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・本冊子のパッケージ、商品は乗船前のお申し込みとなります。ご乗船の３

週間前までにお申し込みいただきます様、お願い申し上げます。

（ワイン類は乗船後でもお申し込みいただけますが、在庫数に限りがござい

ます。）

・お申し込み方法は巻末のギフト・サービス オーダーフォームにご記入後、

お申し込みの旅行会社様へ連絡をお願いいたします。カーニバル・ジャパン

ではお客様より直接の申し込みはお受けしておりません。

・最新の情報については、クルーズ・パーソナライザーまたはprincess.com

にてご確認いただけます。



プロポーズ ～Engagements～
ＴＶシリーズ「ラブ・ボート」の舞台にもなったプリンセス・クルーズの船

上は、プロポーズの場面にぴったりです。「星空の下の婚約パッケージ」で、

恋人達は映画スターの様な気分を味わえます。

ウェディング ～Wedding～
貴方の想像を超える結婚式のパッケージを寄港地の港、航海中の船上、美し

いビーチでご提供いたします。

リニューアル・オブ・バウズ ～Renewal of Vows～
プリンセス・クルーズに作り物のロマンスはありません。これは夫婦の愛を

確かめ合うセレモニーです。魔法に包まれたセレモニーをお約束します。

ハネムーンと記念日 ～Honeymoons & Anniversaries～
夫婦の愛をクルーズで祝う。これ以上ロマンチックなハネムーン、結婚記念

日はないでしょう。

特別なお祝い ～Special Occasions～
こちらのパッケージは、船上での誕生日のお祝い、お二人のクルーズの記念

品の贈呈など、貴方の大切な人に気持ちを伝えましょう。

お誕生日、キッズ・セレブレーション

～Birthday, Kids & Teen Celebration ～
プリンセス・クルーズの船上でお誕生日を祝いませんか？お子様向けにキッ

ズ・セレブレーション・パッケージも用意してあります。

貴方だけのオリジナル・セレブレーション

～Personal Choice Celebration～
貴方だけのオリジナル・セレブレーション・パッケージをご自由にお選び下

さい。

プリンセス・クルーズの船上では、クルー達があなたの大切な日や記念日を思い出深い
ものにいたします。あなたにとって忘れられない出来事となるであろうお祝いをご用意
いたしました。
尚、セレモニーの進行は全て英語で行われます。

セレブレーション・パッケージ

～Celebrations～
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新郎はMovies Under the Stars®の巨大なスクリーンに映しだされた映像か
らプロポーズする事が出来ます。航海中はもちろん、下船後家路について
からもこの想い出を一生忘れることのないようにプリンセス・クルーズは
スペシャル・ロマンティックディナー、アメニティ、記念品をご用意いた
しております。
尚、進行は全て英語で行われます。

注記：一部このサービスが提供不可能な船がございます。

プロポーズ・パッケージはプリンセス・クルーズが認可した他会社Royal Ocean Events Inc.

（http://www.royalwed.com/）によって運営されます。

式についての準備打ち合わせはRoyal Ocean Events Inc.と直接行っていただきます。

準備打ち合わせ及び式進行は、すべて英語で行われます。

ギフト類は在庫数に限りがございます。ご用意できない場合もございますので予めご了承下さい。

価格は全て米ドル表示になり、予告無く変更される場合があります。

プロポーズ
～Engagements～

内容 価格

☆星空の下のプロポーズパッケージ

～Engagement under the Stars～
このご婚約パッケージは、夕方の映画上映前のご希望のお時
間に行います。未来の花嫁には何も知らせにならずに会場へ
お連れ下さい。
スクリーンに上映するプロポーズビデオの打ち合わせ

（相手の方へお知らせせずに行います）

プロポーズ直後のシャンパンとバラのプレゼント

婚約記念ポートレイト

サプライズ・プロポーズのスナップ写真

プリンセス・クルーズのロマンチックな朝食をお部屋で

ご提供

サバティーニ℠やクラウングリル℠等でのおしゃれな

ディナー（どちらか一つ）

ロータス・スパ®にてカップルでのマッサージ

＄695
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経験豊かなウェディング・コーディネーター会社がスペシャルな結婚式を
ご用意いたします。ご親族のみの小さなセレモニーから、たくさんのゲス
トを招いた盛大な式まで、あらゆる面をサポートいたします。
尚、進行は全て英語で行われます。

プリンセス・クルーズはこの度CRUISE CRITICにおける“Best Cruise Line 
for Wedding”に選ばれました。!!!

プリンセス・クルーズの素晴らしいレセプション・パッケージで貴方の特
別な日をお祝いしましょう。貴方のボヤージ・ナンバーと招待客の人数を
お知らせ下さい。種類豊富なオードブル（温／冷）、カクテル、エンター
テイメント等でお祝いします。

注記：一部このサービスが提供不可能な船がございます。

ウェディング・セレモニーはプリンセス・クルーズが認可した他会社Royal Ocean Events Inc

（http://www.royalwed.com/）によって運営されます。

式についての準備打ち合わせはRoyal Ocean Events Inc.と直接行っていただきます。

準備打ち合わせ及び式進行は英語で行われます。

ウェディング
～Weddings～
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リニューアル・オブ・バウズとは欧米で結婚したカップルが、5年、10年、

15年と一緒に居続けることを祝い、周囲に、そしてお互いに感謝をすると

いうイベントです。

リニューアル・オブ・バウズ

～Renewal of Vows～

内容
商品

番号
価格

☆リニューアル・オブ・バウズ・パッケージ

～Renewal of Vows Celebration Package～
個別のセレモニー

ブーケとブートニエール（男性用コサージュ）

キャプテンによる「リニューアル・オブ・バウ

ズ」記念証明書

シャンパンボトル一本をお部屋にプレゼント

イチゴのチョコレート・ディップ

プリンセス・クルーズ シャンパン・グラス

（２本）

フレーム入りポートレート

ゴディバのハート型チョコレート（ボックス）

1103 ＄225.99
（１カップルにつき）

☆リニューアル・オブ・バウズ・セレブレーション・パッケージ

～Renewal of Vows with Lotus Spa treatment～

「リニューアル・オブ・バウス・パッケージ」に加

え25分間のマッサージもしくはフェイシャル付き
1119 ＄343.98

（１カップルにつき）
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注記：「リニューアル・オブ・バウズ」パッケージは、船が取り仕切るセレモニーです。全ての

アレンジメントは乗船中の担当者によって行われます。複数カップル対象に同時に執り行います。

ギフト類は在庫数に限りがございます。ご用意できない場合もございますので予めご了承下さい。

価格は全て米ドル表示になり、予告無く変更される場合があります。

※運行上の理由により中止させていただく場合がございます。予めご了承下さい。

内容
商品

番号
価格

☆リニューアル・オブ・バウズ デラックス･パッケージ

～Deluxe Renewal of Vows～
「リニューアル・オブ・バウス・パッケージ」に

加え

デラックス・ブレックファスト

シャンパン ハーフボトル

ご希望の朝にお部屋にプレゼント

プリンセス・クルーズ ロゴ入りワッフル織

バスローブ（お持ち帰りいただけます。）

ロータス・スパ®へご招待 -1名様につき25分の

マッサージもしくはフェイシャル

カナッペまたはプチフール（一口サイズのお菓

子）ご希望の晩にお部屋までお届け

ブリッジ（操舵室）見学（寄港中）※

1104 ＄499.99
（１カップルにつき）
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ハネムーンと記念日のお祝い

～Honeymoons & Anniversaries～

☆アニバーサリー・パッケージ

～Anniversary Package～
 ニコラ・フィアット シャンパン フルボトル

 スペシャリティ・レストランでのディナー

（２名様）

 ポートレート

 フラワーアレンジメント（バラ6本）

 ショコラティエ、ノーマン・ラブ監修の

チョコレートボックス

※１、※２

1124
（スターリング・

ステーキハウス)

＄199.00
（１カップルにつき）

1126
(サバティーニ)

☆アニバーサリー・アップグレード・パッケージ

～Upgraded Anniversary Package～
上記Anniversary Packageに加え

 ロータス・スパ®にてカップル・マッサージ

※１、※２

1130
（スターリン

グ・ステーキ

ハウス) ＄449.00
（１カップルにつき）

1132
(サバティーニ)
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注記：ギフト類は在庫数に限りがございます。ご用意できない場合もございますので予めご了承

下さい。価格は全て米ドル表示になり、予告無く変更される場合があります。

※１：チョコレートボックスはゴディバチョコレートに変更になる場合がございます。

※２：全船に全てのスペシャリティ・レストランはございません。ご乗船の船をご確認いただい

た上で、適切な番号でお申し込み下さい。

※運行上の理由により中止させていただく場合がございます。

内容
商品

番号
価格

☆ハネムーン・パッケージ

～Honeymoon Package～
1122 ＄299.00

ドン・ペリニョン シャンパン フルボトル

イチゴのチョコレート・ディップ

プリンセス・クルーズ プレミアム・シャンパン・グラス（2個）

サーマルスイート１日パス（２名様）

デラックス・バルコニー・ブレックファスト

☆ハネムーン・アップグレード・パッケージ

～Upgraded Honeymoon Package～

上記Honeymoon Packageに加え

ロータス・スパ®にてカップル・マッサージ
1128 ＄549.00
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特別なお祝い

～Special Occasions～

内容
商品

番号
価格

☆スイートハート・パッケージ

～Sweetheart’s Package～
ニコラ・フィアット シャンパン フルボトル

イチゴのチョコレート・ディップ

フラワーアレンジメント（バラ3本）
1137 ＄79.00

☆ブレックファストラバーズ・パッケージ

～Breakfast Lovers Package～

 デラックスバルコニー・ブレックファスト（2名）

 プリンセス・クルーズ特製マグカップ（2個）

 プレミアムコーヒーカード 1144 ＄89.00

11

注記：ギフト類は在庫数に限りがございます。ご用意できない場合もございますので予めご了承

下さい。価格は全て米ドル表示になり、予告無く変更される場合があります。

ミニパッケージは個別の購入より割引分だけ安くご購入いただけます。



お誕生日、キッズ・セレブレーション

～Birthday, Kids, & Teen Celebration～

注記：ギフト類は在庫数に限りがございます。ご用意できない場合もございますので予めご了承

下さい。価格は全て米ドル表示になり、予告無く変更される場合があります。

内容
商品

番号
価格

☆バースデイ・ガール

～For the Birthday Girl～
ファイヤーアンドアイス・マニキュア

バースデーフラワーアレンジメント（小）

コーヒーカード

1138 ＄99.00

☆バースデイ・ガイ

～For the Birthday Guy～
ビールバケツ（５杯分）

ロータス・スパ®にて クレンジングシェーブ

＄25のカジノクレジット

1139(バドライト)

＄99.00
1140(バドワイザー)

1141(ハイネケン)

1142(ドスエキス)

☆キッズパーティー・パッケージ

～Kid’s Package with Stanley the bear
スタンリー・ベアー

空気注入式プリンセスシップ

グミベア
1152 ＄35.00
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貴方だけのオリジナル・セレブレーション

～Personal Choice Celebration Packages

注記：ギフト類は在庫数に限りがございます。ご用意できない場合もございますので予めご了承

下さい。価格は全て米ドル表示になり、予告無く変更される場合があります。

内容
商品

番号
価格

☆コングラチュレーションズ

～Congratulations～

ニコラ・フィアットのシャンパン フルボトル

ショコラティエ、ノーマン・ラブ監修の

チョコレートボックス

 $50のオンボード・クレジット・ギフト

1143 ＄129.00

☆ボン・ボヤージ・パッケージ

～Bon Voyage Package～

ビールバケツ（５杯分）

シャンパン又はスパークリングワイン

ハーフボトル

チップス＆ワカモーレ

プリンセス特製キャップ

1146

(バドライト)

＄79.00

1147
(バドワイザー)

1148
(ハイネケン)

1149
(ドスエキス)

☆パンパー・ミー・パッケージ

～Pamper Me Package～

シグニチャー・スウェディッシュマッサージ

（50分間）

サーマルスイート１日パス

シャンパン又はスパークリングワイン ハーフボトル

イチゴのチョコレート・ディップ

1135 ＄149.00
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オンボード・ギフト・クレジット
～Onboard Gift Credit～

商品名
商品

番号
価格

☆オンボードギフトクレジット

～Onboard gift credit～

6013 ＄25.00

6014 ＄50.00

6015 ＄100.00

☆ホテルチップクレジット

～Onboard gratuity credit～
0591

航海の泊数、

カテゴリに

より変動

☆ロータス・スパ®クレジット

～Lotus Spa® credit～

6009 ＄25.00

6010 ＄50.00

6011 ＄100.00

☆カジノクレジット

～Casino credit～

6003 ＄25.00

6004 ＄50.00

6005 ＄100.00

☆フォトビデオクレジット

～Photography & Video credit～

5413 ＄25.00

5411 ＄50.00

5412 ＄100.00

☆寄港地観光ツアークレジット

～Shore excursions credit～

6006 ＄25.00

6007 ＄50.00

6008 ＄100.00

☆アートギャラリークレジット

～Princess Cruises Fine Arts credit～

6202 ＄25.00

6203 ＄50.00

14



商品名
商品

番号
価格

☆プリンセス・アレンジメント
～Princess Arrangement～
鮮やかで可愛らしい花々が１日に光をえます。

4001 ＄39.00

☆パーソナルチョイス・アレンジメント

～Personal Choice Arrangement～
貴方のお部屋を鮮やかな花で彩ります。

4000 ＄49.00

☆プリンセス・ローズブーケ

～Princess Rose Bouquet～
幾本ものバラを上品な花瓶にて提供いたします。
ロマンチックなムードを演出します。

4002 ＄59.00

☆カーネーションブーケ

～Carnation Bouquet～
カーネーションのブーケ

（赤）

4330
＄35.00

（白）

4331

☆アニバーサリーアレンジメント

～Anniversary Arrangement～
ユリ、スターゲイザー、ガーベラ、金魚草等

4329 ＄59.00

☆バースデーアレンジメント

～Birthday Arrangement～
ユリ、スターゲイザー、ガーベラ、バラ、

トルコギキョウ等

4332 ＄59.00

☆ミックストロピカルアレンジメント

～Mixed Tropical Arrangement～
スターゲイザー、ストレリチア、紫蘭、

ユリズイセン等。

4333 ＄55.00

☆ユリアレンジメント

～Assorted Lily  Arrangement～
各種ユリ。

4334 ＄45.00

フラワー・アレンジメント

～Flowers～
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☆ローズアレンジメント（1本）

～Single Rose  Arrangement～
バラ1本、赤、黄、白から選択可。

（赤）4300

＄7.00（黄）4301

（白）4302

☆ローズアレンジメント（3本）

～Three Rose  Arrangement～
バラ3本、赤、黄、白から選択可。

（赤）4303

＄19.00（黄）4304

（白）4305

☆ローズアレンジメント（6本）

～Six Rose  Arrangement～
バラ6本、赤、黄、白から選択可。

（赤）4306

＄35.00（黄）4307

（白）4308

☆カーネーションコサージュ

～Carnation Corsage～
カーネーションのコサージュ、赤、白から

選択可。

（赤）4311

＄17.00

（白）4312

☆カーネーションブートニエール

～Carnation Boutonniere～
カーネーションのブートニエール（男性用

コサージュ）、赤、白から選択可。

（赤）4309

＄12.00

（白）4310

☆ローズコサージュ

～Rose Corsage～
バラのコサージュ、赤、黄、白から選択可。

（赤）4317

各19.00（黄）4318

（白）4319

☆ローズブートニエール

～Rose Boutonniere～
バラのブートニエール（男性用コサーュ）

、赤、黄、ピンク、白から選択可。

（赤）4313

＄15.00

（黄）4314

（ピンク）

4315

（白）4316

☆ローズリストレット

～Rose Wristlet～
バラのリストレット（腕飾り）。赤、黄、

ピンク、白から選択可。

（赤）4320

＄19.00

（黄）4322

（ピンク）

4321

（白）4323
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☆オーキッド（蘭）コサージュ

～Orchid Corsage～
蘭のコサージュ、紫、白から選択可。

（紫）4324

＄23.00

（白）4325

☆オーキッド（蘭）ブートニエール

～Orchid Boutonniere～
蘭のブートニエール（男性用コサージュ）

紫、白から選択可。

（紫）4326

＄19.00

（白）4327

☆オーキッド（蘭）リストレット

～Orchid Wristlet～
蘭のリストレット（腕飾り）。

4328 ＄19.00
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注記：ギフト類は在庫数に限りがございます。ご用意できない場合もございますので予めご了承

下さい。価格は全て米ドル表示になり、予告無く変更される場合があります。

乗船の30日前までにお申し込み下さい。



ボン・ボヤージ・ギフトとして以下のお飲み物をご用意いたしました。

チップ料は料金に含まれています。

お部屋に届く確認書（英語）をダイニングにお持ちいただき、品物と引換えをお願いいたします。

シャンパン、ワイン ～Champagne, Wines ～

銘柄
商品

番号
価格

☆スパークリング ～Sparkling～

ドン・ペリニヨン（フランス産）

～Dom Perignon(France)～ 0478 ＄234.82

ヴーヴ・クリコ（フランス産）

～Veuve Clicquot (France)～ 0479 ＄105.02

ドメーヌ・シャンドン・ブリュット

（カリフォルニア産）

～Domaine Chandon Brut(California)～

0441 ＄47.20

ミオネット・プロセッコ・ブリュット・ゴールド

（イタリア産）

～Mionetto Prosecco Brut Gold(Italy)～

0440 ＄44.84

プルノット モスカート・ダスティ（イタリア産）

～Prunotton Moscato D’asti(Italy)～ 0442 ＄43.66

ノンアルコールスパークリングサイダー

～Non-Alcoholic Sparkling Cider～ 0476 ＄12.98

プリンセス・セラー

～Princess Cellars～
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☆白ワイン ～White Wine～

S.A.プリュム エッセンス（ドイツ産）

～S.A.Prum Essence(Germany)～
0443 ＄47.20

ローレンツ V シンギング グリューナー

ヴェルトリーナー

～Laurenz V Singing Gruner Veltliner～

0444 ＄44.84

フェウディ ディ サン グレゴリオ グレコ ディ

トゥーフォ

～Feudi di San Gregorio Greco di Tufo～

0445 ＄44.84

ダッシュウッド ソーヴィニヨン・ブラン

～Dashwood Sauvignon Blanc～
0446 ＄41.30

クラウディベイ ソーヴィニヨン・ブラン
～Cloudy Bay Sauvignon Blanc～ 0447 ＄60.18

パスカル ジョリヴェ プイィ・フュメ

～Pascal Jolivet Pouilly-Fume～
0448 ＄54.28

アテムス ピノ・グリジオ

～Attems Pinot Grigio～
0449 ＄47.20

コナンドラム ホワイトブレンド

～Conundrum White Blend～
0450 ＄49.56

デコイ シャルドネ

～Decoy Chardonnay～
0451 ＄46.02

ドメーヌ・ブシャール ムルソール レ・クル

～Domaine Bouchard Meursault Les Clous～
0452 ＄79.06

ペンフォールズ ビン 311 シャルドネ

～Penfolds Bin 311 Chardonnay～
0453 ＄63.72

ラ・シャブリジェンヌ シャブリ ラ・ピエレレ

～La Chablisienne La Pierrelee Chablis～
0454 ＄47.20

ハートフォード・コート シャルドネ

～Hartford Court Chardonnay～
0455 ＄60.18

シェーファー レッドショルダー ランチ シャルドネ

～Shafer Red Shoulder Ranch Chardonnay～
0456 ＄90.86
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☆赤ワイン ～Red Wine～

チャールズ＆チャールズ ロゼ

～Charles & Charles Rose～
0457 ＄41.30

シャトー デスクラン ウィスパリング エンジェル ロゼ

～Chateau d’Esclan Whispering Angel Rose～
0458 ＄50.74

ノンアルコール ホワイト ジンファンデル

～Non-Alcoholic Wine White Zin Fandel～
0475 ＄18.88

エンシェントピークス レネゲイド

～Ancient Peaks The Renegade Blend～
0472 ＄49.56

カテナ マルベック ハイマウンテン ヴァインズ

～Catena High Mountain Vines～
0470 ＄43.66

カサ ラポストール キュヴェ アレクサンドル

～Casa Lapostolle Cuvee Alezandre～
0465 ＄48.38

ケイマス カヴェルネ ソーヴィニヨン

～Caymus Cabernet Sauvignon～
0469 ＄127.44

シャトーカントメルル

～Chateau Cantermerle～
0466 ＄127.44

ガヤ カ マルカンダ プロミス

～Gaja CaMarcanda Promis～
0464 ＄74.34

キム クロフォード ピノ ノワール

～Kim Crawford Pinot Noir～
0459 ＄46.02

ラブレ ロワ ポヌール

～Laboure Roi Pommard～
0460 ＄68.44

M・シャプティエ シャトーヌフ デュ パプラ ベルナル

ディン

～M.Chapoutier Chateauneuf du Pape La Bernardine～

0473 ＄74.34

マルケス デ カセレス

～Marques de Caceres～
0462 ＄67.26

マァジ カンポフィオリン

～Masi Campofiorin～
0463 ＄44.84
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メイオミ ピノ ノワール

～Meiomi Pinot Noir～
0461 ＄49.56

ペンリー エステート フェニックス

～Penley Estate Phoenix～
0467 ＄49.56

シルヴァラード カベルネ ソーヴィニヨン

～Silverado Cabernet Sauvignon～
0468 ＄68.44

セント ハレット フェイス シラーズ

～St.Hallet Faith Shirraz～
0474 ＄48.38

ザ・プリズナー

～The Prisoner(Blend)～
0471 ＄77.88
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注記：

・以下の客船では商品および料金が異なる場合があります。

ドーン・プリンセス、シー・プリンセス、サン・プリンセス‐全コース

ダイヤモンド・プリンセス、エメラルド・プリンセス、ゴールデン・プリンセス‐オーストラリア、

ニュージーランド発着のコース



銘柄 内容量
商品

番号
価格

☆ ～Spirits～

クルボアジェ V.S.O.P.

～Courvoisier VSOP～
350mlボトル 0489 ＄33.04

ジム・ビーム

～Jim Beam～
375mlボトル 0486 ＄17.70

クラウン・ロイヤル

～Crown Royal～
375mlボトル 0484 ＄23.60

ジャック・ダニエルズ

～Jack Daniel’s～
375mlボトル 0485 ＄28.32

カティサーク

～Cutty Sark～
350mlボトル 0488 ＄17.70

ジョニーウォーカー レッドラベル

～Johnny Walker Red Label～
375mlボトル 0487 ＄25.96

スカイ

～Skyy～
375mlボトル 0491 ＄17.70

アブソリュート

～Absolut～
375mlボトル 0490 ＄21.24

バカルディ ホワイト

～Bacardi White～
375mlボトル 0492 ＄17.70

クルーザン ココナッツ・ラム

～Cruzan Coconut～
375mlボトル 0493 ＄17.70

ゴードンズ

～Gordon’s～
375mlボトル 0495 ＄17.70

ボンベイ・サファイア

～Bombay Sapphire～
375mlボトル 0494 ＄23.60
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飲み放題パッケージ

～Soda Packages & Coffee Card～

商品名
商品

番号
価格

☆炭酸飲料（缶）パッケージ ～Canned Soda Package～

以下の炭酸飲料類からお好きな組み合わせで6本お選び下さい。5本分の料金

で更にもう一杯プレゼント！

コカコーラ

ダイエットコカコーラ

スプライト

ダイエットスプライト

オレンジソーダ

ソーダ水

トニックウォーター

ジンジャーエール

0481 ＄11.80

☆飲み放題パッケージ ～Premier Beverage Package～

炭酸飲料、水、カクテル、スピリッツ、ワイン、

ビール、紅茶、コーヒーなどのお飲み物をお楽しみ

下さい。

0535

（＊）
＄70.79一名

様一日につき

☆ウォーターボトルパッケージ ～Bottled Water Package～
喉を潤す500mlウォーターボトル12本をお部屋にお

届けいたします。
0480 ＄7.08

500mlボトル×12
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☆ニューグラウンズコーヒーパッケージ

～New Grounds Coffee Package～
エスプレッソベースの香り高いコーヒーを１５種類

ご用意しております。ホット・アイスも選択自由、

クルーズ中にコーヒー、紅茶でお楽しみ下さい。
0482（†） ＄36.58

☆ビールパッケージ ～5-for-4 Beer Package～
以下のビールからお好きな物をお選び下さい。４杯分の料金で５杯お楽しみ

頂けます。

ドスエキス（メキシコ） 0496 ＄25.96

ハイネケン（ドイツ） 0497 ＄25.96

バドワイザー（アメリカ） 0498 ＄29.49

バドライト（アメリカ） 0499 ＄27.14

（＊）飲み放題パッケージはクルーズの日数分の計上となります。複数のお客様で共有されたり、
他社への譲渡、および返金対象とはなりませんのでご了承ください。
（†）基本的にニューグラウンズコーヒーパッケージは購入されたクルーズでのみ利用可能です。
現状未使用分は、返金や他者への譲渡は出来かねますのでご了承ください。使用条件は予告なく
変更される場合があります。
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商品名 商品番号 価格

☆乗船記念フォトパッケージ

～Welcome Aboard Photo Package～

乗船記念のお写真です。USBメモ

リー付。
5301 ＄159.99

☆プラチナ・スタジオ用クレジット

～Platinum Studio Credit～

船内の本格的スタジオでの写真撮影

に使えるクレジット$450分です。
5416 ＄250.00

写真・ビデオ

～Photography & Video～

注記：ギフト類は在庫数に限りがございます。ご用意できない場合もございますので予めご了承

下さい。価格は全て米ドル表示になり、予告無く変更される場合があります。
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電話＆インターネット
～Communications～

商品名
商品

番号
価格

☆お部屋から船外へのお電話・１０分間

～In-Cabin calling to shore～
6034 ＄49.50
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サービス・ギフト オーダーフォーム
ご注文にはDiners Club®, Discover®, Master®, Visa®がご使用頂けます。カードに記載のカード番号、有効期

限、フルネームをご記入下さい。フォーム記入後ご予約の旅行会社様にお送り下さい。

御料金は2019年4月現在のものであり、今後変更される場合がございます。料金は全て米ドル表示になり、

他通貨での料金は通貨レートにより変動します。パッケージ商品の分割販売はお受けできません。「特別

なお祝いパッケージ」、「リニューアル・オブ・バウズパッケージ」、「ハネムーンと記念日のお祝い

パッケージ」は乗船日の3週間前までにお申し込み下さい。オーシャン・プリンセス、パシフィック・プ

リンセスにはフラワーアレンジメントの係員が乗船しておりませんのでご希望の方は乗船日の3週間前ま

でにお申し込み下さい。

ギフトの送り先
乗船者名： 予約番号： 航海番号：

船名： 出港日： 客室番号：

ご希望のデリバリー日時：

出港日以降のリクエストに関しては準備の為にデリバリーまで３営業日をいただきます。

ギフト・オーダー
商品番号 品目 単価 個数 小計

スペシャル・メッセージ
（メッセージは1行ごとにアルファベット30文字以内です。はっきりお書き下さい。）

送り先：

送り主：

メッセージ：

注文主

名前： 電話番号：

お支払い方法
ご利用のクレジット・カードを下記よりお選び下さい。

a.Visa® b.Master Card® c.Discover® d.Diners Club®
クレジットカード番号： 有効期限：

ご住所
〒：

電話番号： Eメールアドレス：

カード名義人： 署名：

（カードに刻印されている表記のとおり入力して下さい。）

注：全てのギフトカードは指定のお部屋に届けられ、船上の販売店で引き換えられます。品物がイベン

トにより販売不可、もしくは在庫切れの場合はプリンセスの判断により代用品をご用意いたします。オ

ンボード・ギフトの引換え券は当該の商品に限り有効です。（アルコール飲料のノンアルコール飲料へ

の交換は除く）オンボード・ギフト引換券のオンボード・クレジットへの振り替え、また現金への換金

はできません。
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