2019.3/31ご予約分まで

最大
2万円

早期予約割引特典適用！
（内側客室をのぞく）

ダイヤモンド・プリンセスで 航く

秋の東南アジア
大航海
ゆたか倶楽部

ゆたか倶楽部主催

添乗員同行！

気ままにフリープラン（クルーズのみ）
日本
鹿児島

カイラン

香港

ベトナム

厦門

にご招待！
！

2019 年 10 月15 日（火）〜10 月30 日（水）16 日間

横浜
発着
中国

プライベートパーティー

海外寄港地観光付プラン

横浜

SHIP DATA

那覇
基隆（台北）

ダイヤモンド・プリンセス
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）

台湾

チャンメイ

（ダナン／フエ）

故宮博物院（台湾）

ホイアン（ベトナム）

黄大仙（香港）

ハロン湾（カイラン）

横浜発着で魅力のアジアを周遊する旅

香港／黄大仙

選べる2つのプラン

香港／ピークトラム

厦門

気ままにフリープラン（クルーズのみ）

※各寄港地観光は、
すべて別料金のオプショナルツアーとなります。
全ての寄港地もしくはいずれかの寄港地をすでに訪れたことのあるお客様や、
ご体調を考
えていらっしゃるお客様にお勧めします。

中国文化と世界各国の様々な建築物
が建ち並び、異国情緒あふれるノスタ
ルジックな海港風都市。人口2万人に
対して、毎年約1000人以上の観光客
が訪れる人気の観光スポットです。

旅のポイント

1

海外寄港地観光付プラン

中国・ベトナム・台湾とアジアの3カ国5都市を16日間で周遊
する魅力満載のクルーズに海外寄港地にゆたか倶楽部オリジ
ナル観光付プランを設定しました。

（ ：気ままにフリープラン
（クルーズのみ）
には含まれておりません）

※中国・ベトナム
（チャンメイ・カイラン）
・香港・台湾5ヵ所の観光が含まれております。

2

アジアの魅力満載の5ヵ所でゆたか倶楽部オリジナル観光付のお得なプランです。
人気の観光スポットや各地の名物料理のご昼食をご用意しています。

秋の東南アジア大航海

終日航海が7日間あり、外国船でありながら日本仕様の食事と
ホスピタリティの船内でゆったりとしたクルーズをお楽しみい
ただくことができます。

4

入港

10/15（火）

午後

10/16（水）

ー

日本

1
2
3

月／日

国名

日次

2019年 10月15日
（火）
〜10月30日
（水）16日間

10/17（木）
10/18（金）

出港

スケジュール

17：00 横浜（日本）
ー

終日クルージング

ー

ー

6

10/20（日）

自由行動または後日ご案内するオプショナルツアーを
お楽しみください。

【船中泊】

終日クルージング

【船中泊】

台湾

コロンス島

ホイアン
かつて日本人の街があったことでも有名なホイア
ンは世界遺産にも登録され、
日本、
中国、
フランスな
どの様々な文化が交差した歴史を持ち、
ノスタル
ジックな町並みが魅力です。

【船中泊】

べ
ト
ナム

台北

アジア屈指の国際都市である台北
は歴史的建造物やグルメなど魅力
が満載。特に世界四大博物館の一
つである国立故宮博物院も見どこ
ろです。

中国で最も美しい街と言われ2017年7月に世界遺産に
登録されたアモイ島の南西部に位置する島は、景観と
租界地時代に建てられた異国情緒あふれる建築物など
が残されています。海が見渡せるかつては個人の別荘
であった菽荘花園、旧日本領事館、天主堂などを観光、
街の散策のお時間もございます。

ー

ー

終日クルージング

［ダナン／フエ］
（ベトナム）
09：00 18：00 チャンメイ

7

【船中泊】

：観光付
（昼食無）
プラン 世界遺産コロンス島半日観光

中国

10/19（土）

【船中泊】

07：00 16：00 鹿児島（日本）

10：00 17：00 厦門（中国）

5

ホイアンの街並み

【船中泊】
【船中泊】

：観光付 郷愁を誘う古き町並・世界遺産ホイアン
プラン 終日観光
（ベトナム料理の昼食付）

ホイアンの旧市街をシクロ（自転車タクシー）で巡りま
す（日本橋〜フンフーンの家、海のシルクロード博物館
〜福建会館など）。昼食は、
カウラウ、
ホワイトローズな
どベトナム名物料理です。その後、
チャム博物館、
ハン市
場などを観光。

10/21（月）

ベトナム

8

10/22（火）

9

10/23（水）

（ベトナム）
（注1）
10：00 20：00 カイラン

【船中泊】

：観光付
（昼食無）
プラン 世界遺産ハロン湾クルーズ

大小3,000もの奇岩、島々が太陽の位置や雨や霧に
よって変化するベトナム一と言われる山水画のような
神秘的な風景をチャーター船によるクルーズにご案内
します。

ー

ー

終日クルージング

07：00 23：00 香港（中国）

【船中泊】
【船中泊】

：観光付 エキサイティング香港終日観光
プラン （人気の飲茶の昼食付）

絶景スポット・ビクトリアピークへ。往路はピークトラムに
乗車します。美しいリゾート地で人気のスタンレーマー
ケットやスタンレーベイ観光、
ショッピングもお楽しみい
ただけます。飲茶料理の昼食後、パワースポットとして知
られる寺院『黄大仙』へ。その後、
オープントップバスでネ
イザン通りやエキサイティングな町をドライブします。

中国

10 10/24（木）

11 10/25（金）

ー

ー

終日クルージング

07：00 17：00 基隆／台北（台湾）

14 10/28（月）
・ ・
15 10/29（火）

16 10/30（水）

【船中泊】

世界一の中国美術工芸コレクションとして名高い故宮博
物院をゆったり観光。昼食は、故宮の敷地内にあるレスト
ラン『故宮晶華（注2）』で本場の広東料理です。ショッピン
グのお時間もございます。※展示品のうち、
『翠玉白菜』、
『肉形石』は、嘉義市に建てられた別館（胡弓南院）
と交互
に展示されますので、当日ご覧いただけない場合もござ

13：30 23：00 那覇（日本）

日本

13 10/27（日）

【船中泊】

中国

香港
国際的で活気に溢れる香港は、
「 100万ドルの夜
景」
と称される夜景も有名。歴史が詰まった観光地
から近代的なビルまで様々な顔を持つ街です。

自由行動または後日ご案内するオプショナルツアーを
お楽しみください。

ー
午前

ー

終日クルージング

【船中泊】
【船中泊】

横浜（日本）

●食事条件：朝食15回、昼食14回、
夕食15回 ●最少催行人員：1名様
※天候・気象・海象・入出国時間・港湾・出入国管理などの事情により、ルート、所要時間等は変更になる
場合がございますので、予めご了承ください。 ※鹿児島、沖縄のオプショナルツアー（別料金）の具体的
なコース、料金等の発表は出発の約2ヶ月前を予定しております。 ※Ⓑ観光付プランの昼食内容は、現
地事情により変更となる場合がございます。（注1）
カイランではテンダーボートでの乗下船となりま
す。（注2）混雑状況によっては、同建物内の姉妹レストラン
「府城晶華」
となる場合もございます。

ホワイトローズ

ネイザン通り

■旅行代金（2名1室ご利用の大人お一人様）
客室タイプ

A：気ままにフリープラン A：早期申込割引代金

306,000（306,000）
海側
378,000（378,000）
海側バルコニー（中央） 478,000（478,000）
ジュニア・スイート
（中央） 670,000（670,000）
海側（視界がさえぎられます）

296,000（296,000）
368,000（368,000）
458,000（458,000）
650,000（650,000）

米粉で作った皮にエビのすり身を詰めて
蒸したベトナム・ホイアンの名物料理。

シクロ

B：観光付プラン

376,000（306,000）
448,000（378,000）
548,000（478,000）
740,000（670,000）

単位：円 ※左記以外の客室タイプもございます。
お問合せください。※早期
予約割引は2019年3/31（日）
まで。※キャプテンズ・サークル・メ
B：早期申込割引代金 ンバー
（リピーター）
割引との併用が可能です
（3〜4人目は除く）
。
（296,000） ●（ ）内の金額は客室をお1人様利用の追加代金です。●租税・
手数料および港湾手数料としてお一人様20,350円が別途かか
（368,000） ります。●船内チップが別途かかります。1名1泊あたり、スイー
トは＄15.5、
ジュニアスイートは＄14.5、その他客室は、
＄13.5が
（458,000） 船内会計に自動的にチャージされます。●租税・手数料および
港湾手数料は予告なしに変更される場合がございます。●ゆた
（650,000） か倶楽部会員割引は、早期予約割引、リピーター割引をお引き
した後の旅行代金に適用いたします。

366,000
438,000
528,000
720,000

お得なキャンペーン情報

：観光付
（昼食付）
プラン 故宮博物院ゆったり終日観光

台湾

12 10/26（土）

台湾／故宮博物院

お得 早期予約割引特典

1

お得

2

2019年3月31日
（日）
まで

※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。ただし、B：観光付プランの場
合にはプラン代の追加料金に対して早期割引（おひとり様1,000円）を適用します。
※早期予約割引適用後の予約者名/出発日/乗船地の変更は、割引の対象外となり
ます。
（内側客室は除く）

キャプテンズ・サークル・メンバー
（リピーター）
割引

プリンセス・クルーズの客船に一度ご乗船いただくと、次回
からリピーターとして様々な特典のある
「キャプテンズ・サー
クル」
メンバーにお迎えします。
また、
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、右記の金額を割引いたします。

割引金額（1名あたり）

客室カテゴリー

2名1室利用

スイート、
プレミアム・ジュニア・スイート、 7泊以上
ジュニア・スイート、海側バルコニー
海側、内側

7泊以上

¥10,000
¥5,000

※上記の割引金額は、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、上記の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人目は不可）
※リピーター番号をご予約時にお申し出ください。

友達皆でクルーズ！
お得 家族、

3

3〜4人目無料キャンペーン
2019年3月31日
（日）
まで

ジュニア・スイート、
プレミアム・ジュニア・スイート客室をご予
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。
★B：観光付プランの場合は、プラン代おひとり様
7万円がかかります。
※3〜4人対応の客室数に限りがありますので、予約状況によっては、利用できな
い場合もあります。詳細は予約時にお問合せください。
※3〜4人目の無料キャンペーンの予約者/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。事前のリ
クエストはできません。
※クルーズ代金には食事代、宿泊代、移動代、
エンターテイメント代が含まれます。
租税・手数料および港湾費用、チップ、一部の有料施設・お食事などは含まれて
おりませんので、別途お支払いいただきます。

九份

台北からバスやタクシーで約80分。
映画
「千と千尋の神隠し」
の世界のようで、赤い提灯が並ぶレトロな雰囲気が日本人観
光客に人気の観光地です。かつては金鉱の町として栄えた
場所で、閉山後の一時期はさびれてしまったものの映画「悲
情城市」
の舞台として脚光を浴び、観光地としての活気を取
り戻しました。
オプショナルツアーで訪れることができます。

九份
※写真はすべてイメージです

ゆたか倶楽部主催
『プライベートパーティー』
にご招待！
ゆたか倶楽部でご参加の皆様のご親睦を深めていただく
「ゆたか倶楽部主催プライベートパーティー」
にご招待い
たします。
※クルーズ中に1回、詳細はご乗船後ご案内します。

ご参加の
お客様の声

◎友人が増えました！

広い船内では、同じゆたか倶楽部で参加し
ていてもなかなかお話ができないのですが、
今回は、
18階のラウンジで顔合わせの機会があり、
その場ですぐにクルーズ中に友人ができ、もっと時間がほしいくら
い楽しい時間でした。その方と一緒に来年のクルーズを予約して
きました。
東京都 T・K様 ゆたか倶楽部会員 70代女性

鹿児島

那覇

鹿児島は歴史文化の名跡が多
い観光地であり、薩摩島津藩の
居城鹿児島城は標高110mの
城山を天然の要塞としていま
す。鹿児島の名勝仙巌園では
桜島を庭園の景観に取り入れ
た雄大な景観が魅力です。

沖縄県の政治・経済・文化の中
心地。沖縄随一の繁華街国際
通りや世界遺産に登録された
首里城、美しい海などの観光名
所が豊富です。

※写真はすべてイメージです

ダイヤモンド・プリンセスでの船旅ならではの過ごし方をお楽しみください。
食 の 心 配も不 要 で す

湯ったりくつ ろ い で …

和定食

ディナーには和食のメニュー、朝食には日替
わりの和定食も毎日ご用意しております。

洋 上 最 大 級 の 展望浴場

麺 類

泉の湯

日本の寿司とお酒をいつでも

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。
大海原をながめながらの入浴で
心からのリフレッシュを。
※ご利用の際には事前のご予約
と入場料が必要となります。

海（kai）寿司

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。※有料です。

海

側

海側バルコニー

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、 海側、プライベート・バルコニー付き、リビングエリア、ソファー
ハンドシャワー付き／約22〜29㎡
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㎡

海側、窓付き、ツインベッド、シャワー付き／約17〜19㎡

※ベッドはツインに変更できます。

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。

■募集型企画旅行契約
この旅行は、
クルーズのゆたか倶楽部（株）
（ 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
●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異なります。
旅行代金の金額

15〜30万円未満

無料

■お申し込み条件
●旅行開始時点で20歳未満の方は20歳以上の方の同乗が必要です。
●6ヶ月未満の乳児、および妊娠24週目以降のお客様はご乗船いただけません。
●お体の不自由な方、特別治療を要する方、車椅子をご利用の方は予約時
にお申し出の上、英文の診断書をご用意ください。なお、車椅子対応客室を
ご希望の方は、客室数が限られてますのでお早めにお申し込みください。ま
た車椅子をご利用の方は付き添いの方のご乗船が必要です。
●ご旅行終了日までに有効期間が6ヶ月以上残っている旅券（パスポート）
をご用意ください。

ご旅行代金の50%

■旅行条件・旅行代金の基準日
2018年10月1日を基準としています。

生日以降15日前までの同行者変更は、お一人様10,800円の変更手数
料を申し受けます。また、代表者を含む全員を変更する場合および2回目
以降のお客様の交代はいったん予約を取り消し後、新規申込とみなされま
す。氏名訂正についてもお客様の交代とみなされる場合があります。
■取消料（お客様による旅行契約の解除）
取消料については下記をご覧ください。
◆7泊以上の場合
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

ご旅行代金の20%

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56〜29日前

30万円以上〜50万円未満 50万円以上

申込金
30,000円
50,000円
100,000円
ご旅行代金の100%
出発日の前日から起算して14日前以降
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。 ■旅行代金に含まれるもの
●電話・郵便・ファックス等による予約申し込みの場合、
申し込みの翌日から起 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
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 ターテインメント、
テンダーボート代など。
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。 ■旅行代金に含まれないもの
●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 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
します。
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
■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）
お支払いください。

■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。
●お客様の交代・氏名変更（訂正）
お客様は当社および船会社が承諾した場合、旅行開始日の15日前までに
代表者を除く同行者を1回に限り変更することができます。なお、取消料発

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・手数料及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、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・手数料及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
足分をお支払いいただく権利を有します。
■添乗員
●添乗員が同行します。各寄港地での旅程管理業務を行います。

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第 1294 号

本

YUTAKACLUB CRUISES
クルーズのゆたか倶楽部株式会社

社

JR 神田駅

〒101-0044
東京都千代田区
鍛冶町2ｰ5ｰ15
ゆたか倶楽部ビル
総合旅行業務取扱管理者

クルーズマスター
永井ひろみ

東口前

一般社団法人

大阪営業所

■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をいたしません。
■お客様の解除権
※お客様は、表で定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅
行契約を解除することができます。なお、表でいう
「旅行契約の解除期日」
とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただ
いた時を基準といたします。
※当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場
合も取消料をいただきます。
■個人情報について
当社は旅行をお申し込みの際にご提出いただいたお客様の個人情報（氏
名、住所、電話番号、
メールアドレスなど）
について、お客様との連絡・お申し
込みいただいた旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配の
ための手続きに必要な範囲内でご利用させていただきます。
※本パンフレットの掲載写真はすべてイメージです。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2018年10月20日現在のもので、変更さ
れる場合がございます。
日本外航客船協会会員
大阪駅前第 4 ビル

〒530-0001
大阪市北区梅田
1ｰ11ｰ4
大阪駅前第4ビル 2階
総合旅行業務取扱管理者

クルーズコンサルタント
大久保俊之

一般社団法人

横浜営業所

日本旅行業協会正会員
横浜港国際客船ターミナル

〒231-0002
横浜市中区海岸通１ｰ１
横浜港国際客船
ターミナル 2階
総合旅行業務取扱管理者

クルーズコンサルタント
富永哲也

TEL.（03）5294-6451 TEL.（06）6455-0931 TEL.（045）227-8211

