
春爛漫フェア（代金値下げ）　代金表

ご出発日・コース名

商品

参考価格
プリンセス・プレミア
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・プレミア
2023年3月8日～

参考価格
プリンセス・プラス
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・プラス
2023年3月8日～

参考価格
プリンセス・スタンダード

（クルーズ代金）
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）
2023年3月8日～

ファミリー・スイート ¥347,000 （変更なし） ¥315,000 （変更なし） ¥247,000 （変更なし）
プレミアム・ジュニア・スイート ¥476,000 （変更なし） ¥444,000 （変更なし） ¥376,000 （変更なし）

ジュニア・スイート（中央） ¥434,000 （変更なし） ¥402,000 （変更なし） ¥334,000 （変更なし）
ジュニア・スイート（前方/後方） ¥386,000 （変更なし） ¥354,000 （変更なし） ¥286,000 （変更なし）

海側バルコニー客室（中央） ¥337,000 ¥290,000 ¥305,000 ¥258,000 ¥237,000 ¥190,000
海側バルコニー客室（前方/後方） ¥326,000 ¥278,000 ¥294,000 ¥246,000 ¥226,000 ¥178,000

海側客室 ¥286,000 ¥249,000 ¥254,000 ¥217,000 ¥186,000 ¥149,000
海側客室（視界不良） ¥246,000 ¥217,000 ¥214,000 ¥185,000 ¥146,000 ¥117,000

内側客室 ¥230,000 ¥204,000 ¥198,000 ¥172,000 ¥130,000 ¥104,000
3～4人目代金

（ファミリー・スイート、
ジュニア・スイート、海側バルコニー、

海側、内側）

¥157,000 （変更なし） ¥125,000 （変更なし） ¥57,000 （変更なし）

諸税、国際観光旅客税、
手数料及び港湾費用
（別途申し受けます）

ご出発日・コース名

商品

参考価格
プリンセス・プレミア
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・プレミア
2023年3月8日～

参考価格
プリンセス・プラス
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・プラス
2023年3月8日～

参考価格
プリンセス・スタンダード

（クルーズ代金）
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）
2023年3月8日～

ファミリー・スイート ¥400,000 （1～4人目のみ変更なし） ¥368,000 （1～4人目のみ変更なし） ¥300,000 （1～4人目のみ変更なし）
プレミアム・ジュニア・スイート ¥576,000 （1～2人目のみ変更なし） ¥544,000 （1～2人目のみ変更なし） ¥476,000 （1～2人目のみ変更なし）

ジュニア・スイート（中央） ¥514,000 （1～2人目のみ変更なし） ¥482,000 （1～2人目のみ変更なし） ¥414,000 （1～2人目のみ変更なし）
ジュニア・スイート（前方/後方） ¥466,000 （1～2人目のみ変更なし） ¥434,000 （1～2人目のみ変更なし） ¥366,000 （1～2人目のみ変更なし）

海側バルコニー客室（中央） ¥357,000 ¥290,000 ¥325,000 ¥258,000 ¥257,000 ¥190,000
海側バルコニー客室（前方/後方） ¥346,000 ¥278,000 ¥314,000 ¥246,000 ¥246,000 ¥178,000

海側客室 ¥306,000 ¥249,000 ¥274,000 ¥217,000 ¥206,000 ¥149,000
海側客室（視界不良） ¥266,000 ¥217,000 ¥234,000 ¥185,000 ¥166,000 ¥117,000

内側客室 ¥240,000 ¥204,000 ¥208,000 ¥172,000 ¥140,000 ¥104,000
3～4人目代金

（ファミリー・スイート、
ジュニア・スイート、海側バルコニー、

海側、内側）

¥235,000 ¥204,000 ¥203,000 ¥172,000 ¥135,000 ¥104,000

諸税、国際観光旅客税、
手数料及び港湾費用
（別途申し受けます）

ご出発日・コース名

商品

参考価格
プリンセス・プレミア
2023年2月1日～
2023年3月1日

プリンセス・プレミア
2023年3月2日～

参考価格
プリンセス・プラス
2023年2月1日～
2023年3月1日

プリンセス・プラス
2023年3月2日～

参考価格
プリンセス・スタンダード

（クルーズ代金）
2023年2月1日～
2023年3月1日

プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）
2023年3月2日～

ファミリー・スイート ¥355,000 （変更なし） ¥323,000 （変更なし） ¥255,000 （変更なし）
プレミアム・ジュニア・スイート ¥466,000 （変更なし） ¥434,000 （変更なし） ¥366,000 （変更なし）

ジュニア・スイート（中央） ¥414,000 （変更なし） ¥382,000 （変更なし） ¥314,000 （変更なし）
ジュニア・スイート（前方/後方） ¥366,000 （変更なし） ¥334,000 （変更なし） ¥366,000 （変更なし）

海側バルコニー客室（中央） ¥317,000 （変更なし） ¥285,000 （変更なし） ¥217,000 （変更なし）
海側バルコニー客室（前方/後方） ¥306,000 ¥258,000 ¥274,000 ¥226,000 ¥206,000 ¥158,000

海側客室 ¥266,000 ¥230,000 ¥234,000 ¥198,000 ¥166,000 ¥130,000
海側客室（視界不良） ¥236,000 ¥208,000 ¥204,000 ¥176,000 ¥136,000 ¥108,000

内側客室 ¥220,000 ¥198,000 ¥188,000 ¥166,000 ¥120,000 ¥98,000
3～4人目代金

（ファミリー・スイート、
ジュニア・スイート、海側バルコニー、

海側、内側）

¥198,000 （変更なし） ¥166,000 （変更なし） ¥98,000 （変更なし）

諸税、国際観光旅客税、
手数料及び港湾費用
（別途申し受けます）

ご出発日・コース名

商品

参考価格
プリンセス・プレミア
2023年2月1日～
2023年3月1日

プリンセス・プレミア
2023年3月2日～

参考価格
プリンセス・プラス
2023年2月1日～
2023年3月1日

プリンセス・プラス
2023年3月2日～

参考価格
プリンセス・スタンダード

（クルーズ代金）
2023年2月1日～
2023年3月1日

プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）
2023年3月2日～

ファミリー・スイート ¥355,000 （変更なし） ¥323,000 （変更なし） ¥255,000 （変更なし）
プレミアム・ジュニア・スイート ¥466,000 （変更なし） ¥434,000 （変更なし） ¥366,000 （変更なし）

ジュニア・スイート（中央） ¥414,000 （変更なし） ¥382,000 （変更なし） ¥314,000 （変更なし）
ジュニア・スイート（前方/後方） ¥366,000 （変更なし） ¥334,000 （変更なし） ¥366,000 （変更なし）

海側バルコニー客室（中央） ¥317,000 （変更なし） ¥285,000 （変更なし） ¥217,000 （変更なし）
海側バルコニー客室（前方/後方） ¥306,000 ¥258,000 ¥274,000 ¥226,000 ¥206,000 ¥158,000

海側客室 ¥266,000 ¥230,000 ¥234,000 ¥198,000 ¥166,000 ¥130,000
海側客室（視界不良） ¥236,000 ¥208,000 ¥204,000 ¥176,000 ¥136,000 ¥108,000

内側客室 ¥220,000 ¥198,000 ¥188,000 ¥166,000 ¥120,000 ¥98,000
3～4人目代金

（ファミリー・スイート、
ジュニア・スイート、海側バルコニー、

海側、内側）

¥198,000 （変更なし） ¥166,000 （変更なし） ¥98,000 （変更なし）

諸税、国際観光旅客税、
手数料及び港湾費用
（別途申し受けます）

※上記料金は、2人部屋を2名で利用した場合の1名あたりの料金です（日本円表記）。
※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。
   3～4人目代金も、ファミリー・スイートにおいては5～6人目が対象です。
※租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用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。

¥10,800

¥14,175

2023年07月19日乗船
「天神祭で華やぐ大阪と九州・韓国 9日間」（M327)

2023年07月27日乗船
「ねぶた祭に沸く青森と韓国 9日間」（M328)

¥14,175

2023年08月23日乗船
「北海道・九州と韓国 9日間 B」（M331)

2023年08月31日乗船
「沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間」（M332)

¥14,850



春爛漫フェア（代金値下げ）　代金表

ご出発日・コース名

商品

参考価格
プリンセス・プレミア
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・プレミア
2023年3月8日～

参考価格
プリンセス・プラス
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・プラス
2023年3月8日～

参考価格
プリンセス・スタンダード

（クルーズ代金）
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）
2023年3月8日～

ファミリー・スイート ¥308,000 （1～4人目のみ変更なし） ¥280,000 （1～4人目のみ変更なし） ¥220,500 （1～4人目のみ変更なし）
プレミアム・ジュニア・スイート ¥407,500 （1～2人目のみ変更なし） ¥379,500 （1～2人目のみ変更なし） ¥320,000 （1～2人目のみ変更なし）

ジュニア・スイート（中央） ¥359,500 （1～2人目のみ変更なし） ¥331,500 （1～2人目のみ変更なし） ¥272,000 （1～2人目のみ変更なし）
ジュニア・スイート（前方/後方） ¥317,500 （1～2人目のみ変更なし） ¥289,500 （1～2人目のみ変更なし） ¥230,000 （1～2人目のみ変更なし）

海側バルコニー客室（中央） ¥267,500 ¥257,500 ¥239,500 ¥229,500 ¥180,000 ¥170,000
海側バルコニー客室（前方/後方） ¥257,500 ¥225,500 ¥229,500 ¥197,500 ¥170,000 ¥138,000

海側客室 ¥237,500 ¥201,500 ¥209,500 ¥173,500 ¥150,000 ¥114,000
海側客室（視界不良） ¥207,500 ¥181,500 ¥179,500 ¥153,500 ¥120,000 ¥94,000

内側客室 ¥192,000 ¥171,500 ¥164,000 ¥143,500 ¥104,500 ¥84,000
3～4人目代金

（ファミリー・スイート、
ジュニア・スイート、海側バルコニー、

海側、内側）

¥173,000 ¥171,500 ¥145,000 ¥143,500 ¥85,500 ¥84,000

諸税、国際観光旅客税、
手数料及び港湾費用
（別途申し受けます）

ご出発日・コース名

商品

参考価格
プリンセス・プレミア
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・プレミア
2023年3月8日～

参考価格
プリンセス・プラス
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・プラス
2023年3月8日～

参考価格
プリンセス・スタンダード

（クルーズ代金）
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）
2023年3月8日～

ファミリー・スイート ¥399,000 （変更なし） ¥363,000 （変更なし） ¥286,500 （変更なし）
プレミアム・ジュニア・スイート ¥524,500 （変更なし） ¥488,500 （変更なし） ¥412,000 （変更なし）

ジュニア・スイート（中央） ¥468,500 （変更なし） ¥432,500 （変更なし） ¥356,000 （変更なし）
ジュニア・スイート（前方/後方） ¥414,500 （変更なし） ¥378,500 （変更なし） ¥302,000 （変更なし）

海側バルコニー客室（中央） ¥356,500 ¥336,500 ¥320,500 ¥300,500 ¥244,000 ¥224,000
海側バルコニー客室（前方/後方） ¥344,500 ¥290,500 ¥308,500 ¥254,500 ¥232,000 ¥178,000

海側客室 ¥304,500 ¥259,500 ¥268,500 ¥223,500 ¥192,000 ¥147,000
海側客室（視界不良） ¥264,500 ¥234,500 ¥228,500 ¥198,500 ¥152,000 ¥122,000

内側客室 ¥245,000 ¥220,500 ¥209,000 ¥184,500 ¥132,500 ¥108,000
3～4人目代金

（ファミリー・スイート、
ジュニア・スイート、海側バルコニー、

海側、内側）

¥208,000 （変更なし） ¥172,000 （変更なし） ¥95,500 （変更なし）

諸税、国際観光旅客税、
手数料及び港湾費用
（別途申し受けます）

ご出発日・コース名

商品

参考価格
プリンセス・プレミア
2023年2月1日～
2023年3月1日

プリンセス・プレミア
2023年3月2日～

参考価格
プリンセス・プラス
2023年2月1日～
2023年3月1日

プリンセス・プラス
2023年3月2日～

参考価格
プリンセス・スタンダード

（クルーズ代金）
2023年2月1日～
2023年3月1日

プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）
2023年3月2日～

ファミリー・スイート ¥355,000 （変更なし） ¥323,000 （変更なし） ¥255,000 （変更なし）
プレミアム・ジュニア・スイート ¥466,000 （変更なし） ¥434,000 （変更なし） ¥366,000 （変更なし）

ジュニア・スイート（中央） ¥414,000 （変更なし） ¥382,000 （変更なし） ¥314,000 （変更なし）
ジュニア・スイート（前方/後方） ¥366,000 （変更なし） ¥334,000 （変更なし） ¥366,000 （変更なし）

海側バルコニー客室（中央） ¥317,000 （変更なし） ¥285,000 （変更なし） ¥217,000 （変更なし）
海側バルコニー客室（前方/後方） ¥306,000 ¥258,000 ¥274,000 ¥226,000 ¥206,000 ¥158,000

海側客室 ¥266,000 ¥230,000 ¥234,000 ¥198,000 ¥166,000 ¥130,000
海側客室（視界不良） ¥236,000 ¥208,000 ¥204,000 ¥176,000 ¥136,000 ¥108,000

内側客室 ¥220,000 ¥198,000 ¥188,000 ¥166,000 ¥120,000 ¥98,000
3～4人目代金

（ファミリー・スイート、
ジュニア・スイート、海側バルコニー、

海側、内側）

¥198,000 （変更なし） ¥166,000 （変更なし） ¥98,000 （変更なし）

諸税、国際観光旅客税、
手数料及び港湾費用
（別途申し受けます）

ご出発日・コース名

商品

参考価格
プリンセス・プレミア
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・プレミア
2023年3月8日～

参考価格
プリンセス・プラス
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・プラス
2023年3月8日～

参考価格
プリンセス・スタンダード

（クルーズ代金）
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）
2023年3月8日～

ファミリー・スイート ¥308,000 （1～4人目のみ変更なし） ¥280,000 （1～4人目のみ変更なし） ¥220,500 （1～4人目のみ変更なし）
プレミアム・ジュニア・スイート ¥407,500 （1～2人目のみ変更なし） ¥379,500 （1～2人目のみ変更なし） ¥320,000 （1～2人目のみ変更なし）

ジュニア・スイート（中央） ¥359,500 （1～2人目のみ変更なし） ¥331,500 （1～2人目のみ変更なし） ¥272,000 （1～2人目のみ変更なし）
ジュニア・スイート（前方/後方） ¥317,500 （1～2人目のみ変更なし） ¥289,500 （1～2人目のみ変更なし） ¥230,000 （1～2人目のみ変更なし）

海側バルコニー客室（中央） ¥267,500 ¥257,500 ¥239,500 ¥229,500 ¥180,000 ¥170,000
海側バルコニー客室（前方/後方） ¥257,500 ¥225,500 ¥229,500 ¥197,500 ¥170,000 ¥138,000

海側客室 ¥237,500 ¥201,500 ¥209,500 ¥173,500 ¥150,000 ¥114,000
海側客室（視界不良） ¥207,500 ¥181,500 ¥179,500 ¥153,500 ¥120,000 ¥94,000

内側客室 ¥192,000 ¥171,500 ¥164,000 ¥143,500 ¥104,500 ¥84,000
3～4人目代金

（ファミリー・スイート、
ジュニア・スイート、海側バルコニー、

海側、内側）

¥173,000 ¥171,500 ¥145,000 ¥143,500 ¥85,500 ¥84,000

諸税、国際観光旅客税、
手数料及び港湾費用
（別途申し受けます）

※上記料金は、2人部屋を2名で利用した場合の1名あたりの料金です（日本円表記）。
※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。
   3～4人目代金も、ファミリー・スイートにおいては5～6人目が対象です。
※租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用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。

2023年09月29日乗船
「沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間」（M336)

2023年09月08日乗船
「九州と韓国 8日間 A」（M333)

¥12,150

¥14,175

2023年10月07日乗船
「九州と韓国 8日間 B」（M337)

¥13,500

2023年09月20日乗船
「北海道と九州・韓国 10日間」（M335)

¥14,850



春爛漫フェア（代金値下げ）　代金表

ご出発日・コース名

商品

参考価格
プリンセス・プレミア
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・プレミア
2023年3月8日～

参考価格
プリンセス・プラス
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・プラス
2023年3月8日～

参考価格
プリンセス・スタンダード

（クルーズ代金）
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）
2023年3月8日～

ファミリー・スイート ¥399,000 （変更なし） ¥363,000 （変更なし） ¥286,500 （変更なし）
プレミアム・ジュニア・スイート ¥524,500 （変更なし） ¥488,500 （変更なし） ¥412,000 （変更なし）

ジュニア・スイート（中央） ¥468,500 （変更なし） ¥432,500 （変更なし） ¥356,000 （変更なし）
ジュニア・スイート（前方/後方） ¥414,500 （変更なし） ¥378,500 （変更なし） ¥302,000 （変更なし）

海側バルコニー客室（中央） ¥356,500 ¥336,500 ¥320,500 ¥300,500 ¥244,000 ¥224,000
海側バルコニー客室（前方/後方） ¥344,500 ¥290,500 ¥308,500 ¥254,500 ¥232,000 ¥178,000

海側客室 ¥304,500 ¥259,500 ¥268,500 ¥223,500 ¥192,000 ¥147,000
海側客室（視界不良） ¥264,500 ¥234,500 ¥228,500 ¥198,500 ¥152,000 ¥122,000

内側客室 ¥245,000 ¥220,500 ¥209,000 ¥184,500 ¥132,500 ¥108,000
3～4人目代金

（ファミリー・スイート、
ジュニア・スイート、海側バルコニー、

海側、内側）

¥208,000 （変更なし） ¥172,000 （変更なし） ¥95,500 （変更なし）

諸税、国際観光旅客税、
手数料及び港湾費用
（別途申し受けます）

ご出発日・コース名

商品

参考価格
プリンセス・プレミア
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・プレミア
2023年3月8日～

参考価格
プリンセス・プラス
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・プラス
2023年3月8日～

参考価格
プリンセス・スタンダード

（クルーズ代金）
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）
2023年3月8日～

ファミリー・スイート ¥399,000 （変更なし） ¥363,000 （変更なし） ¥286,500 （変更なし）
プレミアム・ジュニア・スイート ¥524,500 （変更なし） ¥488,500 （変更なし） ¥412,000 （変更なし）

ジュニア・スイート（中央） ¥468,500 （変更なし） ¥432,500 （変更なし） ¥356,000 （変更なし）
ジュニア・スイート（前方/後方） ¥414,500 （変更なし） ¥378,500 （変更なし） ¥302,000 （変更なし）

海側バルコニー客室（中央） ¥356,500 ¥336,500 ¥320,500 ¥300,500 ¥244,000 ¥224,000
海側バルコニー客室（前方/後方） ¥344,500 ¥290,500 ¥308,500 ¥254,500 ¥232,000 ¥178,000

海側客室 ¥304,500 ¥259,500 ¥268,500 ¥223,500 ¥192,000 ¥147,000
海側客室（視界不良） ¥264,500 ¥234,500 ¥228,500 ¥198,500 ¥152,000 ¥122,000

内側客室 ¥245,000 ¥220,500 ¥209,000 ¥184,500 ¥132,500 ¥108,000
3～4人目代金

（ファミリー・スイート、
ジュニア・スイート、海側バルコニー、

海側、内側）

¥208,000 （変更なし） ¥172,000 （変更なし） ¥95,500 （変更なし）

諸税、国際観光旅客税、
手数料及び港湾費用
（別途申し受けます）

ご出発日・コース名

商品

参考価格
プリンセス・プレミア
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・プレミア
2023年3月8日～

参考価格
プリンセス・プラス
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・プラス
2023年3月8日～

参考価格
プリンセス・スタンダード

（クルーズ代金）
2023年2月1日～
2023年3月7日

プリンセス・スタンダード
（クルーズ代金）
2023年3月8日～

ファミリー・スイート ¥399,000 （変更なし） ¥363,000 （変更なし） ¥286,500 （変更なし）
プレミアム・ジュニア・スイート ¥524,500 （変更なし） ¥488,500 （変更なし） ¥412,000 （変更なし）

ジュニア・スイート（中央） ¥468,500 （変更なし） ¥432,500 （変更なし） ¥356,000 （変更なし）
ジュニア・スイート（前方/後方） ¥414,500 （変更なし） ¥378,500 （変更なし） ¥302,000 （変更なし）

海側バルコニー客室（中央） ¥356,500 ¥336,500 ¥320,500 ¥300,500 ¥244,000 ¥224,000
海側バルコニー客室（前方/後方） ¥344,500 ¥290,500 ¥308,500 ¥254,500 ¥232,000 ¥178,000

海側客室 ¥304,500 ¥259,500 ¥268,500 ¥223,500 ¥192,000 ¥147,000
海側客室（視界不良） ¥264,500 ¥234,500 ¥228,500 ¥198,500 ¥152,000 ¥122,000

内側客室 ¥245,000 ¥220,500 ¥209,000 ¥184,500 ¥132,500 ¥108,000
3～4人目代金

（ファミリー・スイート、
ジュニア・スイート、海側バルコニー、

海側、内側）

¥208,000 （変更なし） ¥172,000 （変更なし） ¥95,500 （変更なし）

諸税、国際観光旅客税、
手数料及び港湾費用
（別途申し受けます）

※上記料金は、2人部屋を2名で利用した場合の1名あたりの料金です（日本円表記）。
※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。
   3～4人目代金も、ファミリー・スイートにおいては5～6人目が対象です。
※租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用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。

¥18,900

2023年10月14日乗船
「北前航路と九州・韓国 10日間 B」（M338)

2023年11月09日乗船
「西日本周遊と韓国 10日間」（M341)

¥19,575

2023年10月31日乗船
「北前航路と九州・韓国 10日間 C」（M340)

¥19,575


