
■早期予約割適用期間
M109～M124まで

（M109） （M110） （M111）

日 数

内 容
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目

グランド・スイート ¥528,000 ¥538,000 ¥111,000 ¥790,000 ¥810,000 ¥220,000 ¥790,000 ¥810,000 ¥220,000

オーナーズ・スイート ¥498,000 ¥508,000 ¥111,000 ¥743,000 ¥763,000 ¥220,000 ¥743,000 ¥763,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥466,000 ¥476,000 ¥111,000 ¥696,000 ¥716,000 ¥220,000 ¥696,000 ¥716,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥451,000 ¥461,000 ¥111,000 ¥673,000 ¥693,000 ¥220,000 ¥673,000 ¥693,000 ¥220,000

プレミアム・スイート ¥436,000 ¥446,000 ¥111,000 ¥650,000 ¥670,000 ¥220,000 ¥650,000 ¥670,000 ¥220,000

ヴィスタ・スイート ¥428,000 ¥438,000 ¥111,000 ¥637,000 ¥657,000 ¥220,000 ¥637,000 ¥657,000 ¥220,000

ファミリー・スイート ¥197,000 ¥207,000 ¥22,000 ¥292,000 ¥312,000 ¥57,000 ¥292,000 ¥312,000 ¥57,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥296,000 ¥306,000 ¥22,000 ¥438,000 ¥458,000 ¥57,000 ¥438,000 ¥458,000 ¥57,000

ジュニア・スイート（中央） ¥260,000 ¥270,000 ¥22,000 ¥385,000 ¥405,000 ¥57,000 ¥385,000 ¥405,000 ¥57,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥223,000 ¥233,000 ¥22,000 ¥331,000 ¥351,000 ¥57,000 ¥331,000 ¥351,000 ¥57,000

海側バルコニー（中央） ¥190,000 ¥200,000 ¥22,000 ¥280,000 ¥300,000 ¥57,000 ¥280,000 ¥300,000 ¥57,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥182,000 ¥192,000 ¥22,000 ¥268,000 ¥288,000 ¥57,000 ¥268,000 ¥288,000 ¥57,000

海側 ¥157,000 ¥162,000 ¥22,000 ¥233,000 ¥243,000 ¥57,000 ¥233,000 ¥243,000 ¥57,000

海側（視界が遮られます） ¥128,000 ¥133,000 ¥22,000 ¥191,000 ¥201,000 ¥57,000 ¥191,000 ¥201,000 ¥57,000

内側 ¥127,000 ¥127,000 ¥22,000 ¥190,000 ¥190,000 ¥57,000 ¥190,000 ¥190,000 ¥57,000

租税、国際観光旅客税、
手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

（M112) (M113) （M114)

日 数

内 容
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目

グランド・スイート ¥790,000 ¥810,000 ¥220,000 ¥790,000 ¥810,000 ¥220,000 ¥761,000 ¥781,000 ¥220,000

オーナーズ・スイート ¥743,000 ¥763,000 ¥220,000 ¥743,000 ¥763,000 ¥220,000 ¥715,000 ¥735,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥696,000 ¥716,000 ¥220,000 ¥696,000 ¥716,000 ¥220,000 ¥668,000 ¥688,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥673,000 ¥693,000 ¥220,000 ¥673,000 ¥693,000 ¥220,000 ¥645,000 ¥665,000 ¥220,000

プレミアム・スイート ¥650,000 ¥670,000 ¥220,000 ¥650,000 ¥670,000 ¥220,000 ¥622,000 ¥642,000 ¥220,000

ヴィスタ・スイート ¥637,000 ¥657,000 ¥220,000 ¥637,000 ¥657,000 ¥220,000 ¥610,000 ¥630,000 ¥220,000

ファミリー・スイート ¥292,000 ¥312,000 ¥57,000 ¥292,000 ¥312,000 ¥57,000 ¥273,000 ¥293,000 ¥57,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥438,000 ¥458,000 ¥57,000 ¥438,000 ¥458,000 ¥57,000 ¥421,000 ¥441,000 ¥57,000

ジュニア・スイート（中央） ¥385,000 ¥405,000 ¥57,000 ¥385,000 ¥405,000 ¥57,000 ¥367,000 ¥387,000 ¥57,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥331,000 ¥351,000 ¥57,000 ¥331,000 ¥351,000 ¥57,000 ¥313,000 ¥333,000 ¥57,000

海側バルコニー（中央） ¥280,000 ¥300,000 ¥57,000 ¥280,000 ¥300,000 ¥57,000 ¥258,000 ¥278,000 ¥57,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥268,000 ¥288,000 ¥57,000 ¥268,000 ¥288,000 ¥57,000 ¥246,000 ¥266,000 ¥57,000

海側 ¥233,000 ¥243,000 ¥57,000 ¥233,000 ¥243,000 ¥57,000 ¥215,000 ¥225,000 ¥57,000

海側（視界が遮られます） ¥191,000 ¥201,000 ¥57,000 ¥191,000 ¥201,000 ¥57,000 ¥177,000 ¥187,000 ¥57,000

内側 ¥190,000 ¥190,000 ¥57,000 ¥190,000 ¥190,000 ¥57,000 ¥176,000 ¥176,000 ¥57,000

租税、国際観光旅客税、
手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

（M115) （M116) （M117)

日 数

内 容
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目

グランド・スイート ¥738,000 ¥748,000 ¥118,000 ¥501,000 ¥511,000 ¥118,000 ¥510,000 ¥520,000 ¥111,000

オーナーズ・スイート ¥708,000 ¥718,000 ¥118,000 ¥471,000 ¥481,000 ¥118,000 ¥480,000 ¥490,000 ¥111,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥676,000 ¥686,000 ¥118,000 ¥440,000 ¥450,000 ¥118,000 ¥448,000 ¥458,000 ¥111,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥661,000 ¥671,000 ¥118,000 ¥425,000 ¥435,000 ¥118,000 ¥433,000 ¥443,000 ¥111,000

プレミアム・スイート ¥646,000 ¥656,000 ¥118,000 ¥410,000 ¥420,000 ¥118,000 ¥418,000 ¥428,000 ¥111,000

ヴィスタ・スイート ¥638,000 ¥648,000 ¥118,000 ¥401,000 ¥411,000 ¥118,000 ¥410,000 ¥420,000 ¥111,000

ファミリー・スイート ¥277,000 ¥287,000 ¥70,000 ¥172,000 ¥182,000 ¥70,000 ¥185,000 ¥195,000 ¥60,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥482,000 ¥492,000 ¥70,000 ¥302,000 ¥312,000 ¥70,000 ¥285,000 ¥295,000 ¥60,000

ジュニア・スイート（中央） ¥375,000 ¥385,000 ¥70,000 ¥235,000 ¥245,000 ¥70,000 ¥248,000 ¥258,000 ¥60,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥338,000 ¥348,000 ¥70,000 ¥211,000 ¥221,000 ¥70,000 ¥212,000 ¥222,000 ¥60,000

海側バルコニー（中央） ¥226,000 ¥236,000 ¥70,000 ¥143,000 ¥153,000 ¥70,000 ¥175,000 ¥185,000 ¥60,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥218,000 ¥228,000 ¥70,000 ¥135,000 ¥145,000 ¥70,000 ¥167,000 ¥177,000 ¥60,000

海側 ¥193,000 ¥198,000 ¥70,000 ¥121,000 ¥126,000 ¥70,000 ¥145,000 ¥150,000 ¥60,000

海側（視界が遮られます） ¥151,000 ¥156,000 ¥70,000 ¥96,000 ¥101,000 ¥70,000 ¥117,000 ¥122,000 ¥60,000

内側 ¥150,000 ¥150,000 ¥70,000 ¥95,000 ¥95,000 ¥70,000 ¥116,000 ¥116,000 ¥60,000

租税、国際観光旅客税、
手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

2021年ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　　（2020年2月4日以降適用）

出発日・コース名

出発日・コース名

出発日・コース名

¥8,250 ¥7,150 ¥9,900

6泊7日 4泊5日 6泊7日

ゴールデンウィーク 九州と韓国 ７日間 ゴールデンウィーク ショートクルーズ５日間 新緑の四国・九州と韓国７日間

4/29 5/5 5/9

¥14,300 ¥13,750 ¥13,750

9泊10日 9泊10日 9泊10日

輝きの黒潮街道と韓国１０日間（A） 春の日本海と韓国 花紀行・春めくにっぽんと韓国10日間

4/2 4/11 4/20

¥8,800 ¥12,650 ¥11,100

6泊7日 9泊10日 9泊10日

春色の九州と韓国７日間 九州温泉地紀行と韓国１０日間 春うらら にっぽん横断と韓国１０日間

3/9 3/15 3/24

弊社、ダイヤモンド・プリンセスのサイトに戻る　＞＞

http://www.cruiseryoko.com/princess_cruise.html#p-a


■早期予約割適用期間
M109～M124まで

（M118／M120) （M119） （M121)

日 数

内 容
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目

グランド・スイート ¥608,000 ¥628,000 ¥192,000 ¥608,000 ¥628,000 ¥192,000 ¥608,000 ¥628,000 ¥192,000

オーナーズ・スイート ¥566,000 ¥586,000 ¥192,000 ¥566,000 ¥586,000 ¥192,000 ¥566,000 ¥586,000 ¥192,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥523,000 ¥543,000 ¥192,000 ¥523,000 ¥543,000 ¥192,000 ¥523,000 ¥543,000 ¥192,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥502,000 ¥522,000 ¥192,000 ¥502,000 ¥522,000 ¥192,000 ¥502,000 ¥522,000 ¥192,000

プレミアム・スイート ¥481,000 ¥501,000 ¥192,000 ¥481,000 ¥501,000 ¥192,000 ¥481,000 ¥501,000 ¥192,000

ヴィスタ・スイート ¥470,000 ¥490,000 ¥192,000 ¥470,000 ¥490,000 ¥192,000 ¥470,000 ¥490,000 ¥192,000

ファミリー・スイート ¥210,000 ¥230,000 ¥103,000 ¥210,000 ¥230,000 ¥103,000 ¥210,000 ¥230,000 ¥103,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥323,000 ¥343,000 ¥103,000 ¥323,000 ¥343,000 ¥103,000 ¥323,000 ¥343,000 ¥103,000

ジュニア・スイート（中央） ¥282,000 ¥302,000 ¥103,000 ¥282,000 ¥302,000 ¥103,000 ¥282,000 ¥302,000 ¥103,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥240,000 ¥260,000 ¥103,000 ¥240,000 ¥260,000 ¥103,000 ¥240,000 ¥260,000 ¥103,000

海側バルコニー（中央） ¥197,000 ¥217,000 ¥103,000 ¥197,000 ¥217,000 ¥103,000 ¥197,000 ¥217,000 ¥103,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥187,000 ¥207,000 ¥103,000 ¥187,000 ¥207,000 ¥103,000 ¥187,000 ¥207,000 ¥103,000

海側 ¥165,000 ¥175,000 ¥103,000 ¥165,000 ¥175,000 ¥103,000 ¥165,000 ¥175,000 ¥103,000

海側（視界が遮られます） ¥138,000 ¥148,000 ¥103,000 ¥138,000 ¥148,000 ¥103,000 ¥138,000 ¥148,000 ¥103,000

内側 ¥137,000 ¥137,000 ¥103,000 ¥137,000 ¥137,000 ¥103,000 ¥137,000 ¥137,000 ¥103,000

租税、国際観光旅客税、
手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

（M122） （M124）

日 数

内 容
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目

グランド・スイート ¥440,000 ¥450,000 ¥111,000 ¥486,000 ¥496,000 ¥111,000

オーナーズ・スイート ¥410,000 ¥420,000 ¥111,000 ¥456,000 ¥466,000 ¥111,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥378,000 ¥388,000 ¥111,000 ¥425,000 ¥435,000 ¥111,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥363,000 ¥373,000 ¥111,000 ¥410,000 ¥420,000 ¥111,000

プレミアム・スイート ¥348,000 ¥358,000 ¥111,000 ¥395,000 ¥405,000 ¥111,000

ヴィスタ・スイート ¥340,000 ¥350,000 ¥111,000 ¥387,000 ¥397,000 ¥111,000

ファミリー・スイート ¥153,000 ¥163,000 ¥60,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥22,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥235,000 ¥245,000 ¥60,000 ¥255,000 ¥265,000 ¥22,000

ジュニア・スイート（中央） ¥205,000 ¥215,000 ¥60,000 ¥225,000 ¥235,000 ¥22,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥175,000 ¥185,000 ¥60,000 ¥188,000 ¥198,000 ¥22,000

海側バルコニー（中央） ¥146,000 ¥156,000 ¥60,000 ¥143,000 ¥153,000 ¥22,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥138,000 ¥148,000 ¥60,000 ¥135,000 ¥145,000 ¥22,000

海側 ¥120,000 ¥125,000 ¥60,000 ¥125,000 ¥130,000 ¥22,000

海側（視界が遮られます） ¥98,000 ¥103,000 ¥60,000 ¥97,000 ¥102,000 ¥22,000

内側 ¥97,000 ¥97,000 ¥60,000 ¥96,000 ¥96,000 ¥22,000

租税、国際観光旅客税、
手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

2021年ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　　（2020年2月4日以降適用）

出発日・コース名

出発日・コース名

¥9,350 ¥7,150

5泊6日 6泊7日

気軽にショートクルーズ
四国・九州と韓国６日間

薩長美港巡りと韓国７日間

6/12 6/25

¥11,000 ¥10,450 ¥10,450

7泊8日 7泊8日 7泊8日

夏をさきどり！ 沖縄・台湾リゾートクルーズ8日間 皆既月食・南国の地巡りと韓国８日間 南国の地巡りと韓国８日間

5/15、5/29 5/22 6/5

弊社、ダイヤモンド・プリンセスのサイトに戻る　＞＞

http://www.cruiseryoko.com/princess_cruise.html#p-a



