神障害者または特別治療を要する方の予約に関しては、事前
に書面にてご通知ください。この通知義務を怠ったときは乗船を拒否される
場合がございます。車椅子をご利用の方は、必ずご自身の車椅子をお持ちく
ださい。また、必ず付き添いの方の同乗が必要です。車椅子専用の客室数に
は限りがございますので、お早めにお申し込みください。寄港地によっては、
車椅子での乗下船が難しい場合もあり、船長の判断で乗下船をお断りする場
合があります。
6）ペット
ペットの乗船は原則的に禁止されています。

●船内医療施設及びスタッフ
船内の医療施設は、独立した医療機関として船内で医療行為を行っておりま
す。プリンセス・クルーズは乗船医および看護師らの施す医療行為には、一切
責任を持ちません。

●乗船
主要港では通常、正午から出港の1時間前までに乗船手続きをいたします。
正確な時間は、乗船券と一緒に送られる案内状でご案内いたします。指定さ
れた時刻前には乗船できませんのでご注意ください。

●お荷物の取り扱い
荷物の安全確保には最善の努力を払いますが、全てのお手荷物は持ち主の
責任において管理をお願いしております。ハンドバッグ、鍵の掛からないバッ

グ、われものなどの壊れやすい物、医薬品、旅行書類、貴重品などは、お手荷
物として常時お手元に置かれることをお勧めします。現金、宝飾品、カメラ、
双眼鏡、書類、その他の貴重品などを船内で紛失された場合、プリンセス・ク
ルーズは一切の責任を負いかねます。これらの貴重品は、客室内のセーフ
ティーボックスをご利用になり、お客様ご自身で管理をお願いいたします。

●下船
目的地に到着した後、約2時間は船内または港内ターミナルでお待ちいただ
きます。これは現地の政府機関により、乗客の下船前にスーツケースを降ろ
すことが義務付けられていることと、入国審査や税関手続きなどに時間がか
かるためです。

●安全に関する注意
プリンセス・クルーズは世界中の国々の多くの港に寄港します。時には、犯罪や
戦争、テロ行為など、世界中には紛争地域と思われる場所もあります。プリン
セス・クルーズは、お客様に快適で安全な航海をしていただくために、可能な
限りの策を講じるため最善を尽くします。プリンセス・クルーズは戦争や、テロ
行為、犯罪などから起こりうる全てのリスク（危害）を免れることを保証するも
のではありません。外務省と関係政府機関は、定期的に、旅行者に危険がある
と認知した場合、具体的な都市や国の詳細な現地情報を伝えて、旅行者に助
言や警告を発しています。旅行者や旅行会社は旅行を決定する際には、それ
らの情報を入手し、熟慮することを強くお勧めします。プリンセス・クルーズは
いかなる時もどんな旅程でも変更できる権利を有します。

●パンフレット掲載写真について
寄港地・観光先・料理の写真は全てイメージです。パンフレット掲載の写真は、
皆様にその場所のイメージをつかんでいただくために載せております。ツ
アーにご参加いただいても必ずしも同じ角度、同じ高度からの風景をご覧い
ただけるとは限りませんので予めご了承ください。また、寄港地の写真及び
文章にはオプショナルツアー・自由行動で訪問する場所も含まれています。

※ 本パンフレットの掲載情報は2019年2月13日現在のもので、変更される場合
がございます。

詳しくは下記クルーズセンターにお問い合わせいただくか、弊社ホームページをご覧ください。

認定を受けた専門知識を有する弊社クルーズアドバイザーが承ります。どうぞお気軽にお越しください。

一般社団法人日本旅行業協会正会員

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターへ

廣政有香 Eメールアドレス／cck@ytk.co.jp

谷維人 Eメールアドレス／ccu@ytk.co.jp

〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2波多野ビル8階 総合旅行業務取扱管理者：生田隆雄　Eメールアドレス／cct@ytk.co.jp

総合旅行業務取扱管理者：菅知範　Eメールアドレス／ccy@ytk.co.jp

総合旅行業務取扱管理者：齋藤愛弓　Eメールアドレス／ccn@ytk.co.jp

東　京　☎ 03（5213）9987

横　浜　☎ 045（640）6560

名古屋　☎ 052（561）1354

大　阪　☎ 06（6251）5881

神　戸　☎ 078（251）6218

福　岡　☎ 092（475）0011
〒812-0018 福岡市博多区住吉4-3-2　博多エイトビル5階　総合旅行業務取扱管理者：吉川健二　Eメールアドレス／wfs@ytk.co.jp

昭和住宅・福本ビル5階

旅行条件（要約）� ※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込み下さい。

●募集型企画旅行契約
この旅行は、郵船トラベル株式会社（以下「当社」といいます）が企画・実施
する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契
約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになります。旅行条件は、
募集広告（パンフレット等）の各コースに記載されている条件によるほか、
別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称す
る確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

●お申し込み方法と契約の成立時期
当社所定の申込書に申込金として旅行代金の20%を添えてお申し込みく
ださい。申込金は、旅行代金お支払の際、差し引かせていただきます。電
話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約
の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に申込書の提出と申込金
の支払をしていただきます。旅行契約は、当社が予約の承諾をし申込書と
申込金を受領したときに成立します。

●旅行残金のお支払い
旅行残金は、6泊以下の場合、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって
60日目にあたる日より前に、7泊以上の場合は、旅行出発日の前日から起算
してさかのぼって75日目にあたる日より前に（お申し込みが間際の場合は
当社が指定する期日までに）お支払ください。

●旅行代金の額の変更
利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改定により、旅行代金の額を変更
することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算して15日目
にあたる日より前にお知らせします。

●取消料（お客様による旅行契約の解除）  
お申し込み後、お客様のご都合により取消になる場合、および旅行代金が
所定の期日までに入金がなく当社が参加をお断りした場合、旅行代金に対
し、下記の料金で取消料（または違約料）を申し受けます。

◆6泊以下

◆7泊以上

　

　

　

　

●旅行代金に含まれるもの  
船舶運賃、キャビン使用料、乗船中の全食事代（一部有料）、船内でのエン
ターテインメント、テンダーボート代など。

●旅行代金に含まれないもの  
渡航手続き諸費用、自宅から発着港間の交通費、お荷物宅配料金、船内の
アルコール類、レギュラーメニュー以外のドリンク類、ステーキハウスおよ
びサバティーニのテーブル料、寿司バーでの飲食代、一部のカルチャー教
室、インターネット、ランドリー、クリーニング、電話代、マッサージ、美容院等
の個人的な費用、船内でのチップ、各寄港地での観光（オプショナルツアー）
や食事など。
なお、租税、手数料および港湾費用はご旅行代金とあわせ別途ご請求します。
※ 燃油サーチャージは2019年2月13日現在廃止されていますが、今後の原

油価格の動向によりチャージされる場合があります。
※ 租税、手数料および港湾費用および燃油サーチャージの代金は予告無し

に変更される場合があり、運航会社はクルーズ代金全額収受後でも、そ
の不足分をお支払いただく権利を有します。

●添乗員 
・同行しませんが、船内では係員がお世話いたします。
●旅行条件・旅行代金の基準日

2019年2月13日を基準としています。
●その他

旅行代金は2人部屋を2名でご利用いただいた場合のお一人様分を表示し
ています。当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

●個人情報の取り扱いについて
当社及び受託旅行業者（以下「販売店」といいます）は、旅行申し込みの際
に提出された申込書に記載された個人情報についてお客様との間の連絡
のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行に
おいて運送機関・公的機関等の提供するサービス手配およびそれらのサー
ビスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

＊ このほか、当社及び販売店では、将来より良い旅行商品の開発のためのマ
ーケット分析や、当社および販売店の旅行商品の案内をお届けするために、
お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
●特別補償

当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無
にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規定に基づき、お客様が
募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生
命または手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲におい
て、補償金または見舞金を支払います。

出発日の前日から起算して60日前以前 無料
出発日の前日から起算して59〜45日前 ご旅行代金の  20%
出発日の前日から起算して44〜29日前 ご旅行代金の  50%
出発日の前日から起算して28〜15日前 ご旅行代金の  75%
出発日の前日から起算して14日前以降 ご旅行代金の100%

出発日の前日から起算して75日前以前 無料
出発日の前日から起算して74〜57日前 ご旅行代金の  20%
出発日の前日から起算して56〜29日前 ご旅行代金の  50%
出発日の前日から起算して28〜15日前 ご旅行代金の  75%
出発日の前日から起算して14日前以降 ご旅行代金の100%

旅行保険ご加入のおすすめ
募集型企画旅行約款特別補償規程により、当社は、お客様がご旅行中に被られた損害につ
いては、一定の範囲で補償させていただきますが、疾病治療・疾病死亡等については補償い
たしません。安心してご旅行をしていただくためにお客様ご自身および携行品等に必ず保
険をかけられますようおすすめいたします。
また「クルーズ旅行取消費用特約」を同時にかけられますようおすすめします。

海外危険情報について
海外クルーズの場合、渡航先（国又は地域）によっては外務省より危険情報などの安全
関係の海外渡航関連情報が出されている場合があります。詳しくは販売店へお問い合わ
せください。
海外渡航関連情報は、外務省 領事サービスセンター（海外安全担当）や外務省海外安全
ホームページなどでもご確認いただけます。 
TEL（直通）:03-5501-8162 
ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/

渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫所「海外で健康に過ごすために」 
ホームページ:https://www.forth.go.jp/ でご確認ください。

より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故、盗難などに備えて、 
お客様ご自身で旅行保険に必ずご加入されることをおすすめいたします。

死 亡 補 償 金 2500万円
入  院  見  舞  金 4〜40万円
通  院  見  舞  金 2〜10万円（通院3日以上）

携帯品損害補償金 お客様1名につき〜15万円
（但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします）

ダイヤモンド・プリンセスのクルーズ個別相談会を各センターにて開催しております。

旅行企画 ･ 実施

〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2波多野ビル8階
ホームページアドレス　https://www.ytk.jp

一般社団法人日本旅行業協会正会員
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