
運航会社：プリンセス・クルーズ

ご案内とご注意

●お問い合わせ・お申し込みは下記まで

旅行企画・実施

クルーズのゆたか倶楽部株式会社
観光庁長官登録旅行業第1294号 
一般社団法人 日本旅行業協会正会員 
社団法人 日本外航客船協会会員

クルーズのゆたか倶楽部は日本で最初のクルーズ専門の旅行会社です。船旅が好きな方にもっと船旅
のことを好きになってもらいたい。クルーズマスター&クルーズコンサルタントが丁寧に対応させてい
ただきます。人はいつか船旅に帰ります。お気軽にお問合せください。素敵な船旅へBon Voyage!!

●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。

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/

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。

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。

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、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、申込金をお支払いください。

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、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。

●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
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。
◆6泊以下の場合

◆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
・次の4クルーズに各寄港地での旅程管理者として弊社の添乗員が同行し
ます。7/3発（M925）、8/4発（M929）、8/15発（M930）、10/15発

（M938）
●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、および妊娠第24週目以降のお客様はご乗船いただけ
ません。

・ お身体の不自由な方、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、客室数が限られてい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。

●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。

●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出来ます。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。

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％旅行代金の額 15万円未満 15〜30万円 30〜50万円 50〜100万円

申込金 20,000円 30,000円 50,000円 100,000円
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％

東京・本社 JR神田駅　東口前

横浜営業所 横浜港国際客船ターミナル

大阪営業所 大阪駅前第４ビル

クルーズ一筋 35 年、日本初のクルーズ専門旅行会社

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-5-15 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

〒231-0002
横浜市中区海岸通1-1横浜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

〒530-0001
大阪市北区梅田1-11-4 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

03-5294-6261 (代)

045-227-8211 (代)

06-6455-0931 (代)



横浜
神戸

美  食

スケジュール

体  験

P.5〜

P.8〜

P.12〜

P.16〜

施  設

全部入って
こんなにお得！

移動費 食費 宿泊費 イベント・
ショー等 クルーズ代金

体験したことのない至福の海へ

新しいスタイルの旅へ プリンセス・クルーズ 船旅の魅力

船旅だから出合える風景 手頃な価格で上質な楽しみ 世界最高峰の美食 船内は日本語OK自由で快適な時間

どこまでも広がる海と空。上質な楽しみとともに過ごす、自由な時間。

日常から遥か遠く離れた水平線の彼方へ、“プリンセス”の名を冠した船がいざないます。

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。

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。

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。

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。

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。

1魅力 2魅力 3魅力 4魅力 5魅力

P.18〜

客  室

※ 表紙の写真：基隆（台北）、高知、秋田 およびP．2・3の写真はすべてイメージです。

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！

早割

早割
スーパー

早割
スーパー

無料

CC割

3～4人目プリンセス・クルーズは
乗船するほどお得に！
詳しくは、P.51の「キャプテンズ・サークル・メンバー（リピーター）割引」をご参照ください。

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！

http://www.princesscruises.jp/ 32
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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

2019年3月〜2020年3月

旅行期間 日数 発着港 コース名・行程 クルーズ
番号 割引プログラム 掲載

ページ

３
月3月26日（火）〜

4月  3日（水）　 9日間 横浜
発着

輝く春の三河・大阪・土佐・伊勢と韓国 
横浜〜蒲郡〜大阪〜高知〜釜山〜四日市〜横浜

M910 P.29

４
月4月  3日（水）〜

4月11日（木）　 9日間 横浜
発着

春めく名城の地めぐりと伊勢・韓国
横浜〜鳥羽〜姫路〜高知〜釜山〜四日市〜横浜

M911 P.30

4月11日（木）〜
4月19日（金）　 9日間 横浜

発着
陽春の日本周遊と韓国 
横浜〜石巻〜函館〜新潟〜釜山〜鹿児島〜横浜

M912 P.31

4月19日（金）〜
4月27日（土）　 9日間 横浜

発着
麗しの春・韓国と東北
横浜〜関門海峡クルージング〜釜山〜
酒田（山形）〜青森〜宮古（岩手）〜横浜

M913 P.32

4月27日（土）〜
5月  2日（木）　 6日間 横浜

発着
ゴールデンウィーク ショートクルーズ！
長崎と韓国
横浜〜釜山〜長崎〜横浜

M914 P.26

５
月5月  2日（木）〜

5月  6日（月）　 5日間 横浜発
神戸着

ゴールデンウィーク ショートクルーズ！
横浜〜釜山〜関門海峡クルージング〜神戸

M915 P.26

5月  6日（月）〜
5月11日（土）　 6日間 神戸

発着
新緑の九州 名湯の地めぐりと韓国
神戸〜別府〜鹿児島〜釜山〜関門海峡クルージング〜神戸

M916 P.27

5月11日（土）〜
5月18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

M917 P.33

5月18日（土）〜
5月25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〜
関門海峡クルージング〜神戸

M918 P.34

5月25日（土）〜
6月  1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

M919 P.33

６
月6月  1日（土）〜

6月  8日（土）　 8日間 神戸
発着

初夏の四国・九州と韓国
神戸〜高知〜松山〜油津（宮崎）〜鹿児島〜釜山〜
関門海峡クルージング〜神戸

M920 P.35

6月  8日（土）〜
6月15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

M921 P.33

6月15日（土）〜
6月20日（木）　 6日間 神戸

発着
幕末・明治維新ゆかりの地と韓国
神戸〜高知〜鹿児島〜釜山〜関門海峡クルージング〜神戸

M922 P.27

6月20日（木）〜
6月28日（金）　 9日間 神戸

発着
初夏の北前航路と韓国
神戸〜函館〜酒田（山形）〜金沢〜境港〜釜山〜神戸

M923 P.36

6月28日（金）〜
7月  3日（水）　 6日間 神戸発

横浜着
気軽にショートクルーズ 四日市と韓国
神戸〜釜山〜四日市〜横浜

M924 P.28

７
月7月  3日（水）〜

7月11日（木）　 9日間 横浜
発着

沖縄・台湾リゾートクルーズ
横浜〜基隆（台北）〜石垣島〜那覇〜横浜

M925 P.37

7月11日（木）〜
7月19日（金）　 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

M926 P.38

姫路城／姫路

五稜郭／函館

釜山タワー／釜山

ひがし茶屋街／金沢

桜島／鹿児島

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

優雅な航海を広めたその歴史

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 。
世界最大の国際的なプレミアムクルーズラインである、
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
提供してきたプリンセス・クルーズは、
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

詳細はP.26〜38をご覧ください。

※写真はすべてイメージです。＊寄港地での途中乗・下船はできません。
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スーパー
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スーパー
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早割
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CC割

3～4人目

美
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旅行期間 日数 発着港 コース名・行程 クルーズ
番号 割引プログラム 掲載

ページ

７
月7月19日（金）〜

7月27日（土）　 9日間 横浜
発着

沖縄・台湾リゾートクルーズ
横浜〜那覇〜宮古島（沖縄）〜基隆（台北）〜横浜

M927 P.37

7月27日（土）〜
8月  4日（日）　 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

M928 P.39

８
月8月  4日（日）〜

8月15日（木）　 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

M929 P.40

8月15日（木）〜
8月23日（金）　 9日間 横浜

発着
熊野大花火と夏の日本南国めぐり 
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〜油津（宮崎）〜横浜

M930 P.41

8月23日（金）〜
9月  1日（日）　 10日間 横浜

発着
日本巡拝の地めぐりと韓国
横浜〜鳥羽〜高松〜釜山〜境港〜金沢〜酒田（山形）〜横浜

M931 P.42

９
月9月  1日（日）〜

9月  9日（月）　 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

M932 P.38

9月  9日（月）〜
9月18日（水）　 10日間 横浜

発着
日本三景の地めぐりと函館・韓国
横浜〜石巻〜函館〜舞鶴〜釜山〜関門海峡クルージング〜広島〜
横浜

M933 P.43

9月18日（水）〜
9月23日（月）　 6日間 横浜

発着
気軽にショートクルーズ 長崎と韓国
横浜〜釜山〜長崎〜横浜

M934 P.28

  9月23日（月）〜
10月  2日（水）　 10日間 横浜

発着
日本巡拝の地めぐりと韓国
横浜〜鳥羽〜高松〜釜山〜境港〜金沢〜酒田（山形）〜横浜

M935 P.42

10
月10月  2日（水）〜

10月  7日（月）　 6日間 横浜
発着

気軽にショートクルーズ 長崎と韓国
横浜〜釜山〜長崎〜横浜

M936 P.28

10月15日（火）〜
10月30日（水）　 16日間 横浜

発着
秋の東南アジア大航海
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

M938 P.44

10月30日（水）〜
11月  4日（月）　 6日間 横浜

発着
気軽にショートクルーズ 長崎と韓国
横浜〜釜山〜長崎〜横浜

M939 P.28

11
月11月  4日（月）〜

11月12日（火）　 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

M940 P.37

11月12日（火）〜
11月21日（木）　 10日間 横浜

発着
秋空の日本 美食の地めぐりと韓国
横浜〜秋田〜新潟〜敦賀〜境港〜釜山〜清水〜横浜

M941 P.45

11月21日（木）〜
11月29日（金）　 9日間 横浜

発着
浪漫紀行！龍馬ゆかりの地と韓国
横浜〜鳥羽〜大阪〜高知〜鹿児島〜釜山〜長崎〜横浜

M942 P.46

11月29日（金）〜
12月  7日（土）　 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

M943 P.37

12
月12月  7日（土）〜

12月15日（日）　 9日間 横浜
発着

浪漫紀行！龍馬ゆかりの地と韓国
横浜〜鳥羽〜大阪〜高知〜鹿児島〜釜山〜清水〜横浜

M944 P.46

12月15日（日）〜
12月23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〜宮古島（沖縄）〜基隆（台北）〜横浜

M945 P.37

１
月

2020年
  1月20日（月）〜
  2月  4日（火）　

16日間 横浜
発着

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

M003 P.47

横浜発着  〈9日間〉 横浜〜清水〜神戸〜那覇〜基隆（台北）〜横浜

旅行期間 クルーズ
番号 割引プログラム 掲載

ページ

２
月 2020年2月  4日（火）〜2月12日（水） M004

P.48

2020年2月12日（水）〜2月20日（木） M005

2020年2月20日（木）〜2月28日（金） M006

2020年2月28日（金）〜3月  7日（土） M007

３
月 2020年3月  7日（土）〜3月15日（日） M008

神戸発着  〈9日間〉 神戸〜那覇〜基隆（台北）〜横浜〜清水〜神戸

旅行期間 クルーズ
番号 割引プログラム 掲載

ページ

２
月 2020年2月  6日（木）〜2月14日（金） M004C

P.49

2020年2月14日（金）〜2月22日（土） M005B

2020年2月22日（土）〜3月  1日（日） M006B

３
月 2020年3月  1日（日）〜3月  9日（月） M007B

神戸発横浜着  〈7日間〉 神戸〜那覇〜基隆（台北）〜横浜

旅行期間 クルーズ
番号 割引プログラム 掲載

ページ

３
月 2020年3月  9日（月）〜3月15日（日） M008B P.49

二都市発着で南国へ 陽気に沖縄・台湾クルーズ

＊寄港地での途中乗・下船はできません。

沖縄美ら海水族館／那覇

ねぶた祭海上運行／青森

大浦天主堂／長崎

ハロン湾／カイラン

香港の夜景

横浜みなとみらい21／横浜

三保松原／清水

神戸ポートタワー／神戸

首里城／那覇

国立故宮博物院／基隆（台北）

詳細はP.28〜47をご覧ください。

※写真はすべてイメージです。

詳細はP.48・49をご覧ください。

割引プログラム
※詳細はP.51をご覧ください。

祭

歴

割引プログラム
※詳細はP.51をご覧ください。

テーマクルーズ
※詳細はP.24・25をご覧ください。

美 祭 歴
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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

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

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

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

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

2019年3月〜2020年3月

76 http://www.princesscruises.jp/
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メイン・ダイニング ホライゾンコートディナーは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。

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。

●フルコースから一品ずつでもお好みでご注文が可能
●�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＊

●日本食もご用意�
＊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。

●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

F R E E 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。

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POINT オススメのポイント

日本語メニューをご用意しています。

※写真はすべてイメージです。

Dining

美食
PRINCESS CRUISES

その日の気分で、お好みのメニューを選べます。

世界が認めた美食の数々は、
プリンセス・クルーズの
魅力のひとつ。
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。
毎日フルコースのディナーが味わえるメイン・ダイニングを中心に
世界各国のインターナショナル料理をお楽しみいただけます。

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
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こだわりの軽食やスイーツで
クルーズをより充実した時間に。
ゆったりとしたティータイムや美味しいカジュアル・フードは、

船上での休日を豊かに演出してくれます。 時にはスペシャリティ・レストランをセレクトする喜びを。
世界が羨む食を、船上という最上の空間で心ゆくまでご賞味ください。

スペシャリティ・レストラン

クルーズで味わう世界の美食体験
船上にしかない贅沢なひとときを。

カジュアル・フード ルームサービスアフタヌーン・ティー 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。

本格的な寿司や各地の日本酒・焼酎などの銘酒が好評の
寿司レストランです。
お好きなものを注文するアラカルトの他、
セットメニューもご用意してお待ちしています。

※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。

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。
※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 EF 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。

クラブ・シャック コーヒー・プログラム
「ニュー・グラウンド」

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。

シーフード スペシャル・
ドリンク

Specialty Restaurants

※写真はすべてイメージです。
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Day life

施設
PRINCESS CRUISES

多彩な施設がクルーズをさらに楽しく。

のんびりくつろぐも
アクティブに楽しむも、
船の上では思いのまま。
パブリックスペースは、まるで洋上の複合リゾート。
プールやジャグジー、スパでリラックスしたり、
フィットネスやスポーツで心地よい汗を流したり、
思い思いのひとときを心ゆくまでお過ごしいただけます。

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
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

屋内で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。

洋上で極上の癒しを...

ロータス・スパ
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）と入場料が必要となり
ます。

お子様向けの船内プログラム

ユース&ティーンセンター
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。

安心の24時間医療体制

メディカル・センター
（医務室）

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  ●大浴場（泉の湯） など

充実の日本語サービス

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。

Princess@Sea

船内新聞

※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。

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』

※写真はすべてイメージです。
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船内にはバーを14箇所併設。
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し、
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。

※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。

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

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

クルーズの記念となる一品を

ショッピング

※写真はすべてイメージです。

Night life施設
PRINCESS CRUISES

船は洋上に浮かぶ大人の社交場へ。

水平線に陽が落ちると、
華麗な夜が幕を開ける。
３層吹き抜けのアトリウムでは、華やかなパーティー。
バーでは生演奏をバックにグラスを傾ける。
そして本格的なカジノで手に汗を握るひととき。
星空の下で、夢のようなナイトライフが始まります。
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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。

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。

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

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

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。

弾き方を学べるウクレレ教室を 
はじめ、作品を持ち帰れるクラフ
ト教室なども人気です。

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

民話が最先端のパフォーマンスに
シークレット・シルク
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。

※写真はすべてイメージです。

NEW

Activity体験
PRINCESS CRUISES

本格的なショーから趣味を広げる教室まで。

上質な楽しみと
学びを体験できる、
エンターテイメントの宝庫。
本場アメリカ仕込みのパフォーマンスに拍手喝采を送り、
カルチャー教室で未体験の知的好奇心を満たす。
そしてドレスアップしてキャプテン主催のウェルカム・パーティーへ。
出合う一瞬ごとが、非日常の世界へといざないます。
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スイート 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

● �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。

●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・アメニティー（バスソルト、アイマスク�など）

［ 客室設備 ］

●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。

［ スイートのみの特典 ］

●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㎡

［ 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 ］

プレミアム・ジュニア・スイート スイートルーム同様のクラブ・クラスの特典が付いた
ジュニア・スイートの客室をご用意。

※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

POINT オススメのポイント

POINT オススメのポイント

※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。

プリンセス・クルーズだから感じられる空間。

煌く海を眺めながら
上質な客室でくつろぎを。
バルコニーから眺める、
水平線や出港風景は旅情を掻き立てます。
内側のお部屋からプライベート・バルコニー付きの
スイートルームまで、バリエーション豊かな客室を
ご用意しています。

Guest Room
s

客室
PRINCESS CRUISES

※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。
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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。

※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

海側バルコニー 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

●  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㎡

海側 内側

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。

Club Class

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

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

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。

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

POINT オススメのポイント POINT オススメのポイント POINT オススメのポイント

※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。

「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 
どんな体型も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。
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日本海

太平洋

中国

韓国

ロシア
コルサコフ

台湾

ベトナム

ウラジオストク 釧路小樽

函館

青森

宮古（岩手）

石巻

秋田

酒田（山形）

新潟

金沢敦賀
舞鶴

境港

姫路
広島

蒲郡
清水

四日市

鳥羽

高知

高松
和歌山下津

徳島

横浜

大阪
神戸

松山

別府
長崎

鹿児島

油津（宮崎）

那覇

宮古島（沖縄）

石垣島

基隆（台北）

厦門

香港
カイラン

チャンメイ（ダナン/フエ）

釜山

※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）

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、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、山居倉庫、加茂水族館、土門拳記念館 など
横浜	 三溪園、横浜みなとみらい21、山下公園、中華街 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、萬代橋 など
金沢	 兼六園、ひがし茶屋街、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・岡崎公園、竹島 など
四日市 伊勢神宮、伊賀流忍者博物館、伊賀上野城、名古屋城 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	 舞鶴赤れんがパーク、五老ヶ岳公園、伊根の舟屋、天橋立 など
大阪	 住吉大社、高野山、延暦寺、大阪城、通天閣、道頓堀界隈 など
神戸	 六甲山、灘の酒蔵、神戸北野異人館街、南京町 など
姫路	 姫路城、好古園、書寫山圓教寺 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、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・玉藻公園 など
松山	 道後温泉、松山城、しまなみ海道 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
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、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

香港	 ビクトリアピーク、スタンレーマーケット、ビクトリアハーバー、マカオ など
コルサコフ	 聖ニコライ教会、サハリン郷土史博物館、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
厦門	 コロンス島、中山路歩行街 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 
カイラン	 ハロン湾 など

海外

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。長町武家屋敷跡／金沢

地域の歴史を現在に伝える旧跡たち。そこには時代を生き
た先人たちの、喜怒哀楽が凝縮されています。金沢の武家
屋敷跡には多くの武士が暮らし、栄華を極めた加賀百万
石の一翼を担っていました。石畳の角からは、今にも侍が
姿を現しそうです。

青森ねぶた祭／青森
8月2日から7日にかけて開催される夏祭り。

「面」がにらみを効かせたねぶたと、笛や太鼓、
“ラッセラー”の勇壮なかけ声が、観る者の心を
熱く揺さぶります。

川平湾／石垣島
石垣島の川平湾は、世界有数
の透明度。水面の下にはサンゴ
の間を熱帯魚が舞う、カラフル
な別世界がどこまでも広がって
います。

阿波おどり／徳島
二拍子の軽快なリズムに合
わせて踊る阿波おどり。“踊
る阿呆に見る阿呆、同じ阿
呆なら踊らにゃ損々”のかけ
声で、会場も陽気な雰囲気
に包まれます。

釜山タワー／釜山
釜山を訪れたら一度は上りたい、高さ
120メートルのランドマーク。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。

香港
英国と中国の文化が交錯した
香港は、独特の異国情緒が旅
人を包み込み、100万ドルの
夜景が宝石のような輝きを放
ちます。

写真提供：徳島県観光協会

函館

横浜みなとみらい21／横浜

高野山／和歌山下津

伊勢神宮／鳥羽

姫路城／姫路 嚴島神社／広島 ハウステンボス／長崎 首里城／那覇 ホイアン／チャンメイ（ダナン／フエ）

※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
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祭

美 〜憧れのプリンセス・スタイルを満喫する旅〜
気軽にショートクルーズ四日市と韓国 6日間

クルーズの詳細はP.28をご確認ください。
クルーズの詳細はP.28をご確認ください。

クルーズの詳細はP.41をご確認ください。夏祭りスペシャル
熊野大花火と夏の日本南国めぐり 9日間

船上が夏祭り会場に！ デッキいっぱいを使った盆踊りや楽しいゲーム、縁日も。着付け教室もあるので、浴衣ご持参でも
安心です。船上という貴重な場所で、プリンセス・クルーズだから楽しめる夏祭りをご堪能ください。

女性なら誰でも憧れるプリンセス。幸せを引き寄せるプリンセスの着こなし術やここでしか聞けないスペシャ
ルな内容を交えたトークショーなど、より美しく輝くためのヒントを探してみませんか。

テーマで楽しむクルーズ

旅の楽しみ方は人それぞれ。特に最近では、テーマに合わせて
観光や体験、学ぶ旅も注目されています。プリンセス・クルーズ
の日本 発 着 では、歴 史 や 文 化 に注目した 特 別なショートク
ルーズをご用意いたしました。

こんな方におすすめ

※写真はすべてイメージです。

クルーズ番号 M924

クルーズ番号 M930

ダイヤモンド・プリンセスお客様の声
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♪
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。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。「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　

船上での嬉しい再会
退職後の夢の１つにクルーズ旅行がありま
した。全てが新しい経験の中、D i n n e r�
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　

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　

クルーズへ誘ってくれた素敵なご夫婦
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　

Dance Dance Dance!!!

スペシャル・イベント（予定）

スペシャル・イベント（予定）

Special event

Special event

旅の思い出を
作りたい方

文化・歴史が
好きな方

クルーズが
初めての方

ファッションコンテスト
船内のフォーマ
ル・デーに、ファッ
ションコンテスト
を開催。にしぐち
瑞穂さんに、プリ
ンセスにちなんだ
ベストドレッサー
賞（ベストプリン
セス賞）を選んで
いただきます。◆プリンセスにまつわる映画上映

◆ウオーキングレッスン　など
他にも

イベント多数！！

Special cruise

Customer's voice

にしぐち瑞穂氏
英国王室キャサリン妃研究家、コラム
ニスト、スタイリスト。英国王室のリサー
チを毎日休むことなく続ける。2018年
のメーガン妃の結婚式生放送の解説
を含め、TV出演や取材、コラム執筆
など幅広く活躍中。

トークショー
英国王室ファミリーに精通
した、にしぐち瑞穂さんを
お招きして、知られざるロ
イヤルファミリーのリアルラ
イフなど、ファッションを含
めた最新情報が盛りだくさ
んの楽しいトークショーを
開催します。

歴 長崎歴史紀行クルーズ　　　  
気軽にショートクルーズ長崎と韓国 6日間

歴史あふれる長崎に寄港するクルーズで、歴史的な出来事にゆかりのある方々の話を聞き、迫力ある殺陣演舞も観覧できる
スペシャルなクルーズ。熱気ある幕末の長崎の歴史、ダイヤモンド・プリンセスの誕生秘話などをお楽しみください。

クルーズ番号 M934

スペシャル・イベント（予定） Special event

長崎と坂本龍馬にまつわる
殺

た て

陣の演舞ショー
「侍」の精神を大切にする日本橋龍馬会
による「伝統と革新の融合」「感動と体感
の創造」をテーマにしたエンターテイメン
トショーをご観覧ください。

トークショー  長崎にゆかりのある人物のご子孫の方などをお招きして、
長崎の歴史にまつわる熱いトークショーを開催します。

坂本龍馬の兄権平
の子孫。高知県観
光特使などを務め、
坂本龍馬関係の
イベントに参加。

※プログラムの内容は変更になる場合がございます。当日の船内新聞をご確認ください。 ※プログラムの内容は変更になる場合がございます。当日の船内新聞をご確認ください。

坂本 匡弘氏
郷士坂本家 十代当主

龍馬を支援した長崎
の豪商、小曽根乾
堂の長女キクの玄
孫。全国龍馬社中
関東ブロック顧問。

古写真調査研究
会副代表として、こ
れまで調査した古
写真の数は数万
点にのぼる。

坂本龍馬など歴史
上の人物をこよなく
愛する歴史アイドル
として、テレビ、ラジ
オ、雑誌などで活躍。

小曽根 克秀氏
小曽根家 ご子孫

倉持 基氏
歴史写真研究者

美甘子氏
歴史アイドル

パネル展示
長崎の歴史や幕末、
明治維新にふれる
パネルを展示します。

浴衣着付けレッスン
盆踊りレッスン
浴衣の着付け、盆踊りなど夏祭りを
より楽しむイベントを行います。

盆踊り
大海原の上での盆踊りは格別
です。洋上での開放感あふれる
空間で、皆様でお楽しみいただ
ける盆踊りイベント。特別な夏の
思い出となるひとときをお過ごし
ください。

※浴衣は着付けレッスンではご着用いただけますが、レンタルはご用意しておりません。　※天候によりプログラムが一部変更となる場合があります。当日の船内新聞をご確認ください。

縁日　
まめなげ/輪投げ/
くじ引き/ヨーヨー釣り/
フェイスペインティングなど

◆ダイアナ妃のドレス展示

ウェールズ公妃 ダイアナ

ケンブリッジ公爵夫人 キャサリン妃
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日付 寄港地 入港 出港 宿泊

6/15 土 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

16 日 高知� OP日本 07:00 17:00 船中泊

17 月 鹿児島� OP日本 08:00 18:00 船中泊

18 火 釜山� OP 韓国 11:00 22:00 船中泊

19 水 関門海峡クルージング ー ー 船中泊

20 木 神戸� 日本 午前下船 ー ー

太平洋

韓国
日本

神戸
釜山

高知

鹿児島

クルージング
関門海峡

ゴールデン・ウィークや夏休みにピッタリの短めのコース。
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。

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

4/27 土 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

28 日 クルージング ー ー 船中泊

29 月・祝 釜山� OP 韓国 14:00 22:00 船中泊

30 火 長崎� OP日本
軍艦島沖航行＊

08:00
（18:30）

17:00
（19:00） 船中泊

5/1 水 クルージング ー ー 船中泊

2 木 横浜� 日本 午前下船 ー ー

太平洋

韓国

日本
横浜釜山

長崎

新緑の九州 名湯の地めぐりと韓国 6日間

幕末・明治維新ゆかりの地と韓国 6日間

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

5/6 月 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

7 火 別府� OP日本 09:00 16:00 船中泊

8 水 鹿児島� OP日本 08:00 18:00 船中泊

9 木 釜山� OP 韓国 11:00 22:00 船中泊

10 金 関門海峡クルージング ー ー 船中泊

11 土 神戸� 日本 午前下船 ー ー

太平洋

韓国

日本

神戸
釜山

別府

鹿児島

関門海峡
クルージング

短めの日程で気軽に参加！

魅力を凝縮した
ショートクルーズ

［ 横浜発着 ］　2019年4月27日（土） 5月2日（木） ［M914］

［ 神戸発着 ］　2019年5月6日（月） 5月11日（土） ［M916］

［ 神戸発着 ］　2019年6月15日（土） 6月20日（木） ［M922］

［ 横浜発神戸着 ］　2019年5月2日（木） 5月6日（月） ［M915］

＊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。

＊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。
＊�4/30は長崎出発後、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。
＊代金は、P.52をご覧ください。
※祝日・休日は変更される可能性があります。 ＊�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。

＊�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。
※�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。

＊�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。

※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。

＊�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5回・昼4回・夜5回
●最少催行人員：1人

食事：朝5回・昼4回・夜5回
●最少催行人員：1人

食事：朝5回・昼4回・夜5回
●最少催行人員：1人

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

5/2 木 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

3 金・祝 クルージング ー ー 船中泊

4 土・祝 釜山� OP 韓国 14:00 22:00 船中泊

5 日・祝 関門海峡クルージング ー ー 船中泊

6 月 神戸� 日本 午前下船 ー ー

太平洋

韓国
日本釜山

関門海峡
クルージング

横浜

神戸
※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。

＊�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。
※祝日・休日は変更される可能性があります。

食事：朝4回・昼3回・夜4回
●最少催行人員：1人

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
島として世界遺産に登録。高
層アパートが島を埋め尽くし、
遠目に見るとまさに軍艦のよ
うな威容を誇っています。

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。日帰りで入れる湯も豊富です。別府
温泉では日本で最初の地熱発電や温泉による魚の養殖業が行われるなど、温泉資源が
幅広く利用されています。

　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。当時の様式を伝える
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。

ダイヤモンド・プリンセス誕生の地（三菱重工長崎造船所）、
長崎に２年ぶりに寄港します

鮮やかな緑芽吹く時期に別府と指宿、 
九州屈指の名温泉地に近い港に寄港します

神戸を出発し幕末に重要な役割を果たした薩摩、
馬関戦争の舞台となった関門海峡へ、明治維新の
足跡をたどります

思い立ったらチャンス！ 
気軽な日程で楽しめるクルーズです

端島（軍艦島）

別府温泉 地獄温泉

OP坂本龍馬像／高知
日本の近代化のきっかけを
作った重要人物。国際化を
見据えた壮大なビジョンや、
明治維新を迎えることなく世
を去った波瀾万丈な生涯
が、現在も人 を々魅了してい
ます。

坂本龍馬像

OP指宿温泉／鹿児島
薩摩富士と呼ばれる名峰、
開聞岳をのぞむ温泉地。 
名物の砂むし温泉は、地下
を流れる温泉で温められた
海岸の砂に浴衣着用で浸
かる、全国的にもめずらしい
温泉です。

指宿温泉

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。

西郷隆盛像

ここがポイント！

ここがポイント！

ここがポイント！

ここがポイント！

歴史

ゴールデンウィーク ショートクルーズ！長崎と韓国 6日間

ゴールデンウィーク ショートクルーズ！ 5日間

GW

GW

桜島

海東龍宮寺／釜山

梵魚寺

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

世界遺産：明治日本の産業革命遺産�製鉄・製鋼、造船、石炭産業関門海峡

世界
遺産

OP

※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

OP

ショート

ショート

温泉

世界
遺産

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
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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 14:00 22:00 船中泊

4 長崎� OP日本 08:00 17:00 船中泊

5 クルージング ー ー 船中泊

6 横浜� 日本 午前下船 ー ー

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

6/28 金 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

29 土 クルージング ー ー 船中泊

30 日 釜山� OP 韓国 07:00 16:00 船中泊

7/1 月 クルージング ー ー 船中泊

2 火 四日市� OP日本 07:00 17:00 船中泊

3 水 横浜� 日本 午前下船 ー ー

［ 神戸発横浜着 ］　2019年6月28日（金） 7月3日（水） ［M924］

＊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。

＊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.53をご覧ください。

※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.54・55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

食事：朝5回・昼4回・夜5回
●最少催行人員：1人

OPハウステンボス／長崎
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。

気軽な日程でゆったりと船上体験を。 
四日市では伊勢神宮まで足を延ばせます

終日航海日もあり、インターナショナルな船内の 
雰囲気もお楽しみいただけます

OP伊賀流忍者博物館／四日市
伊賀流の本拠地。伊賀流忍者博物
館では古文書や暗号などの展示や、 
くの一（女忍者）の案内でめぐる忍者
屋敷など、忍者の歴史や文化を楽しく
学ぶことができます。

伊賀流忍者博物館
写真提供：伊賀流忍者博物館

ハウステンボス

神戸北野異人館街／神戸
かつて外国人居留地としてにぎわっ
た一角。神戸の街を見下ろす高台に
明治・大正時代に建てられた洋館が
現在も残り、異国情緒豊かな神戸を
代表する観光地となっています。

神戸北野異人館街

横浜みなとみらい21／横浜
横浜港の一大商業エリア。横浜ラン
ドマークタワー（296メートル）の展望
台からは関東平野を一望。港町の
歴史を伝える赤レンガ倉庫は、カフェ
やショップが並ぶ人気スポットです。

釜山
釜山は夜出港のため、国際市場や
繁華街のナイトツアーも楽しめます。 
中でも冬柏公園から眺める海雲台
エリア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。

横浜みなとみらい21

ここがポイント！

ここがポイント！

気軽にショートクルーズ 四日市と韓国 6日間

気軽にショートクルーズ 長崎と韓国 6日間

太平洋

韓国
日本

釜山
四日市 横浜
神戸

太平洋

韓国

日本 横浜釜山

長崎

ショート

釜山

OP伊勢神宮／四日市
内宮と外宮を中心にした125の宮社
の総称が伊勢神宮。生い茂る原生
林の中を歩いていると、あまりのス
ケールに圧倒されるとともに、神 し々く
心が洗われる気分になりそうです。

伊勢神宮

※写真はすべてイメージです。

＊［M934］のみ

［ 横浜発着 ］
　 2019年  9月18日（水）   9月23日（月） ［M934］ 

2019年10月  2日（水） 10月  7日（月） ［M936］
2019年10月30日（水） 11月  4日（月） ［M939］

＊

テーマクルーズ詳細は
P.24をご覧ください。

テーマクルーズ詳細は
P.25をご覧ください。

［テーマクルーズ］世界
遺産

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

ショート

美

歴

http://www.princesscruises.jp/

美・
日本

横浜
発着

３月
出発
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● �日本から韓国へ。各地の春をお楽しみください。

輝く春の三河・大阪・土佐・伊勢と韓国 9日間 
春先の東海から関西、四国を経て韓国を訪れるコース。
初寄港の蒲郡をはじめ、風光明媚な各地の景観が見頃を迎えます。

クルーズ番号

［ 横浜発着 ］　2019年3月26日（火） 4月3日（水）

M910

ここがポイント！

※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。

＊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。

●�蒲郡には
美しい自然や史跡、�
国の天然記念物
『竹島』など、�
見どころが集まっています

OP梵魚寺／釜山
韓国五大寺院のひとつであり韓国禅
宗の総本山、梵魚寺。金井山の中腹に
位置するため、穏やかな自然に囲まれ
た見晴らしも素晴らしく、ハイキングや
ウォーキングで気軽に訪れる人も多くい
ます。

梵魚寺

OPはりまや橋／高知
よさこい節の“土佐の高知のはりまや
橋で、坊さんかんざし買うを見た”で
おなじみ。修行僧の純信と鋳掛屋の
娘・お馬の悲しい恋物語の舞台となっ
た、赤い小さな橋です。

はりまや橋
写真提供：（公財）高知県観光コンベンション協会

大阪城／大阪OP 岡崎城／蒲郡

伊勢神宮／四日市

OP

OP

韓国

釜山

蒲郡

太平洋

日本

横浜
大阪

高知

四日市

食事：朝８回・昼７回・夜８回
●最少催行人員：1人

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

3/26 火 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

27 水 蒲郡� 初寄港 OP日本 07:00 16:00 船中泊

28 木 大阪� OP日本 07:00 18:00 船中泊

29 金 高知� OP日本 07:00 18:00 船中泊

30 土 クルージング ー ー 船中泊

31 日 釜山� OP 韓国 07:00 16:00 船中泊

4/1 月 クルージング ー ー 船中泊

2 火 四日市� OP日本 07:00 17:00 船中泊

3 水 横浜� 日本 午前下船 ー ー

竹島／蒲郡

※写真はすべてイメージです。
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陽春の日本周遊と韓国 9日間
東北、北海道、北陸、九州と日本列島を周遊するコース。
新潟に初寄港し、春を迎えた北国の絶景や花を愛でることができます。

クルーズ番号

［ 横浜発着 ］　2019年4月11日（木） 4月19日（金）

M912

● �東北から北海道、北陸、九州まで、日本を取り囲む海をぐるりと一周します。

ここがポイント！

太平洋

韓国

日本 横浜釜山

石巻

函館

新潟

鹿児島

※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8回・昼7回・夜8回
●最少催行人員：1人

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

4/11 木 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

12 �金 石巻� OP日本 10:00 18:00 船中泊

13 �土 函館� OP日本 10:00 19:00 船中泊

14 �日 新潟� 初寄港 � OP 日本 09:00 18:00 船中泊

15 �月 クルージング ー ー 船中泊

16 �火 釜山� OP 韓国 07:00 16:00 船中泊

17 �水 鹿児島� OP日本 10:00 20:00 船中泊

18 �木 クルージング ー ー 船中泊

19 �金 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。

● �新潟は重要文化財の�
新発田城や�
パワースポットの�
彌彦神社、�
越後の地酒など、�
魅力的な歴史と食の�
宝庫です

OP中尊寺／石巻
世界遺産・平泉の一角をなす寺院。
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
中尊寺

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
にある「尚古集成館」はかつての機械
工場で、近代化に邁進した幕末明治
期を伝える貴重な存在として世界遺産
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

五稜郭／函館OP

新発田城／新潟OP

30

すべての日本の寄港地に名城、城跡があり、歴史ある城下町めぐりも楽しめるコース。
日本が誇る建築美を、季節の花とともにご堪能いただけます。

食事：朝8回・昼7回・夜8回
●最少催行人員：1人

春めく名城の地めぐりと伊勢・韓国 9日間

クルーズ番号

［ 横浜発着 ］　2019年4月3日（水） 4月11日（木）

M911

ここがポイント！

＊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

鳥羽
太平洋

日本

横浜
姫路

高知

四日市

世界遺産：姫路城
姫路城／姫路OP

● �鳥羽城跡、高知城、�
伊賀上野城、名古屋城、�
そして姫路城。各地の�
名城が花に彩られます

OP名古屋城／四日市
金鯱で名高い天守閣の内部は、
重要文化財の障壁画をはじめ�
貴重な歴史資料を展示。 名古屋城

OP伊勢神宮／鳥羽
大鳥居をくぐり、五十鈴川に架かる宇
治橋を渡ると内宮へ。堂々としたたた
ずまいの木造の橋は人と神を結ぶ架
け橋といわれ、春はソメイヨシノの名所
としてにぎわいます。

伊勢神宮

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。

桂浜

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

4/3 水 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

4 木 鳥羽★� OP日本 07:00 15:30 船中泊

5 金 姫路� 初寄港 � OP 日本 07:00 18:00 船中泊

6 土 高知� OP日本 08:00 18:00 船中泊

7 日 クルージング ー ー 船中泊

8 月 釜山� OP 韓国 07:00 16:00 船中泊

9 火 クルージング ー ー 船中泊

10 水 四日市� OP日本 07:00 17:00 船中泊

11 木 横浜� 日本 午前下船 ー ー

横浜
発着

４月
出発

歴史

※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

※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。
※名古屋城の天守閣は工事により一部ご覧いただけない場合があります。
＊�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。
★テンダーボートでの乗下船となります（P.57参照）。
＊代金は、P.52をご覧ください。

世界
遺産

世界
遺産

横浜
発着

４月
出発

横浜
発着

歴史

４月
出発
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夏をさきどり！沖縄・台湾リゾートクルーズ８日間
那覇から離島を経て台湾へ、初夏を楽しむリゾート感あふれるコース。
美しいロケーションが広がる、南国らしい魅力がいっぱいの日程です。

クルーズ番号

［ 神戸発着 ］　�M917：2019年5月11日（土） 5月18日（土）　M919：2019年5月25日（土） 6月1日（土）��
M921：2019年6月  8日（土） 6月15日（土）

�M917・M919・M921

ここがポイント！

※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となります（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

＊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。

●�初寄港の宮古島は�
市街地から徒歩で行くことが
できるパイナガマビーチ
など、気軽にリゾート気分
に浸ることができます

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
街並は懐かしくも不思議な情緒を�
漂わせています。

九份

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。立ち並ぶ民家
はいずれも県内各地から移築された
もので、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
琉球村

©OCVB

川平湾／石垣島OP

パイナガマビーチ／宮古島（沖縄）OP

太平洋

台湾

日本

神戸

基隆
（台北）

那覇

石垣島
宮古島（沖縄）

●�沖縄から台湾へ、�
一足早い夏が迎えてくれます。

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 17:00 船中泊

4 宮古島（沖縄）★� 初寄港 � OP 日本 07:00 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

■�5/25発(M919)、6/8発(M921)は4日目宮古島にかわり石垣島に寄港する他、�
3日目那覇の出港時間が以下となります。

3 那覇� OP日本 07:00 18:30 船中泊

4 石垣島★� OP日本 08:00 17:00 船中泊

M917
M919
M921
共通ルート

３2

※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。
※�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.52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

麗しの春・韓国と東北 9日間
緑と花々に彩られた北国の魅力に触れられるコース。
初寄港の宮古を加えた東北３県の麗しい春を、ゆったりとした日程でご覧いただけます。

クルーズ番号

［ 横浜発着 ］　2019年4月19日（金） 4月27日（土）

M913

●�東北３県と韓国・釜山。�
それぞれの港町情緒をお楽しみください。

ここがポイント！

●�初寄港の宮古では、�
白い岩と青い海が美しい
浄土ヶ浜と�
“三陸の青の洞窟”�
と呼ばれる八戸穴が�
必見です

OP浄土ヶ浜／宮古（岩手）
岩肌の白と海の群青が美しい対比を
見せる、宮古の代表的な景勝地。

釜山タワー

釜山タワー／釜山
釜山を訪れたら一度は上りたい、高さ120
メートルのランドマーク。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。

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。

山居倉庫

＊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）

酒田

青森

関門海峡
クルージング

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

4/19 金 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

20� 土 クルージング ー ー 船中泊

21� 日
関門海峡クルージング ー ー

船中泊
釜山� OP 韓国 15:00 23:00

22 月 クルージング ー ー 船中泊

23 火 酒田（山形）� OP日本 07:00 18:00 船中泊

24 水 青森� OP日本 09:00 20:00 船中泊

25 木 宮古（岩手）� 初寄港 � OP 日本 09:00 18:00 船中泊

26 金 クルージング ー ー 船中泊

27 土 横浜� 日本 午前下船 ー ー

弘前公園／青森OP 奥入瀬渓流／青森OP

美・
日本

横浜
発着

４月
出発

龍泉洞／宮古（岩手）
写真提供：岩泉町龍泉洞事務所

OP

浄土ヶ浜

※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

神戸
発着

５月
出発

リゾート

６月
出発
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※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。

＊�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7回・昼6回・夜7回���
●最少催行人員：1人

［ 神戸発着 ］　2019年5月18日（土） 5月25日（土）

風薫る四国と広島・宮崎・韓国 8日間
四国、山陽、九州、韓国、各地の観光をお楽しみいただけるコース。
初寄港の松山へ、初夏のクルージングにご案内します。

クルーズ番号 M918

34

●�爽やかな新緑の季節。四国・中国・九州・韓国をめぐります。

ここがポイント！

＊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。
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
の聖地に。断崖絶壁に囲まれ、�
洞窟の中にある本堂は宮崎県�
屈指のパワースポットとして知ら
れています。

鵜戸神宮

嚴島神社／広島OP
世界遺産：嚴島神社 室戸岬／高知OP

平和記念公園／広島
世界遺産：原爆ドーム

OP

太平洋

韓国
日本

神戸
釜山

松山
高知

関門海峡
クルージング

油津
（宮崎）

広島

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

5/18 土 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

19 日 高知� OP日本 08:00 18:00 船中泊

20 月 広島� OP日本 09:00 18:00 船中泊

21 火 松山� 初寄港 � OP 日本 06:00 18:00 船中泊

22 水 油津（宮崎）� OP日本 07:00 16:00 船中泊

23 木 釜山� OP 韓国 12:00 22:00 船中泊

24 金 関門海峡クルージング ー ー 船中泊

25 土 神戸� 日本 午前下船 ー ー

●�松山は夏目漱石の�
小説でおなじみの�
道後温泉を筆頭に、�
名所旧跡の宝庫です

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。

世界遺産：�慶州歴史地域/�
石窟庵と佛国寺佛国寺

道後温泉別館／松山OP

神戸
発着

世界
遺産

５月
出発

35

初夏の四国・九州と韓国 8日間
新緑色づく四国、九州を経て韓国を周遊するコース。
夜の出港となる釜山では、屋台や美しい夜景もお楽しみいただけます。

クルーズ番号

［ 神戸発着 ］　2019年6月1日（土） 6月8日（土）

M920

● �最初の寄港地・高知と初寄港の松山は、ともに現存12天守に�
数えられる貴重な城が残ります

ここがポイント！

OKR07F_7-Day Japan Explorer_R1_CD

太平洋

韓国 日本

神戸

釡山

鹿児島

高知
関門海峡
クルージング

松山

油津
（宮崎）

※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7回・昼6回・夜7回　
●最少催行人員：1人

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

6/1 土 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2� 日 高知� OP日本 08:00 18:00 船中泊

3 月 松山� 初寄港 � OP 日本 07:00 18:00 船中泊

4 火 油津（宮崎）� OP日本 08:00 20:00 船中泊

5 水 鹿児島� OP日本 08:00 18:00 船中泊

6 木 釜山� OP 韓国 11:00 22:00 船中泊

7 金 関門海峡クルージング ー ー 船中泊

8� 土 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。

● �四国から南を目指し鹿児島へ。温泉や薩摩の旧跡など、�
豊かな自然と文化を満喫できます。

OP 松山城／松山
松山市を見下ろす山の上に建つ、�
四国最大の城。現存12天守に数えら
れる天守を含む、門や櫓など21の建
造物が重要文化財に指定され、�
当時の優れた築城技術を現在に伝え
ます。松山城

OP桜島／鹿児島
鹿児島を象徴する世界的にも有名な活火
山。北岳と南岳、２つの主峰の雄々しい姿が
青空をバックにそびえています。桜島ビジタ
ーセンターでは、噴火の様子と地形の変化な
ど、桜島の歴史を知ることができます。
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 桜島

知覧武家屋敷／鹿児島OP世界遺産：慶州歴史地域/石窟庵と佛国寺
荒嶺山からの夜景/釜山

OP 高知城／高知
土佐24万石の富の象徴。“鷹城”
とも呼ばれる勇壮な天守閣は、
300年近くを経て現存する木造
天守のひとつです。

高知城

青島神社／油津（宮崎）OP

※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

美・
日本

神戸
発着

世界
遺産

６月
出発



横浜
発着

リゾート

７月
出発

11月
出発

http://www.princesscruises.jp/

函館、酒田、金沢、境港と日本海の港町をめぐるコース。
江戸時代に北前航路として栄えた、海の交易路をたどります。

初夏の北前航路と韓国 ９日間

クルーズ番号

［ 神戸発着 ］　2019年6月20日（木） 6月28日（金）

M９２３
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●�北前航路の拠点として栄えた酒田など、それぞれの街が育んできた
歴史や、雄大な自然を体感できます

＊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。

太平洋韓国
日本

神戸
釜山

境港

函館
酒田

金沢

食事：朝8回・昼7回・夜8回　
●最少催行人員：1人

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

6/20 木 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

21 金 クルージング ー ー 船中泊

22 土 函館� OP日本 12:00 23:00 船中泊

23 日 酒田（山形）� OP日本 11:00 20:00 船中泊

24 月 金沢� OP日本 09:00 20:00 船中泊

25 火 境港� OP日本 07:00 17:00 船中泊

26 水 釜山� OP 韓国 07:00 17:00 船中泊

27 木 クルージング ー ー 船中泊

28 金 神戸� 日本 午前下船 ー ー

ここがポイント！

土門拳記念館

OP �土門拳記念館／�
酒田（山形）

昭和の日本を代表する写真家・�
土門拳が遺した約７万点を収蔵。
一人の作家をテーマにした世界�
でも珍しい写真専門美術館で、独
特のリアリズムにこだわった作品
を順次公開しています。

OP大沼国定公園／函館
総面積9,083ヘクタールを誇る広大
な南北海道唯一の国定公園。活火山
である駒ケ岳の幾度かの噴火により
大沼・小沼・ジュン菜沼と、大小の
美しい沼が形成された、自然公園です。

大沼国定公園

OP松江城／境港
“千鳥城”とも呼ばれる、鳥が羽を広
げたような優雅な天守閣。かつて司令
塔だった天守閣は、水の都・松江の美
しい眺望を楽しめる絶景スポットにな
っています。

松江城

羽黒山／酒田（山形）OP
兼六園／金沢

写真提供：金沢市
OP

美・
日本

神戸
発着

６月
出発

ここがポイント！
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沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間
ビーチリゾートで人気の島に寄港し、沖縄から台湾を周遊するコース。
人気の２大都市・那覇と台北の観光やグルメもご満喫いただけます。

クルーズ番号

［ 横浜発着 ］　�M925：2019年  7月  3日（水）  7月11日（木）　M927：2019年  7月19日（金）  7月27日（土）�
M940：2019年11月  4日（月）11月12日（火）　M943：2019年11月29日（金）12月  7日（土）�
M945：2019年12月15日（日）12月23日（月）

M925・M927・M940・M943・M945

※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となります（P.57参照）。
＊代金は、P.53・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。

●�石垣島または宮古島に�
寄港。ゆるやかな時間が�
流れる楽園の島でゆった
りと過ごせます

台北101／基隆（台北）OP

M925・M927・M940・M943・M945

太平洋

台湾

日本

基隆
（台北）

那覇

石垣島

横浜

宮古島（沖縄）

●�那覇と台北、それぞれの街の食、文化、歴史を体験するひとときを�
お過ごしください。

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

2〜3 クルージング ー ー 船中泊

4 基隆(台北)� OP 台湾 07:00 17:00 船中泊

5 石垣島★� OP日本 08:00 17:00 船中泊

6 那覇� OP日本 07:00 17:00 船中泊

7〜８ クルージング ー ー 船中泊

9 横浜� 日本 午前下船 ー ー
■�7/19発(M927)は5日目石垣島にかわり宮古島に寄港する他、�
4～6日目の寄港順及び寄港時間が以下となります。

4 那覇� OP日本 07:00 18:30 船中泊

5 宮古島（沖縄）★� 初寄港 � OP 日本 07:00 17:00 船中泊

6 基隆(台北)� OP 台湾 07:00 17:00 船中泊

■11/4日発(M940)は4～6日目の寄港順及び寄港時間が以下となります。

4 那覇� OP日本 07:00 17:00 船中泊

5 石垣島★� OP日本 08:00 17:00 船中泊

6 基隆(台北)� OP 台湾 07:00 17:00 船中泊

■11/29日発(M943)は4～6日目の寄港順及び寄港時間が以下となります。

4 那覇� OP日本 07:00 17:30 船中泊

5 石垣島★� OP日本 08:00 17:00 船中泊

6 基隆(台北)� OP 台湾 07:00 17:00 船中泊
■�12/15日発(M945)は5日目石垣島にかわり宮古島に寄港する他、�
4～6日目の寄港順及び寄港時間が以下となります。

4 那覇� OP日本 07:00 17:00 船中泊

5 宮古島（沖縄）★� 初寄港 � OP 日本 07:00 17:00 船中泊

6 基隆(台北)� OP 台湾 07:00 17:00 船中泊

竹富島／石垣島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。
＊代金は、P.53をご覧ください。

OP守礼門／那覇
首里城の玄関口として、琉球王国の栄華
を現在に伝える門。扁額の「守礼之邦」
は“礼節を重んじる国”を意味し、穏や
かな南国情緒の中にも凛とした雰囲気を
漂わせます。�

守礼門 世界遺産：�琉球王国のグスク及び関連遺産群�

※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

共通ルート
M925
M940
M943
M927
M945
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※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となります（P.57参照）。＊代
金は、P.53・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

北海道周遊とサハリン 9日間
釧路、小樽、函館、北海道の３つの人気都市を一周する定番コース。
滞在時間の長い函館では文学・歴史散策や夜景観賞をお楽しみください。

クルーズ番号

［ 横浜発着 ］　�M926：2019年7月11日（木）7月19日（金）　M932：2019年9月1日（日）9月9日（月）

M926・M932
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ここがポイント！

＊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。

●�コルサコフではユジノサハリンスクまで足を延ばし、�
ショッピングやロシアグルメもお楽しみいただけます。

●�函館滞在の締めくくりは
香港やナポリと並び称される
美しい夜景観賞が�
オススメです
OP函館山／函館�
高さ334mの標高と距離感が、�
まるで手が届くような眺望を�
生み出します。 函館山からの夜景

OP小樽運河／小樽
東洋のウォール街と呼ばれ、金融や物
流の拠点として栄えた大正時代に造ら
れた運河。立ち並ぶ倉庫群はビアホー
ルやレストランに改装されており、食事
を楽しみながら往時を偲べます。

小樽運河

OP �サハリン郷土史博物館／�
コルサコフ

日本統治下で樺太と呼ばれていた
1937年に開館。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。

サハリン郷土史博物館

札幌大通公園／小樽OP釧路湿原／釧路OP

太平洋

日本

ロシア

釧路

小樽

函館

コルサコフ

横浜

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

横浜
発着

自然
美

７月
出発

９月
出発

ねぶた祭に沸く
青森と石巻・函館・ウラジオストク 9日間
青森の夏を彩る、重要無形民俗文化財「ねぶた祭」を楽しめるコース。
ロシアの玄関口にしてシベリア鉄道の起点、ウラジオストクにも寄港します。 

クルーズ番号

［ 横浜発着 ］　2019年7月27日（土）8月4日（日）　

M928
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● �震災からの復興を目指す石巻では、�
松島や国宝・瑞巌寺を観光できます。

ここがポイント！

※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。

OP �鷹の巣展望台／�
ウラジオストク

日本から一番近い、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、美しくアーチを描いた黄金橋
をはじめ港町の景観を一望できます。

鷹の巣展望台

OP松島／石巻
日本三景としてあまりにも有名。�
遊覧船に乗ると島々や奇岩を間近に
眺められ、まるで絵画のような青と緑
の美しいコントラストをお楽しみいただ
けます。

松島

青森ねぶた祭／青森OP

●�街を練り歩く20台以上の
山車（ねぶた）。�
“ラッセラー”のかけ声が�
圧巻です

青森ねぶた祭／青森
写真提供：�青森観光コンベンション協会

OP
太平洋

日本

ロシア

石巻

函館
ウラジオストク

青森

横浜

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。

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

７/27 土 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

28 日 石巻� OP日本 10:00 18:00 船中泊

29 月 函館� OP日本 10:00 23:00 船中泊

30 火 クルージング ー ー 船中泊

31 水 ウラジオストク� OPロシア 05:00 19:00 船中泊

８/1 木 クルージング ー ー 船中泊

２ 金 青森（青森ねぶた祭）� OP日本 08:00 23:00 船中泊

３ 土 クルージング ー ー 船中泊

４ 日 横浜� 日本 午前下船 ー ー

※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

横浜
発着

4大
まつり

７月
出発
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※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。＊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.53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

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、祭りに沸き立つ日本の夏の魅力が詰め込まれたコース。

「秋田竿燈まつり」「青森ねぶた祭」「高知よさこい祭り」「徳島阿波おどり」の興奮を体感いただけます。

クルーズ番号

［ 横浜発着 ］　2019年8月4日（日）8月15日（木） 

M929

●�クルージングを楽しみながら、�
「日本を代表する４大祭り」を訪れます

● �夏祭りをめぐる間に韓国・釜山にも寄港。�
異国の文化にも触れられます。

ここがポイント！

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

ねぶた祭海上運行

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。

秋田竿燈まつり
写真提供：秋田市竿燈まつり実行委員会

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。

阿波おどり
写真提供：徳島県観光協会

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。

よさこい祭り
写真提供：（公社）高知観光協会

＊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。

関門海峡
クルージング

日本

太平洋
高知

青森

秋田

釜山
境港

徳島

韓国 横浜

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

8/４ 日 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

5 月 クルージング ー ー 船中泊

6 火 秋田（秋田竿燈まつり）� OP日本 07:00 23:00 船中泊

7 水 青森（青森ねぶた祭＊）� OP日本 10:00 23:00 船中泊

8 木 クルージング ー ー 船中泊

9 金 境港� OP日本 06:00 17:00 船中泊

10 土 釜山� OP 韓国 07:00 18:00 船中泊

11 日・祝 関門海峡クルージング� 日本 ー ー 船中泊

12 月 高知(よさこい祭り)� OP 日本 07:00 23:59 船中泊

13 火 徳島（阿波おどり）� OP日本 07:00 23:59 船中泊

14 水 クルージング ー ー 船中泊

15 木 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
阿波おどり／徳島

写真提供：徳島県観光協会
OP

横浜
発着

4大
まつり

８月
出発

熊野大花火と夏の日本南国めぐり 9日間
大海原を雄大に彩る熊野大花火大会を船上から観賞する人気のコース。
南国土佐、長崎、宮崎、釜山と各地の夏をご満喫いただけます。

クルーズ番号

［ 横浜発着 ］　2019年8月15日（木）8月23日（金）　

M930
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ここがポイント！

※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。＊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。※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。※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

＊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。

● �和歌山下津に初寄港。�
長めの滞在時間を利用し、
空海が開いた�
天空の聖地・高野山も
観光できます

世界遺産：�紀伊山地の霊場と参詣道

OP青島神社／油津（宮崎）
縁結びの神社として知られるパワー�
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。

青島神社

OP平和公園／長崎
爆心地のすぐ近くに作られた公園。�
平和祈念像の天を指した右手には�
原爆の脅威、水平に伸ばした左手には
平和、閉じた瞼には犠牲者の冥福を�
祈るという想いが込められています。

平和公園

熊野大花火

高野山／和歌山下津OP

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）

油津
（宮崎）

和歌山下津
長崎

関門海峡
クルージング 横浜

高知

●�夏真っ盛りの季節に、�
近畿、四国、九州の名所旧跡めぐりをお楽しみください。

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

8/１５ 木 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

１６ 金 和歌山下津� 初寄港 � OP 日本 12:00 21:00 船中泊

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

18 日 高知� OP日本 08:00 18:00 船中泊

19 月
関門海峡クルージング ー ー

船中泊
釜山� OP 韓国 16:00 22:00

20 火 長崎� OP日本
軍艦島沖航行＊

08:00
（18:30）

17:00
（19:00）

船中泊

21 水 油津（宮崎）� OP日本 07:00 17:00 船中泊

22 木 クルージング ー ー 船中泊

23 金 横浜� 日本 午前下船 ー ー

※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

祭

世界
遺産

横浜
発着

花火
観賞

８月
出発

テーマクルーズ詳細は
P.25をご覧ください。



世界
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美・
日本

横浜
発着

９月
出発
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９月
出発

歴史

横浜
発着

８月
出発

※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となります（P.57参照）。
＊代金は、P.54をご覧ください。

日本巡拝の地めぐりと韓国 10日間
寄港地ごとに巡拝地があり、荘厳な趣を感じられるコース。
伊勢神宮や出雲大社など、日本を代表するパワースポットを体験できます。

クルーズ番号

［ 横浜発着 ］　M931：2019年8月23日（金） 9月1日（日）　M935：2019年9月23日（月） 10月2日（水）

M931・M935

●�パワースポット以外にも、歴史的に由緒ある様々な見どころを�
観光できます。

＊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。

太平洋

韓国 日本 横浜
釜山

境港
金沢

酒田

鳥羽
高松

出雲大社／境港OP

最上川／酒田（山形）OP

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� 初寄港 � OP 日本 09:00 17:00 船中泊

4 クルージング ー ー 船中泊

5 釜山� OP 韓国 09:00 18:00 船中泊

6 境港� OP日本 08:00 18:00 船中泊

7 金沢� 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

ここがポイント！

●�初寄港の高松では�
“お庭の国宝”と讃えられ
る特別名勝・栗林公園、源
平合戦で知られる屋島な
ど、魅力的な旧跡を�
ご覧いただけます

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。

兼六園

OP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
気分は、まるで修行僧。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。

羽黒山

栗林公園／高松OP

伊勢神宮／鳥羽OP
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日本三景の地めぐりと函館・韓国 10日間
日本三景「松島」「天橋立」「宮島」の地に寄港するコース。
韓国・釜山から関門海峡へ、変化に富んだ風景も船旅ならではの醍醐味です。

クルーズ番号

［ 横浜発着 ］　2019年9月9日（月） 9月18日（水）

M933

●�ソウルに次ぐ韓国の都市・釜山では、�
ショッピングや観光の他、海鮮料理も人気です。

ここがポイント！

太平洋

韓国

日本
横浜釜山

舞鶴

広島

石巻

函館

関門海峡
クルージング

※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.54をご覧ください。

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

9/9 月 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

10 火 石巻� OP日本 10:00 18:00 船中泊

11 水 函館� OP日本 10:00 23:00 船中泊

12 木 クルージング ー ー 船中泊

13 金 舞鶴� OP日本 07:00 17:00 船中泊

14 土 釜山� OP 韓国 11:00 22:00 船中泊

15 日 関門海峡クルージング ー ー 船中泊

16 月・祝 広島� OP日本 07:00 18:00 船中泊

17 火 クルージング ー ー 船中泊

18 水 横浜� 日本 午前下船 ー ー

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。

●�自然の芸術のような松島と
天橋立、世界文化遺産の�
宮島。まったく風情が異なる
魅力を比較体験できます
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 嚴島神社

OP �松島／石巻
数々の絵画に描かれ俳句にも詠まれ
た、東北きっての景勝地。260を超え
る小さな島 と々見事な枝ぶりの松、青
い海がダイナミックな景観を織りなし
ています。

松島

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

天橋立／舞鶴OP はこだて明治館／函館OP

※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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秋空の日本 美食の地めぐりと韓国 10日間
秋田、新潟、敦賀、境港と、日本海側の紅葉をめぐるコース。
後半は静岡へ向かい、太平洋のクルージングで締めくくります。

クルーズ番号

［ 横浜発着 ］　2019年11月12日（火） 11月21日（木）

M941

● 日本海の海産物や米どころならではの銘酒など、
寄港地ごとの深い味わいもお楽しみください。

ここがポイント！

OYR09E_9-Day Fall Foliage Sea of Japan_R1_CD

太平洋

韓国
日本 横浜釡山

新潟 秋田

清水

敦賀
境港

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※紅葉時期は、気候状況により前後するため、ご覧いただけない場合があります。
＊ 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。

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

11/12 火 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

13 水 クルージング ー ー 船中泊

14 木 秋田 OP 日本 08:00 18:00 船中泊

15 金 新潟  初寄港  OP 日本 0７:00 17:00 船中泊

16 土 敦賀 OP 日本 08:00 18:00 船中泊

17 日 境港 OP 日本 08:00 18:00 船中泊

18 月 釜山 OP 韓国 07:00 16:00 船中泊

19 火 クルージング ー ー 船中泊

20 水 清水 OP 日本 10:00 21:00 船中泊

21 木 横浜 日本 午前下船 ー ー

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。

● 新潟では重要文化財
の萬代橋、
敦賀では氣比神宮など、
伝統的な美を紅葉と
ともに観賞できます

萬代橋
写真提供：新潟市

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。

氣比神宮

OP三保松原／清水
富士山世界文化遺産の構成資産に登
録。約３万本の松と海と富士山が絶妙
の美を織りなし、歌川広重など数々の
絵画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 三保松原

※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となります。（P.57参照）＊代
金は、P.５4をご覧ください。※祝日・休日は変更される可能性があります。

＊ ベトナムは、日本国籍の方は条件を満たせば査証（ビザ）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（ビザ）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15回・昼14回・夜15回　●最少催行人員：1人

秋の東南アジア大航海 16日間
日本発着で中国、ベトナム、台湾のアジア３都市を周遊するコース。
歴史的名所から近代都市まで、情緒あふれるシーンの移り変わりをお楽しみください。

クルーズ番号

［ 横浜発着 ］　2019年10月15日（火） 10月30日（水）

M９３８

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

10/15 火 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

16 水 クルージング ー ー 船中泊

17 木 鹿児島 OP 日本 07:00 16:00 船中泊

18 金 クルージング ー ー 船中泊

19 土 厦門 OP 中国 10:00 17:00 船中泊

20 日 クルージング ー ー 船中泊

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

22 火 カイラン★ OP ベトナム 10:00 20:00 船中泊

23 水 クルージング ー ー 船中泊

24 木 香港 OP 中国 07:00 23:00 船中泊

25 金 クルージング ー ー 船中泊

26 土 基隆（台北） OP 台湾 07:00 17:00 船中泊

27 日 那覇 OP 日本 13:30 23:00 船中泊

28～29 月～火 クルージング ー ー 船中泊

30 水 横浜 日本 午前下船 ー ー

ここがポイント！

＊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

ハロン湾／カイラン
世界遺産：ハロン湾

OP

ここがポイント！

● “海の桂林”世界遺産
のハロン湾から
“100万ドル夜景”の
本家・香港まで、
自然、文化、歴史の魅力
が凝縮されています

　世界遺産： マカオ歴史地区

OP コロンス島／厦門
かつてヨーロッパ各国が共同租界を
置いた島。当時建てられた領事館や
赤レンガ造りの洋館が現在も残り、
島全体がエキゾチックな雰囲気に
包まれています。

世界遺産：鼓浪嶼（コロンス島）コロンス島

OP ティエンムー寺／チャンメイ
（ダナン／フエ）
1601年に天女の予言によって建てられた
という伝説が残る禅寺。八角形の塔は中
国の影響を受けたもの。現在も僧侶が修
行しており、アジアへの仏教の広がりを感
じることができます。
世界遺産： フエの建造物群 ティエンムー寺

龍頭山公園／釜山

足立美術館／境港OP 田沢湖／秋田OP

※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

11月
出発

マカオ／香港OP

世界
遺産

世界
遺産

美・
日本

横浜
発着

横浜
発着

10月
出発

海外
満喫



美・
日本

横浜
発着

世界
遺産
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初春の東南アジア大航海 16日間
日本発着で香港、ベトナム、台湾の３地域を周遊するコース。
終日クルージングが複数回あるため、優雅な船旅を楽しめることも魅力です。

クルーズ番号

［ 横浜発着 ］　2020年1月20日（月） 2月4日（火）

 M００３

ここがポイント！

OP 高知城／高知
土佐24万石を襲封した山内一豊が創
建した、400年以上の歴史を誇る名
城。天守閣を筆頭に黒と白を基調にし
た建物群と、赤く染まった木々が目を
見張る美しさです。

山内一豊像・高知城

OP 大阪城／大阪
天守閣前に立つ推定樹齢約300年の
大イチョウ、約１kmに渡って続く
イチョウ並木など、城の周辺一帯が
紅や黄金色の壮観な光景に埋め尽く
されます。

大阪城

46

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※紅葉時期は気象状況により前後するため、ご覧いただけない場合がございます。
＊ 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となります。（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

浪漫紀行！ 龍馬ゆかりの地と韓国 9日間
本州から四国、九州へ、太平洋側の魅力的な寄港地をめぐるコース。
紅葉たけなわの季節ならではの情景を各地でお楽しみいただけます。

クルーズ番号

［ 横浜発着 ］　M942：2019年11月21日(木) 11月29日(金)　M944：2019年12月  7日(土) 12月15日(日)

M942・M944

ここがポイント！

● 紅葉に色づく各地の歴史
旧跡を次々に訪れることが
できます

OP伊勢神宮／鳥羽
広大な伊勢神宮でも屈指の紅葉ス
ポットが「内宮」を流れる五十鈴川
の周辺。一斉に色づいた木々が紅
や黄色の色彩美を川面に映し、幻
想的な空間が一面に広がります。伊勢神宮

＊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。
OYR08Q_8 Day Fall Foliage Kyushu/Shikoku_R2_CD

太平洋

韓国 日本

横浜釡山
大阪

高知

清水
鳥羽

鹿児島

長崎

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 17:00 船中泊

3 大阪 OP 日本 0８:00 ２１:00 船中泊

4 高知 OP 日本 07:00 17:00 船中泊

5 鹿児島 OP 日本 08:00 17:00 船中泊

6 釜山 OP 韓国 10:00 20:00 船中泊

7 長崎 OP 日本 07:00 17:00 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
■ 12/7発(M944)は長崎にかわり清水に寄港する他、

6～8日目の寄港順及び寄港時間が以下となります。

6 釜山 OP 韓国 10:00 19:00 船中泊

7 クルージング ー ー 船中泊

8 清水 OP 日本 13:00 21:00 船中泊

香港

大浦天主堂／長崎OP

国家戯劇院／基隆（台北）OP

ホイアン／チャンメイ（ダナン・フエ）OP

坂本龍馬像／高知OP桂浜／高知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となります。（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（ビザ）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（ビザ）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15回・昼14回・夜15回　●最少催行人員：1人

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

1/20 月 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

21 火 クルージング ー ー 船中泊

22 水 鹿児島 OP 日本 07:00 21:00 船中泊

23～24 木～金 クルージング ー ー 船中泊

25 土 香港 OP 中国 07:00 23:59 船中泊

26 日 クルージング ー ー 船中泊

27 月 チャンメイ（ダナン／フエ） OPベトナム 07:00 16:00 船中泊

28 火 カイラン★ OP ベトナム 08:00 18:00 船中泊

29～30 水～木 クルージング ー ー 船中泊

31 金 基隆（台北） OP 台湾 07:00 17:00 船中泊

2/1 土 那覇 OP 日本 12:00 23:00 船中泊

2～3 日～月 クルージング ー ー 船中泊

4 火 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。

太平洋

鹿児島

那覇

OYR15C_15-Day Southeast Asia Lunar New Year_R1_CD

日本

ベトナム

台湾

中国

香港

横浜

チャンメイ
（ダナン／フエ）

カイラン

基隆
（台北）

●  港街チャンメイ、ダナン
の五行山、世界遺産
ハロン湾など、ベトナム
有数の観光スポットは
必見です

世界遺産：ハロン湾

● 世界遺産の絶景から活気みなぎる都市まで、
寄港地ごとの個性的な見どころをお楽しみください。

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：古都ホイアン五行山

OP 香港マーケット／香港
香港は通称「女人街」で知ら
れる通菜街など、マーケットの
宝庫。たくさんの露店が並び、
エネルギッシュな街の雰囲気
を体感できます。

香港マーケット

ハロン湾／カイランOP

※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

M942
M944
共通ルート

海外
満喫

横浜
発着

12月
出発

11月
出発

1月
出発
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OYR08F_8-Day Japan & Taiwan_R1_CD

太平洋

台湾

日本

基隆
（台北） 那覇

横浜清水神戸

横浜・神戸発着！
陽気に沖縄・台湾クルーズ

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。今もなお復元は続いており、琉球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跡

横浜みなとみらい21／横浜
横浜発着 9日間

2020年  2月  4日（火）   2月12日（水） ［M004］
2020年  2月12日（水）   2月20日（木） ［M005］
2020年  2月20日（木）   2月28日（金） ［M006］
2020年  2月28日（金）   3月  7日（土） ［M007］
2020年  3月  7日（土）   3月15日（日） ［M008］

横浜発着

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 清水 OP 日本 06:00 15:00 船中泊

3 神戸 OP 日本 08:00 18:00 船中泊

4 クルージング ー ー 船中泊

5 那覇 OP 日本 07:00 15:00 船中泊

6 基隆（台北） OP 台湾 09:00 17:00 船中泊

7〜8 クルージング ー ー 船中泊

9 横浜 日本 午前下船 ー ー

食事：朝8回・昼7回・夜8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.56をご覧ください。 首里城

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。

中正紀念堂神戸北野異人館街／神戸

神戸発着 9日間
2020年  2月  6日（木）   2月14日（金） ［M004C］
2020年  2月14日（金）   2月22日（土） ［M005B］
2020年  2月22日（土）   3月  1日（日） ［M006B］
2020年  3月  1日（日）   3月  9日（月） ［M007B］

神戸発着

日次 寄港地 入港 出港 宿泊

1 神戸 日本 午後乗船 18:00 船中泊

2 クルージング ー ー 船中泊

3 那覇 OP 日本 07:00 15:00 船中泊

4 基隆（台北） OP 台湾 09:00 17:00 船中泊

5〜6 クルージング ー ー 船中泊

7 横浜 OP 日本 06:00 17:00 船中泊

8 清水 OP 日本 06:00 15:00 船中泊

9 神戸 日本 午前下船 ー ー

食事：朝8回・昼7回・夜8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.56をご覧ください。

ここがポイント！

❶�お客様のご都合に合わせて�
アクセスのよい港から発着地を選ぶことができます。

❷�船内も寄港地観光も満喫でき�
寄港地は大都市に加え、清水や人気の高い那覇、基隆（台北）。

❸出発日が複数あり、日程が組みやすい！

※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

世界
遺産 歴史

YOKOHAMA

KOBE

神戸発横浜着 7日間
2020年  3月  9日（月）   3月15日（日） ［M008B］神戸発

横浜着

日次 寄港地 入港 出港 宿泊

1 神戸 日本 午後乗船 18:00 船中泊

2 クルージング ー ー 船中泊

3 那覇 OP 日本 07:00 15:00 船中泊

4 基隆（台北） OP 台湾 09:00 17:00 船中泊

5〜6 クルージング ー ー 船中泊

7 横浜 日本 午前下船 ー ー

食事：朝6回・昼5回・夜6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.56をご覧ください。

OP  九份／基隆（台北）

ここがポイント！

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
に描かれた美しい風景が迎えてくれます。

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や宝物
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。

ここがポイント！

国立故宮博物院

OP 沖縄美ら海水族館／那覇
沖縄の深海を再現した水槽
「深層の海」や、大規模なサン
ゴを展示した水槽「サンゴの
海」、ジンベイザメ、ナンヨウマンタ
などが観察できる水槽「黒潮
の海」など、沖縄の海の魅力を
余すところなく体感できます。

OP龍山寺／基隆（台北）
台北で最も歴史のある寺で創建約280年を誇ります。観世音菩薩をご本尊としていま
すが、道教や儒教と習合したため、孔子や媽祖など100以上の様々な神々と合わせて
祀られています。

ここがポイント！

沖縄美ら海水族館

三保松原

龍山寺

19上_ダイヤモンド_P48_49_入稿02.indd   すべてのページ 2019/03/08   12:21
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夜 満天の星が輝く下、楽しみは最高潮へ。
ディナーの後はカジノやショーでエンターテイメントづくし。
締めくくりはバーラウンジで、グラスを傾けながら語らいのひとときを。

バルコニーから
少しずつ輝きを増していく
海を満喫。

そ
の
土
地
を
深
く
楽
し
め
る

シ
ョ
ア
エ
ク
ス
カ
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シ
ョ
ン
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寄
港
地
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意
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ド
レ
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ア
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を
す
れ
ば
、

特
別
な
夜
の
幕
が
上
が
る
。

汗を流して心身をリフレッシュ。

朝 目覚めると、窓の外には水平線に昇る朝日。
爽やかな海風を感じながらデッキを散歩して、
朝一番のジャグジーでリラックスした後は、大海原を眺めながら朝食を。

午前 寄港地に上陸。世界遺産や名所めぐりなどを通して、
それぞれの土地の歴史や文化に触れながら好奇心の赴くままに散策を。
船に早めに戻って、のんびり休憩してもOKです。

午後 カルチャー教室やトレーニングジム、
アクティビティが充実した船内はどこへ行こうか迷ってしまうほど。
一息つきたくなったらアフタヌーン・ティーやリラクゼーションへ。

日本食が恋しくなったら
和朝食を味わう

海を眺めながらの
朝食は格別。

ジャグジーでくつろぎながら、
体を優しく覚ます。（泉の湯：有料）

スパで心地よく心身を
さらにリフレッシュ。

イタリアンから寿司まで揃ったレストラン。
コースもアラカルトも、お好みで。

エンターテイメントショーを
迫力あるシアターで堪能。

お食事は、
ご自由に好きな時に。

クルーに楽しみ方を
聞いてもよし。

寄港地では、地元の人々の温かな
歓迎を受けて、旅の思い出をつくる。

船上からの光景は
クルーズならでは。

旬の時期には
四季折 の々花に出合う。

※写真はすべてイメージです。 ※写真はすべてイメージです。

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

乗船するほどお得に！

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。
詳細は下記をご覧ください。また、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。

※��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。
※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。

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 

全コース対象適用コース

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
様々な特典が受けられる「キャプテンズ・サークル」のメンバーにお迎えいたします。
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

※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。

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

● �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・繰越はできません。

●他者への譲渡、または換金はできません。

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！

＊�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。

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

※�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､ご乗船の際に
船内で使えるオンボード・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！

洋上で過ごす、ある１日
グルメ、リラクゼーション、エンターテイメントなど、多彩な楽しみが揃った船内。
寄港地へ向かう航海の間も、贅沢な時間をご満喫いただけます。
ダイヤモンド・プリンセスならではの１日、たとえばこんな過ごし方はいかがですか。
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2019 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

3/26（M910）P.29
輝く春の三河・大阪・

土佐・伊勢と韓国

4/3（M911）P.30
春めく名城の

地めぐりと伊勢・韓国
4/11（M912）P.31

陽春の日本周遊と韓国
4/19（M913）P.32

麗しの春・韓国と東北
4/27（M914）P.26
ゴールデンウィーク

ショートクルーズ！長崎と韓国

日　程 8 泊 9 日 8 泊 9 日 8 泊 9 日 8 泊 9 日 5 泊 6 日

内　容 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金

グランド・スイート ¥741,000  ¥741,000    ¥741,000   ¥741,000    ¥660,000    
オーナーズ･スイート ¥693,000  ¥693,000    ¥693,000   ¥693,000    ¥628,000    
ペントハウス･スイート(船尾) ¥645,000  ¥645,000    ¥645,000   ¥645,000    ¥596,000    
ペントハウス･スイート(中央) ¥621,000  ¥621,000    ¥621,000   ¥621,000    ¥580,000    
プレミアム･スイート ¥597,000  ¥597,000    ¥597,000   ¥597,000    ¥563,000    
ヴィスタ･スイート ¥585,000  ¥585,000    ¥585,000   ¥585,000    ¥555,000    
ファミリー･スイート ¥278,000  ¥278,000    ¥278,000   ¥278,000    ¥247,000    
プレミアム・ジュニア・スイート ¥408,000  ¥408,000    ¥408,000   ¥408,000    ¥420,000    
ジュニア･スイート（中央） ¥363,000  ¥363,000    ¥363,000   ¥363,000    ¥337,000    
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥315,000  ¥315,000    ¥315,000   ¥315,000    ¥307,000    
海側バルコニー（中央） ¥273,000  ¥273,000    ¥273,000   ¥273,000    ¥205,000    
海側バルコニー（前方/後方） ¥262,000  ¥262,000    ¥262,000   ¥262,000    ¥197,000    
海側 ¥215,000  ¥215,000    ¥215,000   ¥215,000    ¥160,000    
海側（視界が遮られます） ¥178,000  ¥178,000    ¥178,000   ¥178,000    ¥128,000    
内側 *

¥167,000 ▶ ¥158,000  *
¥167,000 ▶ ¥158,000  *

¥167,000 ▶ ¥158,000  *
¥167,000 ▶ ¥158,000  *

¥122,000 ▶ ¥106,000  
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） ￥12,550 ￥12,550 ￥10,900 ￥10,350 ￥8,150

出発日・コース名 6/1（M920）P.35
初夏の四国・九州と韓国

6/8（M921）P.33
夏をさきどり！

沖縄・台湾リゾートクルーズ

6/15（M922）P.27
幕末・明治維新

ゆかりの地と韓国
6/20（M923）P.36

初夏の北前航路と韓国
6/28（M924）P.28

気軽にショートクルーズ
四日市と韓国

日　程 7 泊 8 日 7 泊 8 日 5 泊 6 日 8 泊 9 日 5 泊 6 日

内　容 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金

グランド・スイート ¥660,000    ¥660,000    ¥492,000 ¥741,000    ¥492,000   
オーナーズ･スイート ¥615,000    ¥615,000    ¥460,000  ¥693,000    ¥460,000   
ペントハウス･スイート(船尾) ¥570,000    ¥570,000    ¥428,000  ¥645,000    ¥428,000   
ペントハウス･スイート(中央) ¥547,000    ¥547,000    ¥412,000  ¥621,000    ¥412,000   
プレミアム･スイート ¥525,000    ¥525,000    ¥396,000  ¥597,000    ¥396,000   
ヴィスタ･スイート ¥513,000    ¥513,000    ¥388,000  ¥585,000    ¥388,000   
ファミリー･スイート ¥246,000    ¥246,000    ¥176,000  ¥278,000    ¥176,000   
プレミアム・ジュニア・スイート ¥363,000    *

¥363,000 ▶ ¥282,000 *
¥268,000 ▶ ¥216,000  ¥408,000    ¥268,000   

ジュニア･スイート（中央） ¥322,000    *
¥322,000 ▶ ¥242,000 *

¥238,000 ▶ ¥186,000  ¥363,000    ¥238,000   
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥280,000    *

¥280,000 ▶ ¥205,000 *
¥208,000 ▶ ¥156,000  ¥315,000    ¥208,000   

海側バルコニー（中央） ¥238,000    *
¥238,000 ▶ ¥158,000 *

¥166,000 ▶ ¥120,000  ¥273,000    ¥166,000   
海側バルコニー（前方/後方） ¥228,000    *

¥228,000 ▶ ¥148,000 *
¥158,000 ▶ ¥118,000  ¥262,000    ¥158,000   

海側 ¥188,000    *
¥188,000 ▶ ¥122,000 *

¥128,000 ▶   ¥96,000 ¥215,000    ¥128,000   
海側（視界が遮られます） ¥158,000    *

¥158,000 ▶ ¥102,000 *
¥103,000 ▶   ¥76,000 ¥178,000    ¥103,000   

内側 *
¥147,000 ▶ ¥94,000    *

¥147,000 ▶   ¥94,000 * 
¥97,000 ▶   ¥62,000 *

¥167,000 ▶ ¥116,000    *
¥97,000 ▶ ¥58,000     

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 ￥12,550 ￥10,350 ￥14,750 ￥9,250

出発日・コース名
5/2（M915）P.26

ゴールデンウィーク
ショートクルーズ！ 

5/6（M916）P.27
新緑の九州

名湯の地めぐりと韓国

5/11（M917）P.33
夏をさきどり！

沖縄・台湾リゾートクルーズ

5/18（M918）P.34
風薫る四国と

広島・宮崎・韓国

5/25（M919）P.33
夏をさきどり！

沖縄・台湾リゾートクルーズ

日　程 4 泊 5 日 5 泊 6 日 7 泊 8 日 7 泊 8 日 7 泊 8 日

内　容 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金

グランド・スイート ¥552,000    ¥482,000  ¥660,000    ¥660,000   ¥660,000    
オーナーズ･スイート ¥520,000    ¥450,000  ¥615,000    ¥615,000   ¥615,000    
ペントハウス･スイート(船尾) ¥488,000    ¥418,000  ¥570,000    ¥570,000   ¥570,000    
ペントハウス･スイート(中央) ¥472,000    ¥402,000  ¥547,000    ¥547,000   ¥547,000    
プレミアム･スイート ¥456,000    ¥386,000  ¥525,000    ¥525,000   ¥525,000    
ヴィスタ･スイート ¥448,000    ¥378,000  ¥513,000    ¥513,000   ¥513,000    
ファミリー･スイート ¥210,000    ¥165,000  ¥246,000    ¥246,000   ¥246,000    
プレミアム・ジュニア・スイート ¥340,000    ¥256,000  ¥363,000    ¥363,000   ¥363,000    
ジュニア･スイート（中央） ¥292,000    ¥228,000  ¥322,000    ¥322,000   ¥322,000    
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥268,000    ¥198,000  ¥280,000    ¥280,000   ¥280,000    
海側バルコニー（中央） ¥166,000    ¥156,000  ¥238,000    ¥238,000   ¥238,000    
海側バルコニー（前方/後方） ¥158,000    ¥148,000  ¥228,000    ¥228,000   ¥228,000    
海側 ¥128,000    ¥118,000  ¥188,000    ¥188,000   ¥188,000    
海側（視界が遮られます） ¥103,000    ¥93,000    ¥158,000    ¥158,000   ¥158,000    
内側 *

¥97,000 ▶ ¥86,000      *
¥87,000 ▶ ¥72,000    *

¥147,000 ▶ ¥98,000    *
¥147,000 ▶ ¥98,000   *

¥147,000 ▶ ¥94,000    
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） ￥7,050 ￥9,250 ￥12,550 ￥14,200 ￥12,550

出発日・コース名
7/3（M925）P.37

沖縄・台湾
リゾートクルーズ

7/11（M926）P.38
北海道周遊とサハリン

7/19（M927）P.37
沖縄・台湾

リゾートクルーズ

7/27（M928）P.39
ねぶた祭に沸く青森と

石巻・函館・ウラジオストク

8/4（M929）P.40
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

日　程 8 泊 9 日 8 泊 9 日 8 泊 9 日 8 泊 9 日 11 泊 12 日

内　容 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金

グランド・スイート ￥741,000    ￥741,000    ￥741,000    ￥826,000  ￥1,131,000 
オーナーズ･スイート ￥693,000    ￥693,000    ￥693,000    ￥778,000  ￥1,063,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ￥645,000    ￥645,000    ￥645,000    ￥730,000  ￥995,000    
ペントハウス･スイート(中央) ￥621,000    ￥621,000    ￥621,000    ￥705,000  ￥960,000    
プレミアム･スイート ￥597,000    ￥597,000    ￥597,000    ￥680,000  ￥925,000    
ヴィスタ･スイート ￥585,000    ￥585,000    ￥585,000    ￥668,000  ￥907,000    
ファミリー･スイート ￥278,000    ￥278,000    ￥278,000    ￥340,000  ￥437,000    
プレミアム・ジュニア・スイート ￥408,000    ￥408,000    ￥408,000    ￥508,000  ￥643,000    
ジュニア･スイート（中央） ￥363,000    ￥363,000    ￥363,000    ￥446,000  ￥570,000    
ジュニア･スイート（前方/後方） ￥315,000    ￥315,000    ￥315,000    ￥398,000  ￥503,000    
海側バルコニー（中央） ￥273,000    ￥273,000    ￥273,000    ￥296,000  ￥401,000    
海側バルコニー（前方/後方） ￥262,000    ￥262,000    ￥262,000    ￥285,000  ￥388,000    
海側 ￥215,000    ￥215,000    ￥215,000    ￥238,000  ￥323,000    
海側（視界が遮られます） ￥178,000    ￥178,000    ￥178,000    ￥201,000  ￥268,000    
内側 *

¥167,000 ▶￥108,000    *
¥167,000 ▶￥116,000    *

¥167,000 ▶￥116,000    *
¥190,000 ▶￥166,000  **

¥257,000 ▶￥200,000    
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） ￥11,450 ￥12,550 ￥10,900 ￥12,000 ￥15,300

●

◦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.53〜56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.53〜56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、2018年4月13日
（M910〜M940）、2018年6月1日（M941〜M945及びM003〜M008B）時点の金額となります。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.20・21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。

＊上記価格は、2019年1月31日時点の代金です。 ＊上記価格は、2019年1月31日時点の代金です。　＊＊上記改定価格は、2019年4月1日発表の値下げ代金です。

3〜4人目代金表は次のページから

コースにより3〜4人目に適用さ
れる代金が異なります。
代金表内の各コース出発日欄に
ある　や　、　等のマークをご
確 認 のうえ、次ページにつづく
3〜4人目代金表をご参照ください。

■ ★ ●

ご案内 〈P.52〜56共通〉

◆

■ ■ ■ ■ ★

★★★ ■ ●

● ▲ ☗ ●●◐

記載の代金は、2018年12月1日以降（M910〜M928）、2018年4月13日以降（M929〜M940）、
2018年6月1日以降（M941〜M945、M003〜M008B）有効の代金となります。
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出発日・コース名
8/15（M930）P.41

熊野大花火と
夏の日本南国めぐり

8/23（M931）P.42
日本巡拝の地めぐりと韓国

9/1（M932）P.38
北海道周遊とサハリン

9/9（M933）P.43
日本三景の地めぐりと

函館・韓国

日　程 8 泊 9 日 9 泊 10 日 8 泊 9 日 9 泊 10 日

内　容 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金

グランド・スイート ¥826,000 ¥871,000 ¥791,000    ¥871,000 
オーナーズ･スイート ¥778,000 ¥823,000 ¥743,000    ¥823,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ¥730,000   ¥775,000 ¥695,000    ¥775,000 
ペントハウス･スイート(中央) ¥705,000   ¥751,000 ¥671,000    ¥751,000 
プレミアム･スイート ¥680,000   ¥727,000 ¥647,000    ¥727,000 
ヴィスタ･スイート ¥668,000   ¥715,000 ¥635,000    ¥715,000 
ファミリー･スイート ¥340,000   ¥347,000 ¥312,000    ¥347,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥508,000   *

¥531,000 ▶ ¥430,000 ¥472,000    *
¥531,000 ▶ ¥430,000 

ジュニア･スイート（中央） ¥446,000   *
¥456,000 ▶ ¥355,000 ¥413,000    *

¥456,000 ▶ ¥355,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥398,000   *

¥402,000 ▶ ¥301,000 ¥365,000    *
¥402,000 ▶ ¥301,000 

海側バルコニー（中央） ¥296,000   *
¥320,000 ▶ ¥243,000 ¥283,000    *

¥320,000 ▶ ¥243,000 
海側バルコニー（前方/後方） ¥285,000   *

¥308,000 ▶ ¥231,000 ¥272,000    *
¥308,000 ▶ ¥231,000 

海側 ¥238,000   *
¥255,000 ▶ ¥191,000 ¥225,000    *

¥255,000 ▶ ¥191,000 
海側（視界が遮られます） ¥201,000   *

¥212,000 ▶ ¥169,000 ¥188,000    *
¥212,000 ▶ ¥169,000 

内側 **
¥190,000 ▶ ¥161,000 **

¥201,000 ▶ ¥160,000 **
¥177,000 ▶ ¥141,000    **

¥201,000 ▶ ¥160,000 
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 ￥18,600 ￥13,100 ￥14,750

出発日・コース名
9/18（M934）P.28

気軽にショートクルーズ
長崎と韓国

9/23（M935）P.42
日本巡拝の地めぐりと韓国

10/2（M936）P.28
気軽にショートクルーズ

長崎と韓国
10/15（M938）P.44

秋の東南アジア大航海

日　程 5 泊 6 日 9 泊 10 日 5 泊 6 日 15 泊 16 日

内　容 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金

グランド・スイート ¥532,000 ¥871,000 ¥492,000 ¥1,382,000 
オーナーズ･スイート ¥500,000 ¥823,000 ¥460,000 ¥1,290,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ¥468,000 ¥775,000 ¥428,000 ¥1,197,000 
ペントハウス･スイート(中央) ¥452,000 ¥751,000 ¥412,000 ¥1,151,000 
プレミアム･スイート ¥436,000 ¥727,000 ¥396,000 ¥1,105,000 
ヴィスタ･スイート ¥428,000 ¥715,000 ¥388,000 ¥1,082,000 
ファミリー･スイート ¥200,000 ¥347,000 ¥176,000 ¥505,000    
プレミアム・ジュニア・スイート *

¥320,000 ▶ ¥238,000 *
¥531,000 ▶ ¥430,000 *

¥268,000 ▶ ¥238,000 ¥743,000    
ジュニア･スイート（中央） *

¥278,000 ▶ ¥196,000 *
¥456,000 ▶ ¥355,000 *

¥238,000 ▶ ¥196,000 ¥670,000    
ジュニア･スイート（前方/後方） *

¥248,000 ▶ ¥166,000 *
¥402,000 ▶ ¥301,000 *

¥208,000 ▶ ¥166,000 ¥580,000    
海側バルコニー（中央） *

¥166,000 ▶ ¥134,000 *
¥320,000 ▶ ¥243,000 *

¥166,000 ▶ ¥134,000 ¥478,000    
海側バルコニー（前方/後方） *

¥158,000 ▶ ¥126,000 *
¥308,000 ▶ ¥231,000 *

¥158,000 ▶ ¥126,000 ¥460,000    
海側 *

¥128,000 ▶ ¥102,000 *
¥255,000 ▶ ¥191,000 *

¥128,000 ▶ ¥102,000 ¥378,000    
海側（視界が遮られます） *

¥103,000 ▶   ¥88,000 *
¥212,000 ▶ ¥169,000 *

¥103,000 ▶   ¥88,000 ¥306,000    
内側 ** 

¥97,000 ▶   ¥85,000 **
¥201,000 ▶ ¥160,000 ** 

¥97,000 ▶   ¥85,000 **
¥295,000 ▶ ¥236,000

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） ￥8,150 ￥17,500 ￥8,150 ￥21,350

● ● ● ▲

★ ★

出発日・コース名
10/30（M939）P.28

気軽にショートクルーズ
長崎と韓国

11/4（M940）P.37
沖縄・台湾リゾートクルーズ

11/12（M941）P.45
秋空の日本 美食の地めぐりと韓国

11/21（M942）P.46
浪漫紀行！龍馬ゆかりの地と韓国

日　程 5 泊 6 日 8 泊 9 日 9 泊 10 日 8 泊 9 日

内　容 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金

グランド・スイート ¥492,000 ¥741,000 ¥816,000 ¥741,000 
オーナーズ･スイート ¥460,000 ¥693,000 ¥768,000 ¥693,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ¥428,000 ¥645,000 ¥720,000 ¥645,000 
ペントハウス･スイート(中央) ¥412,000 ¥621,000 ¥695,000 ¥621,000 
プレミアム･スイート ¥396,000 ¥597,000 ¥670,000 ¥597,000 
ヴィスタ･スイート ¥388,000 ¥585,000 ¥658,000 ¥585,000 
ファミリー･スイート ¥176,000 ¥278,000 ¥310,000 ¥278,000 
プレミアム・ジュニア・スイート *

¥268,000 ▶ ¥238,000 *
¥408,000 ▶ ¥318,000 *

¥458,000 ▶ ¥391,000 *
¥408,000 ▶ ¥314,000 

ジュニア･スイート（中央） *
¥238,000 ▶ ¥196,000 *

¥363,000 ▶ ¥270,000 *
¥405,000 ▶ ¥316,000 *

¥363,000 ▶ ¥266,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） *

¥208,000 ▶ ¥166,000 *
¥315,000 ▶ ¥240,000 *

¥350,000 ▶ ¥262,000 *
¥315,000 ▶ ¥236,000 

海側バルコニー（中央） *
¥166,000 ▶ ¥134,000 *

¥273,000 ▶ ¥211,000 *
¥308,000 ▶ ¥234,000 *

¥273,000 ▶ ¥207,000 
海側バルコニー（前方/後方） *

¥158,000 ▶ ¥126,000 *
¥262,000 ▶ ¥200,000 *

¥296,000 ▶ ¥222,000 *
¥262,000 ▶ ¥196,000 

海側 *
¥128,000 ▶ ¥102,000 *

¥215,000 ▶ ¥161,000 *
¥242,000 ▶ ¥181,000 *

¥215,000 ▶ ¥161,000 
海側（視界が遮られます） *

¥103,000 ▶   ¥88,000 *
¥178,000 ▶ ¥140,000 *

¥198,000 ▶ ¥158,000 *
¥178,000 ▶ ¥140,000 

内側 ** 
¥97,000 ▶   ¥85,000 **

¥167,000 ▶ ¥132,000 **
¥187,000 ▶ ¥150,000 **

¥167,000 ▶ ¥132,000 
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） ￥8,150 ￥11,450 ￥15,300 ￥13,650

出発日・コース名 11/29（M943）P.37
沖縄・台湾リゾートクルーズ

12/7（M944）P.46
浪漫紀行！ 龍馬ゆかりの地と韓国

12/15（M945）P.37
沖縄・台湾リゾートクルーズ

2020/1/20（M003）P.47
初春の東南アジア大航海

日　程 8 泊 9 日 8 泊 9 日 8 泊 9 日 15 泊 16 日

内　容 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金

グランド・スイート ¥721,000 ¥721,000 ¥701,000 ¥1,382,000 
オーナーズ･スイート ¥673,000 ¥673,000 ¥653,000 ¥1,290,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ¥625,000 ¥625,000 ¥605,000 ¥1,197,000 
ペントハウス･スイート(中央) ¥601,000 ¥601,000 ¥581,000 ¥1,151,000 
プレミアム･スイート ¥577,000 ¥577,000 ¥557,000 ¥1,105,000 
ヴィスタ･スイート ¥565,000 ¥565,000 ¥545,000 ¥1,082,000
ファミリー･スイート ¥255,000 ¥255,000 ¥232,000 ¥505,000    
プレミアム・ジュニア・スイート *

¥388,000 ▶ ¥310,000 *
¥388,000 ▶ ¥310,000 *

¥368,000 ▶ ¥308,000 ¥743,000
ジュニア･スイート（中央） *

¥343,000 ▶ ¥265,000 *
¥343,000 ▶ ¥265,000 *

¥323,000 ▶ ¥263,000 ¥670,000    
ジュニア･スイート（前方/後方） *

¥295,000 ▶ ¥235,000 *
¥295,000 ▶ ¥235,000 *

¥275,000 ▶ ¥215,000 ¥580,000    
海側バルコニー（中央） *

¥253,000 ▶ ¥198,000 *
¥253,000 ▶ ¥198,000 *

¥233,000 ▶ ¥178,000 ¥478,000    
海側バルコニー（前方/後方） *

¥242,000 ▶ ¥187,000 *
¥242,000 ▶ ¥187,000 *

¥222,000 ▶ ¥167,000 ¥460,000    
海側 *

¥195,000 ▶ ¥161,000 *
¥195,000 ▶ ¥161,000 *

¥175,000 ▶ ¥148,000 ¥378,000
海側（視界が遮られます） *

¥158,000 ▶ ¥133,000 *
¥158,000 ▶ ¥133,000 *

¥138,000 ▶ ¥113,000 ¥306,000    
内側 **

¥147,000 ▶ ¥132,000 **
¥147,000 ▶ ¥132,000 **

¥127,000 ▶ ¥112,000 **
¥295,000 ▶ ¥250,000    

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） ￥12,550 ￥13,100 ￥12,550 ￥17,500

★ ■ ●◐ ■

■ ■ ■

※その他の諸条件につ
いてはP.52〜P.53を
ご参照ください。

各客室カテゴリー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。 各客室カテゴリー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。3〜4人目
代金について

客室 ■ ●◐ ◆ ★ ■
グランド・スイート

　 〜ヴィスタ・スイート ￥237,000 ￥118,000 ￥118,000 ￥111,000 ￥192,000 ￥206,000
ファミリー・スイート＊
 〜海側（視界が遮られます） ￥135,000 ￥70,000 ￥70,000 ￥60,000 ￥103,000 ￥118,000

内　側 ￥79,000 ￥70,000 ￥64,500 ￥50,000 ￥49,000 ￥49,000
＊ファミリー・スイート客室の場合は、2ベッドルームの5〜6人目代金が対象となります。

記載の代金は、2018年12月1日以降（M910〜M928）、2018年4月13日以降（M929〜M940）、
2018年6月1日以降（M941〜M945、M003〜M008B）有効の代金となります。

記載の代金は、2018年12月1日以降（M910〜M928）、2018年4月13日以降（M929〜M940）、
2018年6月1日以降（M941〜M945、M003〜M008B）有効の代金となります。

2019年ダイヤモンド・プリンセス日本発着クルーズ　
代金表

★ ● ●
￥237,000 ￥237,000 ￥206,000 ￥118,000 ￥237,000

￥135,000 ￥135,000 ￥118,000 ￥70,000 ￥135,000

￥58,000 ￥83,000 ￥50,000 ￥30,000 ￥54,000

客室 ▲ ☗
グランド・スイート

　 〜ヴィスタ・スイート ￥206,000 ￥118,000
ファミリー・スイート＊ ￥118,000 ￥70,000

プレミアム･ジュニア・スイート
　 〜ジュニア・スイート ￥0 ￥0

海側バルコニー（中央）〜内側 ￥50,000 ￥32,000

2019/3/26出発（M910）〜7/27出発（M928）の3〜4人目代金　　　　　　 ※2019/6/8出発（M921）、6/15出発（M922）除く。 2019/6/8出発（M921）、6/15出発（M922）の3〜4人目代金

●

＊上記改定価格は、2019年3月9日発表の値下げ代金です。　＊＊上記改定価格は、2019年4月1日発表の値下げ代金です。 ＊上記改定価格は、2019年3月9日発表の値下げ代金です。　＊＊上記改定価格は、2019年4月1日発表の値下げ代金です。
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記載の代金は、2018年6月1日（M004〜M008B）以降有効の代金となります。

発着港・コース名 陽気に沖縄・台湾クルーズ ９日間（横浜発着）P.48

出発日
2020/2/ 4（M004）
2020/2/12（M005）
2020/2/20（M006）

2020/2/28（M007）
2020/3/ 7（M008）

内　容 クルーズ代金 クルーズ代金

グランド・スイート **
¥696,000 ▶ ¥601,000 **

¥701,000 ▶ ¥606,000 
オーナーズ･スイート **

¥648,000 ▶ ¥553,000 **
¥653,000 ▶ ¥558,000 

ペントハウス･スイート(船尾) **
¥600,000 ▶ ¥505,000 **

¥605,000 ▶ ¥510,000 
ペントハウス･スイート(中央) **

¥576,000 ▶ ¥481,000 **
¥581,000 ▶ ¥486,000 

プレミアム･スイート **
¥552,000 ▶ ¥457,000 **

¥557,000 ▶ ¥462,000 
ヴィスタ･スイート **

¥540,000 ▶ ¥445,000 **
¥545,000 ▶ ¥450,000 

ファミリー･スイート **
¥226,000 ▶ ¥163,000 **

¥232,000 ▶ ¥169,000 
プレミアム・ジュニア・スイート **

¥363,000 ▶ ¥286,000 **
¥368,000 ▶ ¥291,000 

ジュニア･スイート（中央） **
¥318,000 ▶ ¥241,000 **

¥323,000 ▶ ¥246,000 
ジュニア･スイート（前方/後方） **

¥270,000 ▶ ¥193,000 **
¥275,000 ▶ ¥198,000 

海側バルコニー（中央） **
¥228,000 ▶ ¥161,000 **

¥233,000 ▶ ¥161,000 
海側バルコニー（前方/後方） **

¥217,000 ▶ ¥150,000 **
¥222,000 ▶ ¥150,000 

海側 **
¥170,000 ▶ ¥135,000 **

¥175,000 ▶ ¥140,000 
海側（視界が遮られます） **

¥133,000 ▶ ¥100,000 **
¥138,000 ▶ ¥105,000 

内側 **
¥122,000 ▶   ¥98,000 **

¥127,000 ▶   ¥98,000 
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）
￥14,200（M004）
￥14,750（M005・M006）

￥14,750（M007・M008）

発着港・コース名 陽気に沖縄・台湾クルーズ ９日間（神戸発着）P.49 陽気に沖縄・台湾クルーズ 7日間
（神戸発横浜着）P.49

出発日
2020/2/ 6（M004C）
2020/2/14（M005B）
2020/2/22（M006B）

2020/3/ 1（M007B） 2020/3/ 9（M008B）

内　容 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金

グランド・スイート **
¥696,000 ▶ ¥611,000 **

¥701,000 ▶ ¥616,000 **
¥512,000 ▶ ¥424,000 

オーナーズ･スイート **
¥648,000 ▶ ¥563,000 **

¥653,000 ▶ ¥568,000 **
¥480,000 ▶ ¥392,000 

ペントハウス･スイート(船尾) **
¥600,000 ▶ ¥515,000 **

¥605,000 ▶ ¥520,000 **
¥448,000 ▶ ¥360,000 

ペントハウス･スイート(中央) **
¥576,000 ▶ ¥491,000 **

¥581,000 ▶ ¥496,000 **
¥432,000 ▶ ¥344,000 

プレミアム･スイート **
¥552,000 ▶ ¥467,000 **

¥557,000 ▶ ¥472,000 **
¥416,000 ▶ ¥328,000 

ヴィスタ･スイート **
¥540,000 ▶ ¥455,000 **

¥545,000 ▶ ¥460,000 **
¥408,000 ▶ ¥320,000 

ファミリー･スイート **
¥226,000 ▶ ¥163,000 **

¥232,000 ▶ ¥169,000 **
¥180,000 ▶ ¥134,000 

プレミアム・ジュニア・スイート **
¥363,000 ▶ ¥291,000 **

¥368,000 ▶ ¥295,000 **
¥276,000 ▶ ¥230,000 

ジュニア･スイート（中央） **
¥318,000 ▶ ¥246,000 **

¥323,000 ▶ ¥250,000 **
¥252,000 ▶ ¥206,000 

ジュニア･スイート（前方/後方） **
¥270,000 ▶ ¥198,000 **

¥275,000 ▶ ¥202,000 **
¥216,000 ▶ ¥170,000 

海側バルコニー（中央） **
¥228,000 ▶ ¥161,000 **

¥233,000 ▶ ¥161,000 **
¥175,000 ▶ ¥114,000 

海側バルコニー（前方/後方） **
¥217,000 ▶ ¥150,000 **

¥222,000 ▶ ¥150,000 **
¥166,000 ▶ ¥105,000 

海側 **
¥170,000 ▶ ¥137,000 **

¥175,000 ▶ ¥142,000 **
¥131,000 ▶   ¥95,000 

海側（視界が遮られます） **
¥133,000 ▶ ¥102,000 **

¥138,000 ▶ ¥107,000 **
¥101,000 ▶   ¥80,000 

内側 ** 
¥122,000 ▶   ¥98,000 ** 

¥127,000 ▶   ¥98,000 ** 
¥95,000 ▶   ¥70,000 

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）

￥14,200（M004C）
￥14,750（M005B・M006B）

￥14,750 ￥9,250

■■ ◆

■■

2019 年ダイヤモンド・プリンセス日本発着クルーズ　代金表

2019/8/4出発（M929）〜2020/3/9出発（M008B）の3〜4人目代金

※諸条件については、P.52〜P.53をご覧ください。

各客室カテゴリー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。
客室 ● ● ▲ ★ ★ ■ ●◐ ◆ ■ ◆
グランド・スイート

　 〜ヴィスタ・スイート ￥237,000 ￥237,000 ￥220,000 ￥111,000 ￥118,000 ￥328,000 ￥220,000 ￥220,000 ￥220,000 ￥220,000 ￥220,000 ￥192,000
ファミリー・スイート＊ ￥135,000 ￥135,000 ￥118,000 ￥60,000 ￥70,000 ￥177,000 ￥118,000 ￥118,000 ￥57,000 ￥57,000 ￥57,000 ￥35,000

プレミアム・ジュニアスイート
〜内　側 ￥135,000 ￥80,000 ￥80,000 ￥52,000 ￥52,000 ￥177,000 ￥65,000 ￥75,000 ￥65,000 ￥88,000 ￥57,000 ￥35,000

＊ファミリー・スイート客室の場合は、2ベッドルームの5〜6人目代金が対象となります。

＊＊上記改定価格は、2019年4月1日発表の値下げ代金です。

台北101／基隆（台北）

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。

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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スカイ・デッキ17/18
スポーツ・デッキ16

サン・デッキ15
リド・デッキ14

アロハ・デッキ12
バハ・デッキ11

カリブ・デッキ10
ドルフィン・デッキ9
エメラルド・デッキ8

エレベーター エレベーター エレベーター

プロムナード・デッキ7

フィエスタ・デッキ6
プラザ・デッキ5
ガラ・デッキ4
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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。

The Sanctuary

Princess Links

スポーツ・デッキ16

スカイ・デッキ17/18
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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。

ダイヤモンド・プリンセス

コンサバトリー

エレベーター

スパプール

エアロビクス・スタジオ
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ドルフィン・デッキ9 エメラルド・デッキ8 プロムナード・デッキ7 フィエスタ・デッキ6 ガラ・デッキ4

プラザ・デッキ5
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　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。

スイート

グランド・スイート

オーナーズ・スイート

ペントハウス・スイート（船尾）

ペントハウス・スイート（中央）

プレミアム・スイート

ヴィスタ・スイート

ファミリー・スイート（2ベッドルーム）

プレミアム・ジュニア・スイート

ジュニア・スイート（中央）

ジュニア・スイート（前方／後方）

海側

海側（視界が遮られます）

内側
海側バルコニー（中央）

海側バルコニー（前方／後方）

ジュニア・スイート

海 側バルコニー

海側

内側
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運航会社：プリンセス・クルーズ

ご案内とご注意

●お問い合わせ・お申し込みは下記まで

旅行企画・実施

クルーズのゆたか倶楽部株式会社
観光庁長官登録旅行業第1294号 
一般社団法人 日本旅行業協会正会員 
社団法人 日本外航客船協会会員

クルーズのゆたか倶楽部は日本で最初のクルーズ専門の旅行会社です。船旅が好きな方にもっと船旅
のことを好きになってもらいたい。クルーズマスター&クルーズコンサルタントが丁寧に対応させてい
ただきます。人はいつか船旅に帰ります。お気軽にお問合せください。素敵な船旅へBon Voyage!!

●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。

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/

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。

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。

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、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、申込金をお支払いください。

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、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。

●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
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。
◆6泊以下の場合

◆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
・次の4クルーズに各寄港地での旅程管理者として弊社の添乗員が同行し
ます。7/3発（M925）、8/4発（M929）、8/15発（M930）、10/15発

（M938）
●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、および妊娠第24週目以降のお客様はご乗船いただけ
ません。

・ お身体の不自由な方、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、客室数が限られてい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。

●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。

●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出来ます。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。

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％旅行代金の額 15万円未満 15〜30万円 30〜50万円 50〜100万円

申込金 20,000円 30,000円 50,000円 100,000円
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％

東京・本社 JR神田駅　東口前

横浜営業所 横浜港国際客船ターミナル

大阪営業所 大阪駅前第４ビル

クルーズ一筋 35 年、日本初のクルーズ専門旅行会社

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-5-15 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

〒231-0002
横浜市中区海岸通1-1横浜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

〒530-0001
大阪市北区梅田1-11-4 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

03-5294-6261 (代)

045-227-8211 (代)

06-6455-0931 (代)


