


好奇心が満たされる水平 線の彼方へ

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、常に最新の健康と安全のプロトコルを確認しながら運航やサービスを提供していきます。 また、今後の感染状況、寄港地の受
け入れ状況、 政府等からの要請、天候等による事情により、運航の遅延もしくは中止、航路・寄港地、船内サービス・イベントが変更もしくは中止となる場合がございます。最新情報はプ
リンセス・クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症感染対策の影響で、在留資格、再入国許可をお持ちの方等は入国・再入国できない可能性がございますので、
予め法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/）でご確認の上ご予約ください。

The voyage has started
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※表紙の写真およびP.2・3の写真はすべてイメージです。

好奇心が満たされる水平 線の彼方へ

1965年   スタンリー・B・マクドナルドが設立。 
「プリンセス・パトリシア」でメキシコクルーズを開始。

1977年  プリンセスの船上を舞台にしたテレビドラマ『ラブ・ボート』が大ヒット。 
クルーズブームのきっかけに。

1984年  全キャビンが海側の客船「ロイヤル・プリンセス」就航。 
上級スイートのみのバルコニーをスタンダード客室まで拡充。

1987年  アラスカの大自然を楽しむ専用宿泊施設 
「デナリ・プリンセス・ウィルダネス・ロッジ」を営業開始。

1990年 「キャプテンズ・サークル・ロイヤリティー・プログラム」を開始。
1995年 当時世界最大の客船、「サン・プリンセス」就航。
1996年 乗務員用のサービス研修プログラム「C.R.U.I.S.E.」を業界で初めて開始。
2001年  ディナー時間、テーブルを自由に選べる 

「エニタイム・ダイニング」を業界に先駆け導入。
2004年  日本造船史上最大（当時）の客船「ダイヤモンド・プリンセス」 

「サファイア・プリンセス」がデビュー。 
同年「カリビアン・プリンセス」就航。 
大型スクリーン「ムービーズ・アンダー・ザ・スターズ」が登場。

2008年  通常見られない客船の裏側を乗務員が案内する 
「究極の船内ツアー」を業界で初めて開始。

2013年 大規模な日本発着クルーズを外国客船として初めて開始。
2015年  創立50周年。
2017年 ｢マジェスティック・プリンセス」就航。
2019年 ｢スカイ・プリンセス」就航。
2020年  創立55周年。「エンチャンテッド・プリンセス」就航。

Princess Cruises History

洋上初のサービスを生み出してきた歴史 メイン・ダイニングのフルコース・
ディナーをはじめ、ルームサービス
に至るまで船内の食すべてにこだ
わっています。日本発着クルーズ
では日本食もご用意しています。

世界最高峰の美食

視界の彼方に遠ざかっていく陸地。 
澄み渡るブルー、黄昏のゴールド、天
然のプラネタリウムへとドラマチックに
表情を変える空と海。出合うすべての
瞬間が、一生の思い出に刻まれます。

船旅ならではの風景

クルーズ代金には移動費、食費、宿泊費、船内アクティビティ、最先端テ
クノロジー「オーシャン・メダリオン」のサービスが含まれます。さらにプリ
ンセス・プラスでは、ドリンクパッケージ※、無制限高速Wi-Fi、チップが込
みで1日あたり1万円台からお得にクルーズをお楽しみいただけます。

全部入ってこんなにお得！

まとめてお得なパッケージ「プリンセス・プラス」登場！！

手ごろな価格で上質な楽しみ

※�プレミア・ビバレッジ・パッケージ：アルコールは1日15杯まで、�
ソフトドリンクは無制限でオーダー可能（一部除外メニューあり）

移動費 食費 宿泊費
船内

アクティビティ
等

プリンセス・
プラス

日本語スタッフが乗船し、ダイニン
グのメニューや船内放送を日本
語でご用意。展望浴場や和食な
ど、親しみあるサービスも日本語
でおもてなしします。

日本語が通じる安心感

客室でくつろぐのも、アクティビティ
を楽しむのも、船内での過ごし方は
思いおもいに。一度のクルーズで複
数の寄港地に立ち寄るので、充実
した観光もお楽しみいただけます。

自由で快適な時間

1
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オーシャン・
メダリオン
サービス

Princess R
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プリンセス・クルーズでは、厚生労働省や国土交通省だけではなく、 
米国疾病予防管理センター（CDC）などとも連携し、日々変化する状況に応じて安全対策に取り組んでいます。

すべては皆様が安心して、その上で快適にクルーズをお楽しみいただくために。
これからも徹底した対策を実施して参ります。

※2021年3月時点の安全対策です。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、常に最新の健康と安全のプロトコルを確認しながら運航やサービスを提供してい
きます。 最新情報は、プリンセス・クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。
https://www.princesscruises.jp/cruise-with-confidence/keeping-you-safe-and-healthy
新型コロナウイルス感染症感染対策の影響で、在留資格、再入国許可をお持ちの方等は入国・再入国できない可能性がございますので、
予め法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/）でご確認の上ご予約ください。

すべては皆さまの安心のために
CruiseHealth™ — Your Safety is Our Priority

換気システムの強化、COVID-19対応の医療班が常駐【  拡 げ ない  】
●   客船の換気フィルターをMERV-13レベルにアップグレードして換気システムを強化。 

空気中の粒子の大部分を除去することにより、新鮮な空気を最大限に活用し、空気のろ過を強化。
●   空気は、5～6分ごとにパブリックスペースと客室全体で交換。
●   空気が循環されるエリアでは、紫外線（UVC/UVGI）を照射することで、空気中のウイルス等の物質を殺菌する 

次世代衛生システムを新規に採用。
●   医務室は、陰圧管理され、HEPAフィルター（高性能エアフィルター）を導入。 

また、隔離室も同じく陰圧管理の上、MERV-13フィルターを採用し、さらにUVC紫外線照射して空気を殺菌。
●   船内にはCOVID-19の対応に関する特別研修を受けた医療班が常駐。
●   COVID-19の症状の緩和に効果の見込まれる薬を船内に常備。
●   船内においてCOVID-19の検査を受けることが可能。
●   寄港地観光ツアーについては、COVID-19をはじめとした状況に応じて各地の保健当局や政府関係者と連携し、 

訪問するすべての寄港地の健康規定に従い実施。

COVID-19の乗船前検査の徹底、乗務員の健康管理【持ち込まない】
●   すべてのお客様のCOVID-19乗船前検査、非接触の体温測定、健康質問票の入力を徹底。 

症状がある方には、乗船を許可する前に、追加の医療スクリーニングと検査を実施。
●乗務員も全員、COVID-19の乗船前検査および毎日の健康チェックを徹底して実施。

ダイヤモンド・プリンセスの大規模消毒、備品の新品交換【  残 さない  】
● 2020年３月、WHOやCDC、国立感染症研究所の指示のもとで策定され、 

厚生労働省が確認した大規模消毒作業を約150名の専門家とともに実施しました。
●船内の備品（マットレスを含む寝具、タオル、カーテン、本、おもちゃなど）も、すべて新品に交換しました。
本船消毒作業完了および検疫解除の証明として、横浜検疫所より検疫済証の交付を受けました。

安全にも心を込めて
プリンセス・クルーズ安全対策3原則
運航再開時には旅客数を定員の約半数に制限した上で、ソーシャルディスタンスの確保や3密回避など
の対応はもちろん「残さない」「持ち込まない」「拡げない」を徹底した取り組みを行います。
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※写真はすべてイメージです。

旅程の安全性確認と
積極的な取り組み

世界の健康に関する状況や規制を確認
し、必要に応じて旅程を調整いたします。

24

船内消毒の強化
米国疾病予防管理センター（CDC）
と連携して開発された洗浄および消
毒規定を使用します。客室やパブリッ
クエリア、特に人が触れる場所を新
型コロナウイルスに効果的な消毒剤
で消毒します。

24

乗船時の検温·検診を行います
乗船時に、すべてのお客様と乗務員を対象
としたスクリーニングを行います。
●  非接触での体温測定
●  健康質問票の提出
●  二次スクリーニング（必要に応じて）
●  クルーズ中の健康状態の確認（必要に応じて）

24

乗務員の健康のために
乗務員の健康も非常に重要なことだと
考えています。そのため、私たちは対
応策や規定を強化しています。乗務員
は、強化されたスクリーニングを受け、
病気の兆候を示す乗務員は乗船でき
ません。また、クルーズ中に健康診断
も適宜実施します。

24

乗船前に健康状態を確認します
乗船前にすべてのお客様と乗務員を対
象に健康管理の慣行（ベストプラクティ
ス）に従って強化された健康スクリーニ
ングを実施いたします。発病の症状があ
るお客様の乗船は認められません。

24

手洗いや手指消毒を
お願いします

すべてのダイニングおよび、ブッフェの
入り口に手洗い場や手指消毒剤を設
置しております。スタッフが入場前に、
お客様へ手洗いを励行するよう誘導
いたします。その他、船内の人通りの
多い場所には手指消毒剤を追加で設
置いたします。

24

客船ターミナルの消毒を
強化します

乗船ターミナルは、新型コロナウイルスに
効果的で安全な消毒剤を使用して徹底
的に消毒されています。また、よく触れら
れる場所はより頻繁に消毒されます。

24

船内の医務室にはCOVID-19の対
応に関する特別研修を受けた医療
チームが常駐します。また、以下のよ
うな対応をいたします。
● 船内における潜在的な感染者確認のための、
船内または陸上でのCOVID-19の検査が可能
な指定研究所 ● 救命救急を含む外来と入院の
両方の施設を備えたメディカル・センター（医務
室）● COVID-19の症状を改善する薬を船内に
常備 ● 船上で病気が発生した場合の緊急連絡先の事前登録 ● 隔離室などへのHEPAフィル
ターによる空気のろ過システムの導入 ● 地域および各地の医療提供者とのパートナーシップ

COVID-19対応の
医療チームが常駐します24

ご出発前·ご乗船時の安全性の確認

ご乗船中の消毒徹底と医療規定を改定

乗船中のマスクの着用と
ソーシャルディスタンスの確保

日本発着クルーズでは全ての乗務員
へマスクの着用を義務付けます。また
全てのお客様においてもマスクの着用
をお願いいたします。乗船客をグルー
プに分け、その行動の流れやタイミン
グ、人数を調整することで、身体的距
離の確保を管理します。さらに、船内
および陸上で健康を維持する方法な
どの情報を定期的に提供いたします。

24

換気システムの改善
船内の空気循環を厳重に調査し、パ
ブリックエリアや客室への換気を改善
します。また、医務室や専用の隔離室
などの主要エリアに、新鮮な空気の供
給と排気ろ過が可能なHEPAフィル
ター（高性能エアフィルター）を導入
します。

24
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さまざまなサービスを「非接触」で

ダイヤモンド・プリンセスが、さらにアップグレードされた「メダリオン・クラス」の客船に生まれ変わります。
無料提供*のウェアラブルデバイス（従来のクルーズカードに代わるメダル型端末）「オーシャン・メダリオン」と
連携アプリ（「メダリオン・クラス」アプリ）が、非接触型のサービスを提供。さらに洋上最速クラスのWi-Fiが、

スムーズなインターネット環境を実現。安全と快適を両立したクルーズをサポートします。
＊メダル型端末はクルーズ代金に含まれます。ネックレスやウォッチ型ベルトなどのアクセサリは船内にて別売りとなります。

スムーズなチェックイン 客室のスマートキー
お客様には、専用アプリをダ
ウンロードして健康質問票、
パスポート情報、船内会計、
船内でのご要望などをあら
かじめ登録しておいていた
だくとともに、チェックインの
時間も選択していただきま
す。そうすることでチェックイ
ン時の「密集」を回避し、ご
乗船時のソーシャルディスタ
ンスを確保します。

お客様が「オーシャン・メダ
リオン」を装着した状態で
客室に近づくと、センサーが
本人確認情報を読み取って
ドアを自動で解錠します。
入退室はとてもスムーズ
で、キーを持ち歩くわずらわ
しさもありません。アニバー
サリーやロイヤリティ・プロ
グラムのランクは、客室ドア
横のディスプレイに表示さ
れます。

Ocean Ready™ オーシャン・レディ

お食事や商品のご注文とお届け 船内プログラムの確認
各種デバイスや客室のテレ
ビから専用アプリにアクセ
スし、食事や飲み物、船内
ショップの商品などを注文
すると、船内のどこへでも
直接お届け。ソーシャルディ
スタンスを確保しながら、ク
ルーズをお楽しみいただけ
ます。

船内のディスプレイやお客
様の各種デバイスに、すべ
ての船内プログラムを時系
列 で 表 示 しま す 。ス ケ
ジュールは出発60日前か
ら確認でき、ブックマーク
機能を使って自分専用の
予定表も作成できます。各
施設の混雑状況はリアルタ
イムで表示が可能。「密
集」を避けたクルーズをお
楽しみいただけます。

Ocean Now® オーシャン・ナウ Journey View™ ジャーニー・ビュー

安全・快適を守る最先端テクノロジー
MedallionClass™ Experience

新しい働き方のスタイル

洋上のワーケーション、
オンラインミーティングを実現
ワーケーションとは、ワーク（仕事）とバケーション（休暇）を組み合わ
せた造語で、観光地やリゾートなどでテレワーク（リモートワーク）を実施
する新しい働き方です。船内どこでもインターネットが接続できるため、
客室や共有スペース、プールデッキでも業務を行っていただけます。
オンとオフの時間を両立させ、充実した時間をお過ごしください。
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※写真はすべてイメージです。

客室TV

ご家族やご友人の位置情報確認

インタラクティブ・ゲーム

密を避けた緊急避難訓練

非接触決済

オンライン・カジノ

客室のテレビまたはモバイ
ルデバイスを利用して、ビデ
オ・オンデマンドシステムを
鑑賞できます。お好きな時
間にお好きな場所でお好み
のオリジナル番組や映画を
お楽しみください。

専用アプリを利用すれば、
船内にいるご家族やご友人
の居場所を確認し、メッセー
ジをやり取りできると同時
に、そこまでのルートをわか
りやすくナビゲート。広い船
内でも各エリアへ迷わず移
動することができ、ご同行者
との待ち合わせもスムーズ
に行うことが可能です。

「デジタル借り物競争」や、
オリジナルキャラクター（ア
バター）を作成するゲーム
をご提供。プールサイドに
ある屋外シアタームービー
ズ・アンダー・ザ・スターズ
の大型スクリーン上で、イ
ンタラクティブ・ゲームをお
楽しみいただくこともでき
ます。

クルーズでは乗船時に避難訓
練が義務付けられています。安
全ビデオは客室のテレビのほか、
メダリオン・クラスのアプリをご利
用いただくことでご自身のデバイ
スから船内やご自宅などお好き
な場所からでも視聴可能です。
出航前の指定時間にマスタース
テーション（避難場所）にお越し
いただくと、乗務員がお客様のメ
ダリオンの情報から、避難場所
へ訪れたことを記録します。

専用アプリを利用して、フー
ドやドリンク、ランドリートー
クンなどを非接触で購入が
可能です。乗務員へカード
を渡したり暗証番号を入力
したりすることなく、登録さ
れた顔写真と場所を照合し
て身元を確認します。クルー
ズ中のご利用明細はスマー
トフォンや客室のTVから簡
単にご確認いただけます。

「オーシャン・カジノ」では、
オンライン上で、スロット、
ポーカー、ビンゴ、ルーレッ
ト、キノ、ロッタリーなどの
ゲームをお楽しみいただけ
ます。

メダリオン・ネット
「メダリオン・ネット」は、船上でもスピーディーで確実かつ制限のないインターネット環境を、
お手頃な価格でお楽しみいただける、洋上最速のWi-Fiサービスです。
Eメールやビデオ通話、SNS投稿、お気に入りのテレビ番組や映画などの動画ストリーミング
を船上でも快適にご利用いただけます。より便利になったインターネット・サービスで、充実し
た旅をお楽しみください。

Ocean View™ オーシャン・ビュー

Ocean Compass™ オーシャン・コンパス

Play Ocean® プレイ・オーシャン

Medallion Pay™ メダリオン・ペイ

Ocean® Casino オーシャン・カジノ

オーシャン・メダリオン
お客様の位置情報を利用したサービスの提供や優れたタッチレス機能を実現し
ます。 カスタマイズされたサービスとインタラクティブなエンターテイメントの提供
のほか、船内および港でのお客様と乗務員間の接触を減らします。

※サービスの内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

「オーシャン・メダリオン」、
「メダリオン・ネット」

について詳しくはこちら

乗船に際して、お客様ご自身で事前にスマートフォン、タブレット等より「メダリオン・クラス」アプリをインストールし、旅客運送約款や新型コロナウイルス感染症
対策に関する規約をお読みいただき、ご同意していただく必要がございます。ご同意いただけない場合は、安全対策の観点からご乗船をお断りしております。
「メダリオン・クラス」アプリについての詳しい情報はプリンセス・クルーズ ウェブサイトで随時ご案内いたします。

「メダリオン・クラス」アプリに関する注意事項

princesscruises.jp 7
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至福の時を満たすプレミアムな食
取り揃えたのは、世界トップクラスの味覚。

特別な空間で、味わったことのない極上のダイニングを。
メインのディナーもカジュアルなレストランも、すべて“本物”にこだわりました。

Dining

ダレン・マクリーン� Darren McLean

モダンな要素を取り入れた日本料理が、北米で高い評価を得ている
シェフ。オーナーシェフを務める「ショクニン（SHOKUNIN）」は、
カナダのトップレストラン100の14位にランクインしています。

カナダ人シェフ�ダレン・マクリーン氏が監修
日本で伝統的な和食を学び国際的にも高く評価
されているシェフ、ダレン・マクリーン氏が日本食
を監修します。新しいスタイルの日本食をご堪能
ください。

カーティス・ストーン�� Curtis Stone

オリジナリティあふれる料理で、各国のファンを魅了する気鋭のシェ
フ。自身の料理本はニューヨーク・タイムズ紙でベストセラーとして
紹介されるなど、数々の一流誌から高い評価を受けています。

カーティス・ストーン氏によるメニューも
メイン・ダイニングでは、世界的に高い評価を
受けているシェフ、カーティス・ストーン氏による
オリジナルメニューもご用意しています（提供内
容や提供日は乗船日により異なります）。

イメージイメージ
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※写真はすべてイメージです。

F R E E

こちらのマークが付いたレストラン、カフェでの飲食は、クルーズ代金に含まれています。多彩な食をお好みに合わせてご堪能いただけます。
※アルコール飲料及び、一部のソフトドリンクは有料となります。※一部のメニューは有料となります。

● �フルコースに加えて、一品でのご注文も可能
●�日本食や、日本語メニューもご用意
●�医師の指導など健康上の特別なリクエストは、
ご相談により対応＊�
＊ご希望に沿えない場合もございます。予めご了承ください。

POINT  ［オススメのポイント］

プリンセスならではのインターナショナルなフ
ルコースディナー。お客様一人ひとりのお好み
に合わせた、質の高い味覚とサービスを提供
します。

Main Dining

メイン・ダイニング F R E E

●早朝から深夜までオープン
●ご飯、みそ汁、麺類など日本食もご用意

POINT  ［オススメのポイント］

気軽にご利用いただける、カジュアルスタイル
のレストラン。カジュアルといっても、味は本格
派です。

HorizonCourt

ホライゾンコート F R E E

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、常に最新の健康と安全のプロトコルを確認しながら運航やサービスを提供していきます。 また、今後の感染状況、寄港地
の受け入れ状況、 政府等からの要請、天候等による事情により、運航の遅延もしくは中止、航路・寄港地、船内サービス・イベントが変更もしくは中止となる場合がございます。
最新情報はプリンセス・クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症感染対策の影響で、在留資格、再入国許可をお持ちの方等は入国・再入国できない可能性がございますので、
予め法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/）でご確認の上ご予約ください。



お電話または専用アプリからのご注文で24時
間お届けします。
プライベートな空間でお好みの食事をどうぞ。

※�無料の基本メニューの他、有料のメニューもあります。�
チップは別途必要となります。

F R E E

F R E E

こちらのマークが付いたレストラン、カフェでの飲食は、クルーズ代金に含まれています。多彩な食をお好みに合わせてご堪能いただけます。
※アルコール飲料及び、一部のソフトドリンクは有料となります。※一部のメニューは有料となります。

ズワイガニ、アサリ、ムール貝
などをふんだんに使ったシー
フードメニューを揃えました。

※�ご予約とカバーチャージ（席料）が必要とな
ります。
※�営業日・営業時間は船内新聞にてご確認く
ださい。

選び抜かれたコーヒー豆を使
用し、バリスタが丁寧に入れ
たハイクオリティーな一杯を
ご提供。

※有料となります。

ルームサービス

クラブ・シャックシーフード コーヒー・プログラム
「ニュー・グラウンド」

スペシャル・
ドリンク

カジュアル・フードが

ふとしたひとときを華麗に
カジュアル・フードも専門店さながらのクオリティー。
ふとした合間のひとときが、極上の時間に変わります。

Casual Food

「Best Pizza at Sea」を受賞したピザや焼きた
てのハンバーガー、ソフトクリームなど、軽食でも
クオリティーの高いメニューをご用意しています。

＊「Best�Pizza�at�Sea」受賞�「USA�TODAY」2015
※�本格的なハイティーを楽しむことができるロイヤル･アフタヌーン･
ティー（有料）もあります。

午後のひとときを香り高い紅茶、船内で焼き
上げたクッキーやスコーンとともに。くつろぎの
ティータイムはいかがですか。

F R E E F R E Eカジュアル・フード アフタヌーン・ティー
プリンセスオリジナルのチョコレートスイーツ

チョコレート・ジャーニー
メイン・ダイニングやホライゾ
ンコート、アフタヌーン・
ティーでご提供します。
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愛され続けるイタリアン・レストラン

サバティーニ

ブランド牛をアメリカン・スタイルで

スターリング・ステーキハウス

職人が丹精込めて握る寿司

海（Kai）寿司

イタリア・トスカーナ地方の正統
派トラットリアの雰囲気を再現。
旬の食材を使ったパスタ、素材を
生かしたロブスターなどのシー
フード、種類豊富なワインをご堪
能いただけます。

ブランド牛「スターリングシル
バー・プレミアムミート」からお好
みの部位をお選びいただき、シェ
フがお好みの焼き加減でご提供。
シーフードなどのサイドメニュー
も好評です。

本格的な寿司レストラン。お寿司
やお刺身のほか、お得なセットメ
ニューもご用意。お飲物は日本各
地の銘酒、焼酎もお楽しみいただ
けます。

※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。

※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。

※全メニュー有料となります。
※一皿よりオーダーいただけます。

※写真はすべてイメージです。

スペシャリティ・レストランで

思い出に刻まれる特別な一皿を
大切な誰かとともに、スペシャリティ・レストランへ。

誕生日や結婚記念日など、特別な日に素敵な思い出を贈ります。

Specialty Restaurants

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、常に最新の健康と安全のプロトコルを確認しながら運航やサービスを提供していきます。 また、今後の感染状況、寄港地
の受け入れ状況、 政府等からの要請、天候等による事情により、運航の遅延もしくは中止、航路・寄港地、船内サービス・イベントが変更もしくは中止となる場合がございます。
最新情報はプリンセス・クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症感染対策の影響で、在留資格、再入国許可をお持ちの方等は入国・再入国できない可能性がございますので、
予め法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/）でご確認の上ご予約ください。

11princesscruises.jp
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※�ご利用の際はご予約（船上予約）と入場料が
必要となります。

思い切り泳ぎ、のんびり憩う

プール＆ジャグジー
身体を動かして爽快に

フィットネス・センター
屋外プールや開閉式屋根を備えた屋内プールなど、船内には4つのプールが。
ひと泳ぎした後はプールサイドのジャグジーやデッキチェアでのんびり。オー
シャン・メダリオンの専用アプリを利用して、軽食などもご注文いただけます。

本格的なトレーニングができるエクササイズマシンを完備。専門インスト
ラクターによるピラティスやヨガの教室も開講しています。
※�スタジオプログラムは船内で予約が必要となります。※一部教室は有料となります。

高級旅館にいるような心地よさ
癒しとくつろぎの展望浴場

泉の湯
屋内にはオーシャンビューの展
望浴場、ドライサウナ、ミストサ
ウナ、打たせ湯を、屋外にはハイ
ドロ・セラピー・プールを完備。
ダイヤモンド・プリンセスが誇る
リラクゼーション施設です。

陽光の下で思いおもいの時を
多彩なアクティビティが一堂に会した船内。

アクティブに楽しむも、ゆったりくつろぐも貴方の気分次第で。
スポーツやフィットネスで一汗流した後は、展望浴場やスパでリラックス。

大海原を望みながら、ひとときも退屈することのないクルーズ・ライフが続きます。

Day Life

ちょっとエキサイティングに

各種スポーツ施設
デッキではウォーキングやジョ
ギング、ミニゴルフなど多彩なス
ポーツをお楽しみいただけます。
イベントも随時開催。
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※船内アクティビティ、ショー等の中止を理由とする予約のキャンセルやクルーズ代金の返金には応じかねますので、予めご了承ください。　写真はすべてイメージです。

生バンド演奏やパーティも

バー＆ラウンジ

記念となる一品が見つかる

ショッピング

星空の下で愉しむシネマ

ムービーズ・アンダー・ザ・スターズ

本場さながらのショータイムを毎夜

プリンセス・シアター

船内には14ヵ所のバーやラウンジがあります。バーではバンドの生演奏や
スポーツ観戦、ラウンジでは様々なイベントやパーティーを開催しています。
※日本発着クルーズでのアルコールの提供は20歳以上のお客様のみとなります。

船内はすべて免税。一流ブランドのアクセサリー、時計、化粧品から
お土産、日用雑貨まで幅広く取り揃えています。お支払いは「オーシ
ャン・メダリオン」をかざすことで非接触で完了します。
※�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

プールサイドの300インチを超える大型スクリーンで、ハリウッド最新
作や世界の名作、アーティストのライブを上映します。星空の下、オープ
ンエアのデッキチェアで映画鑑賞をお楽しみください。

ステージと大きなスクリーンを備えた、まるでオペラハウスやミュージカ
ルホールのように本格的な劇場です。エンターテイメントの本場ラスベガ
ススタイルのショーを、お楽しみいただけます。
※上演内容は、予定されたものから変更となる場合がございます。

華麗な夜に身をまかせて
夕闇とともに、煌びやかに彩られる船内。

1日の後半は、麗かなナイトライフでお過ごしください。
パーティーに心躍らせ、バーでグラスを傾け、星空の下で映画を鑑賞。

船上の夜は不夜城のごとく、華麗に更けていきます。

Night Life

人生の節目となる、特別な日をクルーズでお祝いしませんか？
シャンパン、記念写真、花束などをセットにしたお祝いプラン
（有料）をご用意しています。

※出発の3週間前までにお申し込みください。※６泊以上のクルーズでご利用いた
だけます。※記念写真撮影のご予約は船内フォト＆ビデオギャラリーで承ります
（有料）。※乗船後確認を必要とするものがあります。

��お客様ご自身やご家族・ご友人が、客室にプレゼントを届けることもで
きます。ゴディバのチョコレート／シャンパン・ボトル／プリンセス・ク
ルーズ・オリジナルグッズなど。
�フォトスタジオ「プラチナ・スタジオ」では専属のフォトグラファーが、
一生の記念になるアーティステッィクな記念写真を撮影します（有料）。

◆誕生日�◆ハネムーン�◆結婚記念日・銀婚式・金婚式�◆退職祝いセレブレーションパッケージ&ギフト

Celebration Package
& Gift

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、常に最新の健康と安全のプロトコルを確認しながら運航やサービスを提供していきます。 また、今後の感染状況、寄港地
の受け入れ状況、 政府等からの要請、天候等による事情により、運航の遅延もしくは中止、航路・寄港地、船内サービス・イベントが変更もしくは中止となる場合がございます。
最新情報はプリンセス・クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症感染対策の影響で、在留資格、再入国許可をお持ちの方等は入国・再入国できない可能性がございますので、
予め法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/）でご確認の上ご予約ください。
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非日常を快適に
クルーズ中に暮らしの場となる客室では、

自宅で過ごしているような、上質なくつろぎを提供します。
客室は全部で6タイプをご用意。

人数に合わせて、お好みのタイプをお選びください。

Staterooms
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●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
●ピローメニュー（お好みの枕をお選びいただけます）
●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）

［ 客室設備 ］

●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 
●ボトルウォーターを毎日お1人様につき1本ご用意（ご利用のあった場合のみご提供）
※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。

［ スイートのみの特典 ］

●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㎡

［ 面積情報 ］　カテゴリー／面積

「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。

お部屋のバルコニーで朝食を
客室のバルコニーまで朝食をお届けする「デラックス・ブレックファスト」のサービス。スパークリングワイン
（ハーフボトル）から始まり、前菜・ペストリー・フルーツなどを味わいながら、朝の爽やかなひとときをお過ご
しください。

●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 ］

※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。

※有料となります。

※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。　※掲載の設備・アメニティーは予告なく変更になる場合があります。 ※写真はすべてイメージです。

●  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） 
※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］

デッキチェアのあるバルコニーと機能的で
格調高さ漂う最上級客室

スイート同様のクラブ・クラス特典が付いた
ジュニア・スイートの客室をご用意。

Suite

スイート

Premium Junior Suite

プレミアム・ジュニア・スイート

Junior Suite

ジュニア・スイート

クラブ・
クラス
CLUB CLASS

クラブ・
クラス
CLUB CLASS

●  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）

SPEC ［仕様］

▶詳細は、P.17を
　ご覧ください。

クラブ・
クラス
CLUB CLASS

※3･4人利用時イメージ

▶詳細は、P.17を
　ご覧ください。

クラブ・
クラス
CLUB CLASS

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、常に最新の健康と安全のプロトコルを確認しながら運航やサービスを提供していきます。 また、今後の感染状況、寄港地
の受け入れ状況、 政府等からの要請、天候等による事情により、運航の遅延もしくは中止、航路・寄港地、船内サービス・イベントが変更もしくは中止となる場合がございます。
最新情報はプリンセス・クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症感染対策の影響で、在留資格、再入国許可をお持ちの方等は入国・再入国できない可能性がございますので、
予め法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/）でご確認の上ご予約ください。
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●グランド・スイートとD736・D737を除いて、ツインベッドまたはダブルベッドをお選びいただけます。 ●車いす対応の客室もございます。詳細はP.45をご参照ください。

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。また、テレビから「オーシャン・メダ
リオン」のサービスをご利用いただけます。

※詳細はP.6−7をご参照ください。
※�電波が届かないエリアを航行する際、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。

［ 客室設備 ］
●ハンドシャワー

［ 面積情報 ］
●面積　約22〜29㎡

［ 客室設備 ］
●ハンドシャワー

［ 面積情報 ］
●面積　約17〜19㎡

［ 客室設備 ］
●ハンドシャワー

［ 面積情報 ］
●面積　約16〜17㎡

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。

※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。　※掲載の設備・アメニティーは予告なく変更になる場合があります。

※3･4人利用時イメージ

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

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

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

Balcony

海側バルコニー

Outside

海側

Amenities

客室標準装備

Inside

内側

●  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。

● 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。

● 内側
●  ツインベッド

SPEC ［仕様］

SPEC ［仕様］ SPEC ［仕様］
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※クラブ・クラス対象カテゴリー：スイート、プレミアム・ジュニア・スイート

※�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、2人部屋を3〜4名でご利用の場合、3〜4人目はプリンセス・ラグジュアリーベッドとは異なります。

米国睡眠医学会認定の「スリープ・ドクター」、 
マイケル・ブレウス博士が、プリンセス・クルーズの
ために開発したベッド。極上の眠りに導きます。

●�サポート性に優れたマットレス 
厚さ22.5cmのマットレスと 
厚さ5cmのピロートップが、身体をサポート。

● �身体を支えるスプリング 
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％ロングステーブ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

※写真はすべてイメージです。

● 乗船日にワインを1回無料で提供（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
●  初日乗船時には優先チェックイン、優先乗船、 

最終下船時には優先下船

●メイン・ダイニングでは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 
専用メニューをご提供

●朝食、夕食は毎日、昼食は終日航海日にオープン

Club Class Dining

クラブ・クラス・ダイニング

Upgrade Amenities & Service

最上級に徹した
アメニティーとサービス

プリンセス・クルーズ最上級の客室
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、

プレミアムなサービスや特典をご用意しています。

クラブ・クラス
Club Class

クラブ・
クラス
CLUB CLASS

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、常に最新の健康と安全のプロトコルを確認しながら運航やサービスを提供していきます。 また、今後の感染状況、寄港地
の受け入れ状況、 政府等からの要請、天候等による事情により、運航の遅延もしくは中止、航路・寄港地、船内サービス・イベントが変更もしくは中止となる場合がございます。
最新情報はプリンセス・クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症感染対策の影響で、在留資格、再入国許可をお持ちの方等は入国・再入国できない可能性がございますので、
予め法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/）でご確認の上ご予約ください。



日本語スタッフが乗船

和の情緒あふれる湯と食

ゲストサービス・デスク、展望浴場、メディカル・センター（医務室）といった主要施設では、日本語で対応。船内放送や
案内板も日本語でご案内します。

開放感あふれる展望浴場「泉の湯」、板前が握る本格的な寿司や日本各地の地酒が味わえる「海（Kai）寿司」など、
日本人にうれしい施設もあり、慣れ親しんだ日本のサービスで快適なクルーズの旅が満喫できます。

レストランのメニューやプログラムなども
日本語でご用意しています。
●��日本語対応の無料ウェブサービス
「オーシャン・コンシェルジュ」
●�客室のテレビでは、�
日本語の映画も充実。�
NHKニュースもご用意

船内の情報は日本語で

For Japanese guest

日本発着だけの特別なおもてなし
プリンセスの日本発着クルーズは、船内も特別な日本仕様。
日本語でのご案内や、日本食をご用意しています。

最先端テクノロジー「オーシャン・メダリオン」
による多彩な非接触型サービスが、様々な
シーンで安全・快適なクルーズを提供。洋上
最速クラスのWi-Fiによる、インターネット・
サービスもご利用いただけます。

オーシャン・メダリオン
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※写真はすべてイメージです。

For Family

ご家族皆で思い出づくり
お子様向けのイベントやアクティビティを多彩にご用意。
お子様連れでのクルーズも存分にお楽しみいただけます。

スタンリーがおもてなし！

スタンリー・
ブレックファスト

お子様の年代に合わせたアクティビティ

ティーン＆ユース
センター

朝食時に、プリンセス・クルーズのオリジナルキャラク
ター“スタンリー”が登場。お子様の席のテーブルマット
にはゲームと、スタンリーの特製パンケーキが提供され、
お子様の素敵な旅の思い出になります。
※実際の開催有無は乗船後のご案内となります。

ダンスや手工芸、タレントショーなど、各年代に合わせた
特別なアクティビティも豊富です。お子様だけが参加で
きるイベントもあり、親子それぞれの楽しい時間を過ご
すこともできます（お子様のみのイベント時は、親子それ
ぞれに連絡用のポケットベルを貸出いたします）。

Stanley Breakfast

STANLEY

Teen & Youth Center

有料
予約制

船内は外国人スタッフも多く、英語のあいさつな
ども自然にできます。また、キッズ向けのイベント
もたくさんあるので、小さなお子様も飽きることが
ありません。家族みんなで休日をたっぷり楽しめ
るのが、クルーズの魅力です。

英会話にも
楽しくチャレンジ！

プリンセス・クルーズのマスコットキャラクター
『スタンリー』

プリンセス・クルーズの創設者であるスタン
リー・B・マクドナルドに敬意を表して命名さ
れました。ダイヤモンド・プリンセス船内で
も、乗船される多くのお客様をお迎えし、記
念撮影・船内イベントなど、様々なエンター
テイメントを通してお客様を楽しませます。
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morning

水平線の彼方から
朝日を迎える。
バルコニーで水平線から昇る朝日を眺めた後は、
ジャグジーでゆっくりと体を目覚めさせて。
優雅な朝食は、お部屋で寛ぎながらどうぞ。

朝

午前

午後

夜

in the morning

ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー）で
知的好奇心を満たす。
寄港地に到着。
事前に予約しておいたショアエクスカーションで
名所や世界遺産を訪れて。疲れたら、船でのんびりと。

afternoon

午後は気ままに遊び、
ゆっくり羽を伸ばす。
デッキ上でのんびり海を眺めたり、フィットネス・センターで汗を流したり、
お土産探しにショッピングも。
気ままに過ごすひとときも新鮮。

※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

night

夢見心地で
思い出に残る夜を。
辺りが暗くなると、船内は一層華やかな空間に。
フルコースのディナーを堪能した後は、映画などを鑑賞。
最後はカクテルで乾杯を。

たとえば、こんな1日はいかがですか
朝の目覚めから昼の観光、そして夜のエンターテイメント…。

クルーズでしか味わえない特別な時間、たとえばこんな過ごし方があります。

Stay on a cruise

※写真はすべてイメージです。
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ダイヤモンド・プリンセス 日本発着クルーズスケジュール2022年4月〜11月

Schedule

★初寄港
詳細はP.24〜44をご覧ください。
＊寄港地での途中乗・下船はできません。

月 旅行期間 日数 発着港 コース名・行程 クルーズ
番号

掲載
ページ

4
月

  4月28日（木）〜
  5月  4日（水・祝）　 7日間 横浜

発着
ゴールデンウィーク 九州・韓国
横浜〜長崎〜釜山〜鹿児島〜横浜

M209N P.24

5
月

  5月  4日（水・祝）〜
  5月  9日（月）　 6日間 横浜

発着
ゴールデンウィーク 九州・韓国ショートクルーズ 
横浜〜済州島〜長崎〜横浜

M210N P.25

  5月  9日（月）〜
  5月14日（土）　 6日間 横浜発

神戸着
横浜発 神戸着 九州・韓国ショートクルーズ
横浜〜済州島〜長崎〜神戸

M211N P.26

  5月14日（土）〜
  5月21日（土）　 8日間 神戸

発着
沖縄・台湾リゾートクルーズ A
神戸〜那覇〜石垣島〜基隆〜神戸

M212N P.27

  5月21日（土）〜
  5月28日（土）　 8日間 神戸

発着
沖縄・台湾リゾートクルーズ B
神戸〜那覇〜宮古島〜基隆〜神戸

M213 P.27

  5月28日（土）〜
  6月  4日（土）　 8日間 神戸

発着
沖縄・台湾リゾートクルーズ Ａ
神戸〜那覇〜石垣島〜基隆〜神戸

M214 P.27

6
月

  6月  4日（土）〜
  6月  9日（木）　 6日間 神戸

発着
四国・九州・韓国ショートクルーズ
神戸〜高知〜鹿児島〜済州島〜神戸

M215 P.28

  6月  9日（木）〜
  6月14日（火）　 6日間 神戸発

横浜着
神戸発 横浜着 九州・韓国ショートクルーズ
神戸〜済州島〜鹿児島〜横浜

M216 P.29

  6月14日（火）〜
  6月23日（木）　 10日間 横浜

発着
西日本周遊と韓国 Ａ
横浜〜長崎〜済州島〜広島〜高知〜大阪〜清水〜横浜

M217 P.30

  6月23日（木）〜
  7月  1日（金）　 9日間 横浜

発着
北海道周遊とサハリン
横浜〜釧路〜コルサコフ〜小樽〜函館〜横浜

M218 P.31

7
月

  7月  1日（金）〜
  7月  6日（水）　 6日間 横浜

発着
九州・韓国ショートクルーズ
横浜〜済州島〜長崎〜横浜

M219 P.32

  7月  6日（水）〜
  7月14日（木）　 9日間 横浜

発着
沖縄・台湾リゾートクルーズ A
横浜〜那覇〜石垣島〜基隆〜横浜

M220 P.33

  7月14日（木）〜
  7月19日（火）　 6日間 横浜

発着
九州・韓国ショートクルーズ
横浜〜済州島〜長崎〜横浜

M221 P.32

  7月19日（火）〜
  7月27日（水）　 9日間 横浜

発着
天神祭で華やぐ大阪と九州・韓国
横浜〜鹿児島〜済州島〜神戸〜大阪〜横浜

M222 P.34

  7月27日（水）〜
  8月  4日（木）　 9日間 横浜

発着
ねぶた祭に沸く青森とウラジオストク
横浜〜★ひたちなか〜宮古〜ウラジオストク〜青森〜横浜

M223 P.35

8
月

  8月  4日（木）〜
  8月14日（日）　 11日間 横浜

発着
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
横浜〜秋田〜青森〜釜山〜関門海峡クルージング〜高知〜徳島〜横浜

M224 P.36

  8月14日（日）〜
  8月23日（火）　 10日間 横浜

発着
熊野大花火と四国・九州と韓国
横浜〜徳島〜大阪〜熊野〜高知〜鹿児島〜済州島〜長崎〜横浜

M225 P.37

  8月23日（火）〜
  9月  1日（木）　 10日間 横浜

発着
北海道周遊とサハリン
横浜〜青森〜釧路〜コルサコフ〜小樽〜函館〜横浜

M226 P.38

9
月

  9月  1日（木）〜
  9月10日（土）　 10日間 横浜

発着
沖縄・台湾リゾートクルーズ
横浜〜那覇〜石垣島〜花蓮〜基隆〜横浜

M227 P.39

  9月10日（土）〜
  9月19日（月・祝）　 10日間 横浜

発着
西日本周遊と韓国 Ｂ
横浜〜鹿児島〜済州島〜広島〜高知〜大阪〜清水〜横浜

M228 P.30

  9月19日（月・祝）〜
  9月25日（日）　 7日間 横浜

発着
シルバーウィーク 九州と韓国
横浜〜鹿児島〜済州島〜長崎〜横浜

M229N P.40

  9月25日（日）〜
10月  4日（火）　 10日間 横浜

発着
北前航路と九州・韓国 A
横浜〜青森〜酒田〜金沢〜境港〜釜山〜長崎〜横浜

M230 P.41

10
月

10月  4日（火）〜
10月11日（火）　 8日間 横浜

発着
九州と韓国
横浜〜長崎〜済州島〜鹿児島〜御前崎〜横浜

M231 P.42

10月11日（火）〜
10月20日（木）　 10日間 横浜

発着
北前航路と九州・韓国 B
横浜〜青森〜酒田〜敦賀〜境港〜釜山〜鹿児島〜横浜

M232 P.43

10月20日（木）〜
10月28日（金）　 9日間 横浜

発着
沖縄・台湾リゾートクルーズ B
横浜〜那覇〜宮古島〜基隆〜横浜

M233 P.33

10月28日（金）〜
11月  4日（金）　 8日間 横浜

発着
四国・九州と韓国
横浜〜佐世保〜済州島〜鹿児島〜高知〜横浜

M234 P.44

11
月

11月  4日（金）〜
11月12日（土）　 9日間 横浜

発着
沖縄・台湾リゾートクルーズ B
横浜〜基隆〜宮古島〜那覇〜横浜

M235 P.33

11月12日（土）〜
11月21日（月）　 10日間 横浜

発着
西日本周遊と韓国 C
横浜〜清水〜大阪〜高知〜広島〜済州島〜鹿児島〜横浜

M236 P.30

11月21日（月）〜
11月29日（火）　 9日間 横浜

発着
沖縄・台湾リゾートクルーズ A
横浜〜基隆〜石垣島〜那覇〜横浜

M237 P.33
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全コース適用コース

プリンセス·クルーズでは、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。
「プリンセス・プラス」には、上記の自動精算
制のチップとアルコール飲料のサービス料が
代金に含まれるため、チップを忘れてクルー
ズをお楽しみいただけます。

家族や友人との語らいのひとときや、食事の時
に楽しむドリンクを、アルコールは１日15杯まで
（12米ドル以下）、ソフトドリンクは無制限で
オーダーできるパッケージです。ソフトドリンク、
水、コーヒー、紅茶以外にも、ビール、スピリッ
ツ、グラスワイン、カクテルなどのアルコール類、
オーダー時にかかる18%のサービスチャージ
が含まれます（一部除外メニューあり）。

※1 乗船日時点で20歳以上の方対象。20歳未満の方は、プレミア·コーヒー＆ソーダ·パッケージとなります。プレミア·コーヒー＆ソーダ･パッケージには、お土産タンブラー、グラスファウンテ
ンソーダ、フルーツジュース、スペシャリティ・コーヒー、紅茶、フラッペ、ミルクシェイク、エナジードリンクなどが含まれます（一部除外メニューあり）。除外メニューについては25％割引で提供い
たします。　※2 船の航行エリアによっては繋がりにくい場合もございます。 　※3 その他のサービスに対するチップはその都度お客様の判断でお願いいたします。

プリンセス・プラスの上記3特典を含まない「プリンセス・セーバー（クルーズ代金）」もご用意しております。

船上で高速インターネットをお楽しみいただ
けるWi-Fiサービス「メダリオン·ネット」を
無制限でご利用いただけます。Eメールやビ
デオ通話、SNS投稿、お気に入りのテレビ
番組や映画などの動画ストリーミングを、通
信量を気にせずに、密集を避けて船上でも
快適にご利用いただけます。

クルーズ代金にドリンク代と無制限高速Wi-Fi、チップの料金が含まれる
お得なパッケージ「プリンセス・プラス」。
支払いを気にすることがないうえに、まとめることで料金もリーズナブルになりました。

プリンセス・プラス

プレミア·ビバレッジ·
パッケージ※1

無制限高速Wi-Fi
メダリオン·ネット※2

アルコール類もオーダーできる ！ 動画もストレスなく見放題 ！ あらかじめ含まれているからお得 ！

チップを忘れて
お楽しみいただけます※3

さらに！

個別で追加するとお一人様１泊9,500円相当のところを、
「プリンセス·プラス」では4,000円で提供いたします。

半額以下に！
プリンセス·プラスにするとこれらの通常料金が…

お一人様
1泊あたり

上記3特典がついて
プリンセス・セーバー（クルーズ代金）と

同料金でご提供！

2021年11月30日（火）までのご予約なら

※2021年12月1日以降、料金の改定があった場合、プリンセス・プラスでお申し込みのお客様はプリンセス・プラスの改定後料金となり、プリンセス・セーバーの改定後料金は適用されません。

もっとお得に、本格的なクルーズを
Campaign & Promotion

ニューノーマルにふさわしい各種割引プラン

22



※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、有
料のお飲物、スパ、オプションのショアエクスカーション（寄港地観光ツアー）、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・繰越しはできません。
● �他者への譲渡、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！

※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。

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 ！

※�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。

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

乗船回数 回目2～3 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）

●アメニティーのアップグレード   など●アメニティーのアップグレード   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

キャプテンズ・サークルのランクに応じて、
「オーシャン・メダリオン」の色が5段階に分かれます。

全コース適用コース

適用期間 2022年4月28日発（M209N）～2022年11月21日発（M237）▶2021年11月30日（火）までの予約

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1泊あたり4,000円の特別料金で
ご利用いただけます。

※3～4人対応の客室数及び、受入れ数には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。詳細はご予約時にお問い合わせください。※キャンペーン適用期間終了後の予約
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プルマンベッド（壁または天井付けの折りたたみベッド）になります。事前リクエス
トはできません。※プルマンベッド（壁または天井付けの折りたたみベッド）は9歳未満のお子様のご利用は極力お控えいただけますようお願いします。※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、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用、チップ代（プリンセス・プラスでお申し込みの場合、チップ代はか
かりません）。�一部の有料施設·有料ダイニング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。

３～４人目特別料金キャンペーン

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 

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。

キャプテンズ・サークル・メンバー（リピーター）割引
全コース適用コースリピートするとさらにお得に !

※�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
い場合もございます）。
※�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。

23princesscruises.jp
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ここがポイント！ -CRUISE POINT-

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。

＊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。

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

4/28 木 横浜� 日本 午後乗船 22:00 船中泊

29 金・祝 クルージング� ー ー 船中泊

30 土 長崎� 日本 12:00 21:00 船中泊

5/ 1 日 釜山� 韓国 07:00 16:00 船中泊

2 月 鹿児島� 日本 10:00 19:00 船中泊

3 火・祝 クルージング� ー ー 船中泊

4 水・祝 横浜� 日本 午前下船 ー ー

横浜発着 

太平洋

韓国

長崎
鹿児島

横浜
釜山

2022年4月28日（木） 5月4日（水・祝）

長崎、鹿児島と韓国第2の都市・釜山を1週間でめぐるコース。
2日ある終日クルージングでは、船内のアクティビティをお楽しみください。

クルーズ番号 M209N 別冊の代金表を
ご確認ください。

ゴールデンウィーク 九州・韓国 7日間

甘川洞文化村／釜山

グラバー園／長崎

●�ゴールデンウィークの7日間を、優雅なクルーズでお過ごしください。

新地中華街／長崎
長崎が唯一の貿易港だった江戸時
代にはじまる、長い歴史の中華街。
色鮮やかな中華門をくぐると名物の
「ちゃんぽん」や「皿うどん」を楽し
める中華料理店、中国菓子店や雑
貨店が軒を連ねています。

長崎新地中華街

仙巌園／鹿児島
薩摩藩主であった島津氏の別邸と
してつくられた大名庭園。殿様が暮
らした御殿をはじめ、園内各所で歴
史を感じることができます。また、庭
園からは雄大な桜島をのぞむこと
ができます。

仙巌園

尚古集成館／鹿児島

土 日 月 火 水木 金

4月28日は夜22時出発。
5月2日だけ休みを取れば、ゴールデンウィークをフルに活用できます。

このコースで訪れられる世界遺産
長崎：長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産（大浦天主堂など）
長崎・鹿児島：明治日本の産業革命遺産、製鉄・製鋼、造船、石炭産業
������������������（長崎：三菱長崎造船所�旧木型場、旧グラバー住宅、端島炭鉱など）
　　　　　���（鹿児島：旧集成館、関吉の疎水溝など）
※基本的には自由行動で訪れていただきます。

4
月
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日付 寄港地 入港 出港 宿泊

5/ 4 水・祝 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

5 木・祝 クルージング� ー ー 船中泊

6 金 済州島� 韓国 13:00 20:00 船中泊

7 土 長崎� 日本 08:00 16:00 船中泊

8 日 クルージング� ー ー 船中泊

9 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。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用
ください。

食事：朝5回・昼4回・夜5回　●最少催行人員：1人

2022年5月4日（水・祝） 5月9日（月）横浜発着 

＊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。
OYR050_5-Day Korea and Japan Getaway_(rtYOK)_R2_CD

太平洋

韓国

長崎

横浜

済州島

● �終日クルージングでは、�
豪華な船内の雰囲気を心ゆくまで味わうことができます。

城邑民俗村

寄港地を済州島と長崎の2都市に絞った、日程が短めのコース。
終日クルージングも2日あり、クルーズの醍醐味が凝縮された6日間です。

ゴールデンウィーク 九州・韓国ショートクルーズ 6日間

別冊の代金表を
ご確認ください。クルーズ番号 M210N

土 日 月水 木 金

ゴールデンウィークなら2日休暇を取得するだけで、
憧れのクルーズ旅が叶います！

城邑民俗村／済州島
済州島の見所のひとつが、ドラマ
『宮廷女官チャングムの誓い』のロ
ケ地となった城邑民俗村。王朝時代
そのままのたたずまいを残す村は、
当時の暮らしぶりを現代に伝えてい
ます。

大浦天主堂／長崎
世界文化遺産「長崎と天草地方の
潜伏キリシタン関連遺産」の構成
資産のひとつであり、現存する日本
最古の教会建築として国宝にも指
定。聖堂内を飾るステンドグラスも
見どころです。

大浦天主堂

城山日出峰／済州島
軍艦島／長崎

写真提供：（一社）長崎県観光連盟

平和公園／長崎

このコースで訪れられる世界遺産
済州島：済州火山島と溶岩洞窟群（漢拏山自然公園、城山日出峰、万丈窟など）
長崎：長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産（大浦天主堂など）�
� � � 明治日本の産業革命遺産、製鉄・製鋼、造船、石炭産業
��������（三菱長崎造船所�旧木型場、旧グラバー住宅、端島炭鉱など）
※基本的には自由行動で訪れていただきます。

5
月
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日付 寄港地 入港 出港 宿泊

5/ 9 月 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

10 火 クルージング� ー ー 船中泊

11 水 済州島� 韓国 13:00 20:00 船中泊

12 木 長崎� 日本 09:00 18:00 船中泊

13 金 クルージング� ー ー 船中泊

14 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。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用
ください。

食事：朝5回・昼4回・夜5回　●最少催行人員：1人

2022年5月9日（月） 5月14日（土）横浜発 神戸着 

＊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。
OYR050_5-Day Korea and Japan Getaway_(rtYOK)_R2_CD

太平洋

韓国

長崎

横浜
神戸

済州島

横浜から済州島を目指し、神戸で下船する6日間のコース。
観光とクルーズの両方をご満喫いただけて、初めての方にもおすすめです。

横浜発 神戸着 九州・韓国 ショートクルーズ 6日間

別冊の代金表を
ご確認ください。クルーズ番号 M211N

稲佐山／長崎

天帝淵瀑布／済州島 メリケンパーク／神戸

●�韓国有数のリゾートとして名高い、初夏の済州島を訪れます。

サングムブリ噴火口／済州島

眼鏡橋／長崎
寛永11（1634）年に架けられた、
日本最初のアーチ式石橋。2つの
アーチが水面に映った様子は本当
にメガネのよう。橋の近くの護岸の
石垣にハート型の石があり、パワー
スポットとして人気を集めています。

眼鏡橋

有馬温泉／神戸
豊臣秀吉もたびたび訪れた、関西の
奥座敷とたたえられる温泉郷。神戸
市中心部から１時間もかからないア
クセスの良さで、緑豊かな山奥の温
泉情緒に浸れるスポットとしてにぎ
わっています。

有馬温泉

● �済州島では、韓国の指定文化財
天然記念物に指定された�
サングムブリ噴火口へ。�
希少植物の宝庫を散策しながら、
息を呑むほど美しい大自然に�
触れることができます。

このコースで訪れられる世界遺産
済州島：済州火山島と溶岩洞窟群（漢拏山自然公園、城山日出峰、万丈窟など）
長崎：長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産（大浦天主堂など）�
� � � 明治日本の産業革命遺産、製鉄・製鋼、造船、石炭産業
��������（三菱長崎造船所�旧木型場、旧グラバー住宅、端島炭鉱など）
※基本的には自由行動で訪れていただきます。

5
月
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2022年5月9日（月） 5月14日（土）

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。
★テンダーボートでの乗下船になります（P.45参照）。

日次 寄港地 入港 出港 宿泊

1 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2 クルージング ー ー 船中泊

3 那覇� 日本 07:30 17:30 船中泊

4 石垣島■� 日本 08:00 18:00 船中泊

5 基隆（台北）� 台湾 07:00 18:00 船中泊

6〜7 クルージング ー ー 船中泊

8 神戸� 日本 午前下船 ー ー
■5月21日発(M213・Bコース)は4日目�石垣島にかわり宮古島(沖縄)に寄港します。

４ 宮古島(沖縄)★� 日本 08:00 18:00 船中泊

食事：朝７回・昼6回・夜7回　●最少催行人員：1人

＊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。

太平洋

台湾

神戸

基隆 
（台北）

那覇

石垣島
宮古島（沖縄）

神戸発着

沖縄本島から離島、さらに南下して台湾を訪れる8日間のコース。
美しく澄んだ海をクルーズしながら、夏のリゾート気分を先取りします。

沖縄・台湾リゾートクルーズ 8日間 （A・B）

別冊の代金表を
ご確認ください。クルーズ番号 M212N・M213・M214

M212N ： 2022年5月14日（土） 5月21日（土） Aコース
M213   ： 2022年5月21日（土） 5月28日（土） Bコース 
M214   ： 2022年5月28日（土） 6月  4日（土） Aコース　

川平湾／石垣島台北101／基隆（台北）

来間大橋／宮古島

●�宮古島からアクセスできる伊良部島では、�
島々を一望できる牧山展望台がおすすめです。

沖縄美ら海水族館／那覇

唐人墓／石垣島
嘉永5（1852）年、石垣島で起きた
「ロバート・バウン号事件」の犠牲に
なった中国人を追悼する墓。きらび
やかな外観の墓碑に刻まれた128
名の名前が、悲しい歴史を現在に伝
えています。

唐人墓

国立故宮博物院／
基隆（台北）
中国歴代の皇帝が蒐集したコレクシ
ョンを中心に、約60万点もの中国
美術工芸品を所蔵している、世界屈
指の博物館です。定期的に展示品
の入れ替えが行われています。 国立故宮博物院

ここがポイント！ -CRUISE POINT-

● �沖縄美ら海水族館では、�
ジンベイザメやナンヨウマンタが
泳ぎ回る「黒潮の海」をはじめ、�
カラフルでダイナミックな海の世
界を目の前で体感できます。

Aコース Bコース 共通ルート

このコースで訪れられる世界遺産
那覇：琉球王国のグスク及び関連遺産群

（首里城公園、識名園、玉陵、園比屋武御嶽石門）
※基本的には自由行動で訪れていただきます。

5
月
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※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用
ください。

＊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。

2022年6月4日（土） 6月9日（木）

食事：朝5回・昼4回・夜5回　●最少催行人員：1人

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

6/ 4 土 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

5 日 高知� 日本 07:00 16:00 船中泊

6 月 鹿児島� 日本 07:00 16:00 船中泊

7 火 済州島� 韓国 11:00 19:00 船中泊

8 水 クルージング ー ー 船中泊

9 木 神戸� 日本 午前下船 ー ー

太平洋

韓国 神戸

済州島

鹿児島

高知

神戸発着 

クルーズ番号 M215 別冊の代金表を
ご確認ください。

四国・九州・韓国ショートクルーズ 6日間
6日間で高知から鹿児島を経て済州島をめぐるコース。
クルーズを楽しみながら寄港地ごとの個性豊かな文化、グルメを味わいます。

桂浜／高知
写真提供：（公財）高知県観光コンベンション協会

桜島と城山公園／鹿児島 万丈窟／済州島

●�緑豊かな四国、九州、済州島を一度に満喫できます。

土佐の日曜市／高知
写真提供：（公財）高知県観光コンベンション協会

知覧武家屋敷庭園／鹿児島
大河ドラマ『西郷どん』のロケ地に
もなった国の重要伝統的建造物群
保存地区。母ヶ岳を借景にした箱庭
のような通りから庭園に向かうと、
歴史を感じる光景が広がります。

知覧武家屋敷庭園

ボロムワットガーデン／済州島
済州島でもっとも「写真映えする」
と、人気上昇中の観光スポット。広大
な農園は季節ごとにカラフルな花々
に彩られ、6月上旬は一面を白く染め
上げる可憐なソバの花が見頃を迎え
ます。

ボロムワットガーデン
写真提供：韓国観光公社

● �日曜日に寄港する高知では、�
ズラリと露店が並ぶ�
土佐の日曜市へ。�
豊富な海や山の幸を買うのもよし、�
ブラリと散策するだけでもよしです。

ここがポイント！ -CRUISE POINT-

このコースで訪れられる世界遺産
鹿児島：明治日本の産業革命遺産、製鉄・製鋼、造船、石炭産業
　　��　（旧集成館、関吉の疎水溝など）
済州島：済州火山島と溶岩洞窟群（漢拏山自然公園、城山日出峰、万丈窟など）
※基本的には自由行動で訪れていただきます。

6
月
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霧島神宮／鹿児島
東門広場／済州島

写真提供：韓国観光公社

三溪園／横浜

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用
ください。

食事：朝5回・昼4回・夜5回　●最少催行人員：1人

＊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。

太平洋

韓国

鹿児島

済州島

横浜
神戸

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

6/ 9 木 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

10 金 クルージング� ー ー 船中泊

11 土 済州島� 韓国 07:00 16:00 船中泊

12 日 鹿児島� 日本 10:00 19:00 船中泊

13 月 クルージング� ー ー 船中泊

14 火 横浜� 日本 午前下船 ー ー

神戸発 横浜着 

初夏の南国鹿児島から、韓国屈指のリゾート済州島をめぐるコース。
終日クルージングも2日あり、短めの日程ながらバカンス気分にたっぷりと浸れます。

神戸発 横浜着 九州・韓国ショートクルーズ 6日間

2022年6月9日（木） 6月14日（火）

別冊の代金表を
ご確認ください。クルーズ番号 M216

●�神戸を出発し横浜で下船するため、2つの港町の魅力に触れられます。

霧島温泉／鹿児島
日本神話の舞台としてその名をとど
ろかせる霧島神宮の周辺に広がる、
大小9つの温泉からなる温泉郷。
「入湯霧札」を購入すれば、情緒あ
ふれる温泉施設を3ヵ所までご利用
いただけます。

霧島温泉

みなとみらい／横浜
歴史的建造物を改装した赤レンガ
倉庫や、高さ273メートルの展望フ
ロアから関東平野を一望できる横
浜ランドマークタワーなど、人気の
観光スポットが集まるベイサイドエリ
アです。

みなとみらい

● �美しいビーチがあることで名高い
済州島や、景勝地の多い�
九州を効率よくめぐれます。

ここがポイント！ -CRUISE POINT-

城山日出峰／済州島

このコースで訪れられる世界遺産
済州島：済州火山島と溶岩洞窟群（漢拏山自然公園、城山日出峰、万丈窟など）
鹿児島：明治日本の産業革命遺産、製鉄・製鋼、造船、石炭産業
　　��　（旧集成館、関吉の疎水溝など）
※基本的には自由行動で訪れていただきます。

6
月
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日次 寄港地 入港 出港 宿泊
1 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊
2 クルージング■ ー ー 船中泊
3 長崎■� 日本 09:00 18:00 船中泊
4 済州島■� 韓国 08:00 18:00 船中泊
5 クルージング■ ー ー 船中泊
6 広島■� 日本 07:00 17:00 船中泊
7 高知■� 日本 08:00 18:00 船中泊
8 大阪■� 日本 07:00 19:00 船中泊
9 清水■� 日本 12:00 21:00 船中泊
10 横浜� 日本 午前下船 ー ー
■9月10日発(M228・Bコース)は3日目�長崎にかわり鹿児島に寄港します。

3 鹿児島� 日本 07:00 16:00 船中泊
4 済州島� 韓国 11:00 19:00 船中泊

■11月12日発(M236・Cコース)は2日目〜9日目まで行程が変わります。
2 清水� 日本 07:00 15:00 船中泊
3 大阪� 日本 09:00 21:00 船中泊
4 高知� 日本 07:00 17:00 船中泊
5 広島� 日本 09:00 18:00 船中泊
6 クルージング ー ー 船中泊
7 済州島� 韓国 07:00 16:00 船中泊
8 鹿児島� 日本 10:00 19:00 船中泊
9 クルージング ー ー 船中泊

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

＊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。

韓国

済州島

清水

太平洋

横浜
大阪広島

高知

長崎

鹿児島

横浜発着 

長崎、広島、高知、大阪と西日本を周遊するコース。
10日のゆったりした日程で、済州島へのクルーズも満喫できます。

西日本周遊と韓国 10日間 （A・B・C）

別冊の代金表を
ご確認ください。クルーズ番号 M217・M228・M236

三保松原／清水

錦帯橋／広島
知覧武家屋敷通り／鹿児島

写真提供：（公社）鹿児島県観光連盟

ここがポイント！ -CRUISE POINT-

●�寄港地となる太平洋沿岸の西日本の都市は、�
それぞれ違った魅力にあふれています。

嚴島神社／広島

大阪城／大阪
堂々とした天守がそびえ立つ大阪
城。周辺は公園として整備され、重
要文化財とともに、花や木々の緑を
楽しみながら散策できます。

● �一生に一度は観ておきたい�
嚴島神社。�
海上に突き出た神社の周辺は�
「安芸の宮島」として�
日本三景のひとつに数えられ、�
美しく荘厳な景観に圧倒されます。

大阪城

M217 ： 2022年  6月14日（火）  6月23日（木） 　 Aコース　
M228 ： 2022年  9月10日（土）  9月19日（月・祝） Bコース 
M236 ： 2022年11月12日（土） 11月21日（月）     Cコース　

このコースで訪れられる世界遺産
長崎：長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産（大浦天主堂など）
長崎・鹿児島：明治日本の産業革命遺産、製鉄・製鋼、造船、石炭産業
��������������������（長崎：三菱長崎造船所�旧木型場、旧グラバー住宅、端島炭鉱など）
　　　　　���（鹿児島：旧集成館、関吉の疎水溝など）
済州島：済州火山島と溶岩洞窟群（漢拏山自然公園、城山日出峰、万丈窟など）
広島：原爆ドーム、嚴島神社
大阪：百舌鳥・古市古墳群
※基本的には自由行動で訪れていただきます。

M217 M228 M236 共通ルート

6
月

9
月

11
月



※写真はすべてイメージです。
31princesscruises.jp

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

6/23 木 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

24 金 クルージング� ー ー 船中泊

25 土 釧路� 日本 07:00 17:00 船中泊

26 日 クルージング� ー ー 船中泊

27 月 コルサコフ★� ロシア 06:00 18:00 船中泊

28 火 小樽� 日本 08:00 18:00 船中泊

29 水 函館� 日本 08:00 23:00 船中泊

30 木 クルージング� ー ー 船中泊

7/ 1 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。
※�ロシアでの査証（ビザ）は、ロシアの入国管理局の指導によりクルーズ船での渡航の場合
でも政府に認可された現地ツアーオペレーターがグループ観光プログラムを申請する場
合のみ免除となります。査証（ビザ）をお持ちでなく、ショアエクスカーションにもお申し込
みされない場合は上陸できません。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用
ください。
★テンダーボートでの乗下船になります（P.45参照）。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

2022年6月23日（木） 7月1日（金）　横浜発着 

＊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。

太平洋

ロシア

釧路

小樽
函館

コルサコフ

横浜

小樽運河／小樽
東洋のウォール街と呼ばれ、金融や
物流の拠点として栄えた大正時代
に造られた運河。立ち並ぶ倉庫群は
ビアホールやレストランに改装され
ており、食事を楽しみながら往時を
偲べます。

小樽運河

釧路、小樽、函館という北海道の観光地に、国境を越えてサハリンも周遊するコース。
最後に寄港する函館は長めの滞在時間のため、名物の夜景も観光できます。

北海道周遊とサハリン 9日間

別冊の代金表を
ご確認ください。クルーズ番号 M218

釧路湿原／釧路

●�北国が過ごしやすくなる初夏に、人気の北海道とロシアを周遊します。

サハリン州郷土博物館／コルサコフ

五稜郭公園／函館
防御側の死角の少ない星形にしたと
いう、国内初の洋式築造城郭。
明治維新では、歴史の重要な舞台
になりました。五稜郭タワー展望台
からその姿を一望できます。

● �極東ながらヨーロッパの雰囲気
が感じられるコルサコフ。�
ユジノサハリンスク市にある�
サハリン州郷土博物館では�
かつて「樺太」と呼ばれ、�
日本との関係も深かった�
サハリンの歴史を学べます。

ここがポイント！ -CRUISE POINT-

小樽運河／小樽
北のウォール街と呼ばれ、金融や物
流の拠点として栄えた大正時代に
造られた運河。立ち並ぶ倉庫群はビ
アホールやレストランに改装されて
おり、食事を楽しみながら往時を偲
べます。

小樽運河

五稜郭公園

6
月
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※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用
ください。

食事：朝5回・昼4回・夜5回　●最少催行人員：1人

横浜発着 

＊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。

太平洋

韓国

長崎

横浜

済州島

九州・韓国ショートクルーズ 6日間

龍頭岩／済州島
写真提供：韓国観光公社

浦上教会／長崎
写真提供：（一社）長崎県観光連盟 眼鏡橋／長崎

M219 ： 2022年7月  1日（金） 7月  6日（水）
M221 ： 2022年7月14日（木） 7月19日（火）

クルーズ番号 M219・M221 別冊の代金表を
ご確認ください。

短めの日程で韓国の人気リゾートである済州島と、長崎を訪れるコース。
夏を迎えすがすがしい陽気の中、観光もクルーズも満喫できます。

●�初夏の済州島、長崎それぞれの魅力を�
心ゆくまでお楽しみください。

漢拏山／済州島

島原城／長崎
安土桃山式建築の総塗り込めの五
層の天守閣が美しい島原城。小高
い丘を利用して作られたことから別
名「森岳城」と呼ばれています。

島原城
写真提供：�（一社）長崎県観光連盟

出島／長崎
日本が鎖国していた時代、海外に唯
一開かれていた小さな島。当時の建
物の復元が進められ、オランダや中
国の貿易商でにぎわった江戸時代
に迷い込んだような世界が広がって
います。

出島

● �済州島の中央にそびえ立つ�
韓国で最も高い山で、高さは�
海抜1,950メートル。�
かつて活火山だった一帯は�
世界自然遺産に登録され、�
変化に富んだ自然を満喫できる
登山コースもあります。

ここがポイント！ -CRUISE POINT-

日次 寄港地 入港 出港 宿泊

1 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2 クルージング� ー ー 船中泊

3 済州島� 韓国 13:00 20:00 船中泊

4 長崎� 日本 08:00 16:00 船中泊

5 クルージング� ー ー 船中泊

6 横浜� 日本 午前下船 ー ー

このコースで訪れられる世界遺産
済州島：済州火山島と溶岩洞窟群（漢拏山自然公園、城山日出峰、万丈窟など）
長崎：長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産（大浦天主堂など）�
� � � 明治日本の産業革命遺産、製鉄・製鋼、造船、石炭産業
��������（三菱長崎造船所�旧木型場、旧グラバー住宅、端島炭鉱など）
※基本的には自由行動で訪れていただきます。

7
月
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太平洋

台湾

基隆
（台北）

那覇

石垣島
宮古島（沖縄）

横浜

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。

＊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。

Aコース Bコース

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

M220
寄港地／宿泊

M237

日付 入港 出港 入港 出港 日付
7/6 水 午後乗船 17:00 横浜� 　日本�（船中泊）午前下船 ー 11/29 火
7 木 ー ー クルージング� 船中泊 ー ー 28 月
8 金 27 日
9 土 07:00 17:30 那覇� 日本�船中泊 17:30 26 土
10 日 08:00 18:00 石垣島� 日本�船中泊 07:00 17:00 25 金
11 月 07:00 17:00 基隆（台北）� 台湾�船中泊 08:00 18:00 24 木
12 火 ー ー クルージング� 船中泊 ー ー

23水・祝
13 水 22 火

7/14 木 午前下船 ー 横浜� 日本�（船中泊）午後乗船 17:00 11/21 月
※11月21日発は7月6日発と寄港順序が逆となります。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

M233
寄港地／宿泊

M235

日付 入港 出港 入港 出港 日付
10/20 木 午後乗船 17:00 横浜� 日本�（船中泊）午前下船 ー 11/12 土
21 金 ー ー クルージング� 船中泊 ー ー 11 金
22 土 10 木
23 日 07:00 17:30 那覇� 日本�船中泊 07:00 17:30 9 水
24 月 08:00 18:00 宮古島（沖縄）★� 日本�船中泊 08:00 18:00 8 火
25 火 07:00 17:00 基隆（台北）� 台湾�船中泊 07:00 17:00 7 月
26 水 ー ー クルージング� 船中泊 ー ー

6 日
27 木 5 土

10/28 金 午前下船 ー 横浜� 日本�（船中泊）午後乗船 17:00 11/4 金
※11月4日発は10月20日発と寄港順序が逆となります。

M220 ： 2022年  7月  6日（水）  7月14日（木） Aコース
M233 ： 2022年10月20日（木） 10月28日（金） Bコース
M235 ： 2022年11月  4日（金） 11月12日（土） Bコース
M237 ： 2022年11月21日（月） 11月29日（火） Aコース

横浜発着 

別冊の代金表を
ご確認ください。クルーズ番号 M220・M233・M235・M237

沖縄・台湾リゾートクルーズ ９日間（A・B）
ビーチリゾートの宝庫である沖縄から台湾をめぐるコース。
美しい海を眺めながら、思いおもいにお過ごしください。

中正紀念堂／基隆（台北）ガンガラーの谷／那覇

玉取崎展望台／石垣島

ここがポイント！ -CRUISE POINT-

● �那覇の国際通りは、�
お土産にピッタリの
Tシャツや泡盛の
ショップをはじめ、�
多彩なグルメも集まる
メインストリートです。

●�基隆（台北）は、グルメスポットがたくさんあります。

国際通り／那覇
写真提供：（一財）沖縄コンベンションビューロー

このコースで訪れられる世界遺産
那覇：琉球王国のグスク及び関連遺産群（首里城公園、識名園、玉陵、園比屋武御嶽石門）
※基本的には自由行動で訪れていただきます。

Aコース Bコース 共通ルート

★テンダーボートでの乗下船になります（P.45参照）。

7
月

10
月

11
月

07:00
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※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。
※�天候などの理由により天神祭は中止もしくは、内容が変更になる場合があります。
　その際でもクルーズ代金の返金等はございませんので予めご了承ください。

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

※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。

太平洋

韓国 横浜

神戸 大阪

鹿児島

済州島

● �日本三大祭りのひとつに�
数えられる天神祭。�
7月25日は船渡卸が�
行われ奉納花火も打ち上げ
られるなど、水の都が熱く�
華やかな夜を迎えます。

●�済州島も訪れるので、多彩な屋台が並ぶ東門市場の訪問も楽しみです。

尚古集成館／鹿児島
島津家にまつわる貴重な資料を収
蔵した博物館。建物は慶応元
（1865）年に築かれた日本最古の
洋式石造建築の機械工場で、館内
では近代日本の礎を築いた技術に
まつわるさまざまな展示をご覧いた
だけます。

尚古集成館

北野異人館／神戸
神戸港を見下ろす高台にある、かつ
ての外国人居留地。重要文化財に
指定された「風見鶏の館」や萌黄色
の外壁が美しい「萌黄の館」など、
明治時代の貴重な邸宅が当時の姿
そのままに残されています。

北野異人館

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
7/19 火 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

20 水 クルージング ー ー 船中泊
21 木 鹿児島� 日本 07:00 16:00 船中泊
22 金 済州島� 韓国 11:00 19:00 船中泊
23 土 クルージング ー ー 船中泊
24 日 神戸� 日本 06:00 21:00 船中泊
25 月 大阪� 日本 07:00 23:00 船中泊
26 火 クルージング ー ー 船中泊
27 水 横浜� 日本 午前下船 ー ー

船渡御／大阪
写真提供：（公財）大阪観光局

玉神輿／大阪
写真提供：（公財）大阪観光局

※写真は2019年開催のものです ※写真は2019年開催のものです

※写真は2019年開催のものです

催太鼓／大阪
写真提供：（公財）大阪観光局

横浜発着 

鹿児島から済州島を経て、神戸や大阪も訪れる贅沢なコース。
最後の寄港地となる大阪では、ちょうど天神祭が最終日を迎えます。

天神祭で華やぐ大阪と九州・韓国 9日間

2022年7月19日（火） 7月27日（水） 

クルーズ番号 M222 別冊の代金表を
ご確認ください。

このコースで訪れられる世界遺産
鹿児島：明治日本の産業革命遺産、製鉄・製鋼、造船、石炭産業
�����������（旧集成館、関吉の疎水溝など）
済州島：済州火山島と溶岩洞窟群（漢拏山自然公園、城山日出峰、万丈窟など）
大阪：百舌鳥・古市古墳群
※基本的には自由行動で訪れていただきます。

7
月
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太平洋

ロシア

宮古（岩手）

ひたちなか

ウラジオストク

青森

横浜

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※�ロシアでの査証（ビザ）は、ロシアの入国管理局の指導によりクルーズ船での渡航の場合でも政府に
認可された現地ツアーオペレーターがグループ観光プログラムを申請する場合のみ免除となります。
査証（ビザ）をお持ちでなく、ショアエクスカーションにもお申し込みされない場合は上陸できません。

※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。
※�天候などの理由によりねぶた祭は中止もしくは、内容が変更になる場合があります。
　その際でもクルーズ代金の返金等はございませんので予めご了承ください。

食事：朝８回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

＊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。

青森ねぶた祭／青森
写真提供：（公社）青森観光コンベンション協会

2022年7月27日（水） 8月4日（木）横浜発着 

● �青森には「ねぶた祭」�
初日の8月2日に寄港し、�
夜まで滞在。�
山車灯籠が圧巻の、�
夏の風物詩を心ゆくまで�
お楽しみください。

●ひたちなかに初寄港。�
��日本三名園のひとつ、偕楽園にも足を伸ばせます。

国営ひたち海浜公園／ひたちなか
太平洋をのぞむ海浜公園。広大な敷
地に咲き乱れる四季折々の花は必見
で、7月下旬は丸々とした愛らしい形
と鮮やかなライムグリーンが特徴のコ
キア、オレンジ色のスカシユリが見頃
を迎えています。

国営ひたち海浜公園

浄土ヶ浜／宮古（岩手）
浜を見た宮古山常安寺七世の霊鏡
竜湖が、「さながら極楽浄土のごと
し」と絶賛したことから名付けられた
という浄土ヶ浜。緑の松が生い茂る
白い岩肌と、海の群青とのコントラス
トは、まさに絶景です。

浄土ヶ浜

青森ねぶた祭／青森
写真提供：（公社）青森県観光連盟

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

7/27 水 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

28 木 ひたちなか�初寄港� 日本 07:00 17:00 船中泊

29 金 宮古（岩手）� 日本 07:00 17:00 船中泊

30 土 クルージング ー ー 船中泊

31 日 ウラジオストク� ロシア 05:00 19:00 船中泊

8/ 1 月 クルージング ー ー 船中泊

2 火 青森（青森ねぶた祭）� 日本 08:00 23:00 船中泊

3 水 クルージング ー ー 船中泊

4 木 横浜� 日本 午前下船 ー ー

ねぶた祭に沸く青森とウラジオストク 9日間
日本から一番近いヨーロッパとして人気のウラジオストクを訪れるコース。
旅の後半は、東北きっての夏祭りとして名高い青森ねぶた祭を堪能します。

クルーズ番号 M223 別冊の代金表を
ご確認ください。

7
月
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※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。
＊�青森ねぶた祭は、最終日の海上運行をご覧いただけます。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用
ください。
※寄港地における行事やイベントに関しては、悪天候などの理由により中止になることがあります。

食事：朝１0回・昼9回・夜１0回　●最少催行人員：1人

＊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。

太平洋

韓国

横浜釜山

秋田

青森

高知
関門海峡
クルージング

徳島

よさこい祭り／高知
写真提供：（公社）高知市観光協会

秋田竿燈まつり／秋田
写真提供：秋田市竿燈まつり実行委員会

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

8/ 4 木 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

5 金 クルージング ー ー 船中泊

6 土 秋田（秋田竿燈まつり）� 日本 ０８:00 23:00 船中泊

7 日 青森（青森ねぶた祭＊）� 日本 10:00 23:00 船中泊

8 月 クルージング ー ー 船中泊

9 火 釜山� 韓国 12:00 21:00 船中泊

10 水 関門海峡クルージング ー ー 船中泊

11 木・祝 高知（よさこい祭り）� 日本 07:00 23:59 船中泊

12 金 徳島（阿波おどり）� 日本 09:00 23:59 船中泊

13 土 クルージング ー ー 船中泊

14 日 横浜� 日本 午前下船 ー ー

横浜発着 

● �祭り観賞の合間に釜山へ。�
韓国を代表する仏教寺院である梵魚寺は必見です。

●�クルーズなら、一度の旅で人気の夏祭りを楽しめます。

阿波おどり／徳島
世界中から観光客が訪れる400年以上の
歴史を持つ徳島の夏祭り。期間中は、街
中に独特のリズムが鳴り響きます。

阿波おどり
写真提供：（一財）徳島県観光協会

青森ねぶた祭／青森
ねぶたが海上を運行し、花火が打ち上が
る最終日の「海上運行」をご覧いただけ
ます。

青森ねぶた祭
写真提供：青森ねぶた祭実行委員会

秋田竿燈まつり／秋田
最大の見所でもある稲穂に見立てた竿燈
を絶妙なバランスで操る迫力の技をご堪
能ください。

秋田竿燈まつり
写真提供：秋田市竿燈まつり実行委員会

よさこい祭り／高知
市内9ヵ所の競演場・7ヵ所の演舞場があ
り、約1万8,000人がそれぞれ趣向を凝ら
した演舞を披露します。

よさこい祭り
写真提供：（公社）高知市観光協会

阿波おどり／徳島
写真提供：（一財）徳島県観光協会

日本を代表する４つの夏祭りをめぐる特別感あふれるコース。
祭と祭の間はクルーズという、また別の贅沢な時間を満喫できます。

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 11日間

2022年8月4日（木） 8月14日（日） 

クルーズ番号 M224 別冊の代金表を
ご確認ください。

8
月
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済州島

徳島

太平洋

横浜
大阪

熊野
（熊野大花火を船上から見学）

鹿児島

高知

長崎

＊�熊野沖に停泊するため、下船することはできません。また花火の見え方は事前にご案内できません。
※�花火や寄港地における行事やイベントは、雨天中止などの事情によりご覧いただけない場合
がございます。その際でもクルーズ代金返金等はございませんので予めご了承ください。

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。

食事：朝９回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

＊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。

2022年8月14日（日） 8月23日（火）横浜発着 

● �最初の寄港地である徳島は�
夜まで滞在するので、�
ちょうど最終日を迎える�
阿波おどりを観賞できます。�
街全体が熱狂に�
包み込まれる夜を、�
思い出に刻んでください。

阿波おどり
写真提供：（一財）徳島県観光協会日付 寄港地 入港 出港 宿泊

8/14 日 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊
15 月 徳島（阿波おどり）� 日本 13:00 23:59 船中泊
16 火 大阪� 日本 09:00 23:00 船中泊
17 水 熊野（船上から花火観賞＊）� 日本（18:00）（22:00） 船中泊
18 木 高知� 日本 08:00 16:00 船中泊
19 金 鹿児島� 日本 08:00 16:00 船中泊
20 土 済州島� 韓国 11:00 19:00 船中泊
21 日 長崎� 日本 07:00 16:00 船中泊
22 月 クルージング ー ー 船中泊
23 火 横浜� 日本 午前下船 ー ー

クルーズ番号 M225 別冊の代金表を
ご確認ください。

熊野大花火と四国・九州と韓国 10日間
熊野大花火大会を、船上というこの上ない特等席から観賞するコース。
全国的に有名な夏の風物詩、本場の阿波踊りに沸く徳島にも立ち寄ります。

住吉大社／大阪
全国に約2,300社余の住吉神社の
総本社で、「すみよっさん」とも呼ば
れます。正面神池に架けられた「反橋」
は、最大傾斜約48度と険しく、渡るだ
けで「おはらい」になると信じられて
います。

住吉大社（反橋）

桜島／鹿児島
錦江湾に浮かぶ、鹿児島のシンボル。
高さ1117メートルの北岳と南岳の２
つの主峰からなる複合火山で、小規
模な噴火を毎日のように繰り返してい
ます。噴煙をあげる雄々しい姿は、訪
れる人々を魅了します。

桜島
写真提供：（公社）鹿児島県観光連盟

熊野大花火大会／熊野
写真提供：熊野市観光協会

● �熊野花火大会は、船上から観賞。夏の夜空を彩る祭典を心ゆくまで。

このコースで訪れられる世界遺産
大阪：百舌鳥・古市古墳群
鹿児島・長崎：明治日本の産業革命遺産、製鉄・製鋼、造船、石炭産業
　　　　　　（鹿児島：旧集成館、関吉の疎水溝など）
　　　　　　（長崎：三菱長崎造船所�旧木型場、旧グラバー住宅、端島炭鉱など）
長崎：長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産（大浦天主堂など）
済州島：済州火山島と溶岩洞窟群（漢拏山自然公園、城山日出峰、万丈窟など）
※基本的には自由行動で訪れていただきます。

8
月



※写真はすべてイメージです。
38

ここがポイント！ -CRUISE POINT-

函館山／函館

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

8/23 火 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

24 水 クルージング� ー ー 船中泊

25 木 青森� 日本 07:00 17:00 船中泊

26 金 釧路� 日本 08:00 18:00 船中泊

27 土 クルージング� ー ー 船中泊

28 日 コルサコフ★� ロシア 06:00 18:00 船中泊

29 月 小樽� 日本 08:00 18:00 船中泊

30 火 函館� 日本 08:00 23:00 船中泊

31 水 クルージング� ー ー 船中泊

9/ 1 木 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。
※�ロシアでの査証（ビザ）は、ロシアの入国管理局の指導によりクルーズ船での渡航の場合
でも政府に認可された現地ツアーオペレーターがグループ観光プログラムを申請する場
合のみ免除となります。査証（ビザ）をお持ちでなく、ショアエクスカーションにもお申し込
みされない場合は上陸できません。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。
★テンダーボートでの乗下船になります（P.45参照）。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

2022年8月23日（火） 9月1日（木）横浜発着 

＊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。

太平洋

ロシア

釧路

小樽
函館

青森

コルサコフ

横浜

● �青森では十和田湖畔の�
奥入瀬渓流へ。�
まばゆい緑の森林、�
滝や清流など変化に富んだ
渓谷美に心身が癒やされます。

●�小樽では、郊外の余市にあるニッカウヰスキーの�
工場見学もおすすめです。

阿寒湖／釧路
一帯が阿寒摩周国立公園に指定され
た、道東を代表する観光地。大小の
島々が浮かぶカルデラ湖は、特別天
然記念物マリモの生息地として有名
です。雄阿寒岳をバックに広がる湖
は神秘的な美しさです。

阿寒湖

北一硝子／小樽
明治34（1901）年創業のガラス
工房。職人技が光る製作現場の
見学や、自分でガラスの表面に砂
を吹き付ける彫刻製作体験もでき
ます。イタリアの貴重なガラスを収
蔵した「北一ヴェネツィア美術館」
も併設されています。 北一硝子

奥入瀬渓流／青森

人気の観光都市である釧路、小樽、函館を周遊し、サハリンも訪れるコース。
最終寄港地の函館は夜まで滞在するため、世界有数とたたえられる夜景も堪能できます。

北海道周遊とサハリン 10日間

別冊の代金表を
ご確認ください。クルーズ番号 M226

8
月
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ここがポイント！ -CRUISE POINT-

太平洋

台湾

基隆
（台北） 那覇

石垣島花蓮

横浜

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用
ください。

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

9/ 1 木 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

2〜3 金・土 クルージング ー ー 船中泊

4 日 那覇� 日本 07:00 17:30 船中泊

5 月 石垣島� 日本 08:00 18:00 船中泊

6 火 花蓮� 台湾 08:00 18:00 船中泊

7 水 基隆（台北）� 台湾 07:00 17:00 船中泊

8〜9 木・金 クルージング ー ー 船中泊

10 土 横浜� 日本 午前下船 ー ー

＊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。

2022年9月1日（木） 9月10日（土）横浜発着 

● �那覇では、�
琉球村など、�
観光スポットや�
グルメをご堪能ください。

●�基隆（台北）は、グルメスポットがたくさんあります。

九份／基隆（台北）
様々な映画の舞台になったことで
も知られ、観光客でにぎわうスポ
ット。清朝時代に金の採掘で栄え
たという山間の街は、狭い路地に
日本統治時代の建物や西洋建築
が混在し、懐かしくも不思議な情
緒を漂わせています。

九份

川平湾／石垣島
石垣島を代表する景勝地のひとつ。
真白い砂浜と緑の島々、透き通っ
たエメラルドグリーンの海が見事
なコントラストを描きます。澄み
切った海は、黒真珠の養殖地に
なっています。

琉球村／那覇
写真提供：（一財）沖縄コンベンションビューロー

川平湾

別冊の代金表を
ご確認ください。クルーズ番号 M227

沖縄・台湾リゾートクルーズ 10日間
那覇、石垣島から台湾東部の花蓮を経て台北をめぐるコース。
ゆとりある10日間の日程で、のんびりした休日をお過ごしください。

竹富島／石垣島太魯閣渓谷／花蓮

斎場御嶽／那覇
写真提供：（一財）沖縄コンベンションビューロー

このコースで訪れられる世界遺産
那覇：琉球王国のグスク及び関連遺産群

（首里城公園、識名園、玉陵、園比屋武御嶽石門）
※基本的には自由行動で訪れていただきます。

9
月
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太平洋

韓国

長崎
鹿児島

横浜

済州島

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※花の開花時期は、天候、気温などにより毎年前後するため、ご覧いただけない場合もあります。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。

食事：朝6回・昼5回・夜6回　●最少催行人員：1人

＊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。

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

9/19 月・祝 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

20 火 クルージング ー ー 船中泊

21 水 鹿児島� 日本 07:00 16:00 船中泊

22 木 済州島� 韓国 09:00 18:00 船中泊

23 金・祝 長崎� 日本 07:00 16:00 船中泊

24 土 クルージング ー ー 船中泊

25 日 横浜� 日本 午前下船 ー ー

横浜発着 2022年9月19日（月・祝） 9月25日（日） 

シルバーウィーク 九州と韓国 7日間
鹿児島と長崎、韓国のリゾートとして名高い済州島をめぐるコース。
終日クルージングも2日あり、のんびりした洋上のひとときもご満喫いただけます。

クルーズ番号 M229N 別冊の代金表を
ご確認ください。

ここがポイント！ -CRUISE POINT-

● �鹿児島の城山公園は、�
噴煙を上げる桜島や�
錦江湾を一望できる
ビュースポット。�
温帯・亜熱帯植物を観察
しながらの散策も�
お楽しみいただけます。

●�2つの祝日を含む9月の1週間を、優雅なクルーズでお過ごしください。

東門市場／済州島
「済州島の台所」とも言われる大きな
市場。新鮮な魚介類や黒豚といった島
を代表する食材からB級グルメ屋台ま
で、約300店が軒を連ねています。
名産品や雑貨、衣類も揃います。

東門市場
写真提供：韓国観光公社

三菱重工長崎造船所／長崎
前身は江戸時代にさかのぼる造船所。
併設された史料館では日本初の蒸気
タービンなど、約900点の貴重な資料
を見ることができます。日本最大の戦
艦「武蔵」の建造に使われた、クレー
ンの一部も残されています。

三菱重工長崎造船所

城山公園／鹿児島

石の祖父／済州島

池田湖／鹿児島 島原城／長崎

このコースで訪れられる世界遺産
鹿児島・長崎：明治日本の産業革命遺産、製鉄・製鋼、造船、石炭産業
　　　　　　（鹿児島：旧集成館、関吉の疎水溝など）
　　　　　　（長崎：三菱長崎造船所�旧木型場、旧グラバー住宅、端島炭鉱など）
長崎：長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産（大浦天主堂など）
済州島：済州火山島と溶岩洞窟群（漢拏山自然公園、城山日出峰、万丈窟など）
※基本的には自由行動で訪れていただきます。

9
月
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ここがポイント！ -CRUISE POINT-

太平洋

日本海

韓国

横浜
釜山

境港
金沢

酒田
（山形） 青森

長崎

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

＊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。

● �弘前では、�
国の重要文化財に指定�
された弘前城が必見。�
東北で唯一現存している
天守の端正な姿に、�
魅了されること必至です。

●�クルーズの後半は韓国第二の都市である釜山、�
歴史の街・長崎を訪れます。

兼六園／金沢
歴代の加賀藩主により造営された、江
戸時代を代表する大名庭園。池を中
心に園内をめぐり歩く「廻遊式」と呼
ばれる様式で、多彩な植栽や渓流、
滝、茶亭など、変化に富んだ庭園美を
ゆっくりと堪能できます。

兼六園

足立美術館／境港
横山大観の日本画、北大路魯山人の
陶芸など約2,000点を収蔵する美術
館。5万坪の日本庭園は「庭園もまた
一幅の絵画」という信念で造営され、
それ自体が広大な美術作品です。

足立美術館

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
9/25 日 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

26 月 クルージング ー ー 船中泊
27 火 青森� 日本 07:00 17:00 船中泊
28 水 酒田（山形）� 日本 07:00 16:00 船中泊
29 木 金沢� 日本 07:00 18:00 船中泊
30 金 境港� 日本 07:00 17:00 船中泊

10/ 1 土 釜山� 韓国 08:00 18:00 船中泊
2 日 長崎� 日本 07:00 16:00 船中泊
3 月 クルージング ー ー 船中泊
4 火 横浜� 日本 午前下船 ー ー

弘前城／青森

横浜発着 2022年9月25日（日） 10月4日（火） 

北前航路と九州・韓国 10日間 A
青森、酒田、金沢、境港と、日本海側に細かく寄港する10日間のコース。
それぞれの寄港地の歴史、文化、食を日替わりで体験できる贅沢な旅です。

山居倉庫／酒田

ひがし茶屋街／金沢
写真提供：金沢市 出雲大社／境港

クルーズ番号 M230 別冊の代金表を
ご確認ください。

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用
ください。

このコースで訪れられる世界遺産
長崎：長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産（大浦天主堂など）�
� � � 明治日本の産業革命遺産、製鉄・製鋼、造船、石炭産業
��������（三菱長崎造船所�旧木型場、旧グラバー住宅、端島炭鉱など）
※基本的には自由行動で訪れていただきます。

9
月
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太平洋

韓国 日本

長崎

御前崎

鹿児島

横浜

済州島

食事：朝7回・昼6回・夜7回　●最少催行人員：1人

＊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。

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

10/ 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 長崎� 日本 09:00 18:00 船中泊

7 金 済州島� 韓国 07:00 16:00 船中泊

8 土 鹿児島� 日本 10:00 19:00 船中泊

9 日 クルージング ー ー 船中泊

10 月・祝 御前崎� 日本 08:00 18:00 船中泊

11 火 横浜� 日本 午前下船 ー ー

横浜発着 2022年10月4日（火） 10月11日（火） 

九州と韓国 8日間
長崎から済州島、鹿児島を経て静岡の御前崎をめぐる8日間のコース。
江戸から近現代史の舞台となった寄港地もあり、知的好奇心が存分に満たされます。

ここがポイント！ -CRUISE POINT-

● �最初の寄港地である�
長崎は昭和20（1945）年
8月9日、史上2発目の�
原爆が落とされました。�
原爆資料館では、�
改めて平和の尊さを�
感じることができます。

●�済州島にも寄港するので、�
一味ちがう韓国の文化やグルメも味わえます。

薩摩伝承館／鹿児島
地元の名門旅館「指宿白水館」が60
年かけて収集した約3,000点のコレク
ションから、薩摩焼や中国陶磁器など
約380点を展示。平等院鳳凰堂をモ
チーフにした豪華絢爛な建物も、目を
見張ります。薩摩伝承館

写真提供：（一社）九州観光推進機構

掛川城／御前崎
大河ドラマ『功名が辻』の主役にもなっ
た山内一豊が城主を務めた城。一豊は
城を拡張し城下町を整備することで、
地域に繁栄をもたらしました。天守閣は
平成６（1994）年に復元され、美しい
姿を蘇らせました。

掛川城

長崎原爆資料館／長崎

クルーズ番号 M231 別冊の代金表を
ご確認ください。

大浦天主堂／長崎

桜島／鹿児島 御前崎灯台／御前崎

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。

このコースで訪れられる世界遺産
長崎：長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産（大浦天主堂など）
長崎・鹿児島：明治日本の産業革命遺産、製鉄・製鋼、造船、石炭産業
��������������������（長崎：三菱長崎造船所�旧木型場、旧グラバー住宅、端島炭鉱など）
　　　　　　（鹿児島：旧集成館、関吉の疎水溝など）
済州島：済州火山島と溶岩洞窟群（漢拏山自然公園、城山日出峰、万丈窟など）
※基本的には自由行動で訪れていただきます。

10
月
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ここがポイント！ -CRUISE POINT-

太平洋

日本海

韓国
日本

横浜
釜山

境港

敦賀

酒田
（山形）

青森

鹿児島

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

＊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。

● �青森では、紅葉たけなわ
の十和田湖へ。�
真っ赤に色づいた森と�
青い湖が、絵画のような
鮮やかなコントラストを�
描き出しています。

●�日本海側の敦賀と境港にも寄港し、�
それぞれの港町情緒に触れることができます。

本間美術館／酒田
大地主の本間家によって築かれ、江
戸時代は庄内藩主、明治以降は皇室
の接待も行われて「酒田の迎賓館」と
も呼ばれた建物を美術館として開放。
奈良時代、平安時代から現代に至る
まで幅広いジャンルのコレクションを
約3,000点収蔵しています。鶴舞園（本間美術館）

写真提供：山形県公式観光サイト

西郷隆盛銅像／鹿児島
明治維新の立役者として、偉大な功績
を残した西郷隆盛。西南戦争に敗北し
自決を選んだ場所である城山には、
陸軍大将の制服をまとった高さ約８
メートルの像がそびえ立っています。

西郷隆盛銅像
写真提供：（公社）鹿児島県観光連盟

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

10/11 火 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

12 水 クルージング ー ー 船中泊

13 木 青森� 日本 09:00 18:00 船中泊

14 金 酒田（山形）� 日本 07:00 17:00 船中泊

15 土 敦賀� 日本 10:00 18:00 船中泊

16 日 境港� 日本 07:00 17:00 船中泊

17 月 釜山� 韓国 07:00 16:00 船中泊

18 火 鹿児島� 日本 10：00 19:00 船中泊

19 水 クルージング ー ー 船中泊

20 木 横浜� 日本 午前下船 ー ー

十和田湖／青森

横浜発着 2022年10月11日（火） 10月20日（木） 

北前航路と九州・韓国 10日間 B
青森から日本海側の各地に寄港し、釜山と鹿児島にも立ち寄る9日間のコース。
紅葉に彩られる日本列島を一巡し、各地の情緒豊かな表情を心ゆくまで味わえます。

永平寺／敦賀

羽黒山／酒田 松江城／境港

クルーズ番号 M232 別冊の代金表を
ご確認ください。

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※��寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。

このコースで訪れられる世界遺産
鹿児島：明治日本の産業革命遺産、製鉄・製鋼、造船、石炭産業
　　　��（旧集成館、関吉の疎水溝など）
※基本的には自由行動で訪れていただきます。

10
月
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ここがポイント！ -CRUISE POINT-

太平洋

韓国

佐世保
高知

鹿児島

横浜

済州島

食事：朝7回・昼6回・夜7回　●最少催行人員：1人

＊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。

● �佐世保では日本最大の
テーマパーク、�
ハウステンボスへ。�
モナコ公国と同じ広さの�
敷地に再現されたオランダ
の風景を巡りながら、�
ヨーロッパ旅行のような�
ひとときをどうぞ。

●�済州島では、ススキの仲間であるピンクミューリーが�
一面を幻想的なピンク色に染め上げます。

知覧特攻平和会館／鹿児島
特攻基地の跡地に開館した歴史博物
館。戦闘機「疾風」の実機、ここから飛
び立った隊員たちが家族や知人に宛
てた遺書や手紙などの展示物は、私た
ちに二度と同じ過ちを繰り返さないよ
う語りかけているようです。

知覧特攻平和会館
写真提供：（公社）鹿児島県観光連盟

ひろめ市場／高知
海産物、居酒屋、土産物など個性豊か
な60店以上が集結した、屋台村のよ
うな雰囲気の市場。市場内の所々に
椅子とテーブルが設けられ、購入した
食べ物をその場でいただくことができ
ます。 ひろめ市場

写真提供：（公財）高知県観光コンベンション協会

ハウステンボス／佐世保

横浜発着 2022年10月28日（金） 11月4日（金） 

四国・九州と韓国 8日間
横浜から西を目指し、佐世保、鹿児島、高知をめぐる8日間のコース。
ピンクミューリーが見頃の済州島にも寄港し、美しい秋との出会いが待っています。

休愛里自然生活公園（ピンクミューリー）／済州島
写真提供：韓国観光公社

九十九島／佐世保
写真提供： （一社）長崎県観光連盟 仙巌園／鹿児島

クルーズ番号 M234 別冊の代金表を
ご確認ください。

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

10/28 金 横浜 日本 午後乗船 17:00 船中泊

29 土 クルージング ー ー 船中泊

30 日 佐世保 日本 10:00 20:00 船中泊

31 月 済州島 韓国 07:00 16:00 船中泊

11/ 1 火 鹿児島 日本 10:00 18:00 船中泊

2 水 高知 日本 10:00 20:00 船中泊

3 木・祝 クルージング ー ー 船中泊

4 金 横浜 日本 午前下船 ー ー

このコースで訪れられる世界遺産
済州島：済州火山島と溶岩洞窟群（漢拏山自然公園、城山日出峰、万丈窟など）
鹿児島：明治日本の産業革命遺産、製鉄・製鋼、造船、石炭産業
　　　  （旧集成館、関吉の疎水溝など）
※基本的には自由行動で訪れていただきます。

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※花の開花時期は、天候、気温などにより毎年前後するため、ご覧いただけない場合もあります。
※  寄港地では自由散策もしくはショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：別料金）をご利用ください。

10
月
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船上の過ごし方 Q&A
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：�船上では様々な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、ステーキハウス及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
はメダル型端末「オーシャン・メダリオン」をかざす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：�2021年3月1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泊あたりスイート客室は16.5米ドル、プレミア
ム・ジュニア・スイート、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。

※�プリンセス・プラスをお申し込みの場合、上記の自動精算制のチップとアルコール飲料のサービス料が代金に含まれます。
※�その他のサービスに対するチップはその都度お客様の判断でお願いいたします。カジノディーラー
（目安：10〜15％）、ルームサービス（目安：1〜2米ドル）。

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.16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、ジャケットや
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。詳細はP.13をご参照ください。

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、ミルク及び食事のサービス、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（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：�客船内は洋上最速のWi-Fiサービス「メダリオン・ネット」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。

※�プリンセス・プラスをお申し込みの場合、Wi-Fiは代金に含まれます。

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、車いすでの乗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。

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

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。
船内アクティビティ等の中止における予約のキャンセルについて 船内アクティビティ、ショー等の中止を理由とする予約のキャンセルやクルーズ代金の返金には応じかねますので、予めご了承ください。
※本パンフレットの掲載情報は2021年3月1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または中止となる場合があります。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、常に最新の健康と安全のプロトコルを確認しながら運航やサービスを提供していきます。 また、今後の感染状況、寄港地
の受け入れ状況、 政府等からの要請、天候等による事情により、運航の遅延もしくは中止、航路・寄港地、船内サービス・イベントが変更もしくは中止となる場合がございます。
最新情報はプリンセス・クルーズウェブサイト「安全にクルーズ旅行をお楽しみいただくために」ページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症感染対策の影響で、在留資格、再入国許可をお持ちの方等は入国・再入国できない可能性がございますので、
予め法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/）でご確認の上ご予約ください。
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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。
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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。

コンサバトリー

エレベーター

スパプール
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ムービーズ・
アンダー・ザ・
スターズ

フィットネス・センター

ナ
ウ
サ
／
室
衣
更 室

容
美

付
受
パ
ス

）
湯
の
泉
（場
浴
大

ユ
ー
ス
・
セ
ン
タ
ー

テ
ィ
ー
ン
・
セ
ン
タ
ー

スカイ・デッキ17/18
スポーツ・デッキ16

サン・デッキ15
リド・デッキ14

アロハ・デッキ12
バハ・デッキ11

カリブ・デッキ10
ドルフィン・デッキ9
エメラルド・デッキ8

エレベーター エレベーター エレベーター

プロムナード・デッキ7

フィエスタ・デッキ6
プラザ・デッキ5
ガラ・デッキ4
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　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

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： 3人・4人使用可能な客室で4人目はブルマンベッド（壁また
は天井付けの折りたたみ式ベッド）となります。

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。 

最大6名まで対応可能（D105/D101とD104／D100）。
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。 

また、シャワーのみとなります。
印：航海中はバルコニーへのアクセスが制限されます。

※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princesscruises.jpにてご確認ください。
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劇場2F
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ドルフィン・デッキ9 エメラルド・デッキ8 プロムナード・デッキ7 フィエスタ・デッキ6 ガラ・デッキ4

プラザ・デッキ5

Dolphin Emerald Promenade Fiesta Gala
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スイート

グランド・スイート

オーナーズ・スイート

ペントハウス・スイート（船尾）

ペントハウス・スイート（中央）

プレミアム・スイート

ヴィスタ・スイート

ファミリー・スイート（2ベッドルーム）

プレミアム・ジュニア・スイート

ジュニア・スイート（中央）

ジュニア・スイート（前方／後方）

海側

海側（視界が遮られます）

内側
海側バルコニー（中央）

海側バルコニー（前方／後方）

ジュニア・スイート

海 側バルコニー

海側

内側
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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

最新情報をお届け
プリンセス・クルーズ オンラインメンバー
募集中！！（登録無料）

princesscruises.jp

（プリンセス・クルーズ指定代理店）
（株）ダイワグループ
クルーズ旅行センター（法人営業部）
東京都杉並区高円寺南４－２７－１７
恒陽サンクレスト高円寺ﾋﾞﾙ９０３号
☎　０３－５３７７－１３８１

〇 ダイワグループの
    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
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	22上_ダイヤモンド_P10-11_食事_入稿01
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