
2022年　ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　vol.02 As of Oct 27, 2021 

代金表有効期間：2021年12月1日～2022年11月21日

出発日・コース名

日    程

旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格

グランド・スイート ¥735,000 ▶ ¥711,000 ¥600,000 ▶ ¥580,000 ¥436,000 ▶ ¥416,000 ¥600,000 ▶ ¥572,000
オーナーズ･スイート ¥705,000 ▶ ¥681,000 ¥570,000 ▶ ¥550,000 ¥407,000 ▶ ¥387,000 ¥560,000 ▶ ¥532,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥676,000 ▶ ¥652,000 ¥541,000 ▶ ¥521,000 ¥378,000 ▶ ¥358,000 ¥520,000 ▶ ¥492,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥661,000 ▶ ¥637,000 ¥526,000 ▶ ¥506,000 ¥363,000 ▶ ¥343,000 ¥500,000 ▶ ¥472,000
プレミアム･スイート ¥646,000 ▶ ¥622,000 ¥511,000 ▶ ¥491,000 ¥348,000 ▶ ¥328,000 ¥480,000 ▶ ¥452,000
ヴィスタ･スイート ¥638,000 ▶ ¥614,000 ¥503,000 ▶ ¥483,000 ¥340,000 ▶ ¥320,000 ¥470,000 ▶ ¥442,000
ファミリー･スイート ¥280,000 ▶ ¥274,000 ¥280,000 ▶ ¥250,000 ¥221,000 ▶ ¥216,000 ¥221,000 ▶ ¥196,000 ¥157,000 ▶ ¥152,000 ¥157,000 ▶ ¥132,000 ¥217,000 ▶ ¥209,000 ¥217,000 ▶ ¥181,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥482,000 ▶ ¥458,000 ¥380,000 ▶ ¥360,000 ¥235,000 ▶ ¥215,000 ¥323,000 ▶ ¥295,000
ジュニア･スイート（中央） ¥375,000 ▶ ¥351,000 ¥296,000 ▶ ¥276,000 ¥205,000 ▶ ¥185,000 ¥280,000 ▶ ¥252,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥338,000 ▶ ¥314,000 ¥266,000 ▶ ¥246,000 ¥175,000 ▶ ¥155,000 ¥238,000 ▶ ¥210,000
海側バルコニー（中央） ¥226,000 ▶ ¥202,000 ¥180,000 ▶ ¥160,000 ¥146,000 ▶ ¥126,000 ¥197,000 ▶ ¥169,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥218,000 ▶ ¥194,000 ¥171,000 ▶ ¥151,000 ¥138,000 ▶ ¥118,000 ¥187,000 ▶ ¥159,000
海側 ¥193,000 ▶ ¥169,000 ¥152,000 ▶ ¥132,000 ¥120,000 ▶ ¥100,000 ¥165,000 ▶ ¥137,000
海側（視界が遮られます） ¥149,000 ▶ ¥125,000 ¥119,000 ▶ ¥99,000 ¥99,000 ▶ ¥79,000 ¥139,000 ▶ ¥111,000
内側 ¥148,000 ▶ ¥137,000 ¥148,000 ▶ ¥113,000 ¥118,000 ▶ ¥109,000 ¥118,000 ▶ ¥89,000 ¥98,000 ▶ ¥89,000 ¥98,000 ▶ ¥69,000 ¥138,000 ▶ ¥125,000 ¥138,000 ▶ ¥97,000

3〜4人目代金（スイート）
ファミリー・スイートを除く

3〜4人目代金
（ファミリー・スイート、ジュニア・スイート、
海側バルコニー、海側、内側）

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）
*旧価格（2021年11月30日までの価格）と同じ

出発日・コース名

日    程

旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格

グランド・スイート ¥600,000 ▶ ¥572,000 ¥600,000 ▶ ¥572,000 ¥436,000 ▶ ¥416,000 ¥416,000 ▶ ¥396,000
オーナーズ･スイート ¥560,000 ▶ ¥532,000 ¥560,000 ▶ ¥532,000 ¥407,000 ▶ ¥387,000 ¥387,000 ▶ ¥367,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥520,000 ▶ ¥492,000 ¥520,000 ▶ ¥492,000 ¥378,000 ▶ ¥358,000 ¥358,000 ▶ ¥338,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥500,000 ▶ ¥472,000 ¥500,000 ▶ ¥472,000 ¥363,000 ▶ ¥343,000 ¥343,000 ▶ ¥323,000
プレミアム･スイート ¥480,000 ▶ ¥452,000 ¥480,000 ▶ ¥452,000 ¥348,000 ▶ ¥328,000 ¥328,000 ▶ ¥308,000
ヴィスタ･スイート ¥470,000 ▶ ¥442,000 ¥470,000 ▶ ¥442,000 ¥340,000 ▶ ¥320,000 ¥320,000 ▶ ¥300,000
ファミリー･スイート ¥217,000 ▶ ¥209,000 ¥217,000 ▶ ¥181,000 ¥217,000 ▶ ¥209,000 ¥217,000 ▶ ¥181,000 ¥157,000 ▶ ¥152,000 ¥157,000 ▶ ¥132,000 ¥134,000 ▶ ¥114,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥323,000 ▶ ¥295,000 ¥323,000 ▶ ¥295,000 ¥235,000 ▶ ¥215,000 ¥210,000 ▶ ¥190,000
ジュニア･スイート（中央） ¥280,000 ▶ ¥252,000 ¥280,000 ▶ ¥252,000 ¥205,000 ▶ ¥185,000 ¥185,000 ▶ ¥165,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥238,000 ▶ ¥210,000 ¥238,000 ▶ ¥210,000 ¥175,000 ▶ ¥155,000 ¥155,000 ▶ ¥135,000
海側バルコニー（中央） ¥197,000 ▶ ¥169,000 ¥197,000 ▶ ¥169,000 ¥146,000 ▶ ¥126,000 ¥118,000 ▶ ¥98,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥187,000 ▶ ¥159,000 ¥187,000 ▶ ¥159,000 ¥138,000 ▶ ¥118,000 ¥110,000 ▶ ¥90,000
海側 ¥165,000 ▶ ¥137,000 ¥165,000 ▶ ¥137,000 ¥120,000 ▶ ¥100,000 ¥103,000 ▶ ¥83,000
海側（視界が遮られます） ¥139,000 ▶ ¥111,000 ¥139,000 ▶ ¥111,000 ¥99,000 ▶ ¥79,000 ¥79,000 ▶ ¥59,000
内側 ¥138,000 ▶ ¥125,000 ¥138,000 ▶ ¥97,000 ¥138,000 ▶ ¥125,000 ¥138,000 ▶ ¥97,000 ¥98,000 ▶ ¥89,000 ¥98,000 ▶ ¥69,000 ¥78,000 ▶ ¥58,000

3〜4人目代金（スイート）
ファミリー・スイートを除く

3〜4人目代金
（ファミリー・スイート、ジュニア・スイート、
海側バルコニー、海側、内側）

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）
*旧価格（2021年11月30日までの価格）と同じ

内    容

内    容

¥10,500 ¥10,500 ¥7,875 ¥6,825

右欄（★）の代金
＋

￥28,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥28,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥20,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥20,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

¥96,000 ¥68,000 ¥96,000 ¥68,000 ¥70,000 ¥50,000 ¥61,000 ¥41,000

\165,000* \165,000* \120,000* \103,000*
\139,000* \139,000* \99,000* \79,000*

\78,000*

\238,000* \238,000* \175,000* \155,000*
\197,000* \197,000* \146,000* \118,000*
\187,000* \187,000* \138,000* \110,000*

\134,000*
\323,000* \323,000* \235,000* \210,000*
\280,000* \280,000* \205,000* \185,000*

\500,000* \500,000* \363,000* \343,000*
\480,000* \480,000* \348,000* \328,000*
\470,000* \470,000* \340,000* \32,0000*

\600,000* \600,000* \436,000* \416,000*
\560,000* \560,000* \407,000* \387,000*
\520,000* \520,000* \378,000* \358,000*

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金）

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金）

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金）

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金）

新価格

¥8,925 ¥8,400 ¥8,400 ¥10,500

5/21［M213］
沖縄・台湾リゾートクルーズ 8日間 B

5/28［M214］
沖縄・台湾リゾートクルーズ 8日間 A

6/4［M215］
四国・九州・韓国ショートクルーズ 6日間

6/9［M216］
神戸発 横浜着 九州・韓国ショートクルーズ 6日間

7 泊8 日 7 泊8 日 5 泊6 日 5 泊6 日

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

¥108,000 ¥84,000 ¥86,000 ¥66,000 ¥62,000 ¥42,000 ¥96,000 ¥68,000

\149,000* \119,000* \99,000* \139,000*

右欄（★）の代金
＋

￥24,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥20,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥20,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥28,000

\226,000* \180,000* \146,000* \197,000*
\218,000* \171,000* \138,000* \187,000*
\193,000* \152,000* \120,000* \165,000*

\482,000* \380,000* \235,000* \323,000*
\375,000* \296,000* \205,000* \280,000*
\338,000* \266,000* \175,000* \238,000*

\661,000* \526,000* \363,000* \500,000*
\646,000* \511,000* \348,000* \480,000*
\638,000* \503,000* \340,000* \470,000*

\735,000* \600,000* \436,000* \600,000*
\705,000* \570,000* \407,000* \560,000*
\676,000* \541,000* \378,000* \520,000*

4/28［M209N］
ゴールデンウィーク 九州・韓国 7日間

5/4［M210N］
ゴールデンウィーク 九州・韓国 6日間

5/9［M211N］
横浜発 神戸着 九州・韓国ショートクルーズ 6日間

5/14［M212N］
沖縄・台湾リゾートクルーズ 8日間 A

6 泊7 日 5 泊6 日 5 泊6 日 7 泊8 日

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金）

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金）

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金）

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金）
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2022年　ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　vol.02 As of Oct 27, 2021 

代金表有効期間：2021年12月1日～2022年11月21日

出発日・コース名

日    程

旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格

グランド・スイート ¥685,000 ▶ ¥653,000 ¥436,000 ▶ ¥416,000 ¥685,000 ▶ ¥653,000
オーナーズ･スイート ¥640,000 ▶ ¥608,000 ¥407,000 ▶ ¥387,000 ¥640,000 ▶ ¥608,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥595,000 ▶ ¥563,000 ¥378,000 ▶ ¥358,000 ¥595,000 ▶ ¥563,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥573,000 ▶ ¥541,000 ¥363,000 ▶ ¥343,000 ¥573,000 ▶ ¥541,000
プレミアム･スイート ¥551,000 ▶ ¥519,000 ¥348,000 ▶ ¥328,000 ¥551,000 ▶ ¥519,000
ヴィスタ･スイート ¥540,000 ▶ ¥508,000 ¥340,000 ▶ ¥320,000 ¥540,000 ▶ ¥508,000
ファミリー･スイート ¥283,000 ▶ ¥278,000 ¥249,000 ▶ ¥239,000 ¥249,000 ▶ ¥207,000 ¥157,000 ▶ ¥152,000 ¥157,000 ▶ ¥132,000 ¥249,000 ▶ ¥239,000 ¥249,000 ▶ ¥207,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥372,000 ▶ ¥340,000 ¥235,000 ▶ ¥215,000 ¥372,000 ▶ ¥340,000
ジュニア･スイート（中央） ¥325,000 ▶ ¥293,000 ¥205,000 ▶ ¥185,000 ¥325,000 ▶ ¥293,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥276,000 ▶ ¥244,000 ¥175,000 ▶ ¥155,000 ¥276,000 ▶ ¥244,000
海側バルコニー（中央） ¥227,000 ▶ ¥195,000 ¥146,000 ▶ ¥126,000 ¥227,000 ▶ ¥195,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥216,000 ▶ ¥184,000 ¥138,000 ▶ ¥118,000 ¥216,000 ▶ ¥184,000
海側 ¥190,000 ▶ ¥158,000 ¥120,000 ▶ ¥100,000 ¥190,000 ▶ ¥158,000
海側（視界が遮られます） ¥155,000 ▶ ¥123,000 ¥99,000 ▶ ¥79,000 ¥155,000 ▶ ¥123,000
内側 ¥178,000 ▶ ¥161,000 ¥154,000 ▶ ¥139,000 ¥154,000 ▶ ¥107,000 ¥98,000 ▶ ¥89,000 ¥98,000 ▶ ¥69,000 ¥154,000 ▶ ¥139,000 ¥154,000 ▶ ¥107,000

3〜4人目代金（スイート）
ファミリー・スイートを除く

3〜4人目代金
（ファミリー・スイート、ジュニア・スイート、
海側バルコニー、海側、内側）

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）
*旧価格（2021年11月30日までの価格）と同じ

出発日・コース名

日    程

旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格

グランド・スイート ¥436,000 ▶ ¥416,000 ¥710,000 ▶ ¥678,000 ¥795,000 ▶ ¥763,000
オーナーズ･スイート ¥407,000 ▶ ¥387,000 ¥665,000 ▶ ¥633,000 ¥750,000 ▶ ¥718,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥378,000 ▶ ¥358,000 ¥620,000 ▶ ¥588,000 ¥705,000 ▶ ¥673,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥363,000 ▶ ¥343,000 ¥598,000 ▶ ¥566,000 ¥682,000 ▶ ¥650,000
プレミアム･スイート ¥348,000 ▶ ¥328,000 ¥576,000 ▶ ¥544,000 ¥660,000 ▶ ¥628,000
ヴィスタ･スイート ¥340,000 ▶ ¥320,000 ¥565,000 ▶ ¥533,000 ¥648,000 ▶ ¥616,000
ファミリー･スイート ¥157,000 ▶ ¥152,000 ¥157,000 ▶ ¥132,000 ¥266,000 ▶ ¥256,000 ¥266,000 ▶ ¥224,000 ¥327,000 ▶ ¥318,000 ¥327,000 ▶ ¥286,000 ¥413,000 ▶ ¥408,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥235,000 ▶ ¥215,000 ¥388,000 ▶ ¥356,000 ¥488,000 ▶ ¥456,000
ジュニア･スイート（中央） ¥205,000 ▶ ¥185,000 ¥340,000 ▶ ¥308,000 ¥428,000 ▶ ¥396,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥175,000 ▶ ¥155,000 ¥292,000 ▶ ¥260,000 ¥380,000 ▶ ¥348,000
海側バルコニー（中央） ¥146,000 ▶ ¥126,000 ¥247,000 ▶ ¥215,000 ¥267,000 ▶ ¥235,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥138,000 ▶ ¥118,000 ¥236,000 ▶ ¥204,000 ¥256,000 ▶ ¥224,000
海側 ¥120,000 ▶ ¥100,000 ¥206,000 ▶ ¥174,000 ¥228,000 ▶ ¥196,000
海側（視界が遮られます） ¥99,000 ▶ ¥79,000 ¥169,000 ▶ ¥137,000 ¥189,000 ▶ ¥157,000
内側 ¥98,000 ▶ ¥89,000 ¥98,000 ▶ ¥69,000 ¥168,000 ▶ ¥153,000 ¥168,000 ▶ ¥121,000 ¥188,000 ▶ ¥173,000 ¥188,000 ▶ ¥141,000 ¥238,000 ▶ ¥219,000

3〜4人目代金（スイート）
ファミリー・スイートを除く

3〜4人目代金
（ファミリー・スイート、ジュニア・スイート、
海側バルコニー、海側、内側）

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）
*旧価格（2021年11月30日までの価格）と同じ

内    容

内    容

¥70,000 ¥50,000 ¥119,000 ¥87,000 ¥130,000 ¥98,000 ¥184,000 ¥144,000

¥8,400 ¥11,550 ¥13,125 ¥13,650

\99,000* \169,000* \189,000* ¥279,000 \239,000*
¥259,000

右欄（★）の代金
＋

￥20,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥32,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥32,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥40,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

\138,000* \236,000* \256,000* ¥365,000 \325,000*
\120,000* \206,000* \228,000* ¥328,000 \288,000*

\175,000* \292,000* \380,000* ¥520,000 \480,000*
\146,000* \247,000* \267,000* ¥377,000 \337,000*

¥448,000
\235,000* \388,000* \488,000* ¥655,000 \615,000*
\205,000* \340,000* \428,000* ¥580,000 \540,000*

\348,000* \576,000* \660,000* ¥866,000 \826,000*
\340,000* \565,000* \648,000* ¥855,000 \815,000*

\378,000* \620,000* \705,000* ¥910,000 \870,000*
\363,000* \598,000* \682,000* ¥888,000 \848,000*

\436,000* \710,000* \795,000* ¥1,000,000 \960,000*
\407,000* \665,000* \750,000* ¥955,000 \915,000*

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金） プリンセス・プラス プリンセス・セーバー

（クルーズ代金） プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金） プリンセス・プラス プリンセス・セーバー

（クルーズ代金）
新価格

¥16,800 ¥12,600 ¥7,875 ¥11,550

7/14［M221］
九州・韓国ショートクルーズ 6日間

7/19［M222］
天神祭で華やぐ大阪と九州・韓国 9日間

7/27［M223］
ねぶた祭に沸く青森とウラジオストク 9日間

8/4［M224］
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
5 泊6 日 8 泊9 日 8 泊9 日 10 泊11 日

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

¥143,000 ¥107,000 ¥111,000 ¥79,000 ¥70,000 ¥50,000 ¥111,000 ¥79,000

¥215,000 \179,000* \155,000* \99,000* \155,000*
¥197,000

右欄（★）の代金
＋

￥36,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥32,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥20,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥32,000

¥282,000 \246,000* \216,000* \138,000* \216,000*
¥251,000 \215,000* \190,000* \120,000* \190,000*

¥349,000 \313,000* \276,000* \175,000* \276,000*
¥294,000 \258,000* \227,000* \146,000* \227,000*

¥314,000
¥457,000 \421,000* \372,000* \235,000* \372,000*
¥403,000 \367,000* \325,000* \205,000* \325,000*

¥657,000 \621,000* \551,000* \348,000* \551,000*
¥646,000 \610,000* \540,000* \340,000* \540,000*

¥701,000 \665,000* \595,000* \378,000* \595,000*
¥679,000 \643,000* \573,000* \363,000* \573,000*

¥791,000 \755,000* \685,000* \436,000* \685,000*
¥746,000 \710,000* \640,000* \407,000* \640,000*

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金） プリンセス・プラス プリンセス・セーバー

（クルーズ代金） プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金） プリンセス・プラス プリンセス・セーバー

（クルーズ代金）
新価格

6/14［M217］
西日本周遊と韓国 10日間 A

6/23［M218］
北海道周遊とサハリン 9日間

7/1［M219］
九州・韓国ショートクルーズ 6日間

7/6［M220］
沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間 A

9 泊10 日 8 泊9 日 5 泊6 日 8 泊9 日
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2022年　ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　vol.02 As of Oct 27, 2021 

代金表有効期間：2021年12月1日～2022年11月21日

出発日・コース名

日    程

旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格

グランド・スイート ¥875,000 ▶ ¥839,000 ¥755,000 ▶ ¥719,000
オーナーズ･スイート ¥831,000 ▶ ¥795,000 ¥710,000 ▶ ¥674,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥787,000 ▶ ¥751,000 ¥665,000 ▶ ¥629,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥765,000 ▶ ¥729,000 ¥643,000 ▶ ¥607,000
プレミアム･スイート ¥743,000 ▶ ¥707,000 ¥621,000 ▶ ¥585,000
ヴィスタ･スイート ¥732,000 ▶ ¥696,000 ¥610,000 ▶ ¥574,000
ファミリー･スイート ¥373,000 ▶ ¥363,000 ¥373,000 ▶ ¥327,000 ¥283,000 ▶ ¥273,000 ¥283,000 ▶ ¥237,000 ¥283,000 ▶ ¥278,000 ¥283,000 ▶ ¥278,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥552,000 ▶ ¥516,000 ¥421,000 ▶ ¥385,000
ジュニア･スイート（中央） ¥485,000 ▶ ¥449,000 ¥367,000 ▶ ¥331,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥430,000 ▶ ¥394,000 ¥313,000 ▶ ¥277,000
海側バルコニー（中央） ¥303,000 ▶ ¥267,000 ¥258,000 ▶ ¥222,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥291,000 ▶ ¥255,000 ¥246,000 ▶ ¥210,000
海側 ¥258,000 ▶ ¥222,000 ¥215,000 ▶ ¥179,000
海側（視界が遮られます） ¥219,000 ▶ ¥183,000 ¥179,000 ▶ ¥143,000
内側 ¥218,000 ▶ ¥201,000 ¥218,000 ▶ ¥165,000 ¥178,000 ▶ ¥161,000 ¥178,000 ▶ ¥125,000 ¥178,000 ▶ ¥161,000 ¥178,000 ▶ ¥161,000

3〜4人目代金（スイート）
ファミリー・スイートを除く

3〜4人目代金
（ファミリー・スイート、ジュニア・スイート、
海側バルコニー、海側、内側）

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）
*旧価格（2021年11月30日までの価格）と同じ

出発日・コース名

日    程

旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格

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 ¥190,000 ▶ ¥188,000 ¥283,000 ▶ ¥278,000 ¥217,000 ▶ ¥213,000 ¥283,000 ▶ ¥278,000
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）
海側バルコニー（中央）
海側バルコニー（前方/後方）
海側
海側（視界が遮られます）
内側 ¥118,000 ▶ ¥107,000 ¥178,000 ▶ ¥161,000 ¥138,000 ▶ ¥125,000 ¥178,000 ▶ ¥161,000

3〜4人目代金（スイート）
ファミリー・スイートを除く

3〜4人目代金
（ファミリー・スイート、ジュニア・スイート、
海側バルコニー、海側、内側）

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）
*旧価格（2021年11月30日までの価格）と同じ

内    容

内    容

¥8,925 ¥14,700 ¥9,975 ¥14,700

右欄（★）の代金
＋

￥24,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥36,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥28,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥36,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

¥84,000 ¥60,000 ¥143,000 ¥107,000 ¥110,000 ¥82,000 ¥143,000 ¥107,000

¥143,000 \119,000* ¥215,000 \179,000* ¥167,000 \139,000* ¥215,000 \179,000*
¥131,000 ¥197,000 ¥153,000 ¥197,000

¥191,000 \167,000* ¥282,000 \246,000* ¥215,000 \187,000* ¥282,000 \246,000*
¥169,000 \145,000* ¥251,000 \215,000* ¥193,000 \165,000* ¥251,000 \215,000*

¥236,000 \212,000* ¥349,000 \313,000* ¥266,000 \238,000* ¥349,000 \313,000*
¥199,000 \175,000* ¥294,000 \258,000* ¥225,000 \197,000* ¥294,000 \258,000*

\421,000*
¥272,000 \248,000* ¥403,000 \367,000* ¥308,000 \280,000* ¥403,000 \367,000*

¥212,000 ¥314,000 ¥241,000 ¥314,000
¥308,000 \284,000* ¥457,000 \421,000* ¥351,000 \323,000* ¥457,000

¥442,000 \418,000* ¥657,000 \621,000* ¥508,000 \480,000* ¥657,000 \621,000*
¥434,000 \410,000* ¥646,000 \610,000* ¥498,000 \470,000* ¥646,000 \610,000*

¥472,000 \448,000* ¥701,000 \665,000* ¥548,000 \520,000* ¥701,000 \665,000*
¥457,000 \433,000* ¥679,000 \643,000* ¥528,000 \500,000* ¥679,000 \643,000*

\755,000*
¥501,000 \477,000* ¥746,000 \710,000* ¥588,000 \560,000* ¥746,000 \710,000*

新価格 新価格 新価格 新価格

¥530,000 \506,000* ¥791,000 \755,000* ¥628,000 \600,000* ¥791,000

9/19［M229N］
シルバーウィーク 九州と韓国 7日間

9/25［M230］
北前航路と九州・韓国 10日間 A

10/4［M231］
九州と韓国 8日間

10/11［M232］
北前航路と九州・韓国 10日間 B

6 泊7 日 9 泊10 日 7 泊8 日 9 泊10 日

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金） プリンセス・プラス プリンセス・セーバー

（クルーズ代金） プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金） プリンセス・プラス プリンセス・セーバー

（クルーズ代金）

¥147,000 ¥111,000 ¥125,000 ¥89,000 ¥143,000 ¥107,000 ¥143,000 ¥107,000

¥12,600 ¥13,650 ¥14,700 ¥14,700

\219,000* \179,000* ¥215,000 \179,000* ¥215,000 \179,000*
¥197,000 ¥197,000

右欄（★）の代金
＋

￥36,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥36,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥36,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥36,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

\291,000* \246,000* ¥282,000 \246,000* ¥282,000 \246,000*
\258,000* \215,000* ¥251,000 \215,000* ¥251,000 \215,000*

\430,000* \313,000* ¥349,000 \313,000* ¥349,000 \313,000*
\303,000* \258,000* ¥294,000 \258,000* ¥294,000 \258,000*

¥314,000 ¥314,000
\552,000* \421,000* ¥457,000 \421,000* ¥457,000 \421,000*
\485,000* \367,000* ¥403,000 \367,000* ¥403,000 \367,000*

\743,000* \621,000* ¥657,000 \621,000* ¥657,000 \621,000*
\732,000* \610,000* ¥646,000 \610,000* ¥646,000 \610,000*

\787,000* \665,000* ¥701,000 \665,000* ¥701,000 \665,000*
\765,000* \643,000* ¥679,000 \643,000* ¥679,000 \643,000*

新価格 新価格

\875,000* \755,000* ¥791,000 \755,000* ¥791,000 \755,000*
\831,000* \710,000* ¥746,000 \710,000* ¥746,000 \710,000*

8/14［M225］
熊野大花火と四国・九州と韓国 10日間

8/23［M226］
北海道周遊とサハリン 10日間

9/1［M227］
沖縄・台湾リゾートクルーズ 10日間

9/10［M228］
西日本周遊と韓国 10日間 B

9 泊10 日 9 泊10 日 9 泊10 日 9 泊10 日

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金） プリンセス・プラス プリンセス・セーバー

（クルーズ代金） プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金） プリンセス・プラス プリンセス・セーバー

（クルーズ代金）
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2022年　ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　vol.02 As of Oct 27, 2021 

代金表有効期間：2021年12月1日～2022年11月21日

出発日・コース名

日    程

旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格 旧価格 新価格

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 ¥249,000 ▶ ¥244,000 ¥217,000 ▶ ¥213,000 ¥249,000 ▶ ¥244,000 ¥283,000 ▶ ¥278,000
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）
海側バルコニー（中央）
海側バルコニー（前方/後方）
海側
海側（視界が遮られます）
内側 ¥154,000 ▶ ¥139,000 ¥138,000 ▶ ¥125,000 ¥154,000 ▶ ¥139,000 ¥178,000 ▶ ¥161,000

3〜4人目代金（スイート）
ファミリー・スイートを除く

3〜4人目代金
（ファミリー・スイート、ジュニア・スイート、
海側バルコニー、海側、内側）

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）
*旧価格（2021年11月30日までの価格）と同じ

出発日・コース名

日    程

旧価格 新価格

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 ¥249,000 ▶ ¥244,000
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）

海側バルコニー（中央）

海側バルコニー（前方/後方）

海側

海側（視界が遮られます）

内側 ¥154,000 ▶ ¥139,000

3〜4人目代金（スイート）
ファミリー・スイートを除く

3〜4人目代金
（ファミリー・スイート、ジュニア・スイート、
海側バルコニー、海側、内側）

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）
*旧価格（2021年11月30日までの価格）と同じ

右欄（★）の代金
＋

￥32,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

¥127,000 ¥95,000

¥9,975

内    容

内    容

¥259,000 \227,000*
¥248,000 \216,000*
¥222,000 \190,000*
¥187,000 \155,000*
¥171,000

¥572,000 \540,000*
¥276,000
¥404,000 \372,000*
¥357,000 \325,000*
¥308,000 \276,000*

¥717,000 \685,000*
¥672,000 \640,000*
¥627,000 \595,000*
¥605,000 \573,000*
¥583,000 \551,000*

¥11,550 ¥9,975 ¥11,550 ¥14,700

11/21［M237］
沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間 A

8 泊9 日

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金）

新価格

右欄（★）の代金
＋

￥32,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥28,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥32,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

右欄（★）の代金
＋

￥36,000

上記新価格の半額（★）
(1,000円未満切り上げ)

¥127,000 ¥95,000 ¥110,000 ¥82,000 ¥127,000 ¥95,000 ¥143,000 ¥107,000

¥187,000 \155,000* ¥167,000 \139,000* ¥187,000 \155,000* ¥215,000 \179,000*
¥171,000 ¥153,000 ¥171,000 ¥197,000

¥248,000 \216,000* ¥215,000 \187,000* ¥248,000 \216,000* ¥282,000 \246,000*
¥222,000 \190,000* ¥193,000 \165,000* ¥222,000 \190,000* ¥251,000 \215,000*

¥308,000 \276,000* ¥266,000 \238,000* ¥308,000 \276,000* ¥349,000 \313,000*
¥259,000 \227,000* ¥225,000 \197,000* ¥259,000 \227,000* ¥294,000 \258,000*

\421,000*
¥357,000 \325,000* ¥308,000 \280,000* ¥357,000 \325,000* ¥403,000 \367,000*

¥276,000 ¥241,000 ¥276,000 ¥314,000
¥404,000 \372,000* ¥351,000 \323,000* ¥404,000 \372,000* ¥457,000

¥583,000 \551,000* ¥508,000 \480,000* ¥583,000 \551,000* ¥657,000 \621,000*
¥572,000 \540,000* ¥498,000 \470,000* ¥572,000 \540,000* ¥646,000 \610,000*

¥627,000 \595,000* ¥548,000 \520,000* ¥627,000 \595,000* ¥701,000 \665,000*
¥605,000 \573,000* ¥528,000 \500,000* ¥605,000 \573,000* ¥679,000 \643,000*

¥717,000 \685,000* ¥628,000 \600,000* ¥717,000 \685,000* ¥791,000 \755,000*
¥672,000 \640,000* ¥588,000 \560,000* ¥672,000 \640,000* ¥746,000 \710,000*

プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金） プリンセス・プラス プリンセス・セーバー

（クルーズ代金） プリンセス・プラス プリンセス・セーバー
（クルーズ代金） プリンセス・プラス プリンセス・セーバー

（クルーズ代金）
新価格 新価格 新価格 新価格

10/20［M233］
沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間 B

10/28［M234］
四国・九州と韓国 8日間

11/4［M235］
沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間 B

11/12［M236］
西日本周遊と韓国 10日間 C

8 泊9日 7 泊8 日 8 泊9日 9 泊10 日
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2022年　ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　vol.02 As of Oct 27, 2021 

代金表有効期間：2021年12月1日～2022年11月21日

●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
　（プリンセス・プラス・パッケージ代金にあたる4,000円×泊数の代金は200%の対象外となり、パッケージ代金の100%を申し受けます）。
　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。
●2人部屋を3〜4名で利用する場合は予約状況によっては、利用できない場合もあります。詳しくは予約時にお問い合わせください。
●ファミリー・スイート（2ベッドルーム） （最大6名まで利用可能）の代金は、4名で利用した場合の1名あたりの代金です。3名以下ではご利用いただけません。
●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。
●子ども代金の設定はありません。
●チップ「クルー・インセンティブ」：1名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があります。プリンセス・プラスでお申し込みの場合はチップ代金が含まれます。
●設定以外の区間乗下船はできません。　
●グランド･スイートはダブルベッドのみとなります。　
■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、予約時にお問い合わせください。
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