


本案内に記載の各種割引プログラムは併用が可能です。

船上予約でさらに！　早期予約割引 2倍

お得なキャンペーン情報
プリンセス・クルーズでは、乗船されるお客様のスタイルに合わせて
多様なキャンペーンをご用意しています。

各クルーズに記載の代金は、早期予約割引適用後の代金で
す（内側客室を除く）。本冊子には、正規クルーズ代金から右
記表の金額がすでに割引かれたものが記載されています。
今回の乗船中に2019年日本発着クルーズをご予約いただく
と、ダブルディスカウントとして右記表の金額がさらに割引に
なります。

2018年4月13日(金)～12月7日(金)＊までに2019年日本発着
クルーズの早期予約キャンペーンの対象コースへお申し込みをさ
れたお客様には、船内でのお食事やお買いもの、スパなどにご利
用いただけるオンボード・クレジットをプレゼントいたします。
2019年もダイヤモンド・プリンセスのご乗船をご検討の方は、 
是非この機会にご予約ください。

プリンセス・クルーズの客船に一度ご乗船いただくとリピーターとして「キャプテン
ズ・サークル」メンバーにお迎えします。2019年日本発着クルーズにお申し込みい
ただいたキャプテンズ・サークルのメンバーには下記の割引金額を適用します。

※内側客室は適用対象外です。※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。※早期予約割引適用後の予約者名／出発日／乗船地（区間クルーズの場合）の変更は、割引
の対象外となります。※乗船中にご予約いただかなかった場合は、早期予約割引特典2倍は適用されま
せん。※下船後、船上にて受け取られた確認書をご持参のうえ、旅行会社にお申し出ください。

※3～4名で1室利用時の3～4人目のお客様は対象外となります。※1室1名利用時は、上記の1名分の
金額となります。※オンボード・クレジットは1回の乗船中でのみ有効です。使い切らずに残った場合でも
返金・繰り越しはできません。※特典の譲渡・換金はできません。※予約者名／出発日／乗船地のご予
約後の変更は、キャンペーンの対象外となります。※対象コースを連続乗船いただいた場合は、本キャン
ペーンは1クルーズ分のみの適用となります（連続で乗船できないクルーズもございます）。＊乗船中の
ご予約に限ります。

※3～4人対応の客室数に限りがありますので、予約状況によっては、利用できない場合もありま
す。詳細は予約時にお問合せください。※3～4人目無料キャンペーン期間終了後の予約者名／
出発日／乗船地（区間クルーズの場合）の変更は、割引の対象外となります。※3～4人目はソ
ファーベッドまたは折りたたみ式移動ベッドになります。事前リクエストはできません。※クルーズ
代金には食事代、宿泊費、移動代、エンターテイメント代が含まれます。租税、手数料及び港湾費
用、チップ、一部の有料施設・お食事などは含まれませんので、別途お支払いいただきます。

※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。※サークル番号はご予約の時に、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）
6泊以下 7泊以上

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 ￥10,000 ￥20,000 

海側、海側（視界が遮られます） ￥5,000 ￥10,000 

客室カテゴリー
割引金額（１名あたり）
6泊以下 7泊以上

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 ￥5,000 ￥10,000 

海側、海側（視界が遮られます）、内側 ￥2,500 ￥5,000 

客室カテゴリー 金額（1名あたり）
2名1室利用

スイート、プレミアム・ジュニア・スイート、
ジュニア・スイート、 ＄200

海側バルコニー ＄150

海側、海側（視界が遮られます） ＄50

適用期間： M910～M928 2018年11月30日（金）まで。 
M929～M940 2019年3月31日（日）まで。

適用期間： M910～M928 2018年11月30日（金）まで。 
M929～M940 2019年3月31日（日）まで。

右記の予約金をお預けいただくことで、次回のク
ルーズをご予約いただけます。船上でのご予約に
は、下記のキャンペーン特典とともに次回ご利用でき
るオンボード・クレジットがプレゼントされます。

下船後、船上にて受け取られた確認書をご持参のうえ、 
旅行会社にお申し出ください。

クルーズ
泊数

1人あたりの
予約金 1人あたりのオンボード・クレジット

3～6泊 ￥10,000 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/＄25　海側、内側/＄15

7～10泊 ￥10,000 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/＄50　海側、内側/＄25

11～16泊 ￥10,000 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/＄100　海側、内側/＄75

対象コース（◆記載のコース）
M910、M911、M912、M913、M917、M918、M919、M920、M921、M923、M932、M933、
M935、M940、2018年4月13日（金）～12月7日（金）の船上予約まで。

1室2名様で対象コースのジュニア・スイートをお申し込みの場合
お一人様それぞれ200米ドル、客室合計400米ドルをプレゼント！こんなにお得！

複数の特典でクルーズをさらにお得に!

船上予約特典

4名1室 2名様分無料！

3～4人目無料キャンペーン
乗船するほどお得に！

キャプテンズ・サークル・メンバー割引
スイート、プレミアム・ジュニア・スイート、
ジュニア・スイート客室をご予約のお客様は
3～4人目のクルーズ代金が
無料になります。

最大200米ドルのオンボード・クレジットプレゼント　スーパー早期予約キャンペーン



http://www.princesscruises.jp/

※見取り図、写真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。※記載の設備・アメニティーは予告なく変更になる場合があります。※一部海側客室は視界が遮られる部屋があります。
　客室標準装備：電話、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、タオル、スリッパ、湯沸かしポット。

●  海側、プライベートバルコニー付き 
（一部カテゴリーは視界が遮られます）
● ツインベッド
※ D736、D737はダブルベッドをツインベッドに 
変更できません。

●海側、窓付き
● ツインベッド

●内側
● ツインベッド

［ 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㎡
［ 客室設備 ］　●ハンドシャワー

スイート客室とプレミアム・ジュニア・スイート客室を「クラブ・クラス」とし、
プレミアムなサービスや特典をご用意しています。

クラブ・クラス・ダイニング
●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

●夕食は毎日、朝食及び昼食は終日航海日にオープン

「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、デザイナーのキャンディス・オルソン氏とのコラボレー
ションで、ニュータイプのラグジュアリー・ベッドを開発しました。2018年シーズン中にすべての客室に導入されます。
◆ 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。

アップグレードされたアメニティーやサービス
● 乗船時にワインを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
●出港時の優先チェックイン及び優先乗船、帰港時の優先下船

海側バルコニー

ジュニア・スイート

海側

内側

プリンセス・ラグジュアリー・ベッド

クラブ・
クラス
CLUB CLASS

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。

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） 
※ 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）

●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 ●ミニバーでの予めご用意してある
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／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
※加えてクラブ・クラスの特典がご利用いただけます。

※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。

［ 客室設備 ］

［ スイートのみの特典 ］

●面積　約33㎡

●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 ］

［ 面積情報 ］

● 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 ］

●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

3～4人目無料
キャンペーン対象

3～4人目無料
キャンペーン対象

●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。一部客室はダブルベッドのみ）

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

「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。

クラブ・
クラス
CLUB CLASS

クラブ・
クラス
CLUB CLASS



麗しの春・韓国と東北 9日間
春めく名城の地めぐりと伊勢・韓国 9日間

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

陽春の日本周遊と韓国 9日間

2019年4月3日（水） 4月11日（木） ［M911］◆

2019年4月11日（木） 4月19日（金） ［M912］◆

2019年4月19日（金） 4月27日（土） ［M913］◆

2019年4月27日（土） 5月2日（木） ［M914］

横浜発着

横浜発着

横浜発着

横浜発着

日付 寄港地 入港 出港

1 4/3 (水) 横浜 日本 午後乗船 17:00
2 4/4 (木) 鳥羽★ OP日本 07:00 16:00
3 4/5 (金) 姫路  初寄港  OP 日本 09:00 18:00
4 4/6 (土) 高知 OP日本 08:00 18:00
5 4/7 (日) クルージング ー ー
6 4/8 (月) 釜山 OP 韓国 07:00 16:00
7 4/9 (火) クルージング ー ー
8 4/10 (水) 四日市 OP日本 07:00 17:00
9 4/11 (木) 横浜 日本 午前下船 ー

日付 寄港地 入港 出港

1 4/11 (木) 横浜 日本 午後乗船 17:00
2 4/12 (金) 石巻 OP日本 10:00 18:00
3 4/13 (土) 函館 OP日本 10:00 19:00
4 4/14 (日) 新潟  初寄港  OP 日本 09:00 18:00
5 4/15 (月) クルージング ー ー
6 4/16 (火) 釜山 OP 韓国 07:00 16:00
7 4/17 (水) 鹿児島 OP日本 10:00 20:00
8 4/18 (木) クルージング ー ー
9 4/19 (金) 横浜 日本 午前下船 ー

日付 寄港地 入港 出港

1 4/19 (金) 横浜 日本 午後乗船 17:00
2 4/20 (土) クルージング ー ー

3 4/21 (日)
関門海峡クルージング ー ー
釜山 OP 韓国 14:00 22:00

4 4/22 (月) クルージング ー ー
5 4/23 (火) 酒田（山形） OP日本 07:00 18:00
6 4/24 (水) 青森 OP日本 09:00 20:00
7 4/25 (木) 宮古（岩手）  初寄港  OP 日本 09:00 18:00
8 4/26 (金) クルージング ー ー
9 4/27 (土) 横浜 日本 午前下船 ー

日付 寄港地 入港 出港

1 4/27 (土) 横浜 日本 午後乗船 17:00
2 4/28 (日) クルージング ー ー
3 4/29 (月・祝) 釜山 OP 韓国 14:00 22:00

4 4/30 (火)
長崎 OP日本 08:00 17:00
軍艦島沖航行＊ （18:30）（19:00）

5 5/1 (水) クルージング ー ー
6 5/2 (木) 横浜 日本 午前下船 ー

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥565,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥388,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥295,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥242,000 
海側 ¥205,000 
海側※3 ¥168,000 
内側※4 ¥167,000 

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥565,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥388,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥295,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥242,000 
海側 ¥205,000 
海側※3 ¥168,000 
内側※4 ¥167,000

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥565,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥388,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥295,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥242,000 
海側 ¥205,000 
海側※3 ¥168,000 
内側※4 ¥167,000

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥545,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥410,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥297,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥187,000 
海側 ¥155,000 
海側※3 ¥123,000 
内側※4 ¥122,000

韓国

釜山

鳥羽
太平洋

日本

横浜姫路
高知

四日市

太平洋

韓国

日本 横浜釜山

石巻

函館
新潟

鹿児島

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

太平洋

韓国

日本 横浜釜山

長崎

＊ 4/30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。

輝く春の三河・大阪・土佐・伊勢と韓国 9日間 
2019年3月26日（火） 4月3日（水） ［M910］◆横浜発着

日付 寄港地 入港 出港

1 3/26 (火) 横浜 日本 午後乗船 17:00
2 3/27 (水) 蒲郡  初寄港  OP 日本 07:00 16:00
3 3/28 (木) 大阪 OP日本 07:00 18:00
4 3/29 (金) 高知 OP日本 07:00 18:00
5 3/30 (土) クルージング ー ー
6 3/31 (日) 釜山 OP 韓国 07:00 16:00
7 4/1 (月) クルージング ー ー
8 4/2 (火) 四日市 OP日本 07:00 17:00
9 4/3 (水) 横浜 日本 午前下船 ー

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥565,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥388,000
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥295,000
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥242,000
海側 ¥205,000
海側※3 ¥168,000
内側※4 ¥167,000

韓国

釜山

蒲郡
太平洋

日本
横浜

大阪
高知

四日市

百花繚乱
日本の春の象徴として、古来より親しまれてきた桜。
各地で咲き誇る白やピンクの花々は、
温かな季節の幕開けを告げ、
訪れる者の心をパッと明るく和ませます。
弘前城では“桜の絨毯”とも呼ばれる、
壮大で優美なシーンが繰り広げられます。

弘前公園の桜／青森（イメージ）



http://www.princesscruises.jp/

ゴールデンウィーク ショートクルーズ！ 5日間

風薫る四国と広島・宮崎・韓国 8日間新緑の九州 名湯の地めぐりと韓国 6日間

初夏の四国・九州と韓国 8日間

2019年5月2日（木） 5月6日（月） ［M915］横浜発
神戸着

日付 寄港地 入港 出港

1 5/2 (木) 横浜 日本 午後乗船 17:00
2 5/3 (金・祝) クルージング ー ー
3 5/4 (土・祝) 釜山 OP 韓国 14:00 22:00
4 5/5 (日・祝) 関門海峡クルージング ー ー
5 5/6 (月) 神戸 日本 午前下船 ー

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥438,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥330,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥258,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥148,000 
海側 ¥123,000 
海側※3 ¥98,000 
内側※4 ¥97,000

太平洋

韓国
日本釜山

関門海峡
クルージング

横浜

神戸

※1） グランド、オーナーズ、ペントハウス（船尾）／（中央）、プレミアム、ファミリー・スイートの代金に
つきましては、船内でご確認ください。

※2） 中央の代金につきましては、船内でご確認ください。
※3）窓からの視界が遮られるタイプです。
※4）内側客室は正規クルーズ代金です（早期予約割引は適用されません）。
● 潮流の状況により、関門海峡クルージング及び釜山の入出港時間が前後する可能性があります。
予めご了承ください。

★テンダーボートでの乗下船になります。
◆スーパー早期予約キャンペーン対象コースです。詳しくはお得なキャンペーン情報をご覧ください。

2019年6月1日（土） 6月8日（土） ［M920］◆神戸発着

日付 寄港地 入港 出港

1 6/1 (土) 神戸 日本 午後乗船 17:00
2 6/2 (日) 高知 OP日本 08:00 18:00
3 6/3 (月) 松山  初寄港  OP 日本 07:00 18:00
4 6/4 (火) 油津（宮崎） OP日本 08:00 20:00
5 6/5 (水) 鹿児島 OP日本 08:00 18:00
6 6/6 (木) 釜山 OP 韓国 11:00 22:00
7 6/7 (金) 関門海峡クルージング ー ー
8 6/8 (土) 神戸 日本 午前下船 ー

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥493,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥343,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥260,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥208,000 
海側 ¥178,000 
海側※3 ¥148,000 
内側※4 ¥147,000 

太平洋

韓国 日本

神戸
釜山

鹿児島

高知
関門海峡
クルージング

松山

油津
（宮崎）

2019年5月18日（土） 5月25日（土） ［M918］◆神戸発着

日付 寄港地 入港 出港

1 5/18 (土) 神戸 日本 午後乗船 17:00
2 5/19 (日) 高知 OP日本 08:00 18:00
3 5/20 (月) 広島 OP日本 09:00 18:00
4 5/21 (火) 松山  初寄港  OP 日本 06:00 18:00
5 5/22 (水) 油津（宮崎） OP日本 07:00 16:00
6 5/23 (木) 釜山 OP 韓国 12:00 22:00
7 5/24 (金) 関門海峡クルージング ー ー
8 5/25 (土) 神戸 日本 午前下船 ー

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥493,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥343,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥260,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥208,000 
海側 ¥178,000 
海側※3 ¥148,000 
内側※4 ¥147,000 

太平洋

韓国
日本
神戸

釜山

松山
高知油津

（宮崎）

広島

関門海峡
クルージング

2019年5月6日（月） 5月11日（土） ［M916］神戸発着

日付 寄港地 入港 出港

1 5/6 (月) 神戸 日本 午後乗船 17:00
2 5/7 (火) 別府 OP日本 09:00 16:00
3 5/8 (水) 鹿児島 OP日本 08:00 18:00
4 5/9 (木) 釜山 OP 韓国 11:00 22:00
5 5/10 (金) 関門海峡クルージング ー ー
6 5/11 (土) 神戸 日本 午前下船 ー

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥368,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥246,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥188,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥138,000 
海側 ¥113,000 
海側※3 ¥88,000 
内側※4 ¥87,000 

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

夏をさきどり！沖縄・台湾 リゾートクルーズ 8日間
2019年5月11日（土） 5月18日（土） ［M917］◆
2019年5月25日（土） 6月  1日（土） ［M919］◆
2019年6月  8日（土） 6月15日（土） ［M921］◆

神戸発着

日次 寄港地 入港 出港

1 神戸 日本 午後乗船 17:00
2 クルージング ー ー
3 那覇 OP日本 07:00 17:00
4 宮古島（沖縄）★  初寄港  OP 日本 07:00 18:00
5 基隆（台北） OP 台湾 07:00 18:00
6～7 クルージング ー ー
8 神戸 日本 午前下船 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
4 石垣島★ OP日本 08:00 17:00

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥493,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥343,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥260,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥208,000 
海側 ¥178,000 
海側※3 ¥148,000 
内側※4 ¥147,000 

太平洋

台湾

日本

神戸

基隆
（台北）

那覇

石垣島
宮古島（沖縄）

M917
M919
M921
共通ルート

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。
鹿児島の仙厳園では、
新しい日本を築き上げた薩摩男児たちの、
熱き鼓動が感じられます。

激動

仙厳園／鹿児島（イメージ）



気軽にショートクルーズ 四日市と韓国 6日間
2019年6月28日（金） 7月3日（水） ［M924］神戸発

横浜着

日付 寄港地 入港 出港

1 6/28 (金) 神戸 日本 午後乗船 17:00
2 6/29 (土) クルージング ー ー
3 6/30 (日) 釜山 OP 韓国 07:00 16:00
4 7/1 (月) クルージング ー ー
5 7/2 (火) 四日市 OP日本 07:00 17:00
6 7/3 (水) 横浜 日本 午前下船 ー

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥378,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥258,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥198,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥148,000 
海側 ¥123,000 
海側※3 ¥98,000 
内側※4 ¥97,000

太平洋

韓国
日本釜山 四日市 横浜

神戸

沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間
2019年  7月  3日（水）   7月11日（木） ［M925］
2019年  7月19日（金）   7月27日（土） ［M927］
2019年11月  4日（月） 11月12日（火） ［M940］◆

横浜発着

日次 寄港地 入港 出港

1 横浜 日本 午後乗船 17:00
2～3 クルージング ー ー
4 基隆（台北） OP 台湾 07:00 17:00
5 石垣島★ OP日本 08:00 17:00
6 那覇 OP日本 07:00 17:00
7～8 クルージング ー ー
9 横浜 日本 午前下船 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
5 宮古島（沖縄）★  初寄港  OP 日本 07:00 17:00
6 基隆（台北） OP 台湾 07:00 17:00
■ 11月4日発(M940)は4日目、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
5 石垣島★ OP日本 08:00 17:00
6 基隆（台北） OP 台湾 07:00 17:00

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥565,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥388,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥295,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥242,000 
海側 ¥205,000 
海側※3 ¥168,000 
内側※4 ¥167,000

太平洋

台湾

日本

基隆
（台北）

那覇

石垣島

横浜

宮古島（沖縄）

M925
M940
M927
共通ルート

初夏の北前航路と韓国 9日間
2019年6月20日（木） 6月28日（金） ［M923］◆神戸発着

日付 寄港地 入港 出港

1 6/20 (木) 神戸 日本 午後乗船 17:00
2 6/21 (金) クルージング ー ー
3 6/22 (土) 函館 OP日本 12:00 23:00
4 6/23 (日) 酒田（山形） OP日本 11:00 20:00
5 6/24 (月) 金沢 OP日本 09:00 20:00
6 6/25 (火) 境港 OP日本 07:00 17:00
7 6/26 (水) 釜山 OP 韓国 07:00 17:00
8 6/27 (木) クルージング ー ー
9 6/28 (金) 神戸 日本 午前下船 ー

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥565,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥388,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥295,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥242,000 
海側 ¥205,000 
海側※3 ¥168,000 
内側※4 ¥167,000 

太平洋韓国 日本

神戸釜山

境港

函館
酒田

金沢

幕末・明治維新ゆかりの地と韓国 6日間

太平洋

韓国
日本
神戸釜山

高知

鹿児島

関門海峡
クルージング

2019年6月15日（土） 6月20日（木） ［M922］神戸発着

日付 寄港地 入港 出港

1 6/15 (土) 神戸 日本 午後乗船 17:00
2 6/16 (日) 高知 OP日本 07:00 17:00
3 6/17 (月) 鹿児島 OP日本 08:00 18:00
4 6/18 (火) 釜山 OP 韓国 11:00 22:00
5 6/19 (水) 関門海峡クルージング ー ー
6 6/20 (木) 神戸 日本 午前下船 ー

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥378,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥258,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥198,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥148,000 
海側 ¥123,000 
海側※3 ¥98,000 
内側※4 ¥97,000

※1） グランド、オーナーズ、ペントハウス（船尾）／（中央）、プレミアム、ファミリー・スイートの代金に
つきましては、船内でご確認ください。

※2） 中央の代金につきましては、船内でご確認ください。
※3）窓からの視界が遮られるタイプです。
※4）内側客室は正規クルーズ代金です（早期予約割引は適用されません）。
● 潮流の状況により、関門海峡クルージング及び釜山の入出港時間が前後する可能性があります。
予めご了承ください。

★テンダーボートでの乗下船になります。
◆スーパー早期予約キャンペーン対象コースです。詳しくはお得なキャンペーン情報をご覧ください。

川平湾／石垣島（イメージ）

“楽園“楽園“楽園“楽園“楽園”が舞い”が舞い”が舞い”が舞い”が舞いが 降りてき降りてき降りてき降りてき降りてきてきてり たかのよたかのよたかのよたかのよたかのよたかのような南のうな南のうな南のな南のうな南のうな南のなうな南なな の島々。島々。島々々島々。島々。々々
エメラルエメラルエメラルエメラルエメラルルルドグリードグリーグリードグリードグリーンのグランのグランのグランのグランのグラデーショデーショデーショデーショデーションを描くンを描くンを描くンをンを描くンを描くををををを 海は、海は、海は、海は、
夏を迎え夏を迎えを迎え迎え迎え、より一、より一、より一り一り一、 層の輝き層の輝き層の輝き層の輝き層の輝きの輝 を増してを増を増してを増してを増して増増 いきますいきますいきますいきますいきますす。。。。。。。
石垣島の石垣島の石垣島垣島 川平湾は川平湾は平湾は湾湾は、世界有、世界有、世界有界有界有有数の透明数の透明数のの数の透明透 度。度。度。度度。
水面の下水面の下水水面水面の下水面の下面 にはサンにはサンサ ゴの間をゴの間をゴのゴ 熱帯魚が熱帯魚が熱帯魚が魚 舞う、舞う、舞
カラフルカラフルカラフルラフルな別世界な別世界な別世 がどこまがどこまがどこままでも広がでも広がでも広がでも広 っていまっていまっていまっていまて ます。す。す。す。す。

楽園
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ねぶた祭に沸く 青森と石巻・函館・ウラジオストク 9日間
2019年7月27日（土） 8月4日（日） ［M928］横浜発着

日付 寄港地 入港 出港

1 7/27 (土) 横浜 日本 午後乗船 17:00
2 7/28 (日) 石巻 OP日本 10:00 18:00
3 7/29 (月) 函館 OP日本 10:00 23:00
4 7/30 (火) クルージング ー ー
5 7/31 (水) ウラジオストク OPロシア 05:00 19:00
6 8/1 (木) クルージング ー ー
7 8/2 (金) 青森（青森ねぶた祭） OP日本 08:00 23:00
8 8/3 (土) クルージング ー ー
9 8/4 (日) 横浜 日本 午前下船 ー

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥648,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥488,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥378,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥265,000 
海側 ¥228,000 
海側※3 ¥191,000 
内側※4 ¥190,000

太平洋

日本

ロシア

石巻

函館ウラジオストク

青森

横浜

熊野大花火と夏の日本南国めぐり 9日間
2019年8月15日（木） 8月23日（金） ［M930］横浜発着

日付 寄港地 入港 出港

1 8/15 (木) 横浜 日本 午後乗船 17:00
2 8/16 (金) 和歌山下津  初寄港  OP 日本 12:00 21:00
3 8/17 (土) 熊野（船上から花火鑑賞＊） OP日本 （18:00）（22:00）
4 8/18 (日) 高知 OP日本 08:00 18:00

5 8/19 (月)
関門海峡クルージング ー ー
釜山 OP 韓国 14:00 22:00

6 8/20 (火)
長崎 OP日本 08:00 17:00
軍艦島沖航行＊ （18:30）（19:00）

7 8/21 (水) 油津（宮崎） OP日本 07:00 17:00
8 8/22 (木) クルージング ー ー
9 8/23 (金) 横浜 日本 午前下船 ー

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥648,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥488,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥378,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥265,000 
海側 ¥228,000 
海側※3 ¥191,000 
内側※4 ¥190,000

太平洋

韓国
日本釜山

熊野
（ 熊野花火大会
を船上から見学）

油津
（宮崎）

和歌山下津長崎

横浜
高知

関門海峡
クルージング

＊熊野沖に停泊。上陸いたしません。また、花火の観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。

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

2019年8月4日（日） 8月15日（木） ［M929］横浜発着

日付 寄港地 入港 出港

1 8/4 (日) 横浜 日本 午後乗船 17:00
2 8/5 (月) クルージング ー ー
3 8/6 (火) 秋田（秋田竿燈まつり） OP日本 07:00 23:00
4 8/7 (水) 青森（青森ねぶた祭＊） OP日本 10:00 23:00
5 8/8 (木) クルージング ー ー
6 8/9 (金) 境港 OP日本 06:00 17:00
7 8/10 (土) 釜山 OP 韓国 07:00 18:00
8 8/11 (日) 関門海峡クルージング ー ー
9 8/12 (月・祝) 高知（よさこい祭り） OP日本 07:00 23:59
10 8/13 (火) 徳島（阿波おどり） OP日本 07:00 23:59
11 8/14 (水) クルージング ー ー
12 8/15 (木) 横浜 日本 午前下船 ー

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥887,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥623,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥483,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥368,000 
海側 ¥313,000 
海側※3 ¥258,000 
内側※4 ¥257,000

太平洋

韓国
日本 横浜釜山

境港 秋田
青森

高知

徳島

関門海峡
クルージング

＊ねぶた祭は、最終日の海上運行をご覧いただけます。

北海道周遊とサハリン 9日間
2019年7月11日（木） 7月19日（金） ［M926］
2019年9月  1日（日） 9月  9日（月） ［M932］◆

横浜発着

日次 寄港地 入港 出港

1 横浜 日本 午後乗船 17:00
2 クルージング ー ー
3 釧路 OP日本 07:00 17:00
4 クルージング ー ー
5 コルサコフ★ OPロシア 06:00 18:00
6 小樽 OP日本 08:00 18:00
7 函館 OP日本 08:00 23:00
8 クルージング ー ー
9 横浜 日本 午前下船 ー

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥565,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥388,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥295,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥242,000 
海側 ¥205,000 
海側※3 ¥168,000 
内側※4 ¥167,000

太平洋
日本

ロシア

釧路

小樽
函館

コルサコフ

横浜

※記載の代金は7/11出発のものです。9/1出発の代金については、船内でご確認ください。

日本巡拝の地めぐりと韓国 10日間
2019年8月23日（金）   9月1日（日） ［M931］
2019年9月23日（月） 10月2日（水） ［M935］◆

横浜発着

日次 寄港地 入港 出港

1 横浜 日本 午後乗船 17:00
2 鳥羽★ OP日本 07:00 15:00
3 高松  初寄港  OP 日本 09:00 17:00
4 クルージング ー ー
5 釜山 OP 韓国 09:00 18:00
6 境港 OP日本 08:00 18:00
7 金沢 OP日本 07:00 18:00
8 酒田（山形） OP日本 07:00 16:00
9 クルージング ー ー
10 横浜 日本 午前下船 ー

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥695,000 
プレミアム・ジュニア・スイート ¥511,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥382,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥288,000 
海側 ¥245,000 
海側※3 ¥202,000 
内側※4 ¥201,000

太平洋

韓国 日本 横浜
釜山

境港
金沢

酒田

鳥羽
高松

ねぶた祭／青森（イメージ）

日本の盛夏を華やかに彩る祭り。
豊穣や無病息災を願う行事にはじまり、
現在は夏の一大風物詩となりました。
青森のねぶた祭は
「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。

歓喜



http://www.princesscruises.jp/

秋の東南アジア大航海 16日間
2019年10月15日（火） 10月30日（水）�［M938］横浜発着

日付 寄港地 入港 出港

1 10/15�(火) 横浜� 日本 午後乗船 17:00
2 10/16�(水) クルージング ー ー
3 10/17�(木) 鹿児島� OP日本 07:00 16:00
4 10/18�(金) クルージング ー ー
5 10/19�(土) 厦門� OP 中国 10:00 17:00
6 10/20�(日) クルージング ー ー
7 10/21�(月) チャンメイ（ダナン/フエ）� OP ベトナム 09:00 18:00
8 10/22�(火) カイラン★� OP ベトナム 10:00 20:00
9 10/23�(水) クルージング ー ー
10 10/24�(木) 香港� OP 中国 07:00 23:00
11 10/25�(金) クルージング ー ー
12 10/26�(土) 基隆（台北）� OP 台湾 07:00 17:00
13 10/27�(日) 那覇� OP日本 13:30 23:00
14
〜
15
10/28�(月)
10/29�(火) クルージング ー ー

16 10/30�(水) 横浜� 日本 午前下船 ー
早期予約割引適用後代金

ヴィスタ・スイート※1 ¥1,062,000�
プレミアム・ジュニア・スイート ¥723,000�
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥560,000�
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥440,000�
海側 ¥368,000�
海側※3 ¥296,000�
内側※4 ¥295,000

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

※1）�グランド、オーナーズ、ペントハウス（船尾）／（中央）、プレミアム、ファミリー・スイートの代金に
つきましては、船内でご確認ください。

※2）�中央の代金につきましては、船内でご確認ください。
※3）窓からの視界が遮られるタイプです。
※4）内側客室は正規クルーズ代金です（早期予約割引は適用されません）。
●�潮流の状況により、関門海峡クルージング及び釜山の入出港時間が前後する可能性があります。
予めご了承ください。

★テンダーボートでの乗下船になります。
◆スーパー早期予約キャンペーン対象コースです。詳しくはお得なキャンペーン情報をご覧ください。
●�本ご案内に記載の情報はいずれも2018年4月1日現在のものです。寄港地、日時、ルート、代金
等は変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。なお、コースは追加設定される場合
があります。

●�OPマークの寄港地では、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご用意します。�
ツアー内容はご出発が近くなってから、ご案内いたします。各クルーズ代金には有料席の料金は
含まれておりません。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。

●�表示代金は2名1室利用の場合の早期予約割引適用後のお一人様代金（内側を除く）です。空き
状況は、ご予約の際にご確認ください。

●�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。

●�3〜4人対応の客室数には限りがありますので、予約状況によっては、利用できない場合もありま
す。詳細は予約時にお問い合せください。

●�本ご案内に記載されたクルーズ代金には、租税、手数料及び港湾費用は含まれておりません。各
旅行会社におけるお申し込みの際には、租税、手数料及び港湾費用を1名あたりの料金で別途申
し受けます。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よっては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。

●�取消料その他旅行条件の詳細については、下船後にお申し込みいただく各旅行会社の定める約
款や条件書等に従うものとします。

●�本ご案内は、各旅行会社による募集型企画旅行の募集を行うものではありません。お申し込み
は、各旅行会社を通じて、お客様ご自身で行ってください。

●�船内での予約は、それによりお客様と各旅行会社との間の旅行契約の締結をお約束するもので
はありません。旅行契約の締結は、下船後にお申込みいただく各旅行会社の定める約款や条件書
に従うものとします。

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 横浜釜山

長崎

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］

横浜発着

日次 寄港地 入港 出港

1 横浜� 日本 午後乗船 17:00
2 クルージング ー ー
3 釜山� OP 韓国 14:00 22:00
4 長崎� OP日本 08:00 17:00
5 クルージング ー ー
6 横浜� 日本 午前下船 ー

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥378,000�
プレミアム・ジュニア・スイート ¥258,000�
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥198,000�
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥148,000�
海側 ¥123,000�
海側※3 ¥98,000�
内側※4 ¥97,000

※記載の代金は10/2、10/30出発のものです。9/18出発の代金については、船内でご確認ください。

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！

無料のウェブ・サービス「Princess@Sea」。寄港地や寄港地観
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。

お客様の携帯端末から無料で船内のイベント、施設情報、会計明細をご確認できます。
スマートフォン、タブレットまたは、パソコンからログインしてください。
スリーステップで簡単に使えます！
❶機内モードをオンにする
❷�Wi-Fiをオンにし、船のネットワークに繋げる（Diamond�Princess）
❸�ブラウザを開き、diamond.Princess.comとご入力後、お楽しみください！

Princess@Sea

日本三景の地めぐりと函館・韓国 10日間
2019年9月9日（月） 9月18日（水）�［M933］◆横浜発着

日付 寄港地 入港 出港

1 9/9�(月) 横浜� 日本 午後乗船 17:00
2 9/10�(火) 石巻� OP日本 10:00 18:00
3 9/11�(水) 函館� OP日本 10:00 23:00
4 9/12�(木) クルージング ー ー
5 9/13�(金) 舞鶴� OP日本 07:00 17:00
6 9/14�(土) 釜山� OP 韓国 11:00 22:00
7 9/15�(日) 関門海峡クルージング ー ー
8 9/16�(月・祝) 広島� OP日本 07:00 18:00
9 9/17�(火) クルージング ー ー
10 9/18�(水) 横浜� 日本 午前下船 ー

早期予約割引適用後代金
ヴィスタ・スイート※1 ¥695,000�
プレミアム・ジュニア・スイート ¥511,000�
ジュニア・スイート（前方／後方）※2 ¥382,000�
海側バルコニー（前方／後方）※2 ¥288,000�
海側 ¥245,000�
海側※3 ¥202,000�
内側※4 ¥201,000

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

水平線の彼方で時を刻むアジアの国々。
それぞれの地が長年育んできた文化や自然が、
色とりどりの個性をもって旅人を迎えます。
英国と中国の文化が交錯した香港は、
独特の異国情緒が満ちあふれ、
100万ドルの夜景が宝石のような輝きを放ちます。

異国

香港の夜景／香港（イメージ）


