
2014年6月4日現在

日付 入港 出港 日付 入港 出港
5/7 午後乗船 18:00 6/14 午後乗船 17:00
5/8 --- --- 6/15 --- ---
5/9 --- --- 6/16 13:00 23:59
5/10 花蓮(台湾) 7:00 17:00 6/17 7:00 17:00
5/11 高雄(台湾) 7:00 16:00 6/18 7:00 14:00
5/12 基隆(台湾) 8:00 17:00 6/19 7:00 17:00
5/13 クルージング --- --- 6/20 6:00 18:00
5/14 クルージング --- --- 6/21 --- ---
5/15 午前下船 --- 6/22 --- ---
内側 海側 バルコニー ミニスイート スイート 6/23 --- ---

\149,000～ ￥169,000～ ￥239,000～ ￥339,000～ ￥639,000～ 6/24 午前下船 ---
内側 海側 バルコニー ミニスイート スイート

￥189,000～ ￥219,000～ ￥299,000～ ￥429,000～ ￥799,000～

日付 入港 出港
5/15 午後乗船 18:00
5/16 7:00 17:00 日付 入港 出港
5/17 --- --- 6/24 午後乗船 17:00
5/18 長崎 9:00 18:00 6/25 --- ---
5/19 釜山(韓国) 7:00 16:00 6/26 8:00 17:00
5/20 --- --- 6/27 --- ---
5/21 午前下船 --- 6/28 午前下船 ---
内側 海側 バルコニー ミニスイート スイート 内側 海側 バルコニー ミニスイート スイート

￥83,000～ ￥95,000～ ￥155,000～ ￥251,000～ ￥491,000～ ￥79,000～ ￥89,000～ ￥124,000～ ￥194,000～ ￥354,000～

日付 入港 出港 日付 入港 出港
5/29 午後乗船 17:00 6/28 午後乗船 17:00
5/30 --- --- 6/29 --- ---
5/31 7:00 14:00 6/30 7:00 16:00
6/1 9:00 19:00 7/1 10:00 19:00
6/2 9:00 18:00 7/2 --- ---
6/3 9:00 18:00 7/3 午前下船 ---
6/4 --- --- 内側 海側 バルコニー ミニスイート スイート
6/5 --- --- ￥69,000～ ￥79,000～ ￥129,000～ ￥209,000～ ￥409,000～

6/6 午前下船 ---
内側 海側 バルコニー ミニスイート スイート

￥149,000～ ￥169,000～ ￥239,000～ ￥339,000～ ￥639,000～ 日付 入港 出港
7/3 午後乗船 18:00
7/4 --- ---

日付 入港 出港 7/5 13:00 21:00
6/6 午後乗船 17:00 7/6 7:00 16:00
6/7 --- --- 7/7 --- ---
6/8 7:00 14:00 7/8 午前下船 ---
6/9 9:00 19:00 内側 海側 バルコニー ミニスイート スイート
6/10 9:00 18:00 ￥99,000～ ￥109,000～ ￥159,000～ ￥239,000～ ￥439,000～

6/11 9:00 18:00
6/12 --- ---
6/13 --- ---
6/14 午前下船 ---
内側 海側 バルコニー ミニスイート スイート

￥149,000～ ￥169,000～ ￥239,000～ ￥339,000～ ￥639,000～

2015年ダイヤモンド・プリンセス日本発着クルーズ速報

食・彩・美！魅惑の台湾大周遊　9 日間(M510) たっぷり北海道周遊とサハリン　11日間(M515)
寄港地 寄港地

横浜 神戸

1/2

網走
コルサコフ(ロシア)
クルージング

横浜 クルージング
クルージング

クルージング クルージング
クルージング 青森

函館
小樽

クルージング 神戸
クルージング
釜山(韓国)

クルージング クルージング

神戸

4大港物語！横浜、清水、長崎、神戸と韓国　7日間(M511)
寄港地

横浜 気軽に韓国！ショートクルーズ　5日間(M516)
清水 寄港地

神戸 神戸
クルージング クルージング
沖縄 釜山(韓国)

神戸 神戸

ハイサイ沖縄と台湾周遊　9日間(M513) 神戸、鹿児島、横浜と釜山　6日間(M517)
寄港地 寄港地

クルージング
クルージング
神戸

横浜発着！気軽にクルーズ　長崎・釜山　6日間(M518)
寄港地

横浜

花蓮(台湾) 鹿児島
高雄(台湾) クルージング
基隆(台湾) 横浜

クルージング
沖縄 横浜
花蓮(台湾)
高雄(台湾)

ハイサイ沖縄と台湾周遊　9日間(M514) クルージング
寄港地 釜山(韓国)

神戸 長崎

基隆(台湾)
クルージング
クルージング
神戸

クルージング



日付 入港 出港 日付 入港 出港
7/8 午後乗船 18:00 7/26 午後乗船 18:00
7/9 --- --- 7/27 --- ---
7/10 7:00 14:00 7/28 9:00 19:00
7/11 15:00 18:00 7/29 7:00 14:00
7/12 6:00 18:00 7/30 8:00 23:00
7/13 9:00 18:00 7/31 7:00 17:00
7/14 9:00 23:00 8/1 13:00 21:00
7/15 7:00 21:00 8/2 --- ---
7/16 --- --- 8/3 午前下船 ---
7/17 午前下船 --- 内側 海側 バルコニー ミニスイート スイート
内側 海側 バルコニー ミニスイート スイート ￥159,000～ ￥179,000～ ￥249,000～ ￥349,000～ ￥649,000～

￥184,000～ ￥204,000～ ￥279,000～ ￥399,000～ ￥729,000～

日付 入港 出港
7/17 午後乗船 18:00
7/18 --- ---
7/19 7:00 14:00

7/20 15:00 18:00

7/21 6:00 18:00

7/22 9:00 18:00

7/23 9:00 23:00

7/24 7:00 21:00

7/25 --- ---

7/26 午前下船 ---

内側 海側 バルコニー ミニスイート スイート

￥184,000～ ￥204,000～ ￥279,000～ ￥399,000～ ￥729,000～

■上記代金は２人部屋を２名で利用した場合の１名当たりの最低料金です(日本円表記)。
■上記代金とは別に、政府関連諸税を申し受けます。
■海側客室には、一部視界が遮られる客室があります。
■３～４名部屋代金はお問合せください。

2015年3月31日(火)までにお申し込みいただいたキャプテンズ・サークルメンバー（リピーター会員）のお客様は、

お申し込み時期と泊数に応じ、最大10,000円の割引が適用されます（下記表ご参照）。ただし、3、4人目は対象外です。

6泊以下 7泊以上

\5,000
（¥10,000）

\10,000
（¥20,000、

又は¥16,000）

\2,500
（¥5,000）

\5,000
（¥10,000、

又は¥8,000）

◆早期予約割引
早期にご予約いただくと、最大でお一人様につき20,000円の割引が適用されます。
割引金額は、お申し込み時期、客室タイプ、泊数により異なります（下記表ご参照）。ただし、3、4人目は対象外です。
2014年11月30日までにご予約を完了された場合の割引額（カッコ内はシングル利用の場合）

6泊以下 7泊以上

\10,000
（¥20,000）

\20,000
（¥40,000）

\5,000
（¥10,000）

\10,000
（¥16,000）

※シングル利用の場合は割引額が200％　但し7泊以上の海側、内側は160％となります。

※2014年12月1日～2015年3月31日までにご予約を完了された場合、上記の半額の割引となる「第2弾 早期予約割引」が適用されます。

★★ダブルディスカウント★★
2014年4月17日～2014年10月31日の期間プリンセス・クルーズにご乗船の日本のお客様が、
船上で上記コースを予約すると、通常の早期割引の2倍の割引が適用されます。
キャプテンズ・サークル割引（リピーター割引）と合わせると最大４万円割引  + １万円割引で、最大5万円もお得です！！

スイート、
ミニ・スイート、
海側バルコニー

海側（海側プレミアム、
視界の遮られる部屋、
スタンダード）、　内側

◆キャプテンズ・サークル割引（リピーター割引）

リピーター割引額（カッコ内はシングル利用の場合）　　

　　※シングル料金は上記割引額の200％　但し７泊以上の海側、内側は160％となります。

キャプテンズ・サークル割引
お一人様につき

2014年11月30日までのお申込み

2014年12月1日～2015年3月31
日までのお申込み

第1弾 早期予約割引
お一人様につき

寄港地
横浜
クルージング

たっぷり北海道周遊とサハリン　10日間(M519)

クルージング
横浜

たっぷり北海道周遊とサハリン　10日間(M520)

小樽
函館
青森

釧路
知床半島(クルージング)
コルサコフ(ロシア)

釧路

知床半島(クルージング)

コルサコフ(ロシア)

小樽

寄港地
横浜
クルージング

2/2

青森
クルージング
横浜

横浜
クルージング
長崎
釜山(韓国)
舞鶴
金沢

ぐる～り！日本列島大周遊と釜山　9日間(M521)
寄港地

函館

青森

クルージング

横浜


