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下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、
他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

船上予約
特典

※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、お食事やスパ、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・繰越はできません。
●他者への譲渡、または換金はできません。

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！

プリンセス・クルーズのお得なキャンペーン
特典を組み合わせて、さらにお得にクルーズをお楽しみください。

※�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。
※�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、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。
※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。

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。

4名1室 2名様分無料 ！

3〜4人目無料キャンペーン

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

※�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。

乗船回数 回目2～3 回目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）

●アメニティーグッズのアップグレード
                                       など
●アメニティーグッズのアップグレード
                                       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

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。

全コース対象適用コース

※��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。
※��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）
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 

キャプテンズ・サークル・メンバー（リピーター）割引

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下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。

※�内側の客室は、早期割引対象外となります。

日本発着クルーズ早期予約割引
最大2万円お得！

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 ￥20,000 

6泊以下 ￥10,000 

海側、
海側（視界が遮られます）

7泊以上 ￥10,000 

6泊以下 ￥5,000 

※�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（日本円表記）。

※�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。
※�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）／客室カテゴリーの変更は、割引の
対象外となります。

※�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。

適用期間 2020年3月31日（火）までの予約

適用期間 2020年3月31日（火）までの予約

リピートするとさらにお得に！

クルーズの記念となる一品を

ショッピング

※�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

洋上最大級の展望浴場  

泉の湯

※�ご利用の際はご予約（船上での予約）と入場料が必要となります。

不動の人気を誇るスペシャリティ・レストラン

サバティーニ

※�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。

さらに船上予約いただくと

◦日本発着クルーズ早期予約割引2倍

◦オンボード・クレジット プレゼント

今回の乗船中（適用期間内）に2020年日本発着クルーズをご予約いただくと、
上記の表の金額がさらにダブルで割引になります。 ※�乗船中のご予約のみ適用となります。
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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

●朝食・夕食は毎日、昼食は終日航海日にオープン

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

クラブ・
クラス
C LU B C L A S S

※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。

プレミアム・ジュニア・スイート スイート同様のクラブ・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。

※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。

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

クラブ・
クラス

C LU B C L A S S

クラブ・
クラス

C LU B C L A S S

海側バルコニー 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

［ 客室設備 ］　●ハンドシャワー
［ 面積情報 ］　●面積　約22〜29㎡

●  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。

SPEC  仕様

海側 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

● 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。

［ 客室設備 ］
●ハンドシャワー

［ 面積情報 ］
●面積　約17〜19㎡

内側 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

● 内側
●  ツインベッド

［ 客室設備 ］
●ハンドシャワー

［ 面積情報 ］
●面積　約16〜17㎡

ジュニア・スイート

●「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。

●  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）

●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 ］

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、

ワンランク上のサービスや特典をご用意しています。

Club Class

●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・専用アメニティー（バスソルト、アイマスク など）

●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
※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。

●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㎡

［ 客室設備 ］

［ スイートのみの特典 ］

［ 面積情報 ］　カテゴリー／面積

● 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

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。

客室標準装備

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。

（イメージ）

SPEC  仕様

SPEC  仕様SPEC  仕様

プリンセス・ラグジュアリー・ベッド

※�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。　※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。

＊�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、１部屋を3〜4人でご利用の場合、3〜4人目はエキストラベッドとなります。

「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、
プリンセス・クルーズのために開発しました。

�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 
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％ロングステープルコットンを採用 など。
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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

YOKOHAMA

KOBE

※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、ご予約の際ご確認ください。　

※2）中央の代金につきましては、ご予約の際ご確認ください。
※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）。
◆お得なキャンペーン情報（P.2、3）をご覧ください。
●本ご案内に記載の情報はいずれも2019年6月21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。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名で1室利用時の3〜4人目は、早期予約割引対象外となります。　
●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）／客室カテゴリーの変
更は、割引の対象外となります。
●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わせください。　
●本ご案内に記載されたクルーズ代金には、租税、国際観光旅客税、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、国際観光旅客税、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に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。　

【船内で予約のお客様へ】
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。

＊2020年3月31日（火）までの予約に適用される代金です。 ＊2020年3月31日（火）までの予約に適用される代金です。

＊2020年3月31日（火）までの予約に適用される代金です。

神戸発横浜着 7日間
2021年3月��3日（水） 3月��9日（火）�［M108A］神戸発

横浜着

日次 寄港地 入港 出港

1 神戸� 日本 午後乗船 18:00

2 クルージング ー ー

3 那覇� OP日本 07:00 15:00

4 基隆（台北）� OP 台湾 09:00 17:00

5〜6 クルージング ー ー

7 横浜� 日本 午前下船 ー

温故知新
沖縄で首里城などの琉球文化に触れ、
台湾ではレトロな街並みの九份で異国情緒を楽しむ。
そして昔も今も愛される霊峰・富士を望む
三保松原のある清水へ。
それぞれの歴史ある地が、好奇心を刺激します。

台北101／台湾（イメージ）三保松原／清水（イメージ）

横浜（イメージ）

神戸（イメージ）

首里城／沖縄（イメージ）

横浜・神戸発着！ 
陽気に沖縄・台湾クルーズ

ここがポイント！

2021年1月28日（木） 2月��5日（金）�［M104］
2021年2月��5日（金） 2月13日（土）�［M105］
2021年2月13日（土） 2月21日（日）�［M106］
2021年2月21日（日） 3月��1日（月）�［M107］
2021年3月��1日（月） 3月��9日（火）�［M108］

2021年1月30日（土） 2月��7日（日）�［M104B］
2021年2月��7日（日） 2月15日（月）�［M105B］
2021年2月15日（月） 2月23日（火）�［M106A］
2021年2月23日（火） 3月��3日（水）�［M107A］

横浜発着 9日間

横浜発着

神戸発着 9日間

神戸発着

日次 寄港地 入港 出港

1 神戸� 日本 午後乗船 18:00

2 クルージング ー ー

3 那覇� OP日本 07:00 15:00

4 基隆（台北）� OP 台湾 09:00 17:00

5〜6 クルージング ー ー

7 横浜� OP日本 06:00 17:00

8 清水� OP日本 06:00 15:00

9 神戸� 日本 午前下船 ー

日次 寄港地 入港 出港

1 横浜� 日本 午後乗船 17:00

2 清水� OP日本 06:00 15:00

3 神戸� OP日本 08:00 18:00

4 クルージング ー ー

5 那覇� OP日本 07:00 15:00

6 基隆（台北）� OP 台湾 09:00 17:00

7〜8 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（内側を除く）
ヴィスタ・スイート※1  ¥510,000〜
プレミアム・ジュニア・スイート  ¥335,000〜
ジュニア・スイート（前方／後方）※2  ¥213,000〜
海側バルコニー（前方／後方）※2  ¥171,000〜
海側  ¥145,000〜
海側※3  ¥116,000〜
内側※4  ¥115,000〜

早期予約割引＊適用後代金（内側を除く）
ヴィスタ・スイート※1  ¥520,000 
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  ¥225,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2  ¥181,000 
海側  ¥152,000 
海側※3  ¥122,000 
内側※4  ¥121,000 

早期予約割引＊適用後代金（内側を除く）
ヴィスタ・スイート※1  ¥395,000 
プレミアム・ジュニア・スイート  ¥263,000 
ジュニア・スイート（前方／後方）※2  ¥173,000 
海側バルコニー（前方／後方）※2  ¥141,000 
海側  ¥117,000 
海側※3  ¥93,000 
内側※4  ¥92,000 
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横浜清水神戸
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日本

基隆
（台北） 那覇
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世界
遺産 歴史

❶�選べる発着地！アクセスの良さなど、�
お客様のご都合に合わせてお選びください。

❷�船内も観光も満喫！大都市をはじめ、清水や那覇、�
基隆（台湾）など人気の港を巡ります。

❸�ご要望にお応えして、出発日も多数ご用意しました！



http://www.princesscruises.jp/

プリンセス・クルーズ オンラインメンバー登録キャンペーン実施中！

LINE登録はこちらメール登録はこちら
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