
熊野大花火と夏の日本南国めぐり
2019年8月15日（木）～8月23日（金）9日間2019年8月15日（木）～8月23日（金）9日間

２０１9年ダイヤモンド･プリンセス  日本発着クルーズ
お得な早期予約割引
2019年3月31日（日）お申込みまでの真夏の夜空を彩る花火を満喫！

【熊野大花火】
国の名勝に指定されている鬼ヶ城を舞台に繰り広げられます。直径約600mに広がる美しい3
尺玉海上自爆や、フィナーレを飾る「鬼ヶ城大仕掛」など迫力ある花火絵巻をお楽しみください。

（海側＜視界不良＞） （ジュニアスイート〈中央〉）
191,000円～426,000円

（2名1室お一人様）

早期割引
旅行代金

【瀬戸内海】

総トン数：115,875トン
全　　長：290ｍ
全　　幅：37.5ｍ

乗客定員：2,706人
就　　航：2004年
（2014年改装）

大人気の熊野大花火を
ダイヤモンド・プリンセスからご覧ください。

【軍艦島（長崎）】
世界遺産となった軍艦島は、近代化産業を支える炭鉱都市として栄
えました。閉山から約40年経った今も一部の建物は形を残し、かつて
の島民の生活を想像させます。船上からご覧いただきます。

【青島神社（宮崎）】
周囲1.5キロメートルの小さな島・青島。近づくほどに驚かされるの
が、「鬼の洗濯板」と呼ばれる奇岩の成す景観。島全体が信仰の対象
とされ、青島神社は縁結びのパワースポットとして知られています。

写真はすべてイメージです。写真はすべてイメージです。

旅のポイント
■ 日本有数、大迫力の｢熊野大花火｣を外国船から観賞します。

■ 日本船３隻の熊野花火クルーズは大人気で年々予約確保が
難し なっています。是非2019年はダイヤモンド･プリンセス
でご覧ください。

■ 和歌山下津では天空の聖地･高野山を、油津では周囲を取
り囲む洗濯岩が不思議な情景を創り出す青島神社を訪れる
ことができます。また、長崎では世界遺産の軍艦島沖を航行
します。

■ お盆休みを利用した9日間というコンパクトな日程ですが、寄
港地が5ヶ所、終日航海日が2日間、さらに大迫力の花火大会
観賞と欲張りな内容です。

■ ダイヤモンド･プリンセス日本発着クルーズ当社人気No.１の
コース。添乗員も同行し、船内生活も不安なく安心のクルーズ
です。

ゆたか倶楽部
添乗員同行!!



旅行企画・実施

YUTAKACLUB CRUISES 大久保俊之クルーズマスター

1分

■ 旅行日程

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、お申し込みください。

旅行代金の額
申込金

15～30万円
30,000円

30～50万円
50,000円

50万円以上
100,000円

出発日の前日から起算して75日前以前
出発日の前日から起算して74～57日前

無料
ご旅行代金の20％

出発日の前日から起算して56～29日前
出発日の前日から起算して28～15日前

ご旅行代金の50％
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％

●お申し込み方法と契約の成立時期
・当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金をお支払い下さい。申込
金は旅行代金により変わります。

申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。
・電話・郵便・FAX 等による予約申し込みの場合、申し込みの翌日から起算し
て3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。申込書と申込金を提
出されない場合、当社は申し込みはなかったものとして取り扱います。
・募集型企画旅行契約は、当社が申込金を受領したときに成立するものとしま
す。

●旅行残金のお支払い
旅行残金は、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。
●取消料（お客様による旅行契約の解除）
◆7泊以上の場合

●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、国際観光旅客税など。
なお、租税、手数料及び港湾費用はご旅行代金とあわせ別途ご請求します。
■この旅行条件の基準日は2018年9月10日です。

横浜横浜

長崎長崎

油津（宮崎）油津（宮崎）

釜山釜山

熊野熊野

和歌山下津和歌山下津

高知高知

熊野花火大会を船上から見学熊野花火大会を船上から見学

関門海峡
クルージング
関門海峡
クルージング

■ 航路図

本格的な寿司や各地の銘酒が好評の寿司レ
ストランがあります。セットメニューもご用意して
おります。
※有料で予約が必要です。

屋内の男女別風呂にはオーシャンビューの岩
風呂と木の風呂、屋外には男女共用のスパ
プール。大海原を眺めながらの入浴で心からの
リフレッシュを。
※ご利用の際は事前のご予約と入場料が必要となります。

ダイヤモンド・プリンセスの魅力

日本発着クルーズにお申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。
※左記の割引金額は、2人部屋を2名で利用した場合の
1名当たりの割引額です。　※3～4名で1室利用時の3
～4人目は、対象外となります。　※割引金額の（　）内
は、シングル利用の割引額です。　※早期割引との併用
が可能です。

割引料金（1名当たり）
2名1室利用

海側バルコニー以上

海側、海側（視界不良）、内側

7泊
以上

￥10,000
（￥20,000）
￥5,000
（￥10,000）

客室カテゴリー

キャプテンズ・サークル・メンバー（リピーター）割引

釜山

関門海峡 高野山（和歌山下津）

山口県下関市と福岡県北九州市の間を隔
てる海峡です。広大な関門海峡のシンボル
ともいえる関門橋は、昭和48年に開通し全
長1,068ｍ、海面からの高さ61ｍです。

高野山は、およそ1200年前に、弘法大
師によって開かれた、真言密教の修行道
場であり、全国に広がる高野山真言宗の
総本山です。

韓国第二の都
市釜山は、昔か

ら港町として発展してきま
した。チャガルチ市場など
は活気に満ちて、地元の
人々の生活を感じることが
できます。

釜山港

・寄港地のオプショナルツアーの詳細・金額などは、後日発表いたします。

日次

1

2

6

7

3

4

5

8

9

月／日 スケジュール出港入港

横浜

和歌山下津 

高知

軍艦島沖航行

8 15/ 木 17：00午後乗船

8 17/ 土

8 16/ 金 21：0012：00

長崎

油津（宮崎）

8 20/ 火 17：0008：00

17：0007：008 21/ 水

（19：00）（18：30）

̶̶

（22：00）（18：00）

8 18/ 日 18：0008：00

8 19/ 　月
̶̶

22：0014：00

熊野沖 船上から花火観覧

関門海峡クルージング

クルージング

釜山

8 22/ 木

8 23/ 金 ̶午前下船 横浜

宿泊

船中泊

船中泊

船中泊

船中泊

船中泊

船中泊

船中泊

船中泊

日本

日本

日本

日本

日本

韓国

日本

日本

日本

●食事条件:朝食8回、昼食7回、夕食8回　●最少催行人員は1名様です。　●添乗員が同行します。　※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。　※花火大会は天候により中止となる場合があります。　※8/17は熊
野沖に停泊。上陸はいたしません。　※当日の気象や他船舶との位置関係により錨泊場所が決まるため、花火の見え方は事前にご
案内できません。　※　　はゆたか倶楽部主催または船会社主催のオプショナルツアー（別料金）です。詳細は2019年6月頃ご案
内する予定です。　※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になる可能性があります。

●（　）内の金額は客室をお1人様利用の追加代金です。　
●租税、手数料及び港湾費用としてお一人様11,000円が
別途かかります。 ●船内チップが別途かかります。1名1泊あ
たり、内側～バルコニー客室は＄13.5、ジュニア・スイート客室
は＄14.5が船内会計に自動的にチャージされます。 ●租税、
手数料及び港湾費用は予告なしに変更される場合がございま
す。　●他の客室タイプもございますのでお問合せください。

【早期割引代金について】
※1部屋当たり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／客
室カテゴリー／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。　※キャプテンズ・サークル・メンバー（リピーター）割
引との併用が可能です。

早期割引 2019年3月31日（日）まで

■ 旅行代金（2名1室ご利用のお一人様） 単位：円

客室タイプ

海側（視界不良）

海側バルコニー（中央）

ジュニア・スイート（中央）

早期割引代金通常代金

201,000（201,000）
296,000（296,000）
446,000（446,000）

191,000（191,000）
内側 190,000（190,000） －

276,000（276,000）
426,000（426,000）

『日本の夏！竿燈・ねぶた・よさこい・阿波おどり』
2019年8月4日（日）～8月15日（木）12日間     

お問い合わせください こちらも大人気のクルーズです。連続乗船もおすすめ！

（海側・視界不良）（グランド・スイート）
早期割引予約代金 258,000円～1,111,000円

初寄港

※ベッドはツインに変更できます。写真はイメージです。

客船タイプのご案内

ジュニア・スイート海側 海側バルコニー
海側、プライベート・バルコニー付き、
ツインベッド、ハンドシャワー付き
／約22～29㎡

海側、窓付き、ツインベッド、
ハンドシャワー付き
／約17～19㎡
※上記画像は視界不良ではない
　海側の船室です。

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、
バスタブ・ハンドシャワー付き／約33㎡


