


プリンセス・クルーズ 料金プラン
ご希望に合せて選べる3つの料金プラン。

クルーズ代金に加え、ドリンクパッケージや高速Wi-Fiなどが含まれるお得なプランもご用意しました。

全コース適用コース

※1 日本発着クルーズでは乗船日時点で20歳以上の方対象。20歳未満の方は、コーヒー＆ソーダ・パッケージとなります。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・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。　※4 クルーズ中に本特典を2回ご利用いただけなかった場合でも、払戻、引換、繰越の対象にはなりませ
ん。海（Kai）寿司は対象外となります。　※5 船内で撮影した写真を最大8×10インチサイズで3枚まで印刷してお持ち帰りいただけます。また、「メダリオン・クラス」アプリからのダウンロード、船内フォトギャラリーか
らUSBへ転送することで、枚数制限なくお持ち帰り可能です（デジタル形式のみ）。

18,500円相当のところを

8,500円でご提供

プリンセス･プラスならお一人様1泊あたり

33,500円相当のところを

12,500円でご提供

プリンセス･プレミアならお一人様1泊あたり

or

プリンセス･プラス

これらのサービスを個別で追加すると

プラス･ビバレッジ･
パッケージ

スピリッツ50種類、
グラスワイン25種類、

ビール25種類、
ソフトドリンク

（15米ドルまでのドリ
ンク対象）

※1
※2

チップ
「クルー・アプリ

シエーション」※3

無制限高速Wi-Fi
メダリオン･ネット
（1名1デバイス）

⃝プレミアム・デザート（1日2個まで）
⃝フィットネス・クラス（クルーズ中2回まで）
⃝ジュース・バー（無制限）

［ その他のサービス ］

クルーズ代金に充実のサービスが
含まれます。

プリンセス･プレミア

これらのサービスを個別で追加すると

プレミア･ビバレッジ･パッケージ ※1
ビール25種類、スピリッツ75種類、

グラスワイン40種類、
高級カクテル20種類以上、

ソフトドリンク
（20米ドルまでのドリンク対象）

無制限高速Wi-Fi
メダリオン･ネット
（1名4デバイス）※2

チップ
「クルー・アプリ

シエーション」※3

プロカメラマンが撮影する
フォトパッケージ

（デジタルデータ、印刷3枚）

通常有料の
スペシャリティ・レストラン

2回無料 ※4
※5

⃝プレミアム・デザート（無制限）	 ⃝フィットネス・クラス（無制限）
⃝ジュース・バー（無制限）	 ⃝メダリオン専用アクセサリー
⃝プリンセス・シアターの座席予約（オリジナルのプロダクション・ショーのみ）

［ その他のサービス ］

クルーズ代金に極上のサービスが
含まれます。

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、最先端テクノロジー「メダリオン・クラス」の
サービスが含まれて1泊1万円台からお得にクルーズをお楽しみいただけます。

プリンセス･スタンダード（クルーズ代金）

Princess R

メダリオン・クラス サービス移動費 食費 宿泊費 船内アクティビティ
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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。

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！

船内の「フューチャー・クルーズ・デスク」では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
客室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。

スイート、リザーブ・コレクション・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特別料金でご利用いただけます。

早期にご予約の上、予約金をお支払いいただいたお客様には、料金プラン・客室カテゴリーに応じてクルーズ代金を割引いたします。

キャプテンズ・サークル・メンバー（リピーター）割引
日本発着クルーズの特典として、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。

適 用 期 間 2023年8月31日（木）までのご予約

全コース適用コース

リピートするとさらにお得に !

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（詳細はP.6をご覧ください）。

キャプテンズ・サークル

*リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート（旧プレミアム・ジュニア・スイート）は2023年以降、順次名称変更の予定です。

客室カテゴリー
オンボード・クレジット
付与額（1名あたり）
2名1室利用

スイート、リザーブ・コレクション・ジュニア・
スイート*、ジュニア・スイート、海側バルコニー

7~10泊 50米ドル 
11~16泊 100米ドル  

海側、海側（視界が遮られます）、内側
7~10泊 25米ドル  

11~16泊 75米ドル 
※下船後、船上にて受け取られた確認書をご持参の上、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。※フューチャー・クルーズ・デポジットをお預けになった後の新規のご予約が対象となります。

船上予約特典

３～４人目特別料金

早期予約割引

全コース適用コース

全コース適用コース

全コース適用コース

※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。同室を利用するお客様がリピーターでない場合でも、２名共に割引が適用されます。
※3～4名で1室利用時の3～4人目は、対象外となります。
※ キャプテンズ・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。乗船の証明として、過

去の乗船書類を使用する場合、反映までにお時間がかかる場合がございます。左記期間に間に合わない場合は適
用出来かねますのでお時間の余裕をもってご申告ください。

※ 割引期間終了後のご予約の変更（予約者名／出発日／乗船地（区間クルーズの場合）／客室カテゴリー／料金プラ
ン等）は、割引の対象外となります。

※ 3～4人対応の客室数および、受入れ数には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。

※ 適用期間終了後のご予約の変更（予約者名／出発日／乗船地（区間クルーズの場合）
／客室カテゴリー／料金プラン等）は、特典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。
※ プリンセス・スタンダード（クルーズ代金）には食費、宿泊費、移動費、エンターテイメント

費が含まれます。租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用、チップ代 「クルー・ア
プリシエーション」（プリンセス・プラスおよびプリンセス・プレミアでお申し込みの場合、
チップ代金が含まれます）、 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。

※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。

※ 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。
※ 割引期間終了後のご予約の変更（予約者名／出発日／乗船地（区間

クルーズの場合）／客室カテゴリー／料金プラン等）は、割引の対象
外となります。

※ キャプテンズ・サークル・メンバー割引との併用が可能です。

適 用 期 間 2023年8月31日（木）までのご予約

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、リザーブ・コレクション・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
海側、海側（視界が遮られます）、内側 ¥5,000 

客室カテゴリー
割引金額（1名あたり）

2名1室利用
プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード

スイート、リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート*、
ジュニア・スイート、海側バルコニー ¥40,000 ¥20,000
海側、海側（視界が遮られます）、内側 ¥10,000

適 用 期 間 2023年8月31日（木）までのご予約

客室カテゴリー
3~4人目代金

プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード
スイート、
リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート*、
ジュニア・スイート

¥12,500
×泊数

¥8,500
×泊数 無料
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スムーズなチェックイン 客室のスマートキー
お客様には、専用アプリを
ダウンロードして健康質問
票、パスポート情報、船内
会計、船内でのご要望など
を予め登録しておいていた
だくとともに、チェックイン
の時間も選択していただき
ます。そうすることでチェッ
クイン時の「密集」を回避し
ます。

お客様が「メダリオン」を装
着した状態で客室に近づく
と、センサーが本人確認情
報を読み取ってドアを自動
で解錠します。入退室はと
てもスムーズで、キーを持
ち歩くわずらわしさもありま
せん。アニバーサリーやロイ
ヤリティ・プログラムのラン
クは、客室ドア横のディスプ
レイに表示されます。

Ocean ReadyOcean Ready™ オーシャン・レディ

お食事や商品のご注文とお届け 船内プログラムの確認
各種デバイスや客室のテレ
ビから専用アプリにアクセ
スし、食事や飲み物、船内
ショップの商品などを注文
すると、船内のどこへでも
直接お届け。ソーシャルディ
スタンスを確保しながら、ク
ルーズをお楽しみいただけ
ます。

船内のディスプレイやお客
様の各種デバイスに、すべ
ての船内プログラムを時系
列で表示します。スケジュー
ルはブックマーク機能を
使って自分専用の予定表も
作成できます。各施設の混
雑状況はリアルタイムで表
示が可能。「密集」を避けた
クルーズをお楽しみいただ
けます。

Ocean NowOcean Now® オーシャン・ナウ Journey ViewJourney View™ ジャーニー・ビュー

メダリオン・ネット
「メダリオン・ネット」は、船上でもスピーディーで確実
かつ制限のないインターネット環境を、お手頃な価格で
お楽しみいただける、洋上最速クラスのWi-Fiサービス
です。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船
上でも快適にご利用い
ただけます。より便利に
なったインターネット・
サービスで、充実した旅
をお楽しみください。

新しい働き方のスタイル

スムーズなオンライン環境で
洋上ならではのワーケーションを
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
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。

MedallionClass™ Experience

最先端テクノロジーで快適な時間を実現
ダイヤモンド・プリンセスが、さらにアップグレードされた「メダリオン・クラス」の客船に生まれ変わりました。
無料提供*のウェアラブルデバイス（従来のクルーズカードに代わるメダル型端末）「メダリオン」と
専用アプリ「メダリオン・クラス」が、お客様のご要望に合わせたきめ細かいサービスを提供します。

さらに洋上最速クラスのWi-Fiが、スムーズなインターネット環境を実現。
快適で質の高いクルーズをサポートします。

＊メダル型端末はクルーズ代金に含まれます。ネックレスやウォッチ型ベルトなどのアクセサリーは船内にて別売りとなります。
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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。

メダリオン
お客様の位置情報を利用したサービスの提供や優れたタッチレス機能を実現します。 
カスタマイズされたサービスとインタラクティブなエンターテイメントの提供のほか、船内および港でのお客様と
乗務員間の接触を減らします。

客室TV 密を避けた緊急避難訓練
客室のテレビまたはモバイ
ルデバイスを利用して、ビデ
オ・オンデマンドシステムを
鑑賞できます。お好きな時
間にお好きな場所でお好み
のオリジナル番組や映画を
お楽しみください。

クルーズでは乗船時に避難訓
練が義務付けられています。安
全ビデオは客室のテレビのほ
か、専用アプリをご利用いただく
ことでご自身のデバイスから船
内やご自宅などお好きな場所
からでも視聴可能です。出航
前の指定時間にマスタース
テーション（避難場所）にお越し
いただくと、乗務員がお客様の
メダリオンの情報から、避難場
所へ訪れたことを記録します。

Ocean ViewOcean View™ オーシャン・ビュー

ご家族やご友人の位置情報確認 タッチレス決済
専用アプリを利用すれば、
船内にいるご家族やご友人
の居場所を確認し、メッセー
ジをやり取りできると同時
に、そこまでのルートをわか
りやすくナビゲート。広い船
内でも各エリアへ迷わず移
動することができ、ご同行者
との待ち合わせもスムーズ
に行うことが可能です。

専 用アプリを利 用して、
フードやドリンク、ランドリー
トークンなどをタッチレスで
購入が可能です。乗務員へ
カードを渡したり暗証番号
を入力したりすることなく、
登録された顔写真と場所を
照合して身元を確認しま
す。クルーズ中のご利用明
細はスマートフォンや客室
のテレビから簡単にご確認
いただけます。

Ocean CompassOcean Compass™ オーシャン・コンパス Medallion PayMedallion Pay™ メダリオン・ペイ

インタラクティブ・ゲーム オンライン・カジノ
「デジタル借り物競争」や、
オリジナルキャラクター（ア
バター）を作成するゲーム
をご提供。プールサイドに
ある屋外シアタームービー
ズ・アンダー・ザ・スターズ
の大型スクリーン上で、イ
ンタラクティブ・ゲームをお
楽しみいただくこともでき
ます。

「オーシャン・カジノ」では、
オンライン上で、スロット、
ポーカー、ビンゴ、ルーレッ
ト、キノ、ロッタリーなどの
ゲームをお楽しみいただけ
ます。

Play OceanPlay Ocean® プレイ・オーシャン OceanOcean® Casino Casino オーシャン・カジノ

※サービスの内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

「メダリオン」、
「メダリオン・ネット」
について詳しくはウェブサイト
でご確認ください。
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Captain's circle

一度ご乗船いただくと、リピータープログラム「キャプテンズ・サークル」のメンバーにお迎えします。
乗船の回数に合わせて、様々な特典をご用意しています。

※1 日本発着クルーズの特典となります。お申し込みのコースによって、割引の適用期間が異なりますので、ウェブサイトやお申し込み時にご確認ください。1室あたり2名までが対象となり、3～4名で1室
利用時の3～4人目は、対象外となります。ご予約時にキャプテンズ・サークル番号をお申し出ください（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）。また、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。　※2 メンバー特典ピンはご希望に応じてお渡ししております。ご希望の場合、船内のキャプテンズ・サークルデスクでお受け取り
ください。　※3 割引は、他のWi-Fiの特典、割引、プロモーションとの併用不可、 他者への譲渡、換金は出来ません。乗船前に予約した場合、乗船後の船内会計にオンボード・クレジットとして割引額が付
与されます。　※4 他のスパトリートメントの特典、割引、またはプロモーションと組み合わせ不可。 スパの商品購入には適用されません。他者への譲渡、換金は出来ません。サービス・チャージは正規価格
に基づきます。 乗船前に予約した場合、乗船後の船内会計にオンボード・クレジットとして割引額が付与されます。　※5 フォトギャラリーのプリント写真とデジタルデータが10％割引。 カメラなどの商品、
結婚式、リニューアル・オブ・バウズ、集合写真（31名以上のグループ）などのイベントは除外となります。 他のフォトギャラリーの特典、割引、プロモーションとの併用不可、 他者への譲渡、換金は出来ませ
ん。　※6 トランスファー、シャトルバスサービス、チャーター車両、陸上ツアー、飛行ツアーなどには適用されません。他の割引、またはプロモーションと併用不可。 他者への譲渡、換金は出来ません。乗船
前に予約した場合、乗船後の船内会計にオンボード・クレジットとして割引額が付与されます。　※7 21歳以上（日本発着は20歳以上）のお客様を対象にクルーズ中1回ワインティスティングイベントへご
招待いたします。　※8 エリート・メンバーの客室へクルーズ中1回無料のミニバーをセットアップいたします。21歳以上（日本発着は20歳以上）のお客様に限ります。

Gold
ゴールド・メンバー

Ruby
ルビー・メンバー

●メンバー特典ピン（ルビー）のプレゼント※2［特典］

Platinum
プラチナ・メンバー

●無制限高速Wi-Fi「メダリオン・ネット」パッケージ 50%割引※3

●ダイン・マイウェイの優先予約　●優先チェックイン
●ロータス・スパのトリートメント 10％割引※4

●フォトギャラリーのプリント写真、デジタルデータ 10％割引※5

●下船時の専⽤ラウンジの使⽤　●メンバー特典ピン（プラチナ）のプレゼント※2

［特典］

Elite
エリート・メンバー

●船内ブティック10％割引　●ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー）10％割引※6

●テンダーボートへの優先乗船　●無料でワインテイスティングイベントへご招待*7

●客室内無料ミニバー（ソフトドリンク／アルコール）※8

●デラックス・カナッペを客室へお届け（要申し込み／フォーマルデー限定 ）
●アフタヌーン・ティーを客室へお届け（要申し込み）　●優先下船
●客室内のバスアメニティーのアップグレード
●無料クリーニング（当日仕上げ、セルフランドリーを除く）　●靴磨きサービス
●メンバー特典ピン（エリート）のプレゼント※2

［特典］

4〜5回目のご乗船、または31泊〜50泊目

6〜15回目のご乗船、または51泊〜150泊目

16回目のご乗船、または151泊以上

2〜3回目のご乗船、または2泊〜30泊目

●キャプテンズ・サークル・メンバー割引※1　 ●船内のメンバー限定イベントへご招待
●キャプテンズ・サークル・ホストのサポート　●メンバー特典ピン（ゴールド）のプレゼント※2

［特典］

〈ゴールド・メンバーの特典に加え、下記の特典が付与されます〉

〈ルビー・メンバーの特典に加え、下記の特典が付与されます〉

〈プラチナ・メンバーの特典に加え、下記の特典が付与されます〉

リピーターだけのお得な特典
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受
け、常に最新の健康と安全のプロトコルを確認しながら
運航やサービスを提供していきます。また、今後の感染
状況、寄港地の受け入れ状況、 政府等からの要請、天
候等による事情により、運航の遅延もしくは中止、航路・
寄港地、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。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

スイート、リザーブ・コレクション・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特別料金でご利用いただけます。

３～４人目特別料金

*リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート（旧プレミアム・ジュニア・スイート）は2023年以降、順次名称変更の予定です。
※詳しくは、P.3をご確認ください。

適 用 期 間 2024年日本発着クルーズ 全コース
▶2023年8月31日（木）までの予約

各コースの詳しい情報は
ウェブサイトをご確認ください▶

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
3/18 月 横浜� 日本 午後乗船 16:00 船中泊

19 火 クルージング ー ー 船中泊
20 水・祝 鹿児島� 日本 08:00 18:00 船中泊
21 木 長崎� 日本 08:00 18:00 船中泊
22 金 釜山� 韓国 08:00 18:00 船中泊
23 土 佐世保� 日本 08:00 18:00 船中泊

24 日
下関�初寄港� 日本 08:00 16:00

船中泊
関門海峡クルージング 17:30 19:30

25 月 別府� 日本 09:00 16:00 船中泊
26 火 和歌山下津� 日本 08:00 17:00 船中泊
27 水 クルージング ー ー 船中泊
28 木 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝10回・昼9回・夜10回　●最少催行人員：1人

出発日・コース名 3/18 ［M407N］
たっぷり九州と韓国 11日間

日　程 10 泊 11 日

内　容 プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）

グランド・スイート ¥1,188,000 ¥1,148,000 ¥1,063,000
オーナーズ･スイート ¥1,135,000 ¥1,095,000 ¥1,010,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥1,080,000 ¥1,040,000 ¥955,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥1,080,000 ¥1,040,000 ¥955,000
プレミアム･スイート ¥1,026,000 ¥986,000 ¥901,000
ヴィスタ･スイート ¥843,000 ¥803,000 ¥718,000
ファミリー･スイート ¥435,000 ¥395,000 ¥310,000
リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート ¥623,000 ¥583,000 ¥498,000
ジュニア･スイート（中央） ¥580,000 ¥540,000 ¥455,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥513,000 ¥473,000 ¥388,000
海側バルコニー（中央） ¥450,000 ¥410,000 ¥325,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥433,000 ¥393,000 ¥308,000
海側 ¥363,000 ¥323,000 ¥238,000
海側（視界が遮られます） ¥332,000 ¥292,000 ¥207,000
内側 ¥312,000 ¥272,000 ¥187,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥125,000 ¥85,000 無料
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥243,000 ¥203,000 ¥118,000
租税、国際観光旅客税、手数料および
港湾費用（別途申し受けます） ￥14,850

横浜発着 

たっぷり九州と韓国 11日間

※基本的に各寄港地は自由行動となります。※寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。
※潮流の状況により、関門海峡の通過時間が変わるため、次港の入港時間が変更になる可能性があります。

韓国

釜山 下関

佐世保

長崎
鹿児島

別府

関門海峡
クルージング

和歌山下津

太平洋

横浜

OYR10B_10-Day Kyushu Spring Flowers_(rtYOK)_R1_NC_CD

クルーズ番号 M407N3月2024

7princesscruises.jp



※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

◦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（プリンセス・プラスの料金プランにあ
たる8,500円×泊数、プリンセス・プレミアの料金プランにあたる12,500円×泊数
の代金は200％の対象外となり、各料金プランの100％を申し受けます）。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。詳しくは予約時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、手数料および港湾費用：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「クルー・アプリシエーション」：1名1泊あたりスイート客室は18米ドル、
リザーブ・コレクション・ジュニア･スイート、ジュニア･スイート客室は17米ドル、その
他の客室は16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・プラスおよびプリンセス・プレミアでお申し
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、予約時にお問い
合わせください。

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
3/28 木 横浜� 日本 午後乗船 16:00 船中泊

29 金 クルージング ー ー 船中泊
30 土 長崎� 日本 09:00 19:00 船中泊
31 日 釜山� 韓国 07:00 17:00 船中泊

4/  1 月 関門海峡クルージング 14:00 16:00 船中泊
2 火 広島� 日本 07:00 17:00 船中泊
3 水 高知� 日本 08:00 18:00 船中泊
4 木 大阪� 日本 07:00 19:00 船中泊
5 金 鳥羽★� 日本 10:00 19:00 船中泊
6 土 清水� 日本 08:00 17:00 船中泊
7 日 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝10回・昼9回・夜10回　●最少催行人員：1人
★テンダーボートでの乗下船になります。

出発日・コース名 3/28 ［M408N］
日本・韓国 4つの世界遺産の地巡り 11日間

日　程 10 泊 11 日

内　容 プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）

グランド・スイート ¥1,188,000 ¥1,148,000 ¥1,063,000
オーナーズ･スイート ¥1,135,000 ¥1,095,000 ¥1,010,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥1,080,000 ¥1,040,000 ¥955,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥1,080,000 ¥1,040,000 ¥955,000
プレミアム･スイート ¥1,026,000 ¥986,000 ¥901,000
ヴィスタ･スイート ¥843,000 ¥803,000 ¥718,000
ファミリー･スイート ¥435,000 ¥395,000 ¥310,000
リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート ¥623,000 ¥583,000 ¥498,000
ジュニア･スイート（中央） ¥580,000 ¥540,000 ¥455,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥513,000 ¥473,000 ¥388,000
海側バルコニー（中央） ¥450,000 ¥410,000 ¥325,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥433,000 ¥393,000 ¥308,000
海側 ¥363,000 ¥323,000 ¥238,000
海側（視界が遮られます） ¥332,000 ¥292,000 ¥207,000
内側 ¥312,000 ¥272,000 ¥187,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥125,000 ¥85,000 無料
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥243,000 ¥203,000 ¥118,000
租税、国際観光旅客税、手数料および
港湾費用（別途申し受けます） ￥17,550

横浜発着 

日本・韓国 4つの世界遺産の地巡り 11日間

※基本的に各寄港地は自由行動となります。※寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。
※潮流の状況により、関門海峡の通過時間が変わるため、次港の入港時間が変更になる可能性があります。

OYR10D_10-Day Japan Explorer & Spring Flowers_(rtYOK)_R1_NC_CD

韓国

釜山

長崎

広島

高知

大阪 鳥羽
清水

関門海峡
クルージング

横浜

太平洋

クルーズ番号 M408N3月2024
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最新情報やお得な情報など、さまざまなクルー
ズの魅力をご紹介するメールマガジン「プリン
セス・メール」をお届けします。
いますぐクルーズに出かける予
定のない方でも、豪華客船の旅
の世界をお楽しみ
いただけます。

プリンセス・クルーズ
メールマガジン会員募集！

詳しくは
ウェブサイトを

ご確認ください▶

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

各コースの詳しい情報は
ウェブサイトをご確認ください▶

スイート、リザーブ・コレクション・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特別料金でご利用いただけます。

３～４人目特別料金

*リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート（旧プレミアム・ジュニア・スイート）は2023年以降、順次名称変更の予定です。
※詳しくは、P.3をご確認ください。

適用期間 2024年日本発着クルーズ 全コース
▶2023年8月31日（木）までの予約

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
4/  7 日 横浜� 日本 午後乗船 16:00 船中泊

8 月 クルージング ー ー 船中泊
9 火 青森� 日本 07:00 17:00 船中泊

10 水 酒田(山形)� 日本 08:00 17:00 船中泊
11 木 金沢� 日本 08:00 17:00 船中泊
12 金 境港� 日本 07:00 17:00 船中泊
13 土 釜山� 韓国 07:00 16:00 船中泊
14 日 鹿児島� 日本 11:00 19:00 船中泊
15 月 クルージング ー ー 船中泊
16 火 清水� 日本 08:00 17:00 船中泊
17 水 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝10回・昼9回・夜10回　●最少催行人員：1人

出発日・コース名 4/7 ［M409N］
ぐるり本州一周クルーズ 11日間 A

日　程 10 泊 11 日

内　容 プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）

グランド・スイート ¥1,188,000 ¥1,148,000 ¥1,063,000
オーナーズ･スイート ¥1,135,000 ¥1,095,000 ¥1,010,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥1,080,000 ¥1,040,000 ¥955,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥1,080,000 ¥1,040,000 ¥955,000
プレミアム･スイート ¥1,026,000 ¥986,000 ¥901,000
ヴィスタ･スイート ¥843,000 ¥803,000 ¥718,000
ファミリー･スイート ¥435,000 ¥395,000 ¥310,000
リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート ¥623,000 ¥583,000 ¥498,000
ジュニア･スイート（中央） ¥580,000 ¥540,000 ¥455,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥513,000 ¥473,000 ¥388,000
海側バルコニー（中央） ¥450,000 ¥410,000 ¥325,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥433,000 ¥393,000 ¥308,000
海側 ¥363,000 ¥323,000 ¥238,000
海側（視界が遮られます） ¥332,000 ¥292,000 ¥207,000
内側 ¥312,000 ¥272,000 ¥187,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥125,000 ¥85,000 無料
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥243,000 ¥203,000 ¥118,000
租税、国際観光旅客税、手数料および
港湾費用（別途申し受けます） ￥18,225

横浜発着 

ぐるり本州一周クルーズ 11日間 A

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。

OYR10E_10-Day Sea of Japan & Spring Flowers_(rtYOK)_R1_NC_CD

韓国

日本海
太平洋

横浜

青森
金沢

境港

釜山 清水

鹿児島

酒田（山形）
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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（プリンセス・プラスの料金プランにあ
たる8,500円×泊数、プリンセス・プレミアの料金プランにあたる12,500円×泊数
の代金は200％の対象外となり、各料金プランの100％を申し受けます）。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。詳しくは予約時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、手数料および港湾費用：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「クルー・アプリシエーション」：1名1泊あたりスイート客室は18米ドル、
リザーブ・コレクション・ジュニア･スイート、ジュニア･スイート客室は17米ドル、その
他の客室は16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・プラスおよびプリンセス・プレミアでお申し
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、予約時にお問い
合わせください。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
4/17 水 横浜� 日本 午後乗船 16:00 船中泊

18 木 クルージング ー ー 船中泊
19 金 釧路� 日本 08:00 17:00 船中泊
20 土 函館� 日本 07:00 17:00 船中泊
21 日 小樽� 日本 08:00 17:00 船中泊
22 月 クルージング ー ー 船中泊
23 火 クルージング ー ー 船中泊
24 水 済州島� 韓国 07:00 16:00 船中泊
25 木 鹿児島� 日本 10:00 19:00 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

食事：朝10回・昼9回・夜10回　●最少催行人員：1人

出発日・コース名 4/17 ［M410］
日本南北探訪！ 北海道と鹿児島・韓国 11日間 A

日　程 10 泊 11 日

内　容 プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）

グランド・スイート ¥1,135,000 ¥1,095,000 ¥1,010,000
オーナーズ･スイート ¥1,080,000 ¥1,040,000 ¥955,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥1,026,000 ¥986,000 ¥901,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥1,026,000 ¥986,000 ¥901,000
プレミアム･スイート ¥972,000 ¥932,000 ¥847,000
ヴィスタ･スイート ¥803,000 ¥763,000 ¥678,000
ファミリー･スイート ¥405,000 ¥365,000 ¥280,000
リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート ¥603,000 ¥563,000 ¥478,000
ジュニア･スイート（中央） ¥550,000 ¥510,000 ¥425,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥483,000 ¥443,000 ¥358,000
海側バルコニー（中央） ¥420,000 ¥380,000 ¥295,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥403,000 ¥363,000 ¥278,000
海側 ¥343,000 ¥303,000 ¥218,000
海側（視界が遮られます） ¥312,000 ¥272,000 ¥187,000
内側 ¥292,000 ¥252,000 ¥167,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥125,000 ¥85,000 無料
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥243,000 ¥203,000 ¥118,000
租税、国際観光旅客税、手数料および
港湾費用（別途申し受けます） ￥15,525

横浜発着 

日本南北探訪！ 北海道と鹿児島・韓国 11日間 A

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受
け、常に最新の健康と安全のプロトコルを確認しながら
運航やサービスを提供していきます。また、今後の感染
状況、寄港地の受け入れ状況、 政府等からの要請、天
候等による事情により、運航の遅延もしくは中止、航路・
寄港地、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。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

スイート、リザーブ・コレクション・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特別料金でご利用いただけます。

３～４人目特別料金

*リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート（旧プレミアム・ジュニア・スイート）は2023年以降、順次名称変更の予定です。
※詳しくは、P.3をご確認ください。

適 用 期 間 2024年日本発着クルーズ 全コース
▶2023年8月31日（木）までの予約

各コースの詳しい情報は
ウェブサイトをご確認ください▶

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
4/27 土 横浜� 日本 午後乗船 16:00 船中泊

28 日 クルージング ー ー 船中泊

29 月・祝 クルージング ー ー 船中泊

30 火 那覇� 日本 07:00 19:00 船中泊

5/  1 水 石垣島� 日本 10:00 19:00 船中泊

2 木 基隆（台北）� 台湾 07:00 17:00 船中泊

3 金・祝 クルージング ー ー 船中泊

4 土・祝 クルージング ー ー 船中泊

5 日・祝 清水� 日本 08:00 17:00 船中泊

6 月・振 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

出発日・コース名 4/27 ［M411］
GWに航く！ 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間

日　程 9 泊 10 日

内　容 プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）

グランド・スイート ¥1,467,500 ¥1,431,500 ¥1,355,000
オーナーズ･スイート ¥1,413,500 ¥1,377,500 ¥1,301,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥1,359,500 ¥1,323,500 ¥1,247,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥1,359,500 ¥1,323,500 ¥1,247,000
プレミアム･スイート ¥1,305,500 ¥1,269,500 ¥1,193,000
ヴィスタ･スイート ¥1,070,500 ¥1,034,500 ¥958,000
ファミリー･スイート ¥502,500 ¥466,500 ¥390,000
リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート ¥830,500 ¥794,500 ¥718,000
ジュニア･スイート（中央） ¥687,500 ¥651,500 ¥575,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥630,500 ¥594,500 ¥518,000
海側バルコニー（中央） ¥467,500 ¥431,500 ¥355,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥450,500 ¥414,500 ¥338,000
海側 ¥380,500 ¥344,500 ¥268,000
海側（視界が遮られます） ¥339,500 ¥303,500 ¥227,000
内側 ¥322,500 ¥286,500 ¥210,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥112,500 ¥76,500 無料
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥230,500 ¥194,500 ¥118,000
租税、国際観光旅客税、手数料および
港湾費用（別途申し受けます） ￥15,525

横浜発着 

GWに航く！ 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。
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※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

◦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（プリンセス・プラスの料金プランにあ
たる8,500円×泊数、プリンセス・プレミアの料金プランにあたる12,500円×泊数
の代金は200％の対象外となり、各料金プランの100％を申し受けます）。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。詳しくは予約時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、手数料および港湾費用：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「クルー・アプリシエーション」：1名1泊あたりスイート客室は18米ドル、
リザーブ・コレクション・ジュニア･スイート、ジュニア･スイート客室は17米ドル、その
他の客室は16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・プラスおよびプリンセス・プレミアでお申し
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、予約時にお問い
合わせください。

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
5/  6 月・振 横浜� 日本 午後乗船 16:00 船中泊

7 火 クルージング ー ー 船中泊
8 水 鹿児島� 日本 07:00 16:00 船中泊
9 木 済州島� 韓国 10:00 19:00 船中泊

10 金 クルージング ー ー 船中泊
11 土 クルージング ー ー 船中泊
12 日 小樽� 日本 07:00 16:00 船中泊
13 月 函館� 日本 08:00 18:00 船中泊
14 火 釧路� 日本 08:00 17:00 船中泊
15 水 クルージング ー ー 船中泊
16 木 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝10回・昼9回・夜10回　●最少催行人員：1人

出発日・コース名 5/6 ［M412］
日本南北探訪！ 北海道と鹿児島・韓国 11日間 B

日　程 10 泊 11 日

内　容 プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）

グランド・スイート ¥1,135,000 ¥1,095,000 ¥1,010,000
オーナーズ･スイート ¥1,080,000 ¥1,040,000 ¥955,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥1,026,000 ¥986,000 ¥901,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥1,026,000 ¥986,000 ¥901,000
プレミアム･スイート ¥972,000 ¥932,000 ¥847,000
ヴィスタ･スイート ¥803,000 ¥763,000 ¥678,000
ファミリー･スイート ¥405,000 ¥365,000 ¥280,000
リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート ¥603,000 ¥563,000 ¥478,000
ジュニア･スイート（中央） ¥550,000 ¥510,000 ¥425,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥483,000 ¥443,000 ¥358,000
海側バルコニー（中央） ¥420,000 ¥380,000 ¥295,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥403,000 ¥363,000 ¥278,000
海側 ¥343,000 ¥303,000 ¥218,000
海側（視界が遮られます） ¥312,000 ¥272,000 ¥187,000
内側 ¥292,000 ¥252,000 ¥167,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥125,000 ¥85,000 無料
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥243,000 ¥203,000 ¥118,000
租税、国際観光旅客税、手数料および
港湾費用（別途申し受けます） ￥15,525

横浜発着 

日本南北探訪！ 北海道と鹿児島・韓国 11日間 B

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。
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最新情報やお得な情報など、さまざまなクルー
ズの魅力をご紹介するメールマガジン「プリン
セス・メール」をお届けします。
いますぐクルーズに出かける予
定のない方でも、豪華客船の旅
の世界をお楽しみ
いただけます。

プリンセス・クルーズ
メールマガジン会員募集！

詳しくは
ウェブサイトを

ご確認ください▶

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

各コースの詳しい情報は
ウェブサイトをご確認ください▶

スイート、リザーブ・コレクション・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特別料金でご利用いただけます。

３～４人目特別料金

*リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート（旧プレミアム・ジュニア・スイート）は2023年以降、順次名称変更の予定です。
※詳しくは、P.3をご確認ください。

適用期間 2024年日本発着クルーズ 全コース
▶2023年8月31日（木）までの予約

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
5/25 土 横浜� 日本 午後乗船 16:00 船中泊

26 日 クルージング ー ー 船中泊
27 月 青森� 日本 07:00 17:00 船中泊
28 火 酒田（山形）� 日本 08:00 17:00 船中泊
29 水 伏木富山� 日本 07:00 16:00 船中泊
30 木 境港� 日本 10:00 19:00 船中泊
31 金 釜山� 韓国 09:00 19:00 船中泊

6/  1 土 長崎� 日本 08:00 18:00 船中泊
2 日 クルージング ー ー 船中泊
3 月 清水� 日本 08:00 17:00 船中泊
4 火 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝10回・昼9回・夜10回　●最少催行人員：1人

出発日・コース名 5/25 ［M414］
ぐるり本州一周クルーズ 11日間 B

日　程 10 泊 11 日

内　容 プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）

グランド・スイート ¥1,135,000 ¥1,095,000 ¥1,010,000
オーナーズ･スイート ¥1,080,000 ¥1,040,000 ¥955,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥1,026,000 ¥986,000 ¥901,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥1,026,000 ¥986,000 ¥901,000
プレミアム･スイート ¥972,000 ¥932,000 ¥847,000
ヴィスタ･スイート ¥803,000 ¥763,000 ¥678,000
ファミリー･スイート ¥405,000 ¥365,000 ¥280,000
リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート ¥603,000 ¥563,000 ¥478,000
ジュニア･スイート（中央） ¥550,000 ¥510,000 ¥425,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥483,000 ¥443,000 ¥358,000
海側バルコニー（中央） ¥420,000 ¥380,000 ¥295,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥403,000 ¥363,000 ¥278,000
海側 ¥343,000 ¥303,000 ¥218,000
海側（視界が遮られます） ¥312,000 ¥272,000 ¥187,000
内側 ¥292,000 ¥252,000 ¥167,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥125,000 ¥85,000 無料
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥243,000 ¥203,000 ¥118,000
租税、国際観光旅客税、手数料および
港湾費用（別途申し受けます） ￥17,550

横浜発着 

ぐるり本州一周クルーズ 11日間 B

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。
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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（プリンセス・プラスの料金プランにあ
たる8,500円×泊数、プリンセス・プレミアの料金プランにあたる12,500円×泊数
の代金は200％の対象外となり、各料金プランの100％を申し受けます）。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。詳しくは予約時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、手数料および港湾費用：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「クルー・アプリシエーション」：1名1泊あたりスイート客室は18米ドル、
リザーブ・コレクション・ジュニア･スイート、ジュニア･スイート客室は17米ドル、その
他の客室は16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・プラスおよびプリンセス・プレミアでお申し
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、予約時にお問い
合わせください。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
6/  4 火 横浜� 日本 午後乗船 16:00 船中泊

5 水 クルージング ー ー 船中泊
6 木 釧路� 日本 08:00 17:00 船中泊
7 金 函館� 日本 07:00 17:00 船中泊
8 土 小樽� 日本 08:00 17:00 船中泊
9 日 クルージング ー ー 船中泊

10 月 クルージング ー ー 船中泊
11 火 済州島� 韓国 07:00 16:00 船中泊
12 水 鹿児島� 日本 10:00 19:00 船中泊
13 木 クルージング ー ー 船中泊
14 金 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝10回・昼9回・夜10回　●最少催行人員：1人

出発日・コース名 6/4 ［M415］
日本南北探訪！ 北海道と鹿児島・韓国 11日間 A

日　程 10 泊 11 日

内　容 プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）

グランド・スイート ¥1,135,000 ¥1,095,000 ¥1,010,000
オーナーズ･スイート ¥1,080,000 ¥1,040,000 ¥955,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥1,026,000 ¥986,000 ¥901,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥1,026,000 ¥986,000 ¥901,000
プレミアム･スイート ¥972,000 ¥932,000 ¥847,000
ヴィスタ･スイート ¥803,000 ¥763,000 ¥678,000
ファミリー･スイート ¥405,000 ¥365,000 ¥280,000
リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート ¥603,000 ¥563,000 ¥478,000
ジュニア･スイート（中央） ¥550,000 ¥510,000 ¥425,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥483,000 ¥443,000 ¥358,000
海側バルコニー（中央） ¥420,000 ¥380,000 ¥295,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥403,000 ¥363,000 ¥278,000
海側 ¥343,000 ¥303,000 ¥218,000
海側（視界が遮られます） ¥312,000 ¥272,000 ¥187,000
内側 ¥292,000 ¥252,000 ¥167,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥125,000 ¥85,000 無料
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥243,000 ¥203,000 ¥118,000
租税、国際観光旅客税、手数料および
港湾費用（別途申し受けます） ￥15,525

横浜発着 

日本南北探訪！ 北海道と鹿児島・韓国 11日間 A

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受
け、常に最新の健康と安全のプロトコルを確認しながら
運航やサービスを提供していきます。また、今後の感染
状況、寄港地の受け入れ状況、 政府等からの要請、天
候等による事情により、運航の遅延もしくは中止、航路・
寄港地、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。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

スイート、リザーブ・コレクション・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特別料金でご利用いただけます。

３～４人目特別料金

*リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート（旧プレミアム・ジュニア・スイート）は2023年以降、順次名称変更の予定です。
※詳しくは、P.3をご確認ください。

適 用 期 間 2024年日本発着クルーズ 全コース
▶2023年8月31日（木）までの予約

各コースの詳しい情報は
ウェブサイトをご確認ください▶

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
6/14 金 横浜� 日本 午後乗船 16:00 船中泊

15 土 クルージング ー ー 船中泊

16 日 鹿児島� 日本 07:00 16:00 船中泊

17 月 釜山� 韓国 11:00 20:00 船中泊

18 火 クルージング ー ー 船中泊

19 水 秋田� 日本 08:00 18:00 船中泊

20 木 青森� 日本 08:00 18:00 船中泊

21 金 クルージング ー ー 船中泊

22 土 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

出発日・コース名 6/14 ［M416］
東北と九州・韓国 9日間

日　程 8 泊 9 日

内　容 プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）

グランド・スイート ¥950,000 ¥918,000 ¥850,000
オーナーズ･スイート ¥896,000 ¥864,000 ¥796,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥842,000 ¥810,000 ¥742,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥842,000 ¥810,000 ¥742,000
プレミアム･スイート ¥788,000 ¥756,000 ¥688,000
ヴィスタ･スイート ¥648,000 ¥616,000 ¥548,000
ファミリー･スイート ¥330,000 ¥298,000 ¥230,000
リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート ¥488,000 ¥456,000 ¥388,000
ジュニア･スイート（中央） ¥442,000 ¥410,000 ¥342,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥388,000 ¥356,000 ¥288,000
海側バルコニー（中央） ¥342,000 ¥310,000 ¥242,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥328,000 ¥296,000 ¥228,000
海側 ¥278,000 ¥246,000 ¥178,000
海側（視界が遮られます） ¥257,000 ¥225,000 ¥157,000
内側 ¥241,000 ¥209,000 ¥141,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥100,000 ¥68,000 無料
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥218,000 ¥186,000 ¥118,000
租税、国際観光旅客税、手数料および
港湾費用（別途申し受けます） ￥14,175

横浜発着 

東北と九州・韓国 9日間

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。
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※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

◦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（プリンセス・プラスの料金プランにあ
たる8,500円×泊数、プリンセス・プレミアの料金プランにあたる12,500円×泊数
の代金は200％の対象外となり、各料金プランの100％を申し受けます）。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。詳しくは予約時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、手数料および港湾費用：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「クルー・アプリシエーション」：1名1泊あたりスイート客室は18米ドル、
リザーブ・コレクション・ジュニア･スイート、ジュニア･スイート客室は17米ドル、その
他の客室は16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・プラスおよびプリンセス・プレミアでお申し
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、予約時にお問い
合わせください。

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
6/22 土 横浜� 日本 午後乗船 16:00 船中泊

23 日 クルージング ー ー 船中泊

24 月 クルージング ー ー 船中泊

25 火 基隆（台北）� 台湾 09:00 19:00 船中泊

26 水 花蓮� 台湾 08:00 18:00 船中泊

27 木 石垣島� 日本 07:00 17:00 船中泊

28 金 那覇� 日本 07:00 19:00 船中泊

29 土 クルージング ー ー 船中泊

30 日 クルージング ー ー 船中泊

7/  1 月 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

出発日・コース名 6/22 ［M417］
南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間

日　程 9 泊 10 日

内　容 プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）

グランド・スイート ¥1,049,500 ¥1,013,500 ¥937,000
オーナーズ･スイート ¥995,500 ¥959,500 ¥883,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥942,500 ¥906,500 ¥830,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥942,500 ¥906,500 ¥830,000
プレミアム･スイート ¥887,500 ¥851,500 ¥775,000
ヴィスタ･スイート ¥730,500 ¥694,500 ¥618,000
ファミリー･スイート ¥372,500 ¥336,500 ¥260,000
リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート ¥540,500 ¥504,500 ¥428,000
ジュニア･スイート（中央） ¥497,500 ¥461,500 ¥385,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥440,500 ¥404,500 ¥328,000
海側バルコニー（中央） ¥387,500 ¥351,500 ¥275,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥370,500 ¥334,500 ¥258,000
海側 ¥310,500 ¥274,500 ¥198,000
海側（視界が遮られます） ¥279,500 ¥243,500 ¥167,000
内側 ¥262,500 ¥226,500 ¥150,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥112,500 ¥76,500 無料
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥230,500 ¥194,500 ¥118,000
租税、国際観光旅客税、手数料および
港湾費用（別途申し受けます） ￥15,525

横浜発着 

南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。
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最新情報やお得な情報など、さまざまなクルー
ズの魅力をご紹介するメールマガジン「プリン
セス・メール」をお届けします。
いますぐクルーズに出かける予
定のない方でも、豪華客船の旅
の世界をお楽しみ
いただけます。

プリンセス・クルーズ
メールマガジン会員募集！

詳しくは
ウェブサイトを

ご確認ください▶

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

各コースの詳しい情報は
ウェブサイトをご確認ください▶

スイート、リザーブ・コレクション・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特別料金でご利用いただけます。

３～４人目特別料金

*リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート（旧プレミアム・ジュニア・スイート）は2023年以降、順次名称変更の予定です。
※詳しくは、P.3をご確認ください。

適用期間 2024年日本発着クルーズ 全コース
▶2023年8月31日（木）までの予約

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
7/  1 月 横浜� 日本 午後乗船 16:00 船中泊

2 火 ひたちなか� 日本 07:00 16:00 船中泊

3 水 クルージング ー ー 船中泊

4 木 伏木富山� 日本 09:00 18:00 船中泊

5 金 敦賀� 日本 08:00 17:00 船中泊

6 土 境港� 日本 07:00 17:00 船中泊

7 日 釜山� 韓国 07:00 16:00 船中泊

8 月 鹿児島� 日本 11:00 19:00 船中泊

9 火 クルージング ー ー 船中泊

10 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

出発日・コース名 7/1 ［M418］
ぐるり本州一周クルーズ 10日間

日　程 9 泊 10 日

内　容 プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）

グランド・スイート ¥1,049,500 ¥1,013,500 ¥937,000
オーナーズ･スイート ¥995,500 ¥959,500 ¥883,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥942,500 ¥906,500 ¥830,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥942,500 ¥906,500 ¥830,000
プレミアム･スイート ¥887,500 ¥851,500 ¥775,000
ヴィスタ･スイート ¥730,500 ¥694,500 ¥618,000
ファミリー･スイート ¥372,500 ¥336,500 ¥260,000
リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート ¥540,500 ¥504,500 ¥428,000
ジュニア･スイート（中央） ¥497,500 ¥461,500 ¥385,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥440,500 ¥404,500 ¥328,000
海側バルコニー（中央） ¥387,500 ¥351,500 ¥275,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥370,500 ¥334,500 ¥258,000
海側 ¥310,500 ¥274,500 ¥198,000
海側（視界が遮られます） ¥279,500 ¥243,500 ¥167,000
内側 ¥262,500 ¥226,500 ¥150,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥112,500 ¥76,500 無料
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥230,500 ¥194,500 ¥118,000
租税、国際観光旅客税、手数料および
港湾費用（別途申し受けます） ￥17,550

横浜発着 

ぐるり本州一周クルーズ 10日間

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。
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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（プリンセス・プラスの料金プランにあ
たる8,500円×泊数、プリンセス・プレミアの料金プランにあたる12,500円×泊数
の代金は200％の対象外となり、各料金プランの100％を申し受けます）。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。詳しくは予約時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、手数料および港湾費用：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「クルー・アプリシエーション」：1名1泊あたりスイート客室は18米ドル、
リザーブ・コレクション・ジュニア･スイート、ジュニア･スイート客室は17米ドル、その
他の客室は16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・プラスおよびプリンセス・プレミアでお申し
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、予約時にお問い
合わせください。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
7/10 水 横浜� 日本 午後乗船 16:00 船中泊

11 木 クルージング ー ー 船中泊
12 金 釧路� 日本 08:00 17:00 船中泊
13 土 函館� 日本 07:00 17:00 船中泊
14 日 小樽� 日本 08:00 17:00 船中泊
15 月・祝 クルージング ー ー 船中泊
16 火 クルージング ー ー 船中泊
17 水 済州島� 韓国 07:00 16:00 船中泊
18 木 クルージング ー ー 船中泊
19 金 清水� 日本 11:00 21:00 船中泊
20 土 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝10回・昼9回・夜10回　●最少催行人員：1人

出発日・コース名 7/10 ［M419］
北海道と清水・韓国 11日間

日　程 10 泊 11 日

内　容 プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）

グランド・スイート ¥1,135,000 ¥1,095,000 ¥1,010,000
オーナーズ･スイート ¥1,080,000 ¥1,040,000 ¥955,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥1,026,000 ¥986,000 ¥901,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥1,026,000 ¥986,000 ¥901,000
プレミアム･スイート ¥972,000 ¥932,000 ¥847,000
ヴィスタ･スイート ¥803,000 ¥763,000 ¥678,000
ファミリー･スイート ¥405,000 ¥365,000 ¥280,000
リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート ¥603,000 ¥563,000 ¥478,000
ジュニア･スイート（中央） ¥550,000 ¥510,000 ¥425,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥483,000 ¥443,000 ¥358,000
海側バルコニー（中央） ¥420,000 ¥380,000 ¥295,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥403,000 ¥363,000 ¥278,000
海側 ¥343,000 ¥303,000 ¥218,000
海側（視界が遮られます） ¥312,000 ¥272,000 ¥187,000
内側 ¥292,000 ¥252,000 ¥167,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥125,000 ¥85,000 無料
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥243,000 ¥203,000 ¥118,000
租税、国際観光旅客税、手数料および
港湾費用（別途申し受けます） ￥15,525

横浜発着 

北海道と清水・韓国 11日間

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。

OYR10C_10-Day Hokkaido_(rtYOK)_V2_R1_NC_CD
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受
け、常に最新の健康と安全のプロトコルを確認しながら
運航やサービスを提供していきます。また、今後の感染
状況、寄港地の受け入れ状況、 政府等からの要請、天
候等による事情により、運航の遅延もしくは中止、航路・
寄港地、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。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

スイート、リザーブ・コレクション・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特別料金でご利用いただけます。

３～４人目特別料金

*リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート（旧プレミアム・ジュニア・スイート）は2023年以降、順次名称変更の予定です。
※詳しくは、P.3をご確認ください。

適 用 期 間 2024年日本発着クルーズ 全コース
▶2023年8月31日（木）までの予約

各コースの詳しい情報は
ウェブサイトをご確認ください▶

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

7/20 土 横浜� 日本 午後乗船 16:00 船中泊

21 日 クルージング ー ー 船中泊

22 月 長崎� 日本 09:00 18:00 船中泊

23 火 済州島� 韓国 08:00 18:00 船中泊

24 水 鹿児島� 日本 10:00 19:00 船中泊

25 木 クルージング ー ー 船中泊

26 金 清水� 日本 08:00 17:00 船中泊

27 土 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝7回・昼6回・夜7回　●最少催行人員：1人

出発日・コース名 7/20 ［M420］
九州・韓国 夏休みクルーズ 8日間

日　程 7 泊 8 日

内　容 プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）

グランド・スイート ¥852,500 ¥824,500 ¥765,000
オーナーズ･スイート ¥798,500 ¥770,500 ¥711,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥744,500 ¥716,500 ¥657,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥744,500 ¥716,500 ¥657,000
プレミアム･スイート ¥690,500 ¥662,500 ¥603,000
ヴィスタ･スイート ¥565,500 ¥537,500 ¥478,000
ファミリー･スイート ¥297,500 ¥269,500 ¥210,000
リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート ¥425,500 ¥397,500 ¥338,000
ジュニア･スイート（中央） ¥388,500 ¥360,500 ¥301,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥345,500 ¥317,500 ¥258,000
海側バルコニー（中央） ¥298,500 ¥270,500 ¥211,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥285,500 ¥257,500 ¥198,000
海側 ¥245,500 ¥217,500 ¥158,000
海側（視界が遮られます） ¥224,500 ¥196,500 ¥137,000
内側 ¥210,500 ¥182,500 ¥123,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥87,500 ¥59,500 無料
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥205,500 ¥177,500 ¥118,000
租税、国際観光旅客税、手数料および
港湾費用（別途申し受けます） ￥12,825

横浜発着 

九州・韓国 夏休みクルーズ 8日間

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。

OYR07A_7-Day Kyushu & Korea_(rtYOK)_R1_NC_CD
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※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

◦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（プリンセス・プラスの料金プランにあ
たる8,500円×泊数、プリンセス・プレミアの料金プランにあたる12,500円×泊数
の代金は200％の対象外となり、各料金プランの100％を申し受けます）。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。詳しくは予約時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、手数料および港湾費用：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「クルー・アプリシエーション」：1名1泊あたりスイート客室は18米ドル、
リザーブ・コレクション・ジュニア･スイート、ジュニア･スイート客室は17米ドル、その
他の客室は16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・プラスおよびプリンセス・プレミアでお申し
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、予約時にお問い
合わせください。

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
7/27 土 横浜� 日本 午後乗船 16:00 船中泊

28 日 名古屋� 日本 07:00 16:00 船中泊
29 月 クルージング ー ー 船中泊
30 火 釜山� 韓国 11:00 20:00 船中泊
31 水 クルージング ー ー 船中泊

8/  1 木 秋田� 日本 08:00 18:00 船中泊
2 金 青森（青森ねぶた祭）� 日本 08:00 23:00 船中泊
3 土 クルージング ー ー 船中泊
4 日 ひたちなか� 日本 07:00 17:00 船中泊
5 月 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

出発日・コース名 7/27 ［M421］
ねぶた祭に沸く青森と韓国 10日間

日　程 9 泊 10 日

内　容 プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）

グランド・スイート ¥1,197,500 ¥1,161,500 ¥1,085,000
オーナーズ･スイート ¥1,143,500 ¥1,107,500 ¥1,031,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥1,089,500 ¥1,053,500 ¥977,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥1,089,500 ¥1,053,500 ¥977,000
プレミアム･スイート ¥1,035,500 ¥999,500 ¥923,000
ヴィスタ･スイート ¥853,500 ¥817,500 ¥741,000
ファミリー･スイート ¥462,500 ¥426,500 ¥350,000
リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート ¥684,500 ¥648,500 ¥572,000
ジュニア･スイート（中央） ¥637,500 ¥601,500 ¥525,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥572,500 ¥536,500 ¥460,000
海側バルコニー（中央） ¥437,500 ¥401,500 ¥325,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥414,500 ¥378,500 ¥302,000
海側 ¥358,500 ¥322,500 ¥246,000
海側（視界が遮られます） ¥323,500 ¥287,500 ¥211,000
内側 ¥305,500 ¥269,500 ¥193,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥112,500 ¥76,500 無料
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥230,500 ¥194,500 ¥118,000
租税、国際観光旅客税、手数料および
港湾費用（別途申し受けます） ￥16,875

横浜発着 

ねぶた祭に沸く青森と韓国 10日間

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。
※天候などの理由により寄港地における行事やイベントは中止もしくは、内容が変更になる場合があります。その際でもクルーズ代金の返金等はございませんので予めご了承ください。

OYR09M_9-Day Circle Japan with Nebuta Festival_(rtYOK)_R2_NC_CD
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最新情報やお得な情報など、さまざまなクルー
ズの魅力をご紹介するメールマガジン「プリン
セス・メール」をお届けします。
いますぐクルーズに出かける予
定のない方でも、豪華客船の旅
の世界をお楽しみ
いただけます。

プリンセス・クルーズ
メールマガジン会員募集！

詳しくは
ウェブサイトを

ご確認ください▶

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

各コースの詳しい情報は
ウェブサイトをご確認ください▶

スイート、リザーブ・コレクション・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特別料金でご利用いただけます。

３～４人目特別料金

*リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート（旧プレミアム・ジュニア・スイート）は2023年以降、順次名称変更の予定です。
※詳しくは、P.3をご確認ください。

適用期間 2024年日本発着クルーズ 全コース
▶2023年8月31日（木）までの予約

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
8/  5 月 横浜� 日本 午後乗船 16:00 船中泊

6 火 クルージング ー ー 船中泊
7 水 青森（青森ねぶた祭＊）� 日本 08:00 23:00 船中泊
8 木 クルージング ー ー 船中泊
9 金 境港� 日本 08:00 18:00 船中泊

10 土 釜山� 韓国 08:00 18:00 船中泊
11 日・祝 クルージング ー ー 船中泊
12 月・振 高知（よさこい祭り）� 日本 07:00 23:59 船中泊
13 火 徳島（阿波おどり）� 日本 09:00 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

　 食事：朝１0回・昼9回・夜１0回　●最少催行人員：1人
＊�青森ねぶた祭は、最終日の海上運行をご覧いただけます。

出発日・コース名
8/5 ［M422］

日本の夏！ 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

日　程 10 泊 11 日

内　容 プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）

グランド・スイート ¥1,310,000 ¥1,270,000 ¥1,185,000
オーナーズ･スイート ¥1,255,000 ¥1,215,000 ¥1,130,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥1,201,000 ¥1,161,000 ¥1,076,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥1,201,000 ¥1,161,000 ¥1,076,000
プレミアム･スイート ¥1,147,000 ¥1,107,000 ¥1,022,000
ヴィスタ･スイート ¥951,000 ¥911,000 ¥826,000
ファミリー･スイート ¥515,000 ¥475,000 ¥390,000
リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート ¥763,000 ¥723,000 ¥638,000
ジュニア･スイート（中央） ¥700,000 ¥660,000 ¥575,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥633,000 ¥593,000 ¥508,000
海側バルコニー（中央） ¥480,000 ¥440,000 ¥355,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥463,000 ¥423,000 ¥338,000
海側 ¥396,000 ¥356,000 ¥271,000
海側（視界が遮られます） ¥362,000 ¥322,000 ¥237,000
内側 ¥342,000 ¥302,000 ¥217,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥125,000 ¥85,000 無料
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥243,000 ¥203,000 ¥118,000
租税、国際観光旅客税、手数料および
港湾費用（別途申し受けます） ￥16,200

横浜発着 

日本の夏！ 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

OYR10I_10-Day Circle Japan with Nebuta & Summer Festivals
_(rtYOK)_R1_NC_CD

太平洋
横浜

青森
境港

釜山
高知

徳島

韓国

クルーズ番号 M4228月2024

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエ
クスカーション（寄港地観光ツアー：別
料金）をご利用ください。

※�天候などの理由により寄港地におけ
る行事やイベントは中止もしくは、内
容が変更になる場合があります。その
際でもクルーズ代金の返金等はござ
いませんので予めご了承ください。
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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（プリンセス・プラスの料金プランにあ
たる8,500円×泊数、プリンセス・プレミアの料金プランにあたる12,500円×泊数
の代金は200％の対象外となり、各料金プランの100％を申し受けます）。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。詳しくは予約時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、手数料および港湾費用：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「クルー・アプリシエーション」：1名1泊あたりスイート客室は18米ドル、
リザーブ・コレクション・ジュニア･スイート、ジュニア･スイート客室は17米ドル、その
他の客室は16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・プラスおよびプリンセス・プレミアでお申し
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、予約時にお問い
合わせください。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
8/15 木 横浜� 日本 午後乗船 16:00 船中泊

16 金 清水� 日本 08:00 17:00 船中泊
17 土 熊野（船上から花火鑑賞＊）�日本 18:00 22:00 船中泊
18 日 和歌山下津� 日本 08:00 17:00 船中泊
 19 月 高知� 日本 08:00 18:00 船中泊
20 火 クルージング ー ー 船中泊
21 水 済州島� 韓国 08:00 17:00 船中泊
22 木 長崎� 日本 08:00 18:00 船中泊
23 金 鹿児島� 日本 08:00 17:00 船中泊
24 土 クルージング ー ー 船中泊
25 日 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝10回・昼9回・夜10回　●最少催行人員：1人
＊�熊野沖に停泊するため、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。

出発日・コース名 8/15 ［M423］
熊野大花火と四国・九州と韓国 11日間

日　程 10 泊 11 日

内　容 プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）

グランド・スイート ¥1,310,000 ¥1,270,000 ¥1,185,000
オーナーズ･スイート ¥1,255,000 ¥1,215,000 ¥1,130,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥1,201,000 ¥1,161,000 ¥1,076,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥1,201,000 ¥1,161,000 ¥1,076,000
プレミアム･スイート ¥1,147,000 ¥1,107,000 ¥1,022,000
ヴィスタ･スイート ¥951,000 ¥911,000 ¥826,000
ファミリー･スイート ¥515,000 ¥475,000 ¥390,000
リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート ¥763,000 ¥723,000 ¥638,000
ジュニア･スイート（中央） ¥700,000 ¥660,000 ¥575,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥633,000 ¥593,000 ¥508,000
海側バルコニー（中央） ¥480,000 ¥440,000 ¥355,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥463,000 ¥423,000 ¥338,000
海側 ¥396,000 ¥356,000 ¥271,000
海側（視界が遮られます） ¥362,000 ¥322,000 ¥237,000
内側 ¥342,000 ¥302,000 ¥217,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥125,000 ¥85,000 無料
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥243,000 ¥203,000 ¥118,000
租税、国際観光旅客税、手数料および
港湾費用（別途申し受けます） ￥15,525

横浜発着 

熊野大花火と四国・九州と韓国 11日間

※基本的に各寄港地は自由行動となります。※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。
※天候などの理由により花火や寄港地における行事やイベントは中止もしくは、内容が変更になる場合があります。その際でもクルーズ代金の返金等はございませんので予めご了承ください。

OYR10J_10-Day Japan Explorer & Kumano_(rtYOK)_R1_NC_CD
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受
け、常に最新の健康と安全のプロトコルを確認しながら
運航やサービスを提供していきます。また、今後の感染
状況、寄港地の受け入れ状況、 政府等からの要請、天
候等による事情により、運航の遅延もしくは中止、航路・
寄港地、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。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

スイート、リザーブ・コレクション・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特別料金でご利用いただけます。

３～４人目特別料金

*リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート（旧プレミアム・ジュニア・スイート）は2023年以降、順次名称変更の予定です。
※詳しくは、P.3をご確認ください。

適 用 期 間 2024年日本発着クルーズ 全コース
▶2023年8月31日（木）までの予約

各コースの詳しい情報は
ウェブサイトをご確認ください▶

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
8/25 日 横浜� 日本 午後乗船 16:00 船中泊

26 月 クルージング ー ー 船中泊
27 火 神戸� 日本 07:00 19:00 船中泊
28 水 高知� 日本 07:00 17:00 船中泊
29 木 広島� 日本 09:00 19:00 船中泊
30 金 関門海峡クルージング 07:00 09:00 船中泊
31 土 釜山� 韓国 08:00 17:00 船中泊

9/  1 日 佐世保� 日本 07:00 16:00 船中泊
2 月 クルージング ー ー 船中泊
3 火 清水� 日本 08:00 17:00 船中泊
4 水 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝10回・昼9回・夜10回　●最少催行人員：1人

出発日・コース名 8/25 ［M424］
日本・韓国 歴史名所巡り 11日間

日　程 10 泊 11 日

内　容 プリンセス・プレミア プリンセス・プラス プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）

グランド・スイート ¥1,135,000 ¥1,095,000 ¥1,010,000
オーナーズ･スイート ¥1,080,000 ¥1,040,000 ¥955,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥1,026,000 ¥986,000 ¥901,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥1,026,000 ¥986,000 ¥901,000
プレミアム･スイート ¥972,000 ¥932,000 ¥847,000
ヴィスタ･スイート ¥803,000 ¥763,000 ¥678,000
ファミリー･スイート ¥405,000 ¥365,000 ¥280,000
リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート ¥603,000 ¥563,000 ¥478,000
ジュニア･スイート（中央） ¥550,000 ¥510,000 ¥425,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥483,000 ¥443,000 ¥358,000
海側バルコニー（中央） ¥420,000 ¥380,000 ¥295,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥403,000 ¥363,000 ¥278,000
海側 ¥343,000 ¥303,000 ¥218,000
海側（視界が遮られます） ¥312,000 ¥272,000 ¥187,000
内側 ¥292,000 ¥252,000 ¥167,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥125,000 ¥85,000 無料
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥243,000 ¥203,000 ¥118,000
租税、国際観光旅客税、手数料および
港湾費用（別途申し受けます） ￥18,900

日本・韓国 歴史名所巡り 11日間

※基本的に各寄港地は自由行動となります。※寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。
※潮流の状況により、関門海峡の通過時間が変わるため、次港の入港時間が変更になる可能性があります。

OYR10K_10-Day Japan Explorer_(rtYOK)_R1_NC_CD
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●お問い合わせ・お申し込みは、お近くの旅行会社またはクルーズ予約デスクまで

www.princesscruises.jp

運航会社プリンセス・クルーズ

ご案内とご注意

●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、予めご了承ください。
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、その他の旅行必要書類は、お客様の責任において取得して
いただきます。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カ
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、査証の必要の有無は、乗下船地、
寄港地により異なりますので、最新情報はお客様ご自身でご確認の上、必要の
ある場合はご自身の責任で取得ください。特に日本国籍以外の方はご注意く
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いただきます。

●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
客は何時でも乗船の拒否、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いた
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。また、第24週未満の妊婦の方の乗船には、安全上の理由により事
前の申請が必要となります。
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～7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）ペット
ペットの乗船は原則的に禁止されています。
6） お身体や精神的な障がいをお持ちの方

お身体や精神的な障がいをお持ちの方、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
船を拒否する場合がございます。車いすをご利用の方は、必ずご自身の車い
すをお持ちください。また、必ず付き添いの方の同乗が必要です。車いす専
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、車いすでの乗下船が難しい場合もあり、キャプテンの判断で乗
下船をお断りする場合があります。車いすでのご乗船受け入れに関しては、プ
リンセス·クルーズもお客様の安全を第一に、ご乗船の可否を判断しておりま
す。その為、通常のギャングウェイから乗船が出来ない場合、緊急の際にお客
様ご自身で避難出来ない場合、日常生活の動作に配慮が必要な場合などは、
必ずご予約時に旅行会社またはクルーズ予約デスクへお申し出くださいます
ようお願いいたします。その際、併せて英文診断書をご提出ください。また、
車いすでご乗船になられる場合や、その他器具等を持ち込まれる場合は、そ
の種類や構造等に関する情報のご提供をお願いいたします。さらに詳しい情
報を確認させていただく場合もございますので、予めご了承ください。なお、
当社は予めお知らせいただけなかった事情により乗船不可となった場合に
お客様に生じた損害の賠償責任を一切負いません。
7）安全対策規約への同意
乗船に際して、お客様ご自身で事前にスマートフォン、タブレット等より「メダリオ
ン·クラス」アプリをインストールし、旅客運送約款や新型コロナウイルス感染症
対策に関する規約をお読みいただき、ご同意していただく必要がございます。

●車いすご使用についてのご案内
1）介助できる方の同行が必要です。
2）電動式車いすの場合、ドライ電池、ジェル電池、リチウム電池を使用する機
種のみのお持ち込みとなり、またご自身の客室内での保管および、充電が必
要となります。その他すべての用具におきましても、ご自身の客室での保管を
お願いいたします。
3）折りたたみ時、以下の横幅を超える車いすは、客室内に保管することがで
きず、お持ち込みいただくことができません。（通常客室55㎝、車いす対応客
室78㎝）
4）船内には貸し出し用車いすのご用意はありません。
5）寄港地によっては、下船の際テンダーボート（本船を沖に停め、船～港間を
移動するボート）を使用することがあり、車いすでの下船が困難な場合があ
ります。船長の判断で乗下船やショアエクスカーションのご参加をお断りす
る場合がありますので、予めご了承ください。また、ショアエクスカーション

（寄港地観光ツアー）をご予約いただいている方は、ご乗船後ショアエクス
カーション·デスクのスタッフと予め、お打ち合わせいただきますようお願い
いたします。
6）車いす対応客室はシャワーのみとなり、数に限りがあります。アメリカ障が
い者法に基づき、車いす対応客室はそれを必要としないお客様からのご予約
のリクエストをお受けすることはできません。

●船内医療施設およびスタッフ
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。

「メダリオン·クラス」アプリより、ご希望の乗船時間をご指定ください。 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、すべ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すすめします。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。世界中には紛
争地域と思われる場所もあり、時には、犯罪や戦争、テロ行為などもあります。
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すべてのリスク（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、具体的な国や都市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すすめします。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。

●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、同じ高度からの風景をご覧
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、寄港地の写真およ
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。

　※ 本パンフレットの掲載情報は2023年3月現在のものです。 
なお、スケジュールおよび料金やその他の記載内容が変更となる場合があります。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、常に最新の健康と安全
のプロトコルを確認しながら運航やサービスを提供していきます。また、今後の
感染状況、寄港地の受け入れ状況、 政府等からの要請、天候等
による事情により、運航の遅延もしくは中止、航路·寄港地、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。

クルーズお申し込み条件（運送約款より一部抜粋） ※旅行会社でお申し込みの際には、事前にお渡しする旅行条件（全文）も併せて必ずご確認の上、お申し込みください。

このパンフレットに記載された「プリンセス」、「プリンセス·クルーズ」いずれ
も同義で、運送約款に記載された「運送人」を指します。プリンセスの客船で
のお客様および、お荷物の運送に関する規約と条件は運送約款に準拠し、ク
ルーズを予約した時点で、運送人とお客様の間で本約款の条項を明確に同
意したものとみなします。運送約款のコピーはプリンセス·クルーズのウェブ
サイトから入手いただけます。プリンセスとお客様間の権利と責任を定めて
いるこの運送約款の全内容をよくお読みください。プリンセスの客船は英国
船籍とバミューダ船籍で、運送約款に準じて運航されています。

「プリンセス・クルーズ 日本発着クルーズ 新型コロナウイルス感染症対策プ
ラン（随時更新／運航会社：プリンセス・クルーズ発行）」の内容、並びに、お
客様の個人情報をプリンセス・クルーズ、およびお申し込みの旅行会社また
はクルーズ予約デスクへ提供することにご同意いただくことがクルーズお申
し込みをお受けする条件となります。本対策プランの内容は変更となる場合
がございます。ご乗船前にプリンセス・クルーズウェブサイト「安全にクルー
ズをお楽しみいただくために」ページにて最新情報をご確認ください。

●ご予約とお支払い
1）予約
予約の際は下記の点を明らかにして、旅行会社またはクルーズ予約デスクを
通じてお申し込みください。
1．乗船者の名前、住所、電話番号、メールアドレス、緊急連絡先、生年月日　
2．船名　3．クルーズのコース名　4．乗下船日および乗下船地
5．客室のカテゴリー
※ご提出いただくお客様情報は、有事の際に関係省庁へ提出いたしますの
　で、予めご了承ください。

2）予約金のお支払い
すべてのお客様（同室の3人目、4人目のお客様を含む）に各料金プランの20％
の予約金をお支払いいただきます。予約金を受け取った時点で正式な予約と
なります。予約金の支払期限は予約時期により異なり、以下のとおりです。
※予約は乗船日の前日より起算して14日前まで受け付けます。

・すべてのクルーズ
〈予約時期〉 …………………………………………………………〈支払期限〉

出発日の86日以上前 ………………………………………ご予約から7日以内
出発日の85～30日前 ………………………………………ご予約から4日以内
出発日の29～15日前 ………………………………………ご予約から2日以内
出発日の14日前以降 ………………………………ご予約時から24時間以内
※予約金のお支払いが左記期限までにない場合、予約が自動的にキャンセ 

ルとなりますのでご注意ください。

3）残金のお支払い
残金は、ご出発前日の90日前までにお支払いください。取消料が発生する日
以降の予約については、予約確認後、上記の支払い期限内に代金の全額をお
支払いいただきます｡
※ 残金のお支払いが上記期限までにない場合、予約が自動的にキャンセル

となりますのでご注意ください。

●取消料と払い戻し
日本発着クルーズの予約を取消される場合、すべてのお客様（同室の3人
目、4人目のお客様を含む）から取消料を申し受けます。取消料は取消時期
により異なり、以下のとおりです。

・すべてのクルーズ
〈取消時期〉 ……………………………………………………………〈取消料〉

出発日の前日から起算して90日以上前………………………………… 無料
出発日の前日から起算して89～57日前……………………………予約金相当
出発日の前日から起算して56～29日前……………………… 総代金の50％
出発日の前日から起算して28～15日前……………………… 総代金の75％
出発日の前日から起算して14日前以降……………………… 総代金の100％

※上記総代金とは、各料金プランの金額となります。
※ 上記総代金には、租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用、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。

※ 期間限定の特別プロモーションが発表される場合があります。特別プロ
モーションのクルーズおよびツアーは、代金お支払後は100％の取消料
がかかり、払い戻しは一切いたしかねますので、予めご了承ください。

●プリンセス・キャンセル料免除プログラム（アット・イーズ・ウェイバー・プログラム）
プリンセス・クルーズが提案するキャンセル料免除プログラムです。
1） お申し込み条件
予約と同時に加入していただき、予約金とともにクルーズ代金に応じたキャンセ
ル料免除プログラム加入料をお支払いいただきます。予約時以降の加入は受け
付けられません。一度支払われた加入料は、いかなる事由によっても払い戻しは
いたしません。取消料が発生する日以降の予約に関しては加入できません。
2） プログラム内容
ご加入いただきますと、取消料と払い戻しに記載された取消料が出発の72時
間前まで免除になります。出発の72時間前までにお申し込み旅行会社または
クルーズ予約デスクまでご連絡いただいた場合、取消料免除の対象になりま
す（72時間前であっても、土·日曜·祝日の営業時間外にご連絡いただいた場
合は対象外になります）。 ただし、ご加入いただいても、出発日の72時間前以
降のお取消に関しては、規定どおりクルーズ代金の全額を取消料として申し
受けます。このプログラムの他者への譲渡は認められません。同室の方も各
自ご加入いただくことをおすすめします。また、同室の方が予約を取消された
場合、1人部屋追加代金が必要となりますので予めご了承ください。また、この
プログラムには船への受託手荷物保険（保険金上限500米ドル）も含まれて
います。諸条件についてはお問い合わせください。
3） キャンセル料免除プログラム加入料
キャンセル料免除プログラム加入料は以下のとおりです。
1人あたりのクルーズ代金が62.5万円以下の場合：クルーズ代金の10％
1人あたりのクルーズ代金が62.5万円を超える場合：クルーズ代金の8％

上記クルーズお申し込み条件（抜粋）を含むこのパンフレットに記載された情報
は2023年3月現在のものです。なお、スケジュールおよび料金やその他の記載
内容が変更となる場合があります。

最新情報をお届け
プリンセス・クルーズ メールマガジン会員
募集中！！（登録無料）
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