
運航会社：プリンセス・クルーズ

●お問い合わせ・お申し込みは、お近くの旅行会社まで

〒 104-0061      東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル6F 
 www.princesscruises.jp

株式会社カーニバル・ジャパン

ご案内とご注意

クルーズお申し込み条件（抜粋） ※お申し込みの際には、事前にお渡しする旅行会社の旅行条件（全文）も併せて必ずご確認の上、お申し込みください。

●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、詳しくはお申し込みの旅行会社にご確認
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）乗船の拒否及び途中下船
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、乗船中の他の乗客及
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を拒否されたり、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〜17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） 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
乗船を拒否され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。車椅子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。
6）ペット
ペットの乗船は原則的に禁止されています。

●船内医療施設及びスタッフ
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・クルーズは乗船医及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。
正確な時間は、乗船券と一緒に送られる案内状でご案内いたします。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、寄港地の写真及び
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2019年10月7日現在のものです。 
なお、スケジュール及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。

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
お客様及び、お荷物の運送に関する規約と条件は運送約款に準拠します。運送
約款は運送人とお客様の間ですべて同意したものとみなされます。運送約款の
コピーはprincesscruises.jpのウェブサイト、ご利用の旅行会社、またはカーニ
バル・ジャパンで入手いただけます。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。クルーズの予約の際は
お客様が運送約款の諸条件に同意したものとみなされます。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。

●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、旅行会社を通じてお申し込みください。
1．乗船者名　2．船名　3．クルーズのコース名　4．乗下船日及び乗下船地
5．客室のカテゴリー　6．ダイニング･リクエスト　7．幼児、子供の予約の
際は生年月日
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）にクルーズ代金の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60日前または75日前まで受け付けます。

・7泊以上のクルーズ
〈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85〜75日前 ………………………………………ご予約から4日以内

・6泊以下のクルーズ
〈予約時期〉 …………………………………………………………〈支払期限〉

出発日の71日以上前 ………………………………………ご予約から7日以内
出発日の70〜60日前 ………………………………………ご予約から4日以内

3）残金のお支払い
残金は、7泊以上のクルーズはご出発前日の75日前まで、6泊以下のクルーズは
ご出発前日の60日前までにお支払いください。
※ 予約金及び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。

・7泊以上のクルーズ
〈取消時期〉 ……………………………………………………………〈取消料〉

出発日の前日から起算して75日以上前… 総代金の10％（利用条件取消料）
出発日の前日から起算して74〜57日前…………………………総代金の20％
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％

・6泊以下のクルーズ
〈取消時期〉 ……………………………………………………………〈取消料〉

出発日の前日から起算して60日以上前 … 総代金の10％（利用条件取消料）
出発日の前日から起算して59〜45日前 ………………………総代金の20％
出発日の前日から起算して44〜29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％
※ 上記総代金には、租税、手数料及び港湾費用、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。

●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（弊社営業時間内まで。土日祝日を除く）。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％
4） プリンセス・セーバー特別条件
キャンセル料免除プログラムは、本料金プラン（プリンセス・セーバー）におけ
る利用条件取消料（クルーズ代金の10％）に対しては適用されません。

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2019年10月7日現在のものです。

カーニバル・ジャパンはカーニバルplcの日本法人です。
日本国外の旅行会社を通じてのご予約は対応しておりません。

最新情報満載のメールマガジン
「プリンセス・メール」会員募集中！

登録は無料です。こちらから。
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知っておきたい、リーズナブルな楽しみ方！

プリンセス・セーバー

プレミアムな旅を、気軽に満喫いただけるよう

特別な料金プランをご用意しました。

旅行日程が確定している、

何度もクルーズを楽しみたい、

初めてだからお得に体験してみたい、

そんな方におすすめです。

旅行のスケジュールが決まっていて、
予約を変更する可能性がない方に最適です。
※標準の料金プランとは、予約取消条件が異なります。

旅行の日程が決まっている
Point 1  

内側、海側、海側バルコニー、ジュニア・スイートタイプ＊の
お部屋からお選びいただけます。
※お部屋の位置の指定はできません。 ＊プレミアム･ジュニア･スイートを除く。

4タイプから選べるお部屋
Point 2  

「プリンセス・セーバー」ならではの料金設定です。
お得にクルーズを楽しむことができます。
※他のキャンペーンとの併用はできません。　※下記の利用上の条件をご確認ください。

リーズナブルな料金プラン
Point 3

※ご予約金入金時

❶ 予約成立※と同時に総代金の10％が取消料として発生いたします。（ご返金はできません）
❷ キャビン番号やお部屋の位置のリクエストはお受けできません。また、スイート客室、プレミアム･
　 ジュニア･スイート客室は対象外となります。
❸ 他の全キャンペーンとの併用はできません。

プリンセス・
セーバー

ご利用上の条件

32 www.pr incesscru ises . jp

※アルコール等の飲み物や特別なレストランでの飲食、船内でのお買い物、エステ、マッサージ、ランドリー、船内チップなど個人的費用は別途お支払いが必要です。

すべて（※）が料金に含まれています

「プレミアムな旅」がリーズナブルに楽しめます

プリンセス・クルーズで叶える、夢のような優雅な旅

船旅だから出合える風景

世界最高峰の美食 船内は日本語OK

自由で快適な時間

360度広がる水平線、澄みきった青空から黄金
の黄昏、満天の星へと移り変わる大空など、 
一つひとつのシーンが思い出に刻まれます。

プリンセス・クルーズ全18隻が世界的に権威
のある美食協会「ラ・シェーヌ・デ・ロティスー
ル」に登録。数々の賞に輝いた美食をご堪能い
ただけます。

約 1 0 0 名の日本 語スタッフが 乗 船しており、
日本語でのおもてなしを受けられるので安心。
日本 人になじみのある日本 食や 展 望 大 浴 場

（有料）などもご用意しております。

船内ではアクティビティを楽しむのも、部屋でくつ
ろぐのも思いのまま。寄港地に立ち寄りながら、 
一度の旅で多彩な観光地をめぐることができ
ます。

移動 食事 宿泊

エンターテイメント施設 アクティビティ

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▶

� ※写真はすべてイメージです。

プリンセス・クルーズでの船内生活
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日本海

太平洋

横浜
神戸
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太平洋

韓国 日本

神戸
釜山

高知松山
広島

油津 
（宮崎）

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

5/16 土 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

17 日 高知� � OP日本 07:00 17:00 船中泊

18 月 広島� OP日本 09:00 18:00 船中泊

19 火 松山� OP日本 06:00 18:00 船中泊

20 水 油津(宮崎)� OP日本 07:00 16:00 船中泊

21 木 釜山� OP 韓国 11:00 19:00 船中泊

22 金 クルージング ー ー 船中泊

23 土 神戸� 日本 午前下船 ー ー

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊�OPマークのついた寄港地はすべて、ショアエクスカーション（寄港
地観光ツアー：別料金）のご用意があります。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。
＊代金は、P.8をご覧ください。

食事：朝７回・昼６回・夜７回　●最少催行人員：1人

� ＊クルーズ日程は、天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。※写真はすべてイメージです。

太平洋

韓国

日本
釜山

鹿児島

横浜

神戸
博多

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

5/10 日 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

11 月 クルージング� ー ー 船中泊

12 火 鹿児島� OP日本 07:00 16:00 船中泊

13 水 釜山� OP 韓国 09:00 18:00 船中泊

14 木 博多� OP日本 07:00 １９:00 船中泊

15 金 クルージング� ー ー 船中泊

16 土 神戸� 日本 午前下船 ー ー ※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊�OPマークのついた寄港地はすべて、ショアエクスカーション（寄港
地観光ツアー：別料金）のご用意があります。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。
＊代金は、P.8をご覧ください。

食事：朝６回・昼5回・夜6回　●最少催行人員：1人

いざ新緑のみなと街 神戸へ！ 九州と韓国 ７日間 
横浜発
神戸着

2020年5月10日（日）
5月16日（土）［M016］

風薫る四国と広島・宮崎・韓国 8日間 
神戸
発着

2020年5月16日（土）
5月23日（土）［M017］

嚴島神社／広島
世界遺産：嚴島神社
OP

知覧武家屋敷庭園／鹿児島OP

発着地のご紹介とクルーズ日程

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 ●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 ●クローゼット

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。

客室標準装備

湯沸かし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、湯沸かしポット
※�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）

「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22.5㎝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。

プリンセス・ラグジュアリー・ベッド

横浜（イメージ）

徐々に近づいてくる、山の稜線や港のにぎわい。
日本列島の各地から国境を越えてアジアの国々へ、
その土地でしか出合えない魅力を訪ね歩く。
プリンセス・クルーズだからできる、
旅のストーリーづくりが始まります。

YOKOHAMA

神戸（イメージ）

横浜（イメージ）

KOBE

客室のご案内
プリンセス・クルーズは、様 な々ご要望にお応えできる
多彩な客室タイプを揃えています。
自宅のようなくつろぎとホテルのような快適さをご提供します。

※�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。

※海側客室には、一部視界が遮られる客室もあります。

内側（面積：約16～17㎡）
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海側（面積：約17～19㎡）

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

海側バルコニー （面積：約22～29㎡）

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

ジュニア・スイート （面積：約33㎡）

バスタブとバルコニー、リビング設備が備わった優雅な空間
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日付 寄港地 入港 出港 宿泊

7/  4 土 神戸� 日本 午後乗船 16:00 船中泊

5 日 クルージング� ー ー 船中泊

6 月 博多� OP日本 07:00 18:00 船中泊

7 火 釜山� OP 韓国 07:00 15:00 船中泊

8 水 鹿児島� OP日本 09:00 19:00 船中泊

9 木 クルージング ー ー 船中泊

10 金 横浜� 日本 午前下船 ー ー
※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊�OPマークのついた寄港地はすべて、ショアエクスカーション（寄港
地観光ツアー：別料金）のご用意があります。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。
＊代金は、P.8をご覧ください。

食事：朝6回・昼5回・夜6回　●最少催行人員：1人

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

5/30 土 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

31 日 高知� � OP日本 07:00 17:00 船中泊

6/  1 月 広島� OP日本 09:00 18:00 船中泊

2 火 松山� OP日本 06:00 18:00 船中泊

3 水 油津(宮崎)� OP日本 07:00 16:00 船中泊

4 木 釜山� OP 韓国 11:00 19:00 船中泊

5 金 クルージング ー ー 船中泊

6 土 神戸� 日本 午前下船 ー ー

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊�OPマークのついた寄港地はすべて、ショアエクスカーション（寄港
地観光ツアー：別料金）のご用意があります。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。
＊代金は、P.8をご覧ください。

食事：朝７回・昼６回・夜７回　●最少催行人員：1人

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

6/26 金 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

27 土 クルージング� ー ー 船中泊

28 日 函館� OP日本 12:00 23:00 船中泊

29 月 秋田� OP日本 09:00 18:00 船中泊

30 火 伏木富山� OP日本 07:00 17:00 船中泊

7/  1 水 舞鶴� OP日本 07:00 18:00 船中泊

2 木 釜山� OP 韓国 13:00 21:00 船中泊

3 金 関門海峡クルージング ー ー 船中泊

4 土 神戸� 日本 午前下船 ー ー

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※�潮流の状況により、関門海峡の通過時間が変わるため、�
次港の入出港時間が変更となる可能性があります。

＊�OPマークのついた寄港地はすべて、ショアエクスカーション（寄港
地観光ツアー：別料金）のご用意があります。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。
＊代金は、P.8をご覧ください。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

風薫る四国と広島・宮崎・韓国 8日間 
2020年5月30日（土）
6月6日（土）［M019］

初夏の北前航路と韓国 9日間 

爽やかな夏の九州と韓国 7日間 

� ＊クルーズ日程は、天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。※写真はすべてイメージです。

神戸
発着

神戸
発着

2020年6月26日（金）
7月4日（土）［M023］

神戸発
横浜着

2020年7月4日（土）
7月10日（金）［M024］

松山城／松山OP

太平洋

韓国 日本

神戸
釜山

高知松山
広島

油津 
（宮崎）

太平洋
韓国

日本

神戸釜山

舞鶴

函館
秋田

伏木富山

関門海峡
クルージング

太平洋

韓国
日本

釜山

鹿児島

横浜
神戸

博多

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

8/23 日 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

24 月 クルージング ー ー 船中泊

25 火 釜山� OP 韓国 13:00 20:00 船中泊

26 水 境港� OP日本 10:00 20:00 船中泊

27 木 敦賀� OP日本 07:00 18:00 船中泊

28 金 金沢� OP日本 07:00 18:00 船中泊

29 土 新潟� OP日本 07:00 18:00 船中泊

30 日 酒田(山形)� OP日本 07:00 16:00 船中泊

31 月 クルージング� ー ー 船中泊

9/  1 火 横浜� 日本 午前下船 ー ー

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊�OPマークのついた寄港地はすべて、ショアエクスカーション（寄港
地観光ツアー：別料金）のご用意があります。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。
＊代金は、P.8をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

日本美食の地巡りと韓国 10日間
横浜
発着

2020年8月23日（日）
9月1日（火）［M030］

出雲大社／境港OP

太平洋

韓国 日本

横浜釜山

境港

敦賀

金沢
新潟

酒田
（山形）

桜島／鹿児島OP

関門海峡

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

7/10 金 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

11 土 クルージング� ー ー 船中泊

12 日 秋田� OP日本 07:00 16:00 船中泊

13 月 金沢� OP日本 08:00 18:00 船中泊

14 火 境港� OP日本 08:00 18:00 船中泊

15 水 釜山� OP 韓国 07:00 18:00 船中泊

16 木 クルージング� ー ー 船中泊

17 金 大阪� OP日本 06:00 19:00 船中泊

18 土 鳥羽★� OP日本 09:00 18:00 船中泊

19 日 横浜� 日本 午前下船 ー ー

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊�OPマークのついた寄港地はすべて、ショアエクスカーション（寄港
地観光ツアー：別料金）のご用意があります。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。
★テンダーボートでの乗下船になります。（P.9参照）
＊代金は、P8をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

夏のにっぽん周遊 10日間
横浜
発着

2020年7月10日（金）
7月19日（日）［M025］

太平洋

韓国 日本

横浜
釜山

境港
金沢 秋田

大阪

鳥羽

足立美術館／境港OP

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

7/19 日 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

20 月 クルージング� ー ー 船中泊

21 火 鹿児島� OP日本 07:00 16:00 船中泊

22 水 釜山� OP 韓国 09:00 18:00 船中泊

23木・祝 クルージング� ー ー 船中泊

24金・祝 神戸� OP日本 06:00 21:00 船中泊

25 土 大阪� OP日本 07:00 23:00 船中泊

26 日 クルージング� ー ー 船中泊

27 月 横浜� 日本 午前下船 ー ー

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※天候などにより天神祭の奉納花火は中止になることがあります。
＊�OPマークのついた寄港地はすべて、ショアエクスカーション（寄港
地観光ツアー：別料金）のご用意があります。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。
＊代金は、P.8をご覧ください。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

天神祭でにぎわう 大阪・神戸・鹿児島・韓国 9日間
横浜
発着

2020年7月19日（日）
7月27日（月）［M026］

太平洋

韓国
日本 横浜釜山

神戸 大阪

鹿児島

天神祭／大阪
写真提供：（公財）大阪観光局

OP

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

8/  4 火 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

5 水 クルージング� ー ー 船中泊

6 木 秋田（秋田竿燈まつり）�OP 日本 07:00 23:00 船中泊

7 金 青森（青森ねぶた祭＊）� OP 日本 10:00 23:00 船中泊

8 土 クルージング� ー ー 船中泊

9 日 境港� OP 日本 06:00 17:00 船中泊

10月・祝 釜山� OP 韓国 07:00 18:00 船中泊

11 火 関門海峡クルージング� ー ー 船中泊

12 水 高知（よさこい祭り）� OP 日本 07:00 23:59 船中泊

13 木 徳島（阿波おどり）� OP 日本 08:00 23:59 船中泊

14 金 クルージング ー ー 船中泊

15 土 横浜� 日本 午前下船 ー ー

※基本的に各寄港地は自由行動となります。※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となる可能性
があります。※各お祭りでの有料席のご用意はありません。＊青森ねぶ
た祭は、最終日の海上運行をご覧いただけます。＊OPマークのつい
た寄港地はすべて、ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料
金）のご用意があります。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。＊代金は、P.8をご覧ください。

食事：朝11回・昼10回・夜11回　●最少催行人員：1人

日本の夏！ 竿燈・ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く 周遊クルーズ・韓国 12日間 
横浜
発着

2020年8月4日（火）
8月15日（土）［M028］

太平洋

韓国
日本 横浜釜山

境港 秋田

青森

高知関門海峡
クルージング

徳島

クルーズ日程

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

9/  9 水 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

10 木 クルージング ー ー 船中泊

11 金 釜山� OP 韓国 13:00 20:00 船中泊

12 土 境港� OP日本 10:00 20:00 船中泊

13 日 敦賀� OP日本 07:00 18:00 船中泊

14 月 金沢� OP日本 07:00 18:00 船中泊

15 火 新潟� OP日本 07:00 18:00 船中泊

16 水 酒田(山形)� OP日本 07:00 16:00 船中泊

17 木 クルージング� ー ー 船中泊

18 金 横浜� 日本 午前下船 ー ー

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
＊�OPマークのついた寄港地はすべて、ショアエクスカーション（寄港
地観光ツアー：別料金）のご用意があります。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。
＊代金は、P.8をご覧ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

日本美食の地巡りと韓国 10日間
横浜
発着

2020年9月9日（水）
9月18日（金）［M032］

兼六園／金沢OP

太平洋

韓国 日本

横浜釜山

境港

敦賀

金沢
新潟

酒田
（山形）

阿波おどり／徳島
写真提供：徳島観光協会
OP

ダイヤモンド･プリンセスだからできる日本列島各地からアジアの国々への船旅
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2020年 ダイヤモンド・プリンセス
日本発着クルーズ

出発日・コース名
5/10（M016）P.5

いざ新緑のみなと街 神戸へ！
九州と韓国

5/16（M017）P.5
風薫る四国と

広島・宮崎・韓国

5/30（M019）P.6
風薫る四国と

広島・宮崎・韓国
6/26（M023）P.6

初夏の北前航路と韓国
7/4（M024）P.6

爽やかな夏の九州と韓国

日　程 6 泊 7 日 7 泊 8 日 7 泊 8 日 8 泊 9 日 6 泊 7 日

内　容 標準クルーズ
代金

プリンセス・
セーバー代金

標準クルーズ
代金

プリンセス・
セーバー代金

標準クルーズ
代金

プリンセス・
セーバー代金

標準クルーズ
代金

プリンセス・
セーバー代金

標準クルーズ
代金

プリンセス・
セーバー代金

グランド・スイート〜
ファミリー･スイート プリンセス・セーバー

対象外
プリンセス・セーバー

対象外
プリンセス・セーバー

対象外
プリンセス・セーバー

対象外
プリンセス・セーバー

対象外プレミアム・ジュニア･スイート

ジュニア･スイート
（部屋指定なし）

￥210,000 
〜

￥246,000 
￥168,000 

￥280,000 
〜

￥322,000 
￥196,000 

￥280,000 
〜

￥322,000 
￥196,000 

￥315,000 
〜

￥363,000 
￥226,000 

￥210,000 
〜

￥246,000 
￥142,000 

海側バルコニー
（部屋指定なし）

￥160,000 
〜

￥168,000 
￥123,000 

￥228,000 
〜

￥238,000 
￥160,000 

￥228,000 
〜

￥238,000 
￥160,000 

￥262,000 
〜

￥273,000 
￥178,000 

￥160,000 
〜

￥168,000 
￥112,000 

海側 ￥128,000 ￥98,000 ￥188,000 ￥132,000 ￥188,000 ￥132,000 ￥215,000 ￥151,000 ￥128,000 ￥90,000 
海側（視界が遮られます） ￥101,000 ￥86,000 ￥158,000 ￥111,000 ￥158,000 ￥111,000 ￥178,000 ￥130,000 ￥101,000 ￥71,000 
内側 ￥95,000 ￥78,000 ￥147,000 ￥108,000 ￥147,000 ￥108,000 ￥167,000 ￥122,000 ￥95,000 ￥68,000 
租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥9,555 ￥13,650 ￥15,120 ￥16,800 ￥9,450

出発日・コース名 7/10（M025）P.6
夏のにっぽん周遊

7/19（M026）P.7
天神祭でにぎわう

大阪・神戸・鹿児島・韓国

8/4（M028）P.7
日本の夏！ 竿燈・ねぶた・よさこい・
阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国

8/23（M030）P.7
日本美食の地巡りと韓国

9/9（M032）P.7
日本美食の地巡りと韓国

日　程 9 泊 10 日 8 泊 9 日 11 泊 12 日 9 泊 10 日 9 泊 10 日

内　容 標準クルーズ
代金

プリンセス・
セーバー代金

標準クルーズ
代金

プリンセス・
セーバー代金

標準クルーズ
代金

プリンセス・
セーバー代金

標準クルーズ
代金

プリンセス・
セーバー代金

標準クルーズ
代金

プリンセス・
セーバー代金

グランド・スイート〜
ファミリー･スイート プリンセス・セーバー

対象外
プリンセス・セーバー

対象外
プリンセス・セーバー

対象外
プリンセス・セーバー

対象外
プリンセス・セーバー

対象外プレミアム・ジュニア･スイート

ジュニア･スイート
（部屋指定なし）

￥350,000 
〜

￥405,000 
￥285,000 

￥365,000 
〜

￥413,000 
￥297,000 

￥503,000 
〜

￥570,000 
￥407,000 

￥330,000 
〜

￥385,000 
￥243,000 

￥330,000 
〜

￥385,000 
￥243,000 

海側バルコニー
（部屋指定なし）

￥296,000 
〜

￥308,000 
￥237,000 

￥272,000 
〜

￥283,000 
￥213,000 

￥388,000 
〜

￥401,000 
￥310,000 

￥276,000 
〜

￥288,000 
￥202,000 

￥276,000 
〜

￥288,000 
￥202,000 

海側 ￥242,000 ￥195,000 ￥225,000 ￥180,000 ￥323,000 ￥263,000 ￥222,000 ￥168,000 ￥222,000 ￥168,000 
海側（視界が遮られます） ￥198,000 ￥163,000 ￥188,000 ￥150,000 ￥268,000 ￥218,000 ￥178,000 ￥133,000 ￥178,000 ￥133,000 
内側 ￥187,000 ￥148,000 ￥177,000 ￥142,000 ￥257,000 ￥206,000 ￥167,000 ￥128,000 ￥167,000 ￥128,000 
租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥14,700 ￥11,025 ￥14,700 ￥14,175 ￥13,650

Q：船は揺れませんか？
A：�大型客船は波の影響を受けづらく、スタビライザー（横揺れ防止装置）も搭載して
いるため、航海中に感じる揺れは大幅に解消されています。万一のため、船内の医
務室やショップにも薬をご用意しております（有料）が、心配な方は酔い止め薬を
お持ちください。

Q：航海中、退屈しない？
A：�船上では一日中どこかでイベントが開催されています。プールやスパ、スポーツ施
設、大型シアターやショーラウンジ、カジノなどエンターテイメント施設も多数あ
り、充実した船上生活をお過ごしいただけます。「本を持ってきたけれど忙しくて読
む暇がなかった」とおっしゃるお客様が多いのもうなずけます。

Q：船内での服装は？
A：� 日　　中 �船内、寄港地ともカジュアルな服装でお過ごしください。�
 夕方以降 �お洒落をして船内の夜を楽しむために、ドレスコード（服装規定）があり
ます。船内新聞「プリンセス・パター」でその日のドレスコードをご案内します。
フォーマルはクルーズ日数が6泊以下の場合は1回、7泊以上の場合は2回、14泊
以上の場合は3回を予定しています。�
 夕方以降の服装 �冷房や気温の下がる夕刻時に備えて、ジャケットやカーディガン
などをお持ちになることをおすすめします。

Q：船内で無料のもの、有料のものは何ですか？
A：�� 無料のもの � 船内での食事代（有料のレストランを除く）、宿泊代、移動代、エン
ターテイメント代。
�� 有料のもの � 寄港地での観光と食事、船内のアルコール類、レギュラーメニュー以
外のドリンク類、ステーキハウスおよびサバティーニのカバーチャージ、寿司レスト
ランでの飲食代、一部のカルチャー教室、インターネット、ランドリー、クリーニン
グ、マッサージ、美容室�など。

Q：船内での通貨は？ 船内でのお会計は？
A：�船内での通貨は米ドルです。現金の他、アメリカン・エキスプレス、ダイナース＊、
VISA、マスターカード、JCBの各クレジットカードが使用できます。船内でのお会
計はクルーズカード（ルームキーを兼ねたIDカード）でサインのみでお済ませいた
だけます。下船前日に客室に会計明細をお届けいたします。予めクレジットカード
をご登録いただくと、下船日のご精算は不要です。

＊ダイナースは、フューチャークルーズ・プログラムの精算ではご利用いただけません。

Q：パスポートは必要ですか？
A：クルーズ終了時に有効残存期間が６カ月以上のパスポートが必要となります。

Q：タバコは吸えますか？
A：�2019年10月7日現在、オープンデッキ（灰皿のある場所のみ）とパブリックエリアの指
定された一部のエリアで喫煙可能です。その他のパブリックエリア（ショーラウンジとす
べてのダイニング・エリアを含む）、すべての客室とバルコニーは禁煙となります。電子
タバコは客室（バルコニーを除く）および喫煙が可能な場所でのみ使用が可能です。

Q：貴重品の管理は？
A：�貴重品は各客室に用意されたセーフティーボックスをご利用の上、お客様ご自身
で管理をお願いいたします。

Q：チップは必要？
A：�ダイニングルームのスタッフ、ルーム・スチュワードへの心付けとして、自動精算制の
チップを採用しています。お一人様1泊あたり、ジュニア・スイート客室は15.5米ド
ル、その他の客室は14.5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もございます）。バー、ラウンジ、ダイニングルームでのアル
コール飲料は18％、スパ・美容室のご利用には15%のサービス料を自動的に加算
させていただきます。

Q： 客室には何が置いてありますか？ 
どのような持ち物を準備すればいいですか？

A：�客室標準装備は、P.4をご参照ください。パジャマ、歯ブラシ、髭そりは置いてあり
ませんので、ご自分のものをお持ちください。船内冷房、気温の下がる朝夕に備
え、カーディガンなどをご用意ください。下船前日にスーツケースなどの大きな荷
物は船側に預けますので、洗面用具など1泊分の荷物が入る手荷物用バッグをご
用意ください。

Q：船内の電源は？
A：�客室内には110ボルト／60ヘルツの電源がございます。コンセントはプラグが2枚
（日本タイプ）または2枚＋アース（北米タイプ）に対応しています。日本でご使用の
タイプの機器はお使いいただけますが、自動変圧機能が付いていない電気機器を
ご使用になる場合は変圧器をご用意ください。

Q：船内で体調を崩してしまったら？
A：�緊急時には24時間対応可能なメディカル・センター（医務室）がございます。診療
は有料ですが、海外旅行傷害保険を適用できる場合があります。万一の事態に備
え、保険へのご加入をおすすめします。

Q：船内で記念日のお祝いはできますか？
A：�クルーズ中に誕生日、結婚記念日、ハネムーンなど特別なお祝いがある方は、ダイ
ニングルームにて無料でお祝いいたします。ご予約時または出発の3週間前まで
にお知らせください。また、ハネムーン、誕生日、結婚記念日などの有料パッケージ
もご用意しています。

Q：子供向け施設はありますか？
A：�ユース・センターとティーン・センターを設け、3〜17歳まで年齢別のグループに分
けて工作教室、ダンス、ビデオゲームなどのプログラムをご用意しています。医薬
品の投与、おむつ交換、ミルクおよび食事のサービス、プライベートなベビーシッ
ターはいたしかねますので、予めご了承ください。

Q：宅配サービスを利用できますか？
A：�横浜港、神戸港（いずれも発着日のみ）で、宅配サービスがご利用いただけます。
事前にスーツケースを送っておけばお部屋までお届けしますので、重い荷物を持
たずに乗船できます。下船時にもご利用いただけます。

※詳細は出発前にお渡しするクルーズアンサーブックをご確認ください。
※別料金となります。

Q：インターネットを利用できますか？
A：�客船内はワイヤレスネットワーク（Wi-Fi）を完備。24時間営業のインターネット・カ
フェもご利用いただけます。

※�日本近海をはじめ接続が遮断されるエリアもございます。予めご了承ください。接続は有料となります。
衛星通信のため、接続スピードは陸上に比べて遅くなる場合があります。

Q：車いすで乗船できますか？
A：�船内は段差のない設計です。移動の負担が少ないクルーズは、車いすをご利用の
方にも心地よくお過ごしいただける旅です。また、すべての客船に、車いす対応の
客室をご用意しております。

※�車いすのタイプによっては、船内にお持ち込みいただけない場合がございます。ご予約の際は、取扱い
旅行会社に車いすのご利用とタイプをお伝えください。

※�寄港地によっては、キャプテンの判断により、車いすでの下船をお断りする場合がございますので、予め
ご了承ください。

※裏表紙の「ご案内とご注意」も合わせてご確認ください。

Q：テンダーボートでの乗下船とは？
A：�寄港地の港で本船を沖に停め、船と港の間をボートで移動し上陸・帰船することで
す。天候によっては、上陸できないことがございますので、予めご了承ください。

スマートカジュアル
レストランに行く時の服装とお考えください
男性：襟付きシャツ＋スラックス�など
女性：ワンピース、ブラウス＋スカート�など

フォーマル
結婚式に出席する時の服装とお考えください
男性：ダークスーツ＋ネクタイ、タキシード�など
女性：イブニングドレス、カクテルドレス、着物�など

アメリカン・
エキスプレス ダイナース VISA マスターカード JCB

　　　　　　 プリンセス･セーバー 代金表 船上の過ごし方 Q&A

上記の客室利用時の3〜4人目のクルーズ代金（1名あたり）は、下表のとおりです。代金表の出発日欄に記載のマークと対応する代金をご参照ください。
※予約状況によっては、利用できない場合もあります。

海側バルコニー
（部屋指定なし） 海　側（視界が遮られます） 内　側 ＊

2人部屋の
3〜4人目
代金について

1名あたりの
クルーズ代金 ●    ￥22,000 ● ￥103,000 ▲ ￥118,000 ▲ ￥135,000 ★ ￥57,000

ジュニア・スイート
（部屋指定なし）

船内の「フューチャー・クルーズ・デスク」では乗船中に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お部屋の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。

お得な船上予約特典も、是非ご利用ください ！

※下船後、船上にて受け取られた確認書をご持参の上、旅行会社にお申し出ください。※一部ご利用いただけないクルーズがあります。

＊ 下記の出発日は、内側のみ３〜４人目代金が異なります。
●5/16（M017）・5/30（M019）¥57,000、 ▲ 6/26（M023）¥65,000、7/10（M025）¥82,000、8/4（M028）¥109,000、 ▲ 7/19（M026）¥75,000 

※海側客室には３〜４人対応の客室はございません。

● ●● ● ▲

▲ ▲▲ ★ ★

◦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。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。　
◦租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用：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。

◦プリンセス・セーバーの裏表紙条件（クルーズお申し込み条件）をご確認ください。　
◦キャビン番号やお部屋の位置のリクエストはお受けできません。
◦子ども代金の設定はありません。
◦チップ：1名1泊あたり、ジュニア･スイート客室は15.5米ドル、その他の客室は14.5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。
◦設定以外の区間乗下船はできません。　
▪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、旅行会社にお問い合わせください。
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スポーツ・デッキ16
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リド・デッキ14
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※サンクチュアリは、
　日本発着クルーズ期間中は
　営業しておりません。

The Sanctuary

Princess Links
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プリンセス・クルーズが誇る日本生まれの大型客船
2004年に日本で建造されデビューした客船。三菱重工長崎造船所の技術によ 
り地球環境に配慮した設計です。日本向けにカスタマイズした多彩な施設で 
快適なクルーズを実現いたします。

■乗客定員：2,706人
　（1室2名利用時）
■船籍：英国

■就航：2004年（2014年3月改装）
■総トン数：115,875トン

■全長：290m
■全幅：37.5m
■航海速力：22ノット（41km/h）

360 °バーチャルツアー！ 
ダイヤモンド・プリンセス
の船内を体験できます。

　印：車いす対応客室（シャワーのみ）となります。
LIDO（リド）デッキ：L246、L250／  
ALOHA（アロハ）デッキ： A246、A250、A300、A301、A302、A303、A706／
BAJA（バハ）デッキ：B300、B301、B302、B303／
CARIBE（カリブ）デッキ：C300、C301、C302、C303、C706／
EMERALD（エメラルド）デッキ： E300、E301、E302、E303、E310、E706、E707、E714、E717

※グランド・スイートは、ダブルベッドのみとなります。 
※ 記載のデッキプランは、日本発着クルーズのみの適用となります。
※ デッキプランは変更される場合があります。最新のデッキプラン及び詳細はwww.princesscruises.jpにてご確認ください。

 印：3人・4人使用可能な客室です。
 印：3人使用可能な客室です。
 印：コネクティングルームとなります。
 印： ファミリー・スイート（2ベッドルーム）：2つの続き部屋となっています。
 印：D736、D737はツインベッドをダブルベッドに変更できません。
 印：航海中はバルコニーへのアクセスが制限されます。
 印：折りたたみ式移動ベッド使用可能な客室です。
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運航会社：プリンセス・クルーズ

●お問い合わせ・お申し込みは、お近くの旅行会社まで

〒 104-0061      東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル6F 
 www.princesscruises.jp

株式会社カーニバル・ジャパン

ご案内とご注意

クルーズお申し込み条件（抜粋） ※お申し込みの際には、事前にお渡しする旅行会社の旅行条件（全文）も併せて必ずご確認の上、お申し込みください。

●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、詳しくはお申し込みの旅行会社にご確認
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）乗船の拒否及び途中下船
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、乗船中の他の乗客及
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を拒否されたり、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〜17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） 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
乗船を拒否され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。車椅子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。
6）ペット
ペットの乗船は原則的に禁止されています。

●船内医療施設及びスタッフ
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・クルーズは乗船医及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。
正確な時間は、乗船券と一緒に送られる案内状でご案内いたします。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、寄港地の写真及び
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2019年10月7日現在のものです。 
なお、スケジュール及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。

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
お客様及び、お荷物の運送に関する規約と条件は運送約款に準拠します。運送
約款は運送人とお客様の間ですべて同意したものとみなされます。運送約款の
コピーはprincesscruises.jpのウェブサイト、ご利用の旅行会社、またはカーニ
バル・ジャパンで入手いただけます。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。クルーズの予約の際は
お客様が運送約款の諸条件に同意したものとみなされます。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。

●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、旅行会社を通じてお申し込みください。
1．乗船者名　2．船名　3．クルーズのコース名　4．乗下船日及び乗下船地
5．客室のカテゴリー　6．ダイニング･リクエスト　7．幼児、子供の予約の
際は生年月日
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）にクルーズ代金の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60日前または75日前まで受け付けます。

・7泊以上のクルーズ
〈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85〜75日前 ………………………………………ご予約から4日以内

・6泊以下のクルーズ
〈予約時期〉 …………………………………………………………〈支払期限〉

出発日の71日以上前 ………………………………………ご予約から7日以内
出発日の70〜60日前 ………………………………………ご予約から4日以内

3）残金のお支払い
残金は、7泊以上のクルーズはご出発前日の75日前まで、6泊以下のクルーズは
ご出発前日の60日前までにお支払いください。
※ 予約金及び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。

・7泊以上のクルーズ
〈取消時期〉 ……………………………………………………………〈取消料〉

出発日の前日から起算して75日以上前… 総代金の10％（利用条件取消料）
出発日の前日から起算して74〜57日前…………………………総代金の20％
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％

・6泊以下のクルーズ
〈取消時期〉 ……………………………………………………………〈取消料〉

出発日の前日から起算して60日以上前 … 総代金の10％（利用条件取消料）
出発日の前日から起算して59〜45日前 ………………………総代金の20％
出発日の前日から起算して44〜29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％
※ 上記総代金には、租税、手数料及び港湾費用、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。

●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（弊社営業時間内まで。土日祝日を除く）。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％
4） プリンセス・セーバー特別条件
キャンセル料免除プログラムは、本料金プラン（プリンセス・セーバー）におけ
る利用条件取消料（クルーズ代金の10％）に対しては適用されません。

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2019年10月7日現在のものです。

カーニバル・ジャパンはカーニバルplcの日本法人です。
日本国外の旅行会社を通じてのご予約は対応しておりません。

最新情報満載のメールマガジン
「プリンセス・メール」会員募集中！

登録は無料です。こちらから。
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