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■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
載された旅行代金やその他料金、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。
●記載されたスケジュールは、天候、その他の事情などにより変更される場
合もございます。

●着岸予定の港であっても、天候その他の理由により、テンダーボートまた
は地元ボートでの上陸に変更となる場合もございます。
●テンダーボートまたは地元ボートで上陸する寄港地は、天候によっては上
陸できない場合もございます。また安全確保のため、車椅子でのテンダ
ーボートまたは地元ボートへのご乗船はできませんのであらかじめご了
承ください。なお、乳幼児をお連れの場合、だっこ紐等をご使用になり、両
手が自由な状態でご乗船ください。

●本パンフレットに記載の寄港地案内および写真は、一部を除きオプショナ
ルツアーまたはランドツアーでお楽しみいただけるものです。

■予約
予約の際は下記の点を明らかにして、（株）クルーズプラネットを通じてお
申込みください。
1.乗船者名　2.船名　3.クルーズのコース名　4.乗下船日及び乗下船
地　5.客室のカテゴリー　6.夕食ダイニング・リクエスト　7.幼児、子供
の予約の際は生年月日

■お申し込みについて
●旅券の取得、または取得済みの旅券が今回の旅行に有効かどうかのご確
認は、お客様ご自身でお願いいたします。

●当パンフレット内の渡航の案内は、日本国籍の方を対象とします。日本国
籍ではないお客様の旅行のお申込みは、ご自身にて自国及び渡航先の領
事館、入国管理事務所等にお問い合わせの上、必要な手続きをお済ませ
ください。
■入港諸税について
渡航先の国 （々または地域）によっては、その国の法律などにより渡航者
個人に対して入港税等（出入国税、税関審査料、ポートチャージ、租税、手

数料および港湾費用など）の支払いが義務付けられています。
■ご宿泊について
【2名様で1部屋をご利用の場合】
●原則としてツインベッドをご用意いたしますが、ダブルベッドとなる場合
があります。

【3､4名で1部屋をご利用の場合】
●3、4名1室で入れる場合、2名定員の部屋に簡易ベッド（エキストラベッド
やプルマンベッド）を入れる、もしくは可動式のベッドのため大変手狭とな
ります。

【お1人部屋（シングルルーム）をご希望のお客様へ】
●1人部屋の設定がありませんので、2人用のお部屋をお1人でお使いい
ただきます。
■乗船
主要港では通常、午後1時頃から出港の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。
■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。
■お食事
●船内のお食事は旅行代金に含まれており、どこで何を召し上がるかはお
客様の自由です。
●メインダイニングでの夕食は17:30（ファーストシーティング）と19:45
（セカンドシーティング）の2回制で、航海中は毎日同じシーティングの指
定席となります。
ご夕食の時間にご希望がある場合には、ご予約時にお申し出ください。先
着順となり、必ずしもご希望どおりになるとは限りません。また、ご夕食レ
ストランの場所のリクエストは、承ることができません。
●なお、別々にお申込みのお客様と夕食を同テーブルにすることはできま
せんのでご了承ください。
●その他、ビュッフェレストランやルームサービスもございますので、お好
みでご利用ください。

■船内のお支払い
●船内通貨はUSドルです。船内はクルーズカードによるキャッシュレス・シ
ステムとなっています。
●乗船日にお客様のクレジットカード（VISA、マスター、アメリカン・エキス
プレス、JCB、ダイナースクラブのご利用可能）を登録することにより、サ
インひとつでお買い物、各種サービスを受けることができます。クレジッ
トカードをお持ちでない方は最終日にまとめて現金でお支払いくださ
い。
■喫煙
●ダイニングルーム、シアター、客室内は禁煙です。喫煙は指定されたデッ
キ・またはシガーラウンジにてお願いします。指定以外の場所での喫煙は
US＄250の違反金が必要になります。
■両替
●船内で日本円からUSドルや現地通貨への両替はいたしませんのでご注
意ください。
■アルコール&カジノ利用における年齢制限
20歳未満の飲酒、カジノ利用を禁止しています。20歳未満の乗船客は
23時以降カジノまたはディスコへ入ることを禁止しています。
■オプショナルツアー
様々な寄港地観光を各寄港地で催行予定です。寄港地については、乗船
日21日前までにオンラインwww.princesscruises.jpにて閲覧、事前
予約、購入が可能です。寄港地観光の料金及び空き状況は変更になる可
能性があります。
※本パンフレットは2020年10月1日現在のもので、変更される場合がご
ざいます。
※現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内の
安全衛生規定をどのように強化するか、およびこの規定の強化がクルー
ズの運航にどのように影響するかを慎重に確認し実施していきます。そ
のため、今後の感染状況、寄港地の受け入れ状況、そのほかの事情により
スケジュールや船内サービス・イベントが変更もしくは中止となる場合が
ございます。最新情報はプリンセス・クルーズウェブサイト「安全にクルー
ズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。

運航会社：プリンセスクルーズ

〒102-0083 東京都千代田区麹町1-10-5 澤田麹町ビル4階 〒530-0001 大阪市北区梅田1-8-17 大阪第一生命ビル12階
TEL：03-6685-7878　FAX：03-6685-7910 TEL：06-7664-8006　FAX：06-6347-2101

日本発着ツアーセンター

TEL：045-224-8050
横浜支店

TEL：052-569-2866
名古屋支店

TEL：03-6865-9600
有楽町本店

日本発着ツアーセンターWEST
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きに関する責任者です。この旅行の契約に
関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく左記の取扱管理者におたずねください。

観光庁長官登録旅行業第1739号

運航会社：プリンセス・クルーズ

●旅行企画・実施

ご案内とご注意

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。

■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。記載された旅行代金やその他料金、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。

● 記載されたスケジュールは、天候、その他の事情などにより変更される
場合もございます。
● 着岸予定の港であっても、天候その他の理由により、テンダーボートま
たは地元ボートでの上陸に変更となる場合もございます。
● テンダーボートまたは地元ボートで上陸する寄港地は、天候によっ
ては上陸できない場合もございます。また安全確保のため、車椅子で
のテンダーボートまたは地元ボートへのご乗船はできませんのであ 
らかじめご了承ください。なお、乳幼児をお連れの場合、だっこ紐等を
ご使用になり、両手が自由な状態でご乗船ください。
● 本パンフレットに記載の寄港地案内および写真は、一部を除きオプショ
ナルツアーまたはランドツアーでお楽しみいただけるものです。
■予約
予約の際は下記の点を明らかにして、（株）クルーズプラネットを通じ
てお申込みください。
1.乗船者名　2.船名　3.クルーズのコース名　4.乗下船日及び乗下
船地　5.客室のカテゴリー　6.夕食ダイニング・リクエスト　7.幼児、
子供の予約の際は生年月日

■お申し込みについて
● 旅券の取得、または取得済みの旅券が今回の旅行に有効かどうかのご
確認は、お客様ご自身でお願いいたします。
● 当パンフレット内の渡航の案内は、日本国籍の方を対象とします。日本
国籍ではないお客様の旅行のお申込みは、ご自身にて自国及び渡航先
の領事館、入国管理事務所等にお問い合わせの上、必要な手続きをお済
ませください。
■入港諸税について
渡航先の国 （々または地域）によっては、その国の法律などにより渡航者

個人に対して入港税等（出入国税、税関審査料、ポートチャージ）租税、
手数料および港湾費用など）の支払いが義務付けられています。

■ご宿泊について
【2名様で1部屋をご利用の場合】
● 原則としてツインベッドをご用意いたしますが、ダブルベッドとなる場合
があります。
【3､4名で1部屋をご利用の場合】
● 3、4名1室で入れる場合、2名定員の部屋に簡易ベッド（エキストラベッ
ドやプルマンベッド）を入れる、もしくは可動式のベッドのため大変手狭
となります。
【お1人部屋（シングルルーム）をご希望のお客様へ】
● 1人部屋の設定がありませんので、2人用のお部屋をお1人でお使いい
ただきます。
■乗船
主要港では通常、午後1時頃から出港の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。
■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。

■お食事
● 船内のお食事は旅行代金に含まれており、どこで何を召し上がるかはお
客様の自由です。
● メインダイニングでの夕食は17:30（ファーストシーティング）と19:45
（セカンドシーティング）の2回制で、航海中は毎日同じシーティングの
指定席となります。
ご夕食の時間にご希望がある場合には、ご予約時にお申し出ください。
先着順となり、必ずしもご希望どおりになるとは限りません。また、ご夕
食レストランの場所のリクエストは、承ることができません。

● なお、別々にお申込みのお客様と夕食を同テーブルにすることはできま
せんのでご了承ください。

● その他、ビュッフェレストランやルームサービスもございますので、 
お好みでご利用ください。
■船内のお支払い
● 船内通貨はUSドルです。船内はクルーズカードによるキャッシュレ
ス・システムとなっています。
● 乗船日にお客様のクレジットカード（VISA、マスター、アメリカン・ 
エキスプレス、JCB、ダイナースクラブのご利用可能）を登録するこ 
とにより、サインひとつでお買い物、各種サービスを受けることがで
きます。クレジットカードをお持ちでない方は最終日にまとめて現 
金でお支払いください。

■喫煙
● ダイニングルーム、シアター、客室内は禁煙です。喫煙は指定された
デッキ・またはシガーラウンジにてお願いします。指定以外の場所で
の喫煙はUS$250の違反金が必要になります。
■両替
● 船内で日本円からUSドルや現地通貨への両替はいたしませんのでご注
意ください。
■アルコール&カジノ利用における年齢制限
20歳未満の飲酒、カジノ利用を禁止しています。20歳未満の乗船客 
は23時以降カジノまたはディスコへ入ることを禁止しています。

■オプショナルツアー
様々な寄港地観光を各寄港地で催行予定です。寄港地については、乗
船日21日前までオンラインwww.princesscruises.jpにて閲覧、事
前予約、購入が可能です。寄港地観光の料金及び空き状況は変更にな
る可能性があります。

※ 本パンフレットは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。

●募集型企画旅行契約
この旅行は、（株）クルーズプラネット（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、確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅
行契約の部によります。

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

●申込金

●旅行残金のお支払い

●

●

旅行代金の額の変更

●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2020年10月1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。

※ 港に停泊中も船内でお食事はご用意いたしますが、オプショナル
ツアー等で上陸し、船内でお召し上がりにならなかった場合でも、 
返金はございません。

●

●

添乗員
・ 添乗員は同行しません。プリンセス・クルーズの日本語スタッフとは別に
クルーズプラネット専属コーディネーターが乗船します。
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。
グループまたは家族で複数の客室を使用され、両親または保護者が
同乗する場合は、各客室の最小年齢は16歳とします。最小年齢要件
を満たさない学生または若年グループの予約は受けられません。本
条件が全乗船客によって厳守されることを保証するために、保護者
の管理下にある全乗船客に対し、常に監督することに合意します。
・ 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

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。海外の寄港地において、上陸されない場
合でもパスポートは必要となります。

●旅行条件・旅行代金の基準日
2019年10月7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、お客様が当社のそれぞれの営業日・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。
※ 
の対象となります。
※ 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。

旅行代金の額 申込金（おひとり）
旅行代金が5万円未満 全額
旅行代金が5万円以上15万円未満 3万円以上ご旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満 6万円以上ご旅行代金まで
旅行代金が30万円以上 ご旅行代金の20%以上

海外クルーズ保険のおすすめ
クルーズ旅行は、通常の旅行よりも取消料の発生日が早くなってくるケースや 
料率が高くなっているケースがあります。お客様やご同行者の病気や怪我など 
でやむを得ずクルーズ旅行をお取消しになる場合に取消料をカバーする保険が 
ありますので、クルーズ旅行にお申し込みと一緒にこの保険をお申し込みいた 
だきますようにお勧めいたします。詳しくは、販売員までお尋ねください。

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）：0355018162
ホームページ：https://www.anzen.mofa.go.jp/

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

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

取消料（お客様による旅行契約の解除）
取消料については下記をご覧ください。

◆7泊以上の場合
出発日の前日から起算して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％

◆6泊以下の場合
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％

※�上記総代金には、租税、手数料及び港湾費用、ショアエクスカーション　　　
（寄港地観光ツアー）、トランスファー、その他のほとんどのサービス商品
の代金は含まれません。

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。

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の当社が�指定する日までに（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。支払に関し
ての猶予期間や支払期限の延長は�認められません。指定された支払期日ま
でにお支払いただくことが�出来ない場合、予約は自動的に取消させていただ
きます。

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。

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。

旅行条件・旅行代金の基準日
2020年10月1日を基準としています。
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この一瞬が、永遠に輝く   思い出に
Welcome to Princess Cruises

メイン・ダイニングのフルコース・
ディナーをはじめ、ルームサービス
に至るまで船内の食すべてにこだ
わっています。日本発着クルーズ
では日本食もご用意しています。

世界最高峰の美食
POINT

3

客室でくつろぐのも、アクティビティ
を楽しむのも、船内での過ごし方は
思い思いに。一度のクルーズで複
数の寄港地に立ち寄るので、充実
した観光もお楽しみいただけます。

自由で快適な時間
POINT

4

日本語スタッフが乗船し、ダイニン
グのメニューや船内放送を日本
語でご用意。展望浴場や和食な
ど、親しみあるサービスも日本語
でおもてなしします。

日本語が通じる安心感
POINT

5

視界の彼方に遠ざかっていく陸地。 
澄み渡るブルー、黄昏のゴールド、天
然のプラネタリウムへとドラマチックに
表情を変える空と海。出合うすべての
瞬間が、一生の思い出に刻まれます。

船旅ならではの風景
POINT

1

現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内の安全衛生規定をどのように強化するか、およびこの規定の強化がクルーズの運航にどのように影響
するかを慎重に確認し実施していきます。そのため、実際のクルーズの提供内容は掲載される説明や写真とは異なる場合があり、状況によりサービスを中止する場合もご
ざいます。最新情報はプリンセス・クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。

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客船「ロイヤル・プリンセス」就航。 
上級スイートのみのバルコニーをスタンダード客室まで拡充。

1987年  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 「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  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「ダイヤモンド・プリンセス」 

「サファイア・プリンセス」がデビュー。 
同年「カリビアン・プリンセス」就航。 
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  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。
2020年  創立55周年。「エンチャンテッド・プリンセス」就航予定。

Princess Cruises History

洋上初のサービスを生み出してきた歴史

クルーズ代金には移動費、食費、宿泊費、船内アクティビティ代が含
まれます。さらにプリンセス・プラスでは、ドリンクパッケージ※、無制限
高速Wi-Fi、チップが込みで1日あたり1万円台からお得にクルーズを
お楽しみいただけます。

全部入ってこんなにお得！

まとめてお得なパッケージ「プリンセス・プラス」登場！！

手ごろな価格で上質な楽しみ
POINT

2

※�プレミア・ビバレッジ・パッケージ：アルコールは1日15杯まで、�
ソフトドリンクは無制限でオーダー可能（一部除外メニューあり）

移動費 食費 宿泊費 船内
アクティビティ等

プリンセス・
プラス

イメージ
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安全にお楽しみいただくために
プリンセス·クルーズは船内での新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を含む感染症を防ぐために、
米国疾病予防管理センター（CDC）や世界保健機関（WHO）などの
公衆衛生当局や医療専門家と緊密に連携しています。
それに基づき、新たに「お客様の安心、安全」を第一に考えた、
さまざまな取り組みの一部をご紹介いたします。

CRUISE with confidence

旅程の安全性確認と
積極的な取り組み 船内消毒の強化

乗船中のマスクの着用と
ソーシャルディスタンスの確保 換気システムの改善

乗船時の検温·検診を行います 乗務員の健康のために

乗船前に健康状態を確認します 手洗いや手指消毒を
お願いします

客船ターミナルの消毒を
強化します

COVID-19対応の
医療チームが常駐します

世界の健康に関する状況や
規制を確認し、必要に応じ
て旅程を調整いたします。

米国疾病予防管理センター
（CDC）と連携して開発さ
れた洗浄および消毒規定
を使用します。
客室やパブリックエリア、特
に人が触れる場所を新型
コロナウイルスに効果的な
消毒剤で消毒します。

日本発着クルーズでは全て
の乗務員へマスクの着用を
義務付けます。また全ての
お客様においてもマスクの
着用をお願いいたします。
乗船客をグループに分け、
その行動の流れやタイミン
グ、人数を調整することで、
身体的距離の確保を管理
します。さらに、船内および陸
上で健康を維持する方法
などの情報を定期的に提
供いたします。

船内の空気循環を厳重に
調査し、パブリックエリアや
客室への外気の分布を改
善します。
また、医務室や専用の隔離
室などの主要エリアに、新鮮
な空気の供給と排気ろ過
が可能なHEPAフィルター
（高性能エアフィルター）を
導入します。

乗船時に、すべてのお客様
と乗務員を対象としたスク
リーニングを行います。
●  非接触での体温測定
●  健康質問票の提出
●  二次スクリーニング（必要に応じて）
●  クルーズ中の健康状態の確認
（必要に応じて）

乗務員の健康も非常に重
要なことだと考えています。
そのため、私たちは対応策
や規定を強化しています。
乗務員は、強化されたスク
リーニングを受け、病気の
兆候を示す乗務員は乗船
できません。また、クルーズ中
に健康診断も適宜実施さ
れます。

乗船前にすべてのお客様
と乗務員を対象に健康の
最良の慣行（ベストプラク
ティス）に従って強化され
た健康スクリーニングの実
施いたします。発病の症状
が認められるお客様の乗
船は認められません。

すべてのダイニングおよ
び、ブッフェの入り口に手
洗い場や手指消毒剤を設
置しております。スタッフ
が入場前に、お客様へ手
洗いを励行するよう誘導
いたします。その他、船内
の人通りの多い場所には
手指消毒剤を追加で設置
いたします。

乗船ターミナルは、新型コロ
ナウイルスに効果的で安全
な消毒剤を使用して徹底
的に消毒されています。ま
た、よく触れられる場所はよ
り頻繁に消毒されます。

船内の医務室にはCOVID-19
の対応に関する特別研修を受け
た医療チームが常駐します。また、
以下のような対応を致します。
● 船内における潜在的な感染者確認の
ための、船内または陸上でのCOVID-
19の検査が可能な指定研究所 ● 救命
救急を含む外来と入院の両方の施設を
備えたメディカル・センター（医務室）
● COVID-19の症状を改善する薬を
船内に常備 ● 船上で病気が発生した
場合の緊急連絡先の事前登録 ● 隔離
室などへのHEPAフィルターによる空気の
ろ過システムの導入 ● 地域および各地
の医療提供者とのパートナーシップ

24

24

24

24

24

24

24
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Q&A このほかにも、よくある質問をプリンセス·クルーズウェブサイトでご紹介しています。
Q： クルーズ中に乗務員あるいは乗船客がCOVID-19の感染が確認された場合どうしますか？
A：�クルーズ中に乗船客との乗務員健康診断が行われます。船内で感染が確認された場合、COVID-19の検査、迅速な対応、および緊急連絡先の事前登録および追
跡を含むプロトコルが適用されます。隔離と検疫のための部屋が必要に応じて利用できます。船内のメディカル・センター（医務室）は、救急医療の必要性を含む幅
広い病状に対応するためにございます。これらの施設では、コロナウイルスよりも小さいナノ粒子をろ過して除去することが可能なHEPAフィルターを利用した換気
システムを導入しています。

安心・安全への取り組みを皆様へお伝えしていきます。
現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内の安全衛生規定をどのように強化するか、およびこの規定の強化がクルーズ
の運航にどのように影響するかを慎重に確認し実施していきます。そのため、実際のクルーズの提供内容は掲載される説明や写真とは異なる場合
があり、状況によりサービスを中止する場合もございます。
最新情報はプリンセス・クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。

https://www.princesscruises.jp/cruise-with-confidence/keeping-you-safe-and-healthy

ご出発前·ご乗船時の安全性の確認

ご乗船中の消毒徹底と医療規定を改定

24

24
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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

2021年7月〜10月

schedule

詳細はP.24〜31をご覧ください。＊寄港地での途中乗・下船はできません。

青森ねぶた祭／青森 小樽運河／小樽 田沢湖／秋田 川平湾／石垣島 城山日出峰／済州島

月 旅行期間 日数 発着港 コース名・行程 クルーズ
番号

掲載
ページ

７
月

7月  1日（木）〜
7月  7日（水）　 7日間 横浜

発着
夏の九州・韓国 A
横浜〜鹿児島〜 済州島〜長崎〜横浜

M125N P.24

7月  7日（水）〜
7月13日（火）　 7日間 横浜

発着
夏の九州・韓国 B
横浜〜済州島〜長崎〜鹿児島〜横浜

M125P P.25

7月13日（火）〜
7月19日（月・祝）　 7日間 横浜

発着
夏の九州・韓国 B
横浜〜済州島〜長崎〜鹿児島〜横浜

M126N P.25

7月19日（月・祝）〜
7月27日（火）　 9日間 横浜

発着
天神祭でにぎわう大阪・神戸と九州・韓国
横浜〜長崎〜釜山〜関門海峡クルージング〜神戸〜大阪〜横浜

M127 P.26

7月27日（火）〜
8月  4日（水）　 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

M128 P.26

８
月

8月  4日（水）〜
8月14日（土）　 11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〜釜山〜関門海峡クルージング〜高知〜徳島〜横浜

M129 P.27

8月14日（土）〜
8月23日（月）　 10日間 横浜

発着
熊野大花火と四国・九州と韓国 
横浜〜徳島〜大阪〜（熊野）〜高知〜鹿児島〜釜山〜佐世保〜横浜

M130 P.27

8月23日（月）〜
9月  1日（水）　 10日間 横浜

発着
輝きの黒潮海道と韓国
横浜〜御前崎〜大阪〜高知〜広島〜釜山〜長崎〜横浜

M131 P.28

９
月

9月  1日（水）〜
9月  9日（木）　 9日間 横浜

発着
北海道周遊とサハリン
横浜〜釧路〜コルサコフ〜小樽〜函館〜横浜

M132 P.28

9月  9日（木）〜
9月18日（土）　 10日間 横浜

発着
北前航路と九州・韓国
横浜〜青森〜新潟〜敦賀〜境港〜釜山〜鹿児島〜横浜

M133 P.29

9月18日（土）〜
9月23日（木・祝）　 6日間 横浜

発着
ショートクルーズ 九州と韓国
横浜〜済州島〜長崎〜横浜

M134 P.29

9月23日（木・祝）〜
10月  1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

M135 P.30

10
月

10月  1日（金）〜
10月  7日（木）　 7日間 横浜

発着
秋の実りの里紀行と韓国
横浜〜和歌山下津〜済州島〜鹿児島〜横浜

M１３６ P.30

10月  7日（木）〜
10月16日（土）　 10日間 横浜

発着
輝きの黒潮海道と韓国
横浜〜蒲郡〜大阪〜高知〜広島〜釜山〜長崎〜横浜

M137 P.31

10月16日（土）〜
10月24日（日）　 9日間 横浜

発着
沖縄・台湾リゾートクルーズ
横浜〜那覇〜基隆（台北）〜石垣島〜横浜

M138 P.31

ダイヤモンド・プリンセスは大規模な消毒作業を行いました
2020年3月に世界保健機関(WHO)と米国疾病管理センター(CDC)、国立感染症研究所の指示のもとで策定され、
厚生労働省に承認された消毒作業を実施しました。

実施内容
●  災害復旧作業のエキスパートBelfor社の主導で、約150名の専門家による消毒を実施
●  手すりや人が密になった場所などは、ウイルス除菌効果のあるViroxで消毒
●  布製の装飾品、家具、カーペットなどを、厳重にクリーニング

備品も新品に交換しました
リネン、タオル、枕、寝具、マットレスカバー、マットレス、カーテン、ゲームコントローラーを含むゲーム、
おもちゃ、本、パズル、カード類など

これらの作業後、本船消毒作業完了及び検疫解除の証明として、横浜検疫所より検疫済証を受けました。

クルーズ中の健康対策のご紹介

世界保健機関（WHO）および米国疾病予防管理センター（CDC）が推奨する旅行時における健康対策についてご
紹介します。次回のプリンセス・クルーズ乗船時までに日頃から心がけましょう。

こまめな手洗い

顔を触らない

石鹸を使い、水で20秒間
十分に洗い流してくださ
い。船内でのお食事の前と
化粧室を利用した後は特に
重要です。

目や鼻、口を触らないように
してください。

咳エチケットの
心がけ

重要なお願い

咳やくしゃみをする際には
肘を曲げて鼻と口をおさえ
るか、ティッシュを使用して
ください。

船内で呼吸器疾患の症状が
あった場合には医務室の無
料相談をご利用ください。

ソーシャル
ディスタンスを保つ

肘を利用する

人との間隔を約2メートル空
けてください。握手など接触
する行動を避け、手を振るな
どの「ノータッチ」リアクショ
ンを心がけてください。

頻繁に人が触れるドアノブ
やエレベーターのボタンに
触れる際には、可能であれ
ば肘や指の関節を使用して
ください。

手指消毒剤の
使用

インフルエンザの
予防接種を受ける

アルコールベースの手指消
毒剤で定期的に手を消毒し
てください。すべてのダイニ
ングエリアやその他船内の
人通りの多い場所に消毒剤
を設置します。

インフルエンザが流行する
時期には健康を心がけ、予
防してください。
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※写真はすべてイメージです。

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。

● �フルコースに加えて、一品でのご注文も可能
●�日本食や、�
日本語メニューもご用意�
�
�

● �医師の指導など健康上の特別なリクエストは、
ご相談により対応＊�
＊ご希望に沿えない場合もございます。予めご了承ください。

POINT  ［オススメのポイント］

イタリアンをはじめとするプリンセス自慢のフ
ルコース・ディナー。ウェイターはお客さま一人
ひとりのお好みを理解し、質の高いサービスを
提供します。

Main Dining

メイン・ダイニング F R E E

●早朝から深夜までオープン
●ご飯、みそ汁、麺類など日本食もご用意

POINT  ［オススメのポイント］

カジュアルスタイルのレストラン。本格的な味を
お好みで、気軽にお召し上がりいただけます。

HorizonCourt

ホライゾンコート F R E E

現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内の安全衛生規定をどのように強化するか、およびこの規定の強化がクルーズの運航にどのように影響するかを慎重に
確認し実施していきます。そのため、実際のクルーズの提供内容は掲載される説明や写真とは異なる場合があり、状況によりサービスを中止する場合もございます。最新情報はプリンセ
ス・クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。
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喜びを贅沢に満たす本格的な食
世界が認めた美食の数々が、一堂に集う船上。
特別な空間での味覚は、忘れられない思い出となるでしょう。
メイン・ダイニングのフルコース・ディナーからルームサービスまで、すべて“本物”を追求しました。

dining

ダレン・マクリーン� Darren McLean

モダンな要素を取り入れた日本料理が、北米で高い評価を得ている
シェフ。オーナーシェフを務める「ショクニン（SHOKUNIN）」は、
カナダのトップレストラン100の14位にランクインしています。

2021年日本食の新コラボレーション！！
カナダ人シェフ�ダレン・マクリーン氏が監修
国際的に高く評価されているシェフ、ダレン・マクリーン氏。伝統的な
日本の手法を学び、『NARISAWA』（東京・南青山）のオーナー
シェフである成澤由浩氏はじめとするミシュラン受賞シェフとのコラボ
レーション経験から生まれた革命的な日本料理をお楽しみください。

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。

カーティス・ストーン氏によるメニューも
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。
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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

ハンバーガーやアイスクリーム、そして受賞歴
のあるピザも。クオリティーの高さは、軽食も
同じです。

＊「Best Pizza at Sea」受賞「USA TODAY」2015

お電話一本で24時間お届けします。
プライベートな空間でお好みの食事をどうぞ。

※ 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。

※ 本格的なハイティーを楽しむことができるロイヤル･アフタヌーン･
ティー（有料）もあります。

午後のひとときを香り高い紅茶、船内で焼き
上げたクッキーやスコーンとともに。くつろぎの
ティータイムはいかがですか。

メイン・ダイニングやホライゾ
ンコート、アフタヌーン・
ティーでご提供します。

イタリア・トスカーナ地方の正統
派トラットリアの雰囲気を再現。
旬の食材を使ったパスタ、素材を
生かしたシーフード、種類豊富な
ワインをご堪能いただけます。

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
みの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。
シーフードなどのサイドメニュー
も好評です。

本格的な寿司レストラン。お寿司や
お刺身のほか、お得なセットメ
ニューもご用意。お飲物は日本各
地の銘酒、焼酎もお楽しみいただけ
ます。

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

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

※全メニュー有料となります。
※一皿よりオーダーいただけます。

F R E E 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。

ズワイガニ、アサリ、ムール貝
などをふんだんに使ったシー
フードメニューを揃えました。

※ 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」社に選び抜かれた
コーヒー豆を使用。バリスタ
達が丁寧に入れたハイクオリ
ティな一杯をご提供。

※有料となります。

※写真はすべてイメージです。

カジュアル・フード アフタヌーン・ティー プリンセスオリジナルのチョコレートスイーツ

チョコレート・ジャーニー

ルームサービス

クラブ・シャックシーフード
コーヒー・プログラム

「ニュー・グラウンド」
スペシャル・

ドリンク

カジュアル・フードも、

専門店さながらのおもてなし
特別な１日に特別な一皿を

一流の味覚を心ゆくまで
カジュアル・フードやアフタヌーン・ティーなど。
専門店さながらのクオリティーを、手軽にお楽しみいただけます。

誕生日や結婚記念日など、大切な誰かと過ごす記念日に。
スペシャリティ・レストランが素敵なひとときをお届けします。

dining specialty restaurants

現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内の安全衛生規定をどのように強化するか、およびこの規定の強化がクルーズの運航にどのように影響するかを慎重に
確認し実施していきます。そのため、実際のクルーズの提供内容は掲載される説明や写真とは異なる場合があり、状況によりサービスを中止する場合もございます。最新情報はプリンセ
ス・クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。
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※船内アクティビティ、ショー等の中止を理由とする予約のキャンセルやクルーズ代金の返金には応じかねますので、予めご了承ください。　写真はすべてイメージです。

※ 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。

※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。

水とたわむれながらリラックス

プール＆ジャグジー

太陽の下で爽快な汗を

各種スポーツ施設

爽やかに心身をリフレッシュ

フィットネス・センター
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。ひと泳ぎした後はプールサイドのジャグジーやデッキチェア
でのんびり。軽食もご用意しています。

デッキではウォーキングやジョ
ギング、ミニゴルフなど多彩なス
ポーツをお楽しみいただけます。
イベントも随時開催。

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。

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

至福の時が流れるナイトクラブ

バー＆ラウンジ

屋内にはオーシャンビューの展
望浴場、ドライサウナ、ミストサ
ウナ、打たせ湯を、屋外にはハイ
ドロ・セラピー・プールや、足湯
を完備。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。

船内には14ヵ所のバーやラウン
ジがあります。バーではバンド
の生演奏やスポーツ観戦、ラウ
ンジでは様々なイベントやパー
ティーを開催しています。

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。

船内はすべて免税。一流
ブランドのアクセサリー、
時計、化粧品からお土産、
日用雑貨まで幅広く取り
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

輝く星空の下で映画を

ムービーズ・アンダー・ザ・スターズ

クルーズの記念となる一品を

ショッピング
人生の節目となる、特別な日をクルーズでお祝いしませんか？
シャンパン、記念写真、花束などをセットにしたお祝いプラン
（有料）をご用意しています。

��お客様ご自身やご家族・ご友人が、客室にプレゼントを届け
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ッィクな記念写真を
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

現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内の安全衛生規定をどのように強化するか、およびこの規定の強化がクルーズの運航にどのように影響するかを慎重に
確認し実施していきます。そのため、実際のクルーズの提供内容は掲載される説明や写真とは異なる場合があり、状況によりサービスを中止する場合もございます。最新情報はプリンセ
ス・クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。

クルーズに彩りを添える空間
day life

クルーズをより、豊かに演出するアクティビティの数々。
ある時はアクティブに、ある時はゆったりと、思い思いにお過ごしください。
スポーツやフィットネスで心地よい汗を流した後は、展望浴場やスパでリラックス。
多彩に充実した施設が、退屈とは無縁のクルーズ・ライフをお届けします。

華やかな夜に酔いしれる
night life

陽が落ちると、船内はさらに華麗な空間へ。
心に深く刻まれる、上質なナイトライフの始まりです。
アトリウムで開催されるパーティー、星空の下での映画鑑賞など、
趣向を凝らした数々のプログラムとともに、洋上の夜が更けていきます。



●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
●ピローメニュー（お好みの枕をお選びいただけます）
●広いウォークインクローゼット・専用アメニティー（バスソルト、アイマスク�など）

［ 客室設備 ］

●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�
●ボトルウォーターを毎日お1人様につき1本ご用意（ご利用のあった場合のみご提供）
※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

「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。

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

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

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

［ 特　典 ］
●面積　約33㎡

［ 面積情報 ］

※客室設備はジュニア・スイートと同様となりますので、下記をご参照ください。

※有料となります。

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

洋上の別邸でのくつろぎ
爽快な朝の目覚めから、夜を満喫した後の深い眠りまで、
シックなインテリアとキメ細かいサービスで、おくつろぎください。
旅の人数や目的に合わせて、客室タイプは６種類をご用意。
いずれの部屋もゆったりした空間で、リラックスした時間をお過ごしいただけます。

guest rooms

● �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。

SPEC ［仕様］

デッキチェアのあるバルコニーと機能的で
格調高い客室を備えた最上級客室

スイート同様のクラブ・クラス特典が付いた
ジュニア・スイートの客室をご用意。

Suite

スイート

Premium Junior Suite

プレミアム・ジュニア・スイート

Junior Suite

ジュニア・スイート

クラブ・
クラス
CLUB CLASS

クラブ・
クラス
CLUB CLASS

● �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）

SPEC ［仕様］

▶詳細は、P.17を
　ご覧ください。

クラブ・
クラス
CLUB CLASS

※3･4人利用時イメージ

現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内の安全衛生規定をどのように強化するか、およびこの規定の強化がクルーズの運航にどのように影響するかを慎重に
確認し実施していきます。そのため、実際のクルーズの提供内容は掲載される説明や写真とは異なる場合があり、状況によりサービスを中止する場合もございます。最新情報はプリンセ
ス・クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。

▶詳細は、P.17を
　ご覧ください。

クラブ・
クラス
CLUB CLASS
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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.�32をご参照ください。

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

客室のテレビ

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

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

※ 電波が届かない区域を航行する際、放送を受信できない場合があります。
ご了承ください。

※プログラムは予告なく変更となる場合があります。
※テレビの形状は異なる場合があります。

※クラブ・クラス対象カテゴリー：スイート、プレミアム・ジュニア・スイート

［ 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㎡

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。

※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・ラグジュアリー・ベッドは全室に導入されています。 
ただし、2人部屋を3〜4名でご利用の場合、3〜4人目はプリンセス・ラグジュアリーベッドとは異なります。

米国睡眠医学会認定の「スリープ・ドクター」、�
マイケル・ブレウス博士が、プリンセス・クルーズの
ために開発したベッド。極上の眠りに導きます。

● サポート性に優れたマットレス 
厚さ22.5cmのマットレスと�
厚さ5cmのピロートップが、身体をサポート。

●  身体を支えるスプリング 
様々な体型・体圧に合わせて支えます。

●  最高級のベッドリネン 
100％ロングステーブルコットンを採用など。

プリンセス・ラグジュアリー・ベッド

※写真はすべてイメージです。

※3･4人利用時イメージ

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

●�乗船日にワインを1回無料で提供（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
●��初日乗船時には優先チェックイン、優先乗船、�
最終下船時には優先下船

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

Balcony

海側バルコニー

●メイン・ダイニングでは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�
専用メニューをご提供

●朝食、夕食は毎日、昼食は終日航海日にオープン

Club Class Dining

クラブ・クラス・ダイニング

Upgrade Amenities & Service

アップグレードされた
アメニティーやサービス

Outside

海側

Amenities

客室標準装備

Inside

内側

● �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

SPEC ［仕様］

SPEC ［仕様］ SPEC ［仕様］

クラブ・クラス
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
CLUB CLASS

現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内の安全衛生規定をどのように強化するか、およびこの規定の強化がクルーズの運航にどのように影響するかを慎重に
確認し実施していきます。そのため、実際のクルーズの提供内容は掲載される説明や写真とは異なる場合があり、状況によりサービスを中止する場合もございます。最新情報はプリンセ
ス・クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。
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※写真はすべてイメージです。

安心で快適な日本仕様のサービス
プリンセスの日本発着クルーズは、船内も日本仕様にカスタマイズしています。
日本語での対応も充実しており、安心してご乗船いただけます。

船内は日本語でOK

日本人にうれしい施設も

ゲストサービスデスク、泉の湯、メディカル・センター（医務室）など主要施設では日本語対応が可能ですのでご安心く
ださい。日本語スタッフが乗船。さらに船内放送・案内板なども日本語です。

開放感あふれる展望浴場「泉の湯」、板前が握る本格的な寿司や日本各地の地酒が味わえる「海（Kai）寿司」など、
日本人にうれしい施設もあり、慣れ親しんだ日本のサービスで快適なクルーズの旅が満喫できます。

for Japanese guest

レストランのメニューやプログラムなども
日本語でご用意しています。
●�日本語対応の無料ウェブサービス�
Princess@Sea

●�客室のテレビでは、�
日本語の映画も充実。�
NHKニュースもご用意

メダリオン・ネット
MedallionNet

プリンセス・クルーズでは洋上でも快適なインターネット環境を提供いたします。
お手頃な価格でお楽しみいただけるWi-Fiサービスでは、Eメールやビデオ通話、
SNS投稿、お気に入りのテレビ番組や映画などの動画ストリーミングを
通信量を気にせずに船上でも快適にご利用いただけます。 

洋上最速クラスの船内Wi-Fi
メダリオン・ネットは、異なる軌道で複数の人工衛星に同
時にアクセスしています。客船から衛星までの距離を最小
化することで接続速度を最速化し、天候や地理的特徴に
よる影響も最小限に。
高速かつ環境に左右されにくいインターネット環境を実現
しました。

新しい働き方のスタイル

船上でのワーケーション、
オンラインミーティングを実現
ワーケーションとは、ワーク（仕事）とバケーション
（休暇）を組み合わせた造語で、観光地やリゾー
ト地などでテレワーク（リモートワーク）を実施す
る新しい働き方です。船内どこでもインターネット
が接続できるため、客室や共有スペース、プール
デッキでも業務を行っていただけます。オンとオ
フの時間を両立させ、充実した時間をお過ごしく
ださい。

プリンセス・クルーズの
ウェブサイトでもご紹介しています。
「プリンセス・プラス」ではメダリオン・ネットが
あらかじめプランに含まれているので
さらにお得にご利用いただくことができます。
メダリオン・ネットについて
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.princesscruises.jp/cruise-life/medallion/#medallion01

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

※船の航行エリアによっては繋がりにくい場合もございます。

案内・情報も日本語で分かりやすく
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クルーズだからこそ叶う素敵な１日の過ごし方
日常では決して味わうことのできない、景色や時間。
移動する時間でたっぷりとリゾートライフが堪能できるのもクルーズのメリットです。朝から夜まで、すてきな休日をお過ごしください。

※写真はすべてイメージです。

morning

in the morning

afternoon

night

朝焼けの大海原は
感動する美しさ！

ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー）で
あこがれていた世界遺産へ。

気ままに過ごす
充実の船内での時間。

さあ、ドレスアップして
夢のような世界へ。

バルコニーで水平線から昇る朝日を眺めた後は、
ジャグジーでゆっくりと体を目覚めさせて。
優雅な朝食は、お部屋で寛ぎながらどうぞ。

寄港地に到着。
事前に予約しておいたショアエクスカーションで
名所や世界遺産を訪れて。疲れたら、船でのんびりと。

プールやカルチャー教室で、父と娘が楽しむ。
ヨガやアフタヌーンティーで母はリラックス。
ご家族それぞれに過ごすひとときも新鮮。

辺りが暗くなると、船内は一層華やかな空間に。
フルコースのディナーを堪能した後は、映画などを鑑賞。
最後はカクテルで乾杯を。

朝

午前

午後

夜

stay on a cruise

かわいいスタンリーに会える！

スタンリー・
ブレックファスト

各年代に合わせた特別なアクティビティ

ティーン＆ユース
センター

朝食時に、プリンセス・クルーズのオリジナルキャラク
ター“スタンリー”が登場。お子様の席のテーブルマット
にはゲームと、スタンリーの特製パンケーキが提供され、
お子様の素敵な旅の思い出になります。
※実際の開催有無は乗船後のご案内となります。

ダンスや手工芸、タレントショーなど、各年代に合わせた
特別なアクティビティーも豊富です。お子様だけが参加
できるイベントもあり、親子それぞれの楽しい時間を過
ごすこともできます。（お子様のみのイベント時は、親子
それぞれに連絡用のページャーを貸出いたします）

Stanley Breakfast

STANLEY

Teen & Youth Center

有料
予約制

クルーズ内は外国人スタッフも多く、英語のあい
さつなども自然にできます。また、キッズ向けのイ
ベントもたくさんあるので、小さなお子様も飽きる
ことがありません。家族みんなで休日をたっぷり
楽しめるのが、クルーズのいいところです。

クルーズだからこその
楽しみや学びも……

家族で過ごす休日を輝く思い出に
家族皆様が楽しめるように、年代別に合わせたお子様向けの催しや
アクティビティなども多彩にご用意しています。

for family

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』

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。
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※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

適 用 期 間 2021年7月1日発（M125N）～2021年10月16日発（M138）▶2021年1月31日（日）までの予約

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

※3〜4人対応の客室数及び、受入れ数に限りがありますので、予約状況により、利用できない場合があります。詳細はご予約時にお問い合わせください。※3〜4人目無料キャンペーン適用期間終了後
の予約者名／出発日／乗船地（区間クルーズの場合）の変更は、割引の対象外となります。※3〜4人目はソファベッドまたはプルマンベッド（壁または天井付けの折りたたみベッド）になります。事前リク
エストはできません。※プルマンベッド（壁または天井付けの折りたたみベッド）は9歳未満のお子様のご利用は極力お控えいただけますようお願いします。※ファミリー·スイートは、5〜6人目が対象とな
ります。※クルーズ代金には食事代、宿泊費、移動代、エンターテイメント代が含まれます。租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用、一部の有料施設·有料ダイニングなどは含まれませんので、別途
お支払いいただきます。※プリンセス・プラスでお申し込みの場合、対象カテゴリーの客室利用の３〜４人目のクルーズ代金は無料、プリンセス・プラス代金としてお一人様１泊あたり4,000円のお支払い
が必要となります。※期間中のご成約時にお部屋の確保ができている場合を対象とします。

4名1室 2名様分無料 ！

プリンセス・プラスでのお申し込み限定
3〜4人目クルーズ代金無料キャンペーン

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 

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。

キャプテンズ・サークル・メンバー（リピーター）割引
全コース適用コース

全コース適用コース

リピートするとさらにお得に !

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

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

プリンセス・クルーズに一度ご乗船いただくと、次回からリピーターとして様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します。
ご乗船回数・日数に応じて各種特典を
ご用意しています。

キャプテンズ・サークルとは

乗船回数 回目2～3 回目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）

●アメニティーのアップグレード   など●アメニティーのアップグレード   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

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

※ 1室1名利用の場合は、左記の200％の割引額となります。
※ 1室あたり2名までが対象となります。
※ 3〜4名で1室利用時の3〜4人目は、対象外となります。
※ サークル番号をご予約時にお申し出ください（ご予約時に

お申し出いただけない場合、適用できない場合もございま
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。

まとめてお得な新パッケージ
campaign promotion

全コース適用コース

新しい生活様式に合わせたプランが登場。

プレミア·ビバレッジ·
パッケージ※1

プリンセス·クルーズでは、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。「プリンセス・プラス」には、上記の自動
精算制のチップとアルコール飲料のサービ
ス料が代金に含まれるため、チップを忘れて
クルーズをお楽しみいただけます。

無制限高速Wi-Fi
メダリオン·ネット※2

アルコール類もオーダーできる！ 動画もストレスなく見放題！ あらかじめ含まれているからお得！

さらに！

個別で追加するとお一人様１泊9,500円相当のところを、
「プリンセス·プラス」では4,000円で提供いたします。

半額以下に！
プリンセス·プラスにするとこれらの通常料金が…

お一人様
1泊あたり

家族や友人との語らいのひとときや、食事の時
に楽しむドリンクを、アルコールは１日15杯まで
（12ドル以下）、ソフトドリンクは無制限でオー
ダーできるパッケージです。ソフトドリンク、水、
コーヒー、紅茶以外にも、ビール、スピリッツ、
グラスワイン、カクテルなどのアルコール類、
オーダー時にかかる18%のサービスチャージ
が含まれます（一部除外メニューあり）。

※1 乗船日時点で20歳以上の方対象。20歳未満の方は、プレミア·コーヒー＆ソーダ·パッケージとなります。プレミア·コーヒー＆ソーダ･パッケージには、お土産タンブラー、グラスファウンテ
ンソーダ、フルーツジュース、スペシャリティー·コーヒー、紅茶、フラッペ、ミルクシェイク、エナジードリンクなどが含まれます（一部除外メニューあり）。除外メニューについては25％割引で提供
いたします。　※2 船の航行エリアによっては繋がりにくい場合もございます。 　※3 その他のサービスに対するチップはその都度お客様の判断でお願いいたします。

船上で高速インターネットをお楽しみいただ
けるWi-Fiサービス「メダリオン·ネット」を
無制限でご利用いただけます。メールやビ
デオ通話、SNS投稿、お気に入りのテレビ
番組や映画などの動画ストリーミングを、通
信量を気にせずに、密集を避けて船上でも
快適にご利用いただけます。

クルーズ代金にドリンク代と無制限高速Wi-Fi、チップの料金が含まれる、
お得な新パッケージが登場しました。
支払いを気にすることがないうえに、まとめることで料金もリーズナブルになりました。

プリンセス・セーバーは、パッケージが付属しないクルーズ代金のみのプランです。

プリンセス・プラス

チップを忘れて
お楽しみいただけます※3

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、有料のお
飲物、スパ、オプションのショアエクスカーション（寄港地観光ツアー）、お土産などのお支払いに利用するこ
とができます。

オンボード・クレジット（OBC）とは

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

●  船内でのご利用金額の総額からオンボード・クレジット相当分の金額を差し引いた金額がご精算額となります。船内会計は、乗船中にゲストサービス・デスクで確認することができます。 
●  オンボード・クレジットは、１回の乗船中でのみ有効です。使い切らずに残った場合でも返金・繰越しはできません。
●  他者への譲渡、換金はできません。

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

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

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

お得な船上予約特典も、是非ご利用ください ！

「プリンセス・プラス」のパッケージ代が

無料！！
（7泊の場合28,000円分が無料となります）

2021年1月31日（日）までのご予約で

※

※同室利用1〜2人目まで対象。
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◦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名で利用する場合は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。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。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16.5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15.5米ドル、その他の客室は14.5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。プリンセス・プラスでお申し込みの場合はチップ代金が含まれます。

◦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。　
▪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。

現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内の安全衛生規定をどのように強化するか、およびこの規定の強化がクルーズの運航にどのように影響するかを慎重に
確認し実施していきます。そのため、実際のクルーズの提供内容は掲載される説明や写真とは異なる場合があり、状況によりサービスを中止する場合もございます。最新情報はプリンセス・
クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。

※租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用、一部有料施設・お食事などは含まれませんので、別途お支払いいただきます。※詳しくは、P22〜23をご確認ください。
※2021年1月31日（日）までのご予約対象

ジュニア・スイート以上は3〜4人目のクルーズ代金無料
ジュニア・スイート以上＊の客室は、３〜４人目無料キャンペーンが適用となり、
同室利用の3〜4人目の代金が無料となります。
＊ファミリー・スイートの場合は、5〜6人目が対象となります。

※プリンセス・プラスでお申し込みの場合、対象カテゴリー客室利
用の３〜４人目のクルーズ代金は無料、プリンセス・プラス代金と
してお一人様１泊あたり4,000円のお支払いが必要となります。

プリンセス・プラスでお申し込みの方限定

◦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名で利用する場合は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。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。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16.5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15.5米ドル、その他の客室は14.5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。プリンセス・プラスでお申し込みの場合はチップ代金が含まれます。

◦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。　
▪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。

現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内の安全衛生規定をどのように強化するか、およびこの規定の強化がクルーズの運航にどのように影響するかを慎重に
確認し実施していきます。そのため、実際のクルーズの提供内容は掲載される説明や写真とは異なる場合があり、状況によりサービスを中止する場合もございます。最新情報はプリンセス・
クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。

※租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用、一部有料施設・お食事などは含まれませんので、別途お支払いいただきます。※詳しくは、P22〜23をご確認ください。
※2021年1月31日（日）までのご予約対象

ジュニア・スイート以上は3〜4人目のクルーズ代金無料
ジュニア・スイート以上＊の客室は、３〜４人目無料キャンペーンが適用となり、
同室利用の3〜4人目の代金が無料となります。
＊ファミリー・スイートの場合は、5〜6人目が対象となります。

※プリンセス・プラスでお申し込みの場合、対象カテゴリー客室利
用の３〜４人目のクルーズ代金は無料、プリンセス・プラス代金と
してお一人様１泊あたり4,000円のお支払いが必要となります。

プリンセス・プラスでお申し込みの方限定

夏の九州・韓国 
7日間 A

７
月

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
7/ 1 木 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2 金 クルージング ー ー 船中泊

3 土 鹿児島� 日本 07：00 16：00 船中泊

4 日 済州島� 韓国 09：00 18:00 船中泊

5 月 長崎� 日本 07:00 16：00 船中泊

6 火 クルージング ー ー 船中泊

7 水 横浜� 日本 午前下船 ー ー

クルーズ番号 M125N

食事：朝6回・昼5回・夜6回　●最少催行人員：1人

夏の九州・韓国 
7日間 B

７
月

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
7/ 7 水 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

8 木 クルージング ー ー 船中泊

9 金 済州島� 韓国 13：00 20：00 船中泊

10 土 長崎� 日本 09：00 18：00 船中泊

11 日 鹿児島� 日本 07：00 17：00 船中泊

12 月 クルージング ー ー 船中泊

13 火 横浜� 日本 午前下船 ー ー

クルーズ番号 M125P

食事：朝6回・昼5回・夜6回　●最少催行人員：1人

※行程の詳細については本誌の各クルーズ該当ページをご覧ください。※各キャンペーンの詳細はP22〜23をご覧ください。 ※行程の詳細については本誌の各クルーズ該当ページをご覧ください。※各キャンペーンの詳細はP22〜23をご覧ください。

出発日・コース名 7/7 ［M125P］
夏の九州・韓国 7日間 B

7/13 ［M126N］
夏の九州・韓国 7日間 B

日　程 6 泊 7 日 6 泊 7 日

内　容
プリンセス・プラス プリンセス・セーバー

（★）
（クルーズ代金）

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（★）

（クルーズ代金）2021年1月31日までの
お申し込み

2021年2月1日以降の
お申し込み

2021年1月31日までの
お申し込み

2021年2月1日以降の
お申し込み

グランド・スイート ¥556,000 ¥580,000 ¥556,000 ¥556,000 ¥580,000 ¥556,000
オーナーズ･スイート ¥508,000 ¥532,000 ¥508,000 ¥508,000 ¥532,000 ¥508,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥460,000 ¥484,000 ¥460,000 ¥460,000 ¥484,000 ¥460,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥436,000 ¥460,000 ¥436,000 ¥436,000 ¥460,000 ¥436,000
プレミアム･スイート ¥412,000 ¥436,000 ¥412,000 ¥412,000 ¥436,000 ¥412,000
ヴィスタ･スイート ¥400,000 ¥424,000 ¥400,000 ¥400,000 ¥424,000 ¥400,000
ファミリー･スイート ¥183,000 ¥207,000 ¥183,000 ¥183,000 ¥207,000 ¥183,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥333,000 ¥357,000 ¥333,000 ¥333,000 ¥357,000 ¥333,000
ジュニア･スイート（中央） ¥256,000 ¥280,000 ¥256,000 ¥256,000 ¥280,000 ¥256,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥220,000 ¥244,000 ¥220,000 ¥220,000 ¥244,000 ¥220,000
海側バルコニー（中央） ¥158,000 ¥182,000 ¥158,000 ¥158,000 ¥182,000 ¥158,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥149,000 ¥173,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥173,000 ¥149,000
海側 ¥129,000 ¥153,000 ¥129,000 ¥129,000 ¥153,000 ¥129,000
海側（視界が遮られます） ¥99,000 ¥123,000 ¥99,000 ¥99,000 ¥123,000 ¥99,000
内側 ¥98,000 ¥122,000 ¥98,000 ¥98,000 ¥122,000 ¥98,000
3〜4人目代金（スイート・

ジュニア・スイート） ￥24,000 右欄（★）の代金の半額 
＋ ￥24,000 ￥24,000 ￥24,000 右欄（★）の代金の半額 

＋ ￥24,000 ￥24,000

3〜4人目代金（海側バルコニー・
海側・内側） ¥65,000 ¥89,000 ¥65,000 ¥65,000 ¥89,000 ¥65,000

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） ￥9,350 ￥9,350

出発日・コース名 7/1 ［M125N］
夏の九州・韓国 7日間 A

日　程 6 泊 7 日

内　容
プリンセス・プラス プリンセス・セーバー

（★）
（クルーズ代金）2021年1月31日までのお申し込み 2021年2月1日以降のお申し込み

グランド・スイート ¥556,000 ¥580,000 ¥556,000
オーナーズ･スイート ¥508,000 ¥532,000 ¥508,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥460,000 ¥484,000 ¥460,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥436,000 ¥460,000 ¥436,000
プレミアム･スイート ¥412,000 ¥436,000 ¥412,000
ヴィスタ･スイート ¥400,000 ¥424,000 ¥400,000
ファミリー･スイート ¥183,000 ¥207,000 ¥183,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥333,000 ¥357,000 ¥333,000
ジュニア･スイート（中央） ¥256,000 ¥280,000 ¥256,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥220,000 ¥244,000 ¥220,000
海側バルコニー（中央） ¥158,000 ¥182,000 ¥158,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥149,000 ¥173,000 ¥149,000
海側 ¥129,000 ¥153,000 ¥129,000
海側（視界が遮られます） ¥99,000 ¥123,000 ¥99,000
内側 ¥98,000 ¥122,000 ¥98,000
3〜4人目代金（スイート・

ジュニア・スイート） ￥24,000 右欄（★）の代金の半額
＋ ￥24,000 ￥24,000

3〜4人目代金（海側バルコニー・
海側・内側） ¥65,000 ¥89,000 ¥65,000

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） ￥9,350

横浜発着横浜発着 横浜発着

夏の九州・韓国 
7日間 B

７
月

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
7/13 火 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

14 水 クルージング ー ー 船中泊

15 木 済州島� 韓国 13：00 20：00 船中泊

16 金 長崎� 日本 09：00 18：00 船中泊

17 土 鹿児島� 日本 07：00 17：00 船中泊

18 日 クルージング ー ー 船中泊

19 月・祝 横浜� 日本 午前下船 ー ー

クルーズ番号 M126N

食事：朝6回・昼5回・夜6回　●最少催行人員：1人
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◦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名で利用する場合は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。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。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16.5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15.5米ドル、その他の客室は14.5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。プリンセス・プラスでお申し込みの場合はチップ代金が含まれます。

◦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。　
▪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。

現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内の安全衛生規定をどのように強化するか、およびこの規定の強化がクルーズの運航にどのように影響するかを慎重に
確認し実施していきます。そのため、実際のクルーズの提供内容は掲載される説明や写真とは異なる場合があり、状況によりサービスを中止する場合もございます。最新情報はプリンセス・
クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。

※租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用、一部有料施設・お食事などは含まれませんので、別途お支払いいただきます。※詳しくは、P22〜23をご確認ください。
※2021年1月31日（日）までのご予約対象

ジュニア・スイート以上は3〜4人目のクルーズ代金無料
ジュニア・スイート以上＊の客室は、３〜４人目無料キャンペーンが適用となり、
同室利用の3〜4人目の代金が無料となります。
＊ファミリー・スイートの場合は、5〜6人目が対象となります。

※プリンセス・プラスでお申し込みの場合、対象カテゴリー客室利
用の３〜４人目のクルーズ代金は無料、プリンセス・プラス代金と
してお一人様１泊あたり4,000円のお支払いが必要となります。

プリンセス・プラスでお申し込みの方限定

◦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名で利用する場合は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。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。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16.5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15.5米ドル、その他の客室は14.5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。プリンセス・プラスでお申し込みの場合はチップ代金が含まれます。

◦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。　
▪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。

現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内の安全衛生規定をどのように強化するか、およびこの規定の強化がクルーズの運航にどのように影響するかを慎重に
確認し実施していきます。そのため、実際のクルーズの提供内容は掲載される説明や写真とは異なる場合があり、状況によりサービスを中止する場合もございます。最新情報はプリンセス・
クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。

※租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用、一部有料施設・お食事などは含まれませんので、別途お支払いいただきます。※詳しくは、P22〜23をご確認ください。
※2021年1月31日（日）までのご予約対象

ジュニア・スイート以上は3〜4人目のクルーズ代金無料
ジュニア・スイート以上＊の客室は、３〜４人目無料キャンペーンが適用となり、
同室利用の3〜4人目の代金が無料となります。
＊ファミリー・スイートの場合は、5〜6人目が対象となります。

※プリンセス・プラスでお申し込みの場合、対象カテゴリー客室利
用の３〜４人目のクルーズ代金は無料、プリンセス・プラス代金と
してお一人様１泊あたり4,000円のお支払いが必要となります。

プリンセス・プラスでお申し込みの方限定

ねぶた祭に沸く青森と石巻・
函館・ウラジオストク 9日間

７
月

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
7/27 火 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

28 水 石巻� 日本 10:00 18:00 船中泊

29 木 函館� 日本 12:00 23:00 船中泊

30 金 クルージング ー ー 船中泊

31 土 ウラジオストク� ロシア 05:00 19:00 船中泊

8/ 1 日 クルージング ー ー 船中泊

2 月 青森（青森ねぶた祭）� 日本 08:00 23:00 船中泊

3 火 クルージング ー ー 船中泊

4 水 横浜� 日本 午前下船 ー ー

クルーズ番号 M128

食事：朝８回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

天神祭でにぎわう大阪・
神戸と九州・韓国 9日間

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
7/19 月・祝 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

20 火 クルージング ー ー 船中泊

21 水 長崎� 日本 08:00 18:00 船中泊

22 木 釜山� 韓国 07:00 17:00 船中泊

23 金 関門海峡クルージング ー ー 船中泊

24 土 神戸� 日本 07:00 21:00 船中泊

25 日 大阪� 日本 07:00 23:00 船中泊

26 月 クルージング ー ー 船中泊

27 火 横浜� 日本 午前下船 ー ー

クルーズ番号 M127
７
月

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

出発日・コース名
8/4 ［M129］

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 11日間

8/14 ［M130］
熊野大花火と四国・九州と韓国

10日間
日　程 10 泊 11 日 9 泊 10 日

内　容
プリンセス・プラス プリンセス・セーバー

（★）
（クルーズ代金）

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（★）

（クルーズ代金）2021年1月31日までの
お申し込み

2021年2月1日以降の
お申し込み

2021年1月31日までの
お申し込み

2021年2月1日以降の
お申し込み

グランド・スイート ¥926,000 ¥966,000 ¥926,000 ¥856,000 ¥892,000 ¥856,000
オーナーズ･スイート ¥878,000 ¥918,000 ¥878,000 ¥808,000 ¥844,000 ¥808,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥830,000 ¥870,000 ¥830,000 ¥760,000 ¥796,000 ¥760,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥806,000 ¥846,000 ¥806,000 ¥736,000 ¥772,000 ¥736,000
プレミアム･スイート ¥782,000 ¥822,000 ¥782,000 ¥712,000 ¥748,000 ¥712,000
ヴィスタ･スイート ¥770,000 ¥810,000 ¥770,000 ¥700,000 ¥736,000 ¥700,000
ファミリー･スイート ¥362,000 ¥402,000 ¥362,000 ¥327,000 ¥363,000 ¥327,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥650,000 ¥690,000 ¥650,000 ¥589,000 ¥625,000 ¥589,000
ジュニア･スイート（中央） ¥500,000 ¥540,000 ¥500,000 ¥453,000 ¥489,000 ¥453,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥440,000 ¥480,000 ¥440,000 ¥399,000 ¥435,000 ¥399,000
海側バルコニー（中央） ¥291,000 ¥331,000 ¥291,000 ¥261,000 ¥297,000 ¥261,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥279,000 ¥319,000 ¥279,000 ¥249,000 ¥285,000 ¥249,000
海側 ¥239,000 ¥279,000 ¥239,000 ¥215,000 ¥251,000 ¥215,000
海側（視界が遮られます） ¥189,000 ¥229,000 ¥189,000 ¥169,000 ¥205,000 ¥169,000
内側 ¥188,000 ¥228,000 ¥188,000 ¥168,000 ¥204,000 ¥168,000
3〜4人目代金（スイート・

ジュニア・スイート） ￥40,000 右欄（★）の代金の半額 
＋ ￥40,000 ￥40,000 ￥36,000 右欄（★）の代金の半額 

＋ ￥36,000 ￥36,000

3〜4人目代金（海側バルコニー・
海側・内側） ¥120,000 ¥160,000 ¥120,000 ¥108,000 ¥144,000 ¥108,000

租税、国際観光旅客税、手数料
及び港湾費用（別途申し受けます） ￥13,200 ￥12,100

出発日・コース名
7/19 ［M127］

天神祭でにぎわう大阪・神戸と
九州・韓国 9日間

7/27 ［M128］
ねぶた祭に沸く青森と石巻・函館・ウラジオストク

9日間
日　程 8 泊 9 日 8 泊 9 日

内　容
プリンセス・プラス プリンセス・セーバー

（★）
（クルーズ代金）

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（★）

（クルーズ代金）2021年1月31日までの
お申し込み

2021年2月1日以降の
お申し込み

2021年1月31日までの
お申し込み

2021年2月1日以降の
お申し込み

グランド・スイート ¥756,000 ¥788,000 ¥756,000 ¥756,000 ¥788,000 ¥756,000
オーナーズ･スイート ¥708,000 ¥740,000 ¥708,000 ¥708,000 ¥740,000 ¥708,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥660,000 ¥692,000 ¥660,000 ¥660,000 ¥692,000 ¥660,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥636,000 ¥668,000 ¥636,000 ¥636,000 ¥668,000 ¥636,000
プレミアム･スイート ¥612,000 ¥644,000 ¥612,000 ¥612,000 ¥644,000 ¥612,000
ヴィスタ･スイート ¥600,000 ¥632,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥632,000 ¥600,000
ファミリー･スイート ¥275,000 ¥307,000 ¥275,000 ¥275,000 ¥307,000 ¥275,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥491,000 ¥523,000 ¥491,000 ¥491,000 ¥523,000 ¥491,000
ジュニア･スイート（中央） ¥378,000 ¥410,000 ¥378,000 ¥378,000 ¥410,000 ¥378,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥330,000 ¥362,000 ¥330,000 ¥330,000 ¥362,000 ¥330,000
海側バルコニー（中央） ¥240,000 ¥272,000 ¥240,000 ¥240,000 ¥272,000 ¥240,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥229,000 ¥261,000 ¥229,000 ¥229,000 ¥261,000 ¥229,000
海側 ¥189,000 ¥221,000 ¥189,000 ¥189,000 ¥221,000 ¥189,000
海側（視界が遮られます） ¥149,000 ¥181,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥181,000 ¥149,000
内側 ¥148,000 ¥180,000 ¥148,000 ¥148,000 ¥180,000 ¥148,000
3〜4人目代金（スイート・

ジュニア・スイート） ￥32,000 右欄（★）の代金の半額 
＋ ￥32,000 ￥32,000 ￥32,000 右欄（★）の代金の半額 

＋ ￥32,000 ￥32,000

3〜4人目代金（海側バルコニー・
海側・内側） ¥95,000 ¥127,000 ¥95,000 ¥95,000 ¥127,000 ¥95,000

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） ￥12,100 ￥14,300

横浜発着横浜発着横浜発着 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 11日間

８
月

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
8/ 4 水 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

5 木 クルージング ー ー 船中泊

6 金 秋田（秋田竿燈まつり）� 日本 ０８:00 23:00 船中泊

7 土 青森（青森ねぶた祭）� 日本 10:00 23:00 船中泊

8 日 クルージング ー ー 船中泊

クルーズ番号 M129

食事：朝１0回・昼9回・夜１0回　●最少催行人員：1人

8/ 9 月 釜山� 韓国 12:00 21:00 船中泊

10 火 関門海峡クルージング ー ー 船中泊

11 水・祝 高知（よさこい祭り）� 日本 07:00 23:59 船中泊

12 木 徳島（阿波おどり）� 日本 09:00 23:59 船中泊

13 金 クルージング ー ー ー

14 土 横浜� 日本 午前下船 ー ー

熊野大花火と四国・
九州と韓国 10日間

８
月

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
8/14 土 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

15 日 徳島（阿波おどり）� 日本 13:00 23:59 船中泊

16 月 大阪� 日本 09:00 21:00 船中泊

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

18 水 高知� 日本 08:00 16:00 船中泊

19 木 鹿児島� 日本 08:00 16:00 船中泊

20 金 釜山� 韓国 09:00 18:00 船中泊

21 土 佐世保� 日本 07:00 15:00 船中泊

22 日 クルージング ー ー 船中泊

23 月 横浜� 日本 午前下船 ー ー

クルーズ番号 M130

食事：朝９回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

※行程の詳細については本誌の各クルーズ該当ページをご覧ください。※各キャンペーンの詳細はP22〜23をご覧ください。 ※行程の詳細については本誌の各クルーズ該当ページをご覧ください。※各キャンペーンの詳細はP22〜23をご覧ください。
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代
金
表



◦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名で利用する場合は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。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。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16.5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15.5米ドル、その他の客室は14.5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。プリンセス・プラスでお申し込みの場合はチップ代金が含まれます。

◦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。　
▪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。

現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内の安全衛生規定をどのように強化するか、およびこの規定の強化がクルーズの運航にどのように影響するかを慎重に
確認し実施していきます。そのため、実際のクルーズの提供内容は掲載される説明や写真とは異なる場合があり、状況によりサービスを中止する場合もございます。最新情報はプリンセス・
クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。

※租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用、一部有料施設・お食事などは含まれませんので、別途お支払いいただきます。※詳しくは、P22〜23をご確認ください。
※2021年1月31日（日）までのご予約対象

ジュニア・スイート以上は3〜4人目のクルーズ代金無料
ジュニア・スイート以上＊の客室は、３〜４人目無料キャンペーンが適用となり、
同室利用の3〜4人目の代金が無料となります。
＊ファミリー・スイートの場合は、5〜6人目が対象となります。

※プリンセス・プラスでお申し込みの場合、対象カテゴリー客室利
用の３〜４人目のクルーズ代金は無料、プリンセス・プラス代金と
してお一人様１泊あたり4,000円のお支払いが必要となります。

プリンセス・プラスでお申し込みの方限定

◦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名で利用する場合は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。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。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16.5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15.5米ドル、その他の客室は14.5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。プリンセス・プラスでお申し込みの場合はチップ代金が含まれます。

◦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。　
▪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。

現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内の安全衛生規定をどのように強化するか、およびこの規定の強化がクルーズの運航にどのように影響するかを慎重に
確認し実施していきます。そのため、実際のクルーズの提供内容は掲載される説明や写真とは異なる場合があり、状況によりサービスを中止する場合もございます。最新情報はプリンセス・
クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。

※租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用、一部有料施設・お食事などは含まれませんので、別途お支払いいただきます。※詳しくは、P22〜23をご確認ください。
※2021年1月31日（日）までのご予約対象

ジュニア・スイート以上は3〜4人目のクルーズ代金無料
ジュニア・スイート以上＊の客室は、３〜４人目無料キャンペーンが適用となり、
同室利用の3〜4人目の代金が無料となります。
＊ファミリー・スイートの場合は、5〜6人目が対象となります。

※プリンセス・プラスでお申し込みの場合、対象カテゴリー客室利
用の３〜４人目のクルーズ代金は無料、プリンセス・プラス代金と
してお一人様１泊あたり4,000円のお支払いが必要となります。

プリンセス・プラスでお申し込みの方限定

出発日・コース名 9/9 ［M133］
北前航路と九州・韓国 10日間

9/18 ［M134］
ショートクルーズ 九州と韓国 ６日間

日　程 9 泊 10 日 5 泊 6 日

内　容
プリンセス・プラス プリンセス・セーバー

（★）
（クルーズ代金）

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（★）

（クルーズ代金）2021年1月31日までの
お申し込み

2021年2月1日以降の
お申し込み

2021年1月31日までの
お申し込み

2021年2月1日以降の
お申し込み

グランド・スイート ¥736,000 ¥772,000 ¥736,000 ¥531,000 ¥551,000 ¥531,000
オーナーズ･スイート ¥688,000 ¥724,000 ¥688,000 ¥483,000 ¥503,000 ¥483,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥640,000 ¥676,000 ¥640,000 ¥435,000 ¥455,000 ¥435,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥616,000 ¥652,000 ¥616,000 ¥411,000 ¥431,000 ¥411,000
プレミアム･スイート ¥592,000 ¥628,000 ¥592,000 ¥387,000 ¥407,000 ¥387,000
ヴィスタ･スイート ¥580,000 ¥616,000 ¥580,000 ¥375,000 ¥395,000 ¥375,000
ファミリー･スイート ¥239,000 ¥275,000 ¥239,000 ¥155,000 ¥175,000 ¥155,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥434,000 ¥470,000 ¥434,000 ¥273,000 ¥293,000 ¥273,000
ジュニア･スイート（中央） ¥334,000 ¥370,000 ¥334,000 ¥210,000 ¥230,000 ¥210,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥280,000 ¥316,000 ¥280,000 ¥180,000 ¥200,000 ¥180,000
海側バルコニー（中央） ¥227,000 ¥263,000 ¥227,000 ¥137,000 ¥157,000 ¥137,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥215,000 ¥251,000 ¥215,000 ¥129,000 ¥149,000 ¥129,000
海側 ¥169,000 ¥205,000 ¥169,000 ¥99,000 ¥119,000 ¥99,000
海側（視界が遮られます） ¥135,000 ¥171,000 ¥135,000 ¥89,000 ¥109,000 ¥89,000
内側 ¥134,000 ¥170,000 ¥134,000 ¥88,000 ¥108,000 ¥88,000
3〜4人目代金（スイート・

ジュニア・スイート） ￥36,000 右欄（★）の代金の半額 
＋ ￥36,000 ￥36,000 ￥20,000 右欄（★）の代金の半額 

＋ ￥20,000 ￥20,000

3〜4人目代金（海側バルコニー・
海側・内側） ¥85,000 ¥121,000 ¥85,000 ¥50,000 ¥70,000 ¥50,000

租税、国際観光旅客税、手数料
及び港湾費用（別途申し受けます） ￥13,200 ￥7,700

出発日・コース名 8/23 ［M131］
輝きの黒潮海道と韓国 10日間

9/1 ［M132］
北海道周遊とサハリン 9日間

日　程 9 泊 10 日 8 泊 9 日

内　容
プリンセス・プラス プリンセス・セーバー

（★）
（クルーズ代金）

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（★）

（クルーズ代金）2021年1月31日までの
お申し込み

2021年2月1日以降の
お申し込み

2021年1月31日までの
お申し込み

2021年2月1日以降の
お申し込み

グランド・スイート ¥736,000 ¥772,000 ¥736,000 ¥656,000 ¥688,000 ¥656,000
オーナーズ･スイート ¥688,000 ¥724,000 ¥688,000 ¥608,000 ¥640,000 ¥608,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥640,000 ¥676,000 ¥640,000 ¥560,000 ¥592,000 ¥560,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥616,000 ¥652,000 ¥616,000 ¥536,000 ¥568,000 ¥536,000
プレミアム･スイート ¥592,000 ¥628,000 ¥592,000 ¥512,000 ¥544,000 ¥512,000
ヴィスタ･スイート ¥580,000 ¥616,000 ¥580,000 ¥500,000 ¥532,000 ¥500,000
ファミリー･スイート ¥239,000 ¥275,000 ¥239,000 ¥212,000 ¥244,000 ¥212,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥434,000 ¥470,000 ¥434,000 ¥387,000 ¥419,000 ¥387,000
ジュニア･スイート（中央） ¥334,000 ¥370,000 ¥334,000 ¥298,000 ¥330,000 ¥298,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥280,000 ¥316,000 ¥280,000 ¥250,000 ¥282,000 ¥250,000
海側バルコニー（中央） ¥227,000 ¥263,000 ¥227,000 ¥200,000 ¥232,000 ¥200,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥215,000 ¥251,000 ¥215,000 ¥189,000 ¥221,000 ¥189,000
海側 ¥169,000 ¥205,000 ¥169,000 ¥149,000 ¥181,000 ¥149,000
海側（視界が遮られます） ¥135,000 ¥171,000 ¥135,000 ¥119,000 ¥151,000 ¥119,000
内側 ¥134,000 ¥170,000 ¥134,000 ¥118,000 ¥150,000 ¥118,000
3〜4人目代金（スイート・

ジュニア・スイート） ￥36,000 右欄（★）の代金の半額 
＋ ￥36,000 ￥36,000 ￥32,000 右欄（★）の代金の半額 

＋ ￥32,000 ￥32,000

3〜4人目代金（海側バルコニー・
海側・内側） ¥85,000 ¥121,000 ¥85,000 ¥75,000 ¥107,000 ¥75,000

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） ￥17,600 ￥12,650

横浜発着横浜発着横浜発着 横浜発着

輝きの黒潮海道と
韓国 10日間

８
月

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
8/23 月 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

24 火 御前崎�初寄港� 日本 07:00 16:00 船中泊

25 水 大阪� 日本 09:00 21:00 船中泊

26 木 高知� 日本 07:00 17:00 船中泊

27 金 広島� 日本 09:00 18:00 船中泊

28 土 クルージング ー ー 船中泊

29 日 釜山� 韓国 07:00 18:00 船中泊

30 月 長崎� 日本 07:00 16:00 船中泊

31 火 クルージング ー ー 船中泊

9/ 1 水 横浜� 日本 午前下船 ー ー

クルーズ番号 M131

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

北海道周遊と
サハリン 9日間

９
月

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
9/ 1 水 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2 木 クルージング� ー ー 船中泊

3 金 釧路� 日本 07:00 17:00 船中泊

4 土 クルージング� ー ー 船中泊

5 日 コルサコフ� ロシア 06:00 18:00 船中泊

6 月 小樽� 日本 08:00 18:00 船中泊

7 火 函館� 日本 08:00 23:00 船中泊

8 水 クルージング� ー ー 船中泊

9 木 横浜� 日本 午前下船 ー ー

クルーズ番号 M132

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

北前航路と九州・
韓国 10日間

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
9/ 9 木 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

10 金 クルージング� ー ー 船中泊

11 土 青森� 日本 07:00 17:00 船中泊

12 日 新潟� 日本 09:00 18:00 船中泊

13 月 敦賀� 日本 09:00 18:00 船中泊

14 火 境港� 日本 07:00 17:00 船中泊

15 水 釜山� 韓国 07:00 16:00 船中泊

16 木 鹿児島� 日本 10:00 19:00 船中泊

17 金 クルージング ー ー 船中泊

18 土 横浜� 日本 午前下船 ー ー

クルーズ番号 M133
９
月

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

ショートクルーズ 
九州と韓国 ６日間

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
9/ 18 土 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

19 日 クルージング� ー ー 船中泊

20 月・祝 済州島� 韓国 13:00 20:00 船中泊

21 火 長崎� 日本 08:00 16:00 船中泊

22 水 クルージング ー ー 船中泊

23 木・祝 横浜� 日本 午前下船 ー ー

クルーズ番号 M134

食事：朝5回・昼4回・夜5回　●最少催行人員：1人

９
月

※行程の詳細については本誌の各クルーズ該当ページをご覧ください。※各キャンペーンの詳細はP22〜23をご覧ください。 ※行程の詳細については本誌の各クルーズ該当ページをご覧ください。※各キャンペーンの詳細はP22〜23をご覧ください。
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◦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名で利用する場合は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。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。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16.5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15.5米ドル、その他の客室は14.5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。プリンセス・プラスでお申し込みの場合はチップ代金が含まれます。

◦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。　
▪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。

現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内の安全衛生規定をどのように強化するか、およびこの規定の強化がクルーズの運航にどのように影響するかを慎重に
確認し実施していきます。そのため、実際のクルーズの提供内容は掲載される説明や写真とは異なる場合があり、状況によりサービスを中止する場合もございます。最新情報はプリンセス・
クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。

※租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用、一部有料施設・お食事などは含まれませんので、別途お支払いいただきます。※詳しくは、P22〜23をご確認ください。
※2021年1月31日（日）までのご予約対象

ジュニア・スイート以上は3〜4人目のクルーズ代金無料
ジュニア・スイート以上＊の客室は、３〜４人目無料キャンペーンが適用となり、
同室利用の3〜4人目の代金が無料となります。
＊ファミリー・スイートの場合は、5〜6人目が対象となります。

※プリンセス・プラスでお申し込みの場合、対象カテゴリー客室利
用の３〜４人目のクルーズ代金は無料、プリンセス・プラス代金と
してお一人様１泊あたり4,000円のお支払いが必要となります。

プリンセス・プラスでお申し込みの方限定

◦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名で利用する場合は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。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。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16.5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15.5米ドル、その他の客室は14.5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。プリンセス・プラスでお申し込みの場合はチップ代金が含まれます。

◦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。　
▪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。

現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内の安全衛生規定をどのように強化するか、およびこの規定の強化がクルーズの運航にどのように影響するかを慎重に
確認し実施していきます。そのため、実際のクルーズの提供内容は掲載される説明や写真とは異なる場合があり、状況によりサービスを中止する場合もございます。最新情報はプリンセス・
クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。

※租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用、一部有料施設・お食事などは含まれませんので、別途お支払いいただきます。※詳しくは、P22〜23をご確認ください。
※2021年1月31日（日）までのご予約対象

ジュニア・スイート以上は3〜4人目のクルーズ代金無料
ジュニア・スイート以上＊の客室は、３〜４人目無料キャンペーンが適用となり、
同室利用の3〜4人目の代金が無料となります。
＊ファミリー・スイートの場合は、5〜6人目が対象となります。

※プリンセス・プラスでお申し込みの場合、対象カテゴリー客室利
用の３〜４人目のクルーズ代金は無料、プリンセス・プラス代金と
してお一人様１泊あたり4,000円のお支払いが必要となります。

プリンセス・プラスでお申し込みの方限定

出発日・コース名 10/7 ［M137］
輝きの黒潮海道と韓国 10日間

10/16 ［M138］
沖縄・台湾リゾートクルーズ ９日間

日　程 9 泊 10 日 8 泊 9 日

内　容
プリンセス・プラス プリンセス・セーバー

（★）
（クルーズ代金）

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（★）

（クルーズ代金）2021年1月31日までの
お申し込み

2021年2月1日以降の
お申し込み

2021年1月31日までの
お申し込み

2021年2月1日以降の
お申し込み

グランド・スイート ¥736,000 ¥772,000 ¥736,000 ¥656,000 ¥688,000 ¥656,000
オーナーズ･スイート ¥688,000 ¥724,000 ¥688,000 ¥608,000 ¥640,000 ¥608,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥640,000 ¥676,000 ¥640,000 ¥560,000 ¥592,000 ¥560,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥616,000 ¥652,000 ¥616,000 ¥536,000 ¥568,000 ¥536,000
プレミアム･スイート ¥592,000 ¥628,000 ¥592,000 ¥512,000 ¥544,000 ¥512,000
ヴィスタ･スイート ¥580,000 ¥616,000 ¥580,000 ¥500,000 ¥532,000 ¥500,000
ファミリー･スイート ¥239,000 ¥275,000 ¥239,000 ¥212,000 ¥244,000 ¥212,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥434,000 ¥470,000 ¥434,000 ¥387,000 ¥419,000 ¥387,000
ジュニア･スイート（中央） ¥334,000 ¥370,000 ¥334,000 ¥298,000 ¥330,000 ¥298,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥280,000 ¥316,000 ¥280,000 ¥250,000 ¥282,000 ¥250,000
海側バルコニー（中央） ¥227,000 ¥263,000 ¥227,000 ¥200,000 ¥232,000 ¥200,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥215,000 ¥251,000 ¥215,000 ¥189,000 ¥221,000 ¥189,000
海側 ¥169,000 ¥205,000 ¥169,000 ¥149,000 ¥181,000 ¥149,000
海側（視界が遮られます） ¥135,000 ¥171,000 ¥135,000 ¥119,000 ¥151,000 ¥119,000
内側 ¥134,000 ¥170,000 ¥134,000 ¥118,000 ¥150,000 ¥118,000
3〜4人目代金（スイート・

ジュニア・スイート） ￥36,000 右欄（★）の代金の半額 
＋ ￥36,000 ￥36,000 ￥32,000 右欄（★）の代金の半額 

＋ ￥32,000 ￥32,000

3〜4人目代金（海側バルコニー・
海側・内側） ¥85,000 ¥121,000 ¥85,000 ¥75,000 ¥107,000 ¥75,000

租税、国際観光旅客税、手数料
及び港湾費用（別途申し受けます） ￥15,400 ￥11,000

出発日・コース名 9/23 ［M135］
北海道周遊とサハリン 9日間

10/1 ［M136］
秋の実りの里紀行と韓国 ７日間

日　程 8 泊 9 日 6 泊 7 日

内　容
プリンセス・プラス プリンセス・セーバー

（★）
（クルーズ代金）

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（★）

（クルーズ代金）2021年1月31日までの
お申し込み

2021年2月1日以降の
お申し込み

2021年1月31日までの
お申し込み

2021年2月1日以降の
お申し込み

グランド・スイート ¥656,000 ¥688,000 ¥656,000 ¥556,000 ¥580,000 ¥556,000
オーナーズ･スイート ¥608,000 ¥640,000 ¥608,000 ¥508,000 ¥532,000 ¥508,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥560,000 ¥592,000 ¥560,000 ¥460,000 ¥484,000 ¥460,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥536,000 ¥568,000 ¥536,000 ¥436,000 ¥460,000 ¥436,000
プレミアム･スイート ¥512,000 ¥544,000 ¥512,000 ¥412,000 ¥436,000 ¥412,000
ヴィスタ･スイート ¥500,000 ¥532,000 ¥500,000 ¥400,000 ¥424,000 ¥400,000
ファミリー･スイート ¥212,000 ¥244,000 ¥212,000 ¥183,000 ¥207,000 ¥183,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥387,000 ¥419,000 ¥387,000 ¥333,000 ¥357,000 ¥333,000
ジュニア･スイート（中央） ¥298,000 ¥330,000 ¥298,000 ¥256,000 ¥280,000 ¥256,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥250,000 ¥282,000 ¥250,000 ¥220,000 ¥244,000 ¥220,000
海側バルコニー（中央） ¥200,000 ¥232,000 ¥200,000 ¥158,000 ¥182,000 ¥158,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥189,000 ¥221,000 ¥189,000 ¥149,000 ¥173,000 ¥149,000
海側 ¥149,000 ¥181,000 ¥149,000 ¥129,000 ¥153,000 ¥129,000
海側（視界が遮られます） ¥119,000 ¥151,000 ¥119,000 ¥99,000 ¥123,000 ¥99,000
内側 ¥118,000 ¥150,000 ¥118,000 ¥98,000 ¥122,000 ¥98,000
3〜4人目代金（スイート・

ジュニア・スイート） ￥32,000 右欄（★）の代金の半額 
＋ ￥32,000 ￥32,000 ￥24,000 右欄（★）の代金の半額 

＋ ￥24,000 ￥24,000 

3〜4人目代金（海側バルコニー・
海側・内側） ¥75,000 ¥107,000 ¥75,000 ¥65,000 ¥89,000 ¥65,000

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） ￥12,650 ￥8,800

横浜発着横浜発着横浜発着 横浜発着

秋の実りの里紀行と
韓国 ７日間

10
月

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
10/ 1 金 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2 土 和歌山下津� 日本 13:00 21:00 船中泊

3 日 クルージング ー ー 船中泊

4 月 済州島� 韓国 07:00 16:00 船中泊

5 火 鹿児島� 日本 10:00 19:00 船中泊

6 水 クルージング ー ー 船中泊

7 木 横浜� 日本 午前下船 ー ー

クルーズ番号 M136 

食事：朝6回・昼5回・夜6回　●最少催行人員：1人

北海道周遊と
サハリン 9日間

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
9/ 23 木・祝 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

24 金 クルージング� ー ー 船中泊

25 土 釧路� 日本 07:00 17:00 船中泊

26 日 クルージング� ー ー 船中泊

27 月 コルサコフ� ロシア 06:00 18:00 船中泊

28 火 小樽� 日本 08:00 18:00 船中泊

29 水 函館� 日本 08:00 23:00 船中泊

30 木 クルージング� ー ー 船中泊

10/ 1 金 横浜� 日本 午前下船 ー ー

クルーズ番号 M135 

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

９
月 沖縄・台湾リゾート

クルーズ９日間

10
月

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
10/16 土 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

17〜18日〜月 クルージング ー ー 船中泊

19 火 那覇� 日本 07:00 15:00 船中泊

20 水 基隆（台北）� 台湾 09:00 20:00 船中泊

21 木 石垣島� 日本 07:00 18:00 船中泊

22〜23金〜土 クルージング ー ー 船中泊

24 日 横浜� 日本 午前下船 ー ー

クルーズ番号 M138

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

※行程の詳細については本誌の各クルーズ該当ページをご覧ください。※各キャンペーンの詳細はP22〜23をご覧ください。 ※行程の詳細については本誌の各クルーズ該当ページをご覧ください。※各キャンペーンの詳細はP22〜23をご覧ください。

輝きの黒潮海道と
韓国 10日間

10
月

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
10/ 7 木 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

8 金 蒲郡� 日本 07:00 16:00 船中泊

9 土 大阪� 日本 08:00 23:00 船中泊

10 日 高知� 日本 09:00 18:00 船中泊

11 月・祝 広島� 日本 09:00 18:00 船中泊

12 火 クルージング ー ー 船中泊

13 水 釜山� 韓国 07:00 18:00 船中泊

14 木 長崎� 日本 07:00 16:00 船中泊

15 金 クルージング ー ー 船中泊

16 土 横浜� 日本 午前下船 ー ー

クルーズ番号 M137 

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人
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竹富島／石垣島

船上の過ごし方 Q&A
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：�船上ではさまざまな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：�2020年9月15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16.5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15.5米ドル、その他の客室は14.5米
ドルが船内会計に自動的にチャージされます（料金は予告なく変更になる可能性も
ございます）。バー、ラウンジ、ダイニングルームでのアルコール飲料は18％、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。

※�プリンセス・プラスをお申し込みの場合、上記の自動精算制のチップとアルコール飲料のサービス料が代金に含まれます。
※�その他のサービスに対するチップはその都度お客様の判断でお願いいたします。カジノディーラー
（目安：10〜15％）、ルームサービス（目安：1〜2USドル）。

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.16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.13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（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：�客船内は高速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。

※�プリンセス・プラスをお申し込みの場合、Wi-Fiは代金に含まれます。

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。

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

現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内の安全衛生規定をどのように強化するか、およびこの規定の強化がクルーズの運航にどのように影響するかを慎重に
確認し実施していきます。そのため、今後の感染状況、寄港地の受け入れ状況、そのほかの事情によりスケジュールや船内サービス・イベントが変更もしくは中止となる場合がございます。
最新情報はプリンセス・クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。

パンフレット掲載写真について 寄港地・観光地・料理の写真はすべてイメージです。パンフレット掲載の写真は、皆様にその場所のイメージをつかんでいただくために載せております。ツアーにご参加いただいても必ずしも同
じ角度、同じ高度から風景をご覧いただけるとは限りませんので予めご了承ください。また、寄港地の写真及び文章にはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー）・自由行動で訪問する場所も含まれています。

船内アクティビティ等の中止における予約のキャンセルについて 船内アクティビティ、ショー等の中止を理由とする予約のキャンセルやクルーズ代金の返金には応じかねますので、予めご了承ください。
※本パンフレットの掲載情報は2020年9月15日現在のものです。なお、スケジュール及び料金やその他の記載内容が変更または中止となる場合があります。
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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
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ダイヤモンド・プリンセス DIAMOND PRINCESS
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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

Sport

Sky
サン・デッキ15 リド・デッキ14

Sun Lido
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 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

Aloha Baja Caribe Dolphin Emerald Promenade Fiesta Gala
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プリンセス・クルーズが誇る日本生まれの大型客船
2004年に日本で建造されデビューした客船。三菱重工長崎造船所の技術によ 
り地球環境に配慮した設計です。日本向けにカスタマイズした多彩な施設で 
快適なクルーズを実現いたします。

■乗客定員：2,706人
　（1室2名利用時）
■船籍：英国

■就航：2004年（2014年3月改装）
■総トン数：115,875トン

■全長：290m
■全幅：37.5m
■航海速力：22ノット（41km/h）

360 °バーチャルツアー！ 
ダイヤモンド・プリンセス
の船内を体験できます。

　印：車いす対応客室（シャワーのみ）となります。
LIDO（リド）デッキ：L246、L250／  
ALOHA（アロハ）デッキ： A246、A250、A300、A301、A302、

A303、A706／
BAJA（バハ）デッキ：B300、B301、B302、B303／
CARIBE（カリブ）デッキ：C300、C301、C302、C303、C706／
EMERALD（エメラルド）デッキ： E300、E301、E302、E303、E310、

E706、E707、E714、E717

印：3人・4人使用可能な客室です。
印：3人使用可能な客室です。

 印： 3人・4人使用可能な客室で4人目はブルマンベッド（壁また
は天井付けの折りたたみ式ベッド）となります。

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。 

最大6名まで対応可能（D105/D101とD104／D100）。
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。 

また、シャワーのみとなります。
印：航海中はバルコニーへのアクセスが制限されます。

※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princesscruises.jpにてご確認ください。

コンサバトリー
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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

3534 princesscruises.jp


