The voyage has started

360度に広がる船上の景色 をあなたに
非日常の風 景を満 喫 する旅
Princess Cruises History

洋上初のサービスを生み出してきた歴史
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。

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。

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。

テーブルを自由に選べる
2001年	ディナー時間、
「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。

まとめてお得なパッケージ「プリンセス・プラス」
で

リーズナブルで上 質な選 択を

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「メダリオン」のサービスが含まれます。
さらにプリンセス・
チップが込みで
プラスでは、
ドリンクパッケージ※、無制限高速Wi-Fi、
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。
※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）

全部入ってこんなにお得！

2008年	通常見られない客船の裏側を乗務員が案内する
「究極のシップツアー」
を業界で初めて開始。
2013年

Princess

R

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

就航。
｢マジェスティック・プリンセス」

2019年

｢スカイ・プリンセス」就航。

移動費

食費

宿泊費

船内
アクティビティ
等

メダリオン・
クラス
サービス

プリンセス・
プラス

2020年	創立55周年。
2021年

「エンチャンテッド・プリンセス」就航。

2022年	
「ディスカバリー・プリンセス」就航予定。

趣 向を凝らした数々のグルメ
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。

思うまま過ごす至 極のひととき
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。

日本 語で安 心のおもてなし
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。
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。
※表紙の写真およびP.2・3の写真はすべてイメージです。
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princesscruises.jp
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Schedule

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
月

旅行期間

月

M209N

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

M210N

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

M211N

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

M212N

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

M213

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

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

6月 9日
（木）
〜 6月14日
（火） 6日間

神戸発
横浜着

6月14日
（火）
〜 6月23日
（木） 10日間

横浜
発着

6月23日
（木）
〜 7月 1日
（金） 9日間

横浜
発着

7月 1日
（金）
〜 7月 6日
（水） 6日間

横浜
発着

7月 6日
（水）
〜 7月14日
（木） 9日間

横浜
発着

7月14日
（木）
〜 7月19日
（火） 6日間

横浜
発着

7月19日
（火）
〜 7月27日
（水） 9日間

横浜
発着

7月27日
（水）
〜 8月 4日
（木） 9日間

横浜
発着

8月 4日
（木）
〜 8月14日
（日） 11日間

横浜
発着

横浜〜済州島〜長崎〜神戸

神戸〜那覇〜石垣島〜基隆〜神戸
神戸〜那覇〜宮古島〜基隆〜神戸
神戸〜那覇〜石垣島〜基隆〜神戸

神戸〜高知〜鹿児島〜済州島〜神戸

神戸発 横浜着 九州・韓国ショートクルーズ

神戸〜関門海峡クルージング〜済州島〜鹿児島〜横浜

西日本周遊と韓国 Ａ

横浜〜長崎〜済州島〜関門海峡クルージング〜広島〜高知〜大阪〜清水〜横浜

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

九州・韓国ショートクルーズ
横浜〜済州島〜長崎〜横浜

沖縄・台湾リゾートクルーズ A

横浜〜那覇〜石垣島〜基隆〜横浜

M215
M216

5

M217
M218
M219
M220

6

クルーズ番号

3月15日
（水）
〜 3月24日
（金） 10日間

九州と韓国

M310

3月24日
（金）
〜 4月 2日
（日） 10日間

横浜
発着

九州・四国と韓国

M311

4月 2日
（日）
〜 4月11日
（火） 10日間

横浜
発着

西日本周遊と韓国

M312

4月11日
（火）
〜 4月20日
（木） 10日間

横浜
発着

北前航路と九州・韓国 A

M313

4月20日
（木）
〜4月29日
（土・祝）10日間

横浜
発着

東北と九州・韓国

M314

4月29日
（土・祝）
〜5月 7日
（日） 9日間

横浜
発着

ゴールデンウィーク 花時の北日本と韓国

M315

5月 7日
（日）
〜 5月13日
（土） 7日間

横浜発
神戸着

横浜発 神戸着 九州・韓国

M316

5月13日
（土）
〜 5月20日
（土） 8日間

神戸
発着

神戸～那覇～石垣島～基隆～神戸

沖縄・台湾リゾートクルーズ A

M317

5月20日
（土）
〜 5月27日
（土） 8日間

神戸
発着

神戸～那覇～宮古島～基隆～神戸

沖縄・台湾リゾートクルーズ B

M318

5月27日
（土）
〜 6月 3日
（土） 8日間

神戸
発着

神戸～那覇～石垣島～基隆～神戸

沖縄・台湾リゾートクルーズ A

M319

6月 3日
（土）
〜 6月 8日
（木） 6日間

神戸
発着

四国・九州・韓国ショートクルーズ

M320

6月 8日
（木）
〜 6月13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

M321

6月13日
（火）
〜 6月21日
（水） 9日間

横浜
発着

横浜～釧路～コルサコフ～小樽～函館～横浜

北海道周遊とサハリン

M322

横浜～那覇～石垣島～基隆～横浜

沖縄・台湾リゾートクルーズ

M323

横浜～別府～鹿児島～済州島～博多～長崎～油津～横浜
横浜～鹿児島～済州島～長崎～油津～松山～高知～横浜

横浜～清水～大阪～高知～広島～済州島～長崎～横浜
横浜～青森～酒田～金沢～境港～釜山～鹿児島～横浜
横浜～ひたちなか～宮古～青森～秋田～釜山～長崎～横浜
横浜～青森～函館～釜山～長崎～横浜
横浜～長崎～済州島～鹿児島～神戸

神戸～高知～鹿児島～済州島～神戸
神戸～済州島～鹿児島～横浜

横浜
発着

天神祭で華やぐ大阪と九州・韓国

M222

6月29日
（木）
〜 7月 5日
（水） 7日間

横浜
発着

九州と韓国

M324

ねぶた祭に沸く青森とウラジオストク

M223

7月 5日
（水）
〜 7月10日
（月） 6日間

横浜
発着

九州・韓国ショートクルーズ

M325

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

7月10日
（月）
〜 7月19日
（水） 10日間

横浜
発着

北前航路と韓国

M224

横浜～秋田～金沢～境港～釜山～大阪～鳥羽～横浜

M326

7月19日
（水）
〜 7月27日
（木） 9日間

横浜
発着

横浜～長崎～済州島～神戸～大阪～横浜

天神祭で華やぐ大阪と九州・韓国

M327

7月27日
（木）
〜 8月 4日
（金） 9日間

横浜
発着

ねぶた祭に沸く青森とウラジオストク

M328

8月 4日
（金）
〜 8月14日
（月） 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

M329

8月14日
（月）
〜 8月23日
（水） 10日間

横浜
発着

横浜～徳島～和歌山下津～熊野～高知～済州島～長崎～横浜

熊野大花火と四国・九州と韓国

M330

8月23日
（水）
〜 8月31日
（木） 9日間

横浜
発着

横浜～釧路～コルサコフ～小樽～函館～横浜

北海道周遊とサハリン

M331

8月31日
（木）
〜 9月 8日
（金） 9日間

横浜
発着

横浜～那覇～石垣島～基隆～横浜

沖縄・台湾リゾートクルーズ

M332

9月 8日
（金）
〜 9月15日
（金） 8日間

横浜
発着

九州と韓国 A

M333

9月15日
（金）
〜 9月20日
（水） 6日間

横浜
発着

シルバーウィーク 九州と韓国ショートクルーズ

M334

9月20日
（水）
〜 9月29日
（金） 10日間

横浜
発着

横浜～青森～釧路～コルサコフ～小樽～函館～横浜

北海道周遊とサハリン

M335

M233

9月29日
（金）
〜10月 7日
（土） 9日間

沖縄・台湾リゾートクルーズ

横浜～那覇～石垣島～基隆～横浜

M336

四国・九州と韓国

横浜
発着

M234

10月 7日
（土）
〜10月14日
（土） 8日間

横浜
発着

九州と韓国 B

M337

沖縄・台湾リゾートクルーズ B

M235

10月14日
（土）
〜10月23日
（月） 10日間

横浜
発着

横浜～青森～新潟～敦賀～境港～釜山～長崎～横浜

北前航路と九州・韓国 B

M338

西日本周遊と韓国 C

M236

～10月31日
10月23日
（月）
（火） 9日間

横浜
発着

横浜～那覇～石垣島～基隆～横浜

沖縄・台湾リゾートクルーズ

M339

沖縄・台湾リゾートクルーズ A

M237

～11月 9日
10月31日
（火）
（木） 10日間

横浜
発着

横浜～青森～酒田～金沢～境港～釜山～長崎～横浜

北前航路と九州・韓国 C

M340

11 11月 9日
（木）
～11月18日
（土） 10日間

横浜
発着

横浜～清水～大阪～高知～広島～済州島～長崎～横浜

西日本周遊と韓国

M341

横浜〜鹿児島〜済州島〜神戸〜大阪〜横浜

横浜〜★ひたちなか〜宮古〜ウラジオストク〜青森〜横浜
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横浜〜秋田〜青森〜釜山〜関門海峡クルージング〜高知〜徳島〜横浜

熊野大花火と四国・九州と韓国

横浜
発着

横浜〜青森〜釧路〜コルサコフ〜小樽〜函館〜横浜

9月 1日
（木）
〜 9月10日
（土） 10日間

横浜
発着

9月10日
（土）
〜 9月19日
（月・祝）10日間

横浜
発着

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

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

北海道周遊とサハリン

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

西日本周遊と韓国 Ｂ

横浜〜鹿児島〜済州島〜関門海峡クルージング〜広島〜高知〜大阪〜清水〜横浜
横浜〜鹿児島〜済州島〜長崎〜横浜

横浜〜青森〜酒田〜金沢〜境港〜釜山〜長崎〜横浜

九州と韓国

北前航路と九州・韓国 B

横浜〜那覇〜宮古島〜基隆〜横浜

10月28日
（金）
〜11月 4日
（金） 8日間

横浜
発着

11月 4日
（金）
〜11月12日
（土） 9日間

横浜
発着

横浜〜基隆〜宮古島〜那覇〜横浜

横浜
発着

横浜〜清水〜大阪〜高知〜広島〜関門海峡クルージング〜済州島〜鹿児島〜横浜

横浜
発着

横浜〜基隆〜石垣島〜那覇〜横浜

沖縄・台湾リゾートクルーズ B

横浜〜佐世保〜済州島〜鹿児島〜高知〜横浜

M227
M228

8

M229N
M230
M231

9

M232

10

月

月

10月20日
（木）
〜10月28日
（金） 9日間

横浜
発着

M226

月

横浜〜青森〜酒田〜敦賀〜境港〜釜山〜鹿児島〜横浜

月

10月11日
（火）
〜10月20日
（木） 10日間

M225

月

横浜〜長崎〜済州島〜鹿児島〜★御前崎〜横浜

横浜
発着

★初寄港
＊寄港地での途中乗・下船はできません。

M214

コース名・行程

横浜
発着

6月21日
（水）
〜 6月29日
（木） 9日間

8月23日
（火）
〜 9月 1日
（木） 10日間

11月21日
（月）
〜11月29日
（火） 9日間

4

発着港

M221

横浜〜済州島〜長崎〜横浜

横浜〜徳島〜大阪〜熊野〜高知〜鹿児島〜済州島〜長崎〜横浜

横浜
発着

3

日数

九州・韓国ショートクルーズ

横浜
発着

11 11月12日
（土）
〜11月21日
（月） 10日間

4

横浜〜済州島〜長崎〜横浜

8月14日
（日）
〜 8月23日
（火） 10日間

10月 4日
（火）
〜10月11日
（火） 8日間

10

横浜〜長崎〜釜山〜鹿児島〜横浜

旅行期間

月

月

9

4月28日
（木）
〜5月 4日
（水・祝） 7日間

月

月

月

8

クルーズ番号

ゴールデンウィーク 九州・韓国

月

月

7

コース名・行程

横浜
発着

月

月

6

発着港

月

月

5

日数

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2023 年 3 月〜11 月
月

4

Schedule

＊寄港地での途中乗・下船はできません。

横浜～長崎～済州島～鹿児島～横浜
横浜～済州島～長崎～横浜

横浜～ひたちなか～宮古～ウラジオストク～青森～横浜

横浜～秋田～青森～釜山～関門海峡クルージング～高知～徳島～横浜

横浜～長崎～済州島～鹿児島～御前崎～横浜
横浜～済州島～長崎～横浜

横浜～油津～鹿児島～済州島～長崎～横浜
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CruiseHealth™ — Your Safety is Our Priority

安心と安全をすべての皆さまへ

ご出発前·ご乗船時の安全性の確認

24

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。

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。

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。

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。

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。

備品の新品交換
【 残 さな い 】ダイヤモンド・プリンセスの大規模消毒、
●2 020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。

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

●

 次スクリーニング
二
（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

24

乗務員の健康管理
【持ち込まない】 COVID-19の乗船前検査の徹底、
●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。

●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。

24

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。

換 気システムの改 善
客船のHVACシステムのアップグレード
により、空気のろ過を強化します。
これら
のシステムは、5〜6分ごとにパブリック
スペースと客室全体で空気が交換され
るように設計されています。さらなる安
全対策として、医務室や隔離室などの
主要エリアには、HEPAフィルター（高
性能エアフィルター）を導入します。

手 洗いや手 指 消 毒を
お願いします

船 内 消 毒の強 化

COVID-19対応の医療班が常駐
【 拡 げ ない 】 換気システムの強化、
●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。

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

ご乗船中の消毒徹底と医療規定を改定

●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。

客 船ターミナルの消 毒を
強 化します

乗 船 時の検 温 · 検 診を行います

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
24
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

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
24
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。

●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。

※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。

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
24
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

COV I D- 1 9 対 応の
医 療チームが常 駐します

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

※写真はすべてイメージです。
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MedallionClass™ Experience

メダリオン

最先端テクノロジーで安全・快適を実現
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）
「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。

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。

「メダリオン」、
「メダリオン・ネット」
について詳しくはウェブサイト
でご確認ください。

「メダリオン・クラス」アプリに関する注意事項
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、ご利用方法はプリンセス・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ーは船内にて別売りとなります。

安心の「非接触」サービス
オーシャン・レディ

Ocean Ready™
Ready

スムーズなチェックイン

Ocean View™
View

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。

オーシャン・ナウ

Ocean Now®
Now

お食事や商品のご注文とお届け

スムーズなオンライン環境で
洋上ならではのワーケーションを
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。

ジャーニー・ビュー

密を避けた緊急避難訓練

Ocean Compass™
Compass

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。

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、S N S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。

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。

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。

オーシャン・コンパス

ご家族やご友人の位置情報確認

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。

新しい働き方のスタイル

客室TV
お客様が「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。

Journey View™
View

オーシャン・ビュー

Medallion Pay™
Pay

非接触決済
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。

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。

Play Ocean®
Ocean

プレイ・オーシャン

インタラクティブ・ゲーム

メダリオン・ペイ

Ocean® Casino
Ocean
Casino

オーシャン・カジノ

オンライン・カジノ
「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。

「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。

※写真はすべてイメージです。
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Dine My Way

Dining

お食事スタイルを自由にカスタマイズ

世界トップクラスの多種多様なグルメ

船内レストラン予約サービス「ダイン・マイウェイ」なら、

質にも味にもこだわった、プレミアムな味覚の数々。

ご希 望に合わせて、お 食 事の場 所と時 間がお 選びいただけます。

「ダイン・マイウェイ」
について
詳しくはこちら▼

最上級の空間で、かけがえのない時間を特別な人と。

待ち時間を減らして、
より快適に。
もっと自由に。

フルコースディナーからカジュアル・フードまで、
自信をもって“本物”をお届けします。

※予約時間は各レストランの定員と空き状況に基づいて設定されます。

［ 欲しい時に、欲しい物が届く］

Main Dining

メイン・ダイニング

まずはアプリをダウンロード

ダイン・マイウェイ

FREE

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。

「ダイン・マイウェイ」では、クルーズ中のダイニング
のご予約やその他のオプションの設定が可能です。
メ
ダリオン・クラスのアプリをダウンロードしてご利用く
ださい。キャプテンズ・サークルのエリート・メンバー
とプラチナ・メンバーのお客様、スイートおよびプレミ
アム・ジュニア・スイート（クラブ・クラス）のお客様*
は優先的に先行予約をご利用いただけます。
メダリオ
ン・クラスのアプリについてはP.8をご覧ください。

POINT［オススメのポイント］
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＊

●

＊クラブ・クラス・ダイニングでは、お好きな時間にお食事を召し上がることが
できる専用座席をご用意しているため、
メイン・ダイニングのご予約は不要
です。スペシャリティ・レストランなどは先行予約をご利用いただけます。

＊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。

お食事やお飲み物のご注文

オーシャン・ナウ
ご希望のお食事や飲み物を注文できるサービスで
す。船内のどこへでも直接お届けするため、ソーシャ
ル・ディスタンスを保ち、自分の席を確保しながら必
要なものがオーダーできます。

［いつでも、どこでも、誰とでも］

お好きな時間に
メイン・ダイニングとスペシャリティ・
レストランの事前予約が可能。
●毎晩同じウエイターをご希望の
場合は、アプリより「毎晩同じ時
間に予約する」を選択してご予
約ください。
●クラブ・クラス・ダイニングはアプ
リでの時間の設定は不要です。
●

お好みのスタイルで
お好みのお食事や飲み物の注
文･設定が可能。
● 特別食のご希望がある場合は、
「オーシャン・レディ」より登録
ができます。
● お食事の提供スピードをお選び
いただけます。
●

※お食事時間は、20分刻みで選択が可能となり、
より柔軟にお食事時間を設定いただけます。

お好きな方と
別の客室を利用する同行者を
一緒に行動するグループとして
登録することができます。
● 一緒に行動するグループのメン
バー追加や編集ができます。
●

お好きな場所で
さまざまなお食事のジャンルやレ
ストランから、その日の気分でお
食事をお楽しみいただけます。
●
「オーシャン・ナウ」では、船内
のどこにいてもご注文の品物を
お届けいたします。

カナダ人シェフ
ダレン・マクリーン氏が監修

ダレン・マクリーン

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。

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。

●

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。
FREE

※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。

プリンセス・クルーズ
メールマガジン会員募集！

最新情報やお得な情報など、さまざまなクルーズの魅力をご紹介する
メールマガジン
「プリンセス・メール」
をお届けします。
いますぐクルーズに出かける予定のない方でも、豪華客船の旅の世
界をお楽しみいただけます。

詳しくは
ウェブサイトを
ご確認ください▶

※写真はすべてイメージです。
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Casual Food

Specialty Restaurants

船上の休息に彩りを添える

バースデーやアニバーサリーに

プレミアムな軽食とスイーツ

記憶に刻まれる至極の一皿を

専 門 店さながらのカジュアル・フードやスイーツが

特別な日のお 祝いやパーティ、サプライズは

クルーズでのふとした時 間を、華やかに演出します。

ルームサービス

FREE

個性豊かなスペシャリティ・レストランで。

不動の人気を誇るレストラン

ホライゾンコート

FREE

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。

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。

※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。

POINT［オススメのポイント］
●
●

サバティーニ

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
生かしたシーフード、種類豊富な
ワインをご堪能いただけます。

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

※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。

アメリカン・スタイルで味わう

カジュアル・フード

FREE

「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。

アフタヌーン・ティー

スターリング・ステーキハウス

プリンセスオリジナルのチョコレートスイーツ

FREE

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。

チョコレート・ジャーニー

FREE

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。

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。

※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。

＊
「Best Pizza at Sea」
受賞「USA TODAY」
2015

シーフード

※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。

クラブ・シャック

スペシャル・
ドリンク

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。

※スペシャリティ・レストランで提供するメニューは、別途カバーチャージ
が必要となります。

コーヒー・プログラム

「ニュー・グラウンド」
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。

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。
FREE

※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。

職人技が光る握り寿司を船上で

海（Kai）寿司

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。

※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。

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。
※写真はすべてイメージです。
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Day Life

Night Life

多彩な施設で極上の休日を

時を忘れる夜だけの楽しみ

パブリックスペースは、洋 上の複 合リゾートさながら。

夕暮 れが訪 れた船内は、
より煌びやかな雰囲気に。

アクティブに汗を流 すも、のんびりリラックスするも、気の向くまま。

時間を忘 れて、華麗な一夜をお 過ごしいただけます。

フィットネス・センターをはじめ、各種スポーツ施設から展望浴場、
スパまで。

本格的なカジノ、星空の下での映画鑑賞、バンドの生演奏……。

１日中退屈しないアクティビティを、船上に取り揃えています。

洋上最大級のリラクゼーション

船上の夜にふさわしい施設とプログラムで、いまだかつてない体験を。

心躍るナイトクラブ

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。

遮るもののない空間で

バー＆ラウンジ

ムービーズ・アンダー・ザ・スターズ

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。

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。

旅の思い出や記念に

極上のエンターテイメント

※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。

※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。

海を眺めながら楽しめる

心身のリフレッシュを

プール＆ジャグジー

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。
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。

ショッピング

プリンセス・シアター

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「メダリ
オン」をかざすことで非接触で完了します。

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。

※営 業時間は船内でご 確認ください。
※「Best Onboard Shopping」受賞

Porthole Cruise Magazine

セレブレーションパッケージ&ギフト

陽光を浴びて爽やかに

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。

Celebration Package
& Gift
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。

プリンセス・クルーズ
メールマガジン会員募集！

※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。

◆誕生日 ◆ハネムーン ◆結婚記念日・銀婚式・金婚式 ◆退職祝い
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）
。
※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。

最新情報やお得な情報など、さまざまなクルーズの魅力をご紹介する
メールマガジン
「プリンセス・メール」
をお届けします。
いますぐクルーズに出かける予定のない方でも、豪華客船の旅の世
界をお楽しみいただけます。

詳しくは
ウェブサイトを
ご確認ください▶

※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。
14

princesscruises.jp

15

Staterooms

バリエーション豊かな客室
ニーズに合わせて選 べる客 室は、満 足 感を重 視 。

多彩な客室タイプで、様々なご要 望にお 応えします。
シックなインテリアときめ細やかなおもてなしで、

リラックスできる上質なくつろぎ空間をご提供します。

Suite

スイート
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

クラブ・
クラス
C LU B C L A S S

クラブ・
クラス
C LU B C L A S S

▶詳細は、
P.19を
ご覧ください。

SPEC ［仕様］
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。

［ 客室設備 ］
● 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）
［ スイートのみの特典 ］
● 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。

［ 面積情報 ］ カテゴリー／面積
● 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㎡

Premium Junior Suite

プレミアム・ジュニア・スイート
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。

クラブ・
クラス
C LU B C L A S S

クラブ・
クラス
C LU B C L A S S

▶詳細は、
P.19を
ご覧ください。

※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。

Junior Suite

ジュニア・スイート
SPEC ［仕様］

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）

●

［ 客室設備 ］
● 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

［特 典］
● 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）

※3･4人利用時イメージ

［ 面積情報 ］
● 面積 約33㎡

「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。

※有料となります。

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。
※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。
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Balcony

海側バルコニー

プリンセス・ラグジュアリー・ベッド

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

※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。

●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

SPEC ［仕様］

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

海側、プライベート・バルコニー付き

●

100％ロングステーブルコットンを採用など。

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。

［ 客室設備 ］
● ハンドシャワー

［ 面積情報 ］
● 面積 約22〜29㎡

Club Class
※3･4人利用時イメージ

Outside

海側
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

クラブ・クラス

Inside

クラブ・
クラス
C LU B C L A S S

プレミアムなサービスとおもてなし

内側

クラブ・クラス・カテゴリーとして設定されたプレミアム・ジュニア・スイート客室のほか、

スイート客室をご利用のお客様へもクラブ・クラスの特別なサービスを提供いたします。

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
Club Class Dining

SPEC ［仕様］
●
●

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。

［ 客室設備 ］
● ハンドシャワー
［ 面積情報 ］
● 面積
約17〜19㎡

クラブ・クラス・ダイニング

SPEC ［仕様］
●
●

内側

●メイン
・ダイニングでは専用エリアでのお食事

ツ
 インベッド

●専
 任のスタッフによる給仕

［ 客室設備 ］
● ハンドシャワー

●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

［ 面積情報 ］
● 面積 約16〜17㎡

● 朝食、
夕食は毎日、
昼食は終日航海日にオープン

●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.25をご参照ください。

Upgrade Amenities & Service

特別感が味わえる
アメニティーとサービス

Amenities

客室標準装備
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。
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
●

※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。
リクエストベースでお持ちいたします。
※フルーツは、

客室のテレビ

※詳細はP.8−9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。

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。

※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。
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●乗
 船日にワインを1回無料で提供
（赤・白のハーフボトル）

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
N H K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「メダリオ
ン」のサービスをご利用いただけます。

※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

※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・クルーズ
メールマガジン会員募集！

最新情報やお得な情報など、さまざまなクルーズの魅力をご紹介する
メールマガジン
「プリンセス・メール」
をお届けします。
いますぐクルーズに出かける予定のない方でも、豪華客船の旅の世
界をお楽しみいただけます。

詳しくは
ウェブサイトを
ご確認ください▶

※写真はすべてイメージです。
princesscruises.jp
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For Japanese guest

For Family

安心してくつろげる日本仕様

お子様も楽しめる船内アクティビティ

プリンセスの日本 発 着クルーズは、日本 語でのご案 内や

年代に合わせた、豊富なイベントが盛りだくさんの船内。

日本食レストランのご用意など、親しみあるサービスをお 約 束 。

日本語対応スタッフがご案 内
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。

船内の情報は日本語で
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。

ご家 族みんなでの素 敵な旅の思い出づくりに。

見渡す限りに広がる、星空に抱かれて

ディスカバリー・
アンダー・ザ・スターズ
Discovery Under The Stars

多様性と驚きに満ちた、
世界の素晴らしさを伝える
「ディスカバリー・チャ
ンネル」
で有名なディスカバリー・コミュニケーションズと、
プリンセス・ク
ルーズが提携。
デッキから見上げる洋上の星空を、
専門家がレクチャー
するプログラムをご用意しました。

●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

メダリオン
最 先 端 テクノロジー「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W i-F iによる、インターネット・サービス
もご利用いただけます。

親子で参加できるイベントも

ティーン＆ユース
センター
Teen & Youth Center

安らぎを感じる和の施設と食 事

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）。

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。

気軽に楽しく
英語でコミュニケーション
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。

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。
※写真はすべてイメージです。
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Stay on a cruise

Captain's circle

クルーズでの１日を心ゆくまで
なにものにも邪魔されない海の上では、時 間の使い方も貴 方 次 第 。

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

たとえば、こんな休日の過ごし方はいかがですか 。

朝

リピーターだけのお得な特典
「キャプテンズ・サークル」のメンバーにお 迎えします。

2〜3 回目のご乗船、または2泊〜30泊目

morning

Gold

見渡す限りの水平線から
輝く朝日を眺める。
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。

ゴールド・メンバー

［特典］ ●キャプテンズ・サークル・メンバー割引※1

●キャプテンズ・サークル・ホストのサポート

●船内のメンバー限定イベントへご招待

●メンバー特典ピン
（ゴールド）
のプレゼント※2

4〜5 回目のご乗船、または31泊〜50泊目

Ruby

ルビー・メンバー

午前

in the morning
好奇心の赴くまま
ショアエクスカーション
（寄港地観光ツアー）
を。

〈ゴールド・メンバーの特典に加え、下記の特典が付与されます〉

（ルビー）
のプレゼント※2
［特典］ ●メンバー特典ピン

6〜15 回目のご乗船、または51泊〜150泊目

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。

〈ルビー・メンバーの特典に加え、下記の特典が付与されます〉

Platinum

プラチナ・メンバー

［特典］ ●無制限高速Wi-Fi「メダリオン・ネット」パッケージ 50%割引※3
●ダイン・マイウェイの優先予約

●優先チェックイン

●ロータス・スパのトリートメント 10％割引※4

●フォトギャラリーのプリント写真、
デジタルデータ 10％割引※5

午後

●下船時の専⽤ラウンジの使⽤

afternoon
午後の時間は羽を伸ばして
リフレッシュやリラックスに。

●メンバー特典ピン
（プラチナ）
のプレゼント※2

16 回目のご乗船、または151泊以上

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。

〈プラチナ・メンバーの特典に加え、下記の特典が付与されます〉

Elite

エリート・メンバー

［特典］ ●船内ブティック10％割引

●ショアエクスカーション
（寄港地観光ツアー）10％割引※6

●テンダーボートへの優先乗船

●無料でワインテイスティングイベントへご招待*7

※8
●客室内無料ミニバー
（ソフトドリンク／アルコール）

●デラックス・カナッペを客室へお届け
（要申し込み

夜

night

●客室内のバスアメニティーのアップグレード

●無料クリーニング
（当日仕上げ、
セルフランドリーを除く） ●靴磨きサービス

ドレスアップして
ドラマティックな夜へ。

●メンバー特典ピン
（エリート）
のプレゼント※2

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。

※写真はすべてイメージです。
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※写真はすべてイメージです。

/ フォーマルデー限定 ）

●アフタヌーン・ティーを客室へお届け
（要申し込み） ●優先下船

※1 日本発着クルーズの特典となります。お申し込みのコースによって、割引の適用期間が異なりますので、
ウェブサイトやお申し込み時にご確認ください。1室あたり2名までが対象となり、3～4名で1室
利用時の3～4人目は、対象外となります。ご予約時にキャプテンズ・サークル番号をお申し出ください
（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）
。
また、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。 ※2 メンバー特典ピンはご希望に応じてお渡ししております。ご希望の場合、船内のキャプテンズ・サークルデスクでお受け取り
ください。 ※3 割引は、他の Wi-Fiの特典、割引、
プロモーションとの併用不可、他者への譲渡、換金は出来ません。乗船前に予約した場合、乗船後の船内会計にオンボード・クレジットとして割引額が付
与されます。 ※4 他のスパトリートメントの特典、割引、
またはプロモーションと組み合わせ不可。スパの商品購入には適用されません。他者への譲渡、換金は出来ません。サービス・チャージは正規価格
に基づきます。 乗船前に予約した場合、乗船後の船内会計にオンボード・クレジットとして割引額が付与されます。 ※5 フォトギャラリーとプラチナ・スタジオのプリント写真とデジタルデータが10％割
引。カメラなどの商品、結婚式、
リニューアル・オブ・バウズ、集合写真
（31名以上のグループ）
などのイベントは除外となります。他のフォトギャラリーの特典、割引、
プロモーションとの併用不可、他者への
譲渡、換金は出来ません。 ※6 トランスファー、
シャトルバスサービス、
チャーター車両、陸上ツアー、飛行ツアーなどには適用されません。他の割引、
またはプロモーションと併用不可。 他者への譲渡、換
金は出来ません。乗船前に予約した場合、乗船後の船内会計にオンボード・クレジットとして割引額が付与されます。 ※7 21歳以上
（日本発着は20歳以上）
のお客様を対象にクルーズ中1回ワインティス
ティングイベントへご招待いたします。 ※8 エリートメンバーの客室へクルーズ中1回無料のミニバーをセットアップいたします。21歳以上
（日本発着は20歳以上）
のお客様に限ります。
princesscruises.jp
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船上の過ごし方 Q&A
Q：船は揺れませんか？

Q：お食事の時間は事前に指定できますか？

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。

A：メダリオン・クラスのアプリ内にあるサービス
「ダイン・マイウェイ」
で、
クルー
ズ中のお食事のご予約や時間の指定が可能です。クルーズ代金に含まれる
メイン・ダイニングでのお食事だけでなく、
スペシャリティ・レストラン
（有料）
も毎日個別で予約することができます。詳細はP.10をご参照ください。

Q：航海中、退屈しない？

Q：乗船券は発行されますか？

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。

A：紙 の乗船券に代わり、
「メダリオン・クラス」
アプリより、乗船用の二次元
コード
（オーシャン・アクセス・パス）
が発行されます。乗船時はアプリの二次
元コード画面が表示できるスマートフォンやタブレットをお持ちください。

Q：船内での服装は？
A：船 内、寄港地ともカジュアルな服装でお過ごしください。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。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。

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

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
（無制
限高速 Wi-Fi）
接続、
ランドリー、
クリーニング、
マッサージ、美容室 など。

Q：スマートフォンやタブレットがない場合でも乗船手続
きはできますか？
A：事 前に、ご家族やご友人のデジタル端末より必要情報をご登録ください。
ご乗船日当日は、乗船用の二次元コード
（オーシャン・アクセス・パス）
の画
面を印刷してお持ちくいただくことでご乗船いただけます。

Q：メダリオン・クラスのアプリではどのようなことがで  
きますか？
A：ご乗船前に
「メダリオン・クラス」
アプリをダウンロード＊し、事前に必要情報
をご登録いただくことで、密集を回避し、乗船日当日のスムーズな乗船手
続きを可能にします。また、お食事や商品のご注文、お食事の予約や時間
の設定、船内プログラムの確認、船内のルート確認、ご家族やご友人の居
場所確認、
インタラクティブ・ゲーム、ビデオ・オンデマンドシステムの鑑賞
などもご利用いただけます。詳細はP.8～9をご参照ください。

＊
「メダリオン・クラス」
アプリについてはP.9をご参照ください。

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：タバコは吸えますか？

Q：船内で体調を崩してしまったら？

A：2 021年9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。

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：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：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。事前に
「メダリオ
ン・クラス」
アプリで情報をご登録ください。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.15をご参
照ください。

A：客室標準装備は、P.18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。
「メダリオン・クラス」
アプリ
をご利用いただくために、
スマートフォンやタブレット端末をお持ちください。
常備薬
（2週間分）
、英文の処方箋
（持病のある方や通院中の方）
、眼鏡、
コン
タクトレンズ
（スペア）
、
カメラやビデオ、携帯電話の充電器、折りたたみ傘は
お持ちいただくと便利です。日本発着クルーズでは、船内のパブリックエリア
でのマスク着用をお願いしておりますので、予備のマスクもお持ちください。

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
「クルー・イン
センティブ」
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：パスポートは必要ですか？

Q：船内で記念日のお祝いはできますか？

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。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：インターネット・パッケージを購入しなくても、船内で
メダリオン・クラスのアプリを使用できますか。
A：
「メダリオン・クラス」
アプリは、船内の専用ネットワークを使用するため、
アプ
リ内のサービスを無料でご利用いただけます。なお、
インターネットをご利用
の場合は有料となりますので、
インターネット・パッケージをご購入いただく
必要があります。

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。ご予約の際に
お問い合わせください。
※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。

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：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。USB
ポートも一部ご利用いただけます。

Q：船内での通貨は？ 船内でのお会計は？

Q：子供向け施設はありますか？

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
「メダリオン」
をかざすだけでお済ませいただ
けます。会計明細は
「メダリオン・クラス」
アプリよりご確認ください。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。

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。ユース・セン
ターとティーン・センターのご利用は、 事前にクルーズ・パーソナライザーで
ご登録ください。

「日本発着クルーズ就航10周年記念」
メールマガジン登録 プレゼントキャンペーン

2023年出発 日本発着クルーズ
10 組 20 名様ご招待！

Q：テンダーボートでの乗下船とは？
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

＊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。

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。

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。
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。

キャンペーン概要
応募条件
キャンペーン期間

期間中にプリンセス・クルーズのメールマガジンに新規登録いただいた方
2021年12月27日（月）18:00まで

プリンセス・クルーズ メールマガジン会員募集！

最新情報やお得な情報など、さまざまなクルーズの魅力をご紹介するメールマガジン
「プリンセス・メール」
をお届けします。
いますぐクルーズに出かける予定のない方でも、豪華客船の旅の世界をお楽しみいただけます。

詳しくはウェブサイトを
ご確認ください

※本パンフレットの掲載情報は2021年9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。
※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

DI A MOND P RI NCE SS

■乗客定員：2,706人 ■就航：2004年（2014年3月改装） ■全長：290m
（1室2名利用時） ■総トン数：115,875トン
■全幅：37.5m
■船籍：英国
■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。

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。

スカイ・デッキ17/18
スポーツ・デッキ16
プロムナード・デッキ7

ジュニア・スイート

海側

グランド・スイート

プレミアム・ジュニア・スイート

オーナーズ・スイート

ジュニア・スイート
（中央）

ペントハウス・スイート
（船尾）

ジュニア・スイート（前方／後方）

ペントハウス・スイート
（中央）

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

プレミアム・スイート

海 側バルコニー

海側
海側（視界が遮られます）

内側

ヴィスタ・スイート

海側バルコニー（中央）

ファミリー・スイート（2ベッドルーム）

海側バルコニー（前方／後方）

内側

フィエスタ・デッキ6
プラザ・デッキ5
ガラ・デッキ4
エレベーター

サンクチュアリ

スイート

エレベーター

エレベーター

※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

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人目は折りたたみ式移動ベッド
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。

プロムナード・デッキ

プ
ラ
チ
ナ
・
ス
タ
ジ
オ

Ladies/
Gents

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

ミニゴルフ
Princess Links

エレベーター

エレベーター

バー

ジャグジー

Plaza
プラザ・デッキ5

スポーツコート

スカイウォーカーズ・ナイトクラブ

Sport
スポーツ・デッキ16

医務室

エレベーター

バー
Water Shuttle
Embarkation

Sky
スカイ・デッキ17/18
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Sun
サン・デッキ15

Lido
リド・デッキ14

Aloha
アロハ・デッキ12

Baja
バハ・デッキ11

Caribe
カリブ・デッキ10

Dolphin
ドルフィン・デッキ9

Emerald
エメラルド・デッキ8

Promenade
プロムナード・デッキ7

Fiesta
フィエスタ・デッキ6

Water Shuttle
Embarkation

Gala
ガラ・デッキ4

princesscruises.jp
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princesscruises.jp

●お問い合わせ・お申し込みは、お近くの旅行会社まで

株式会社
〒 104-0061

・・・ お申込みは ・・・
（プリンセス・クルーズ指定代理店）
㈱ダイワグループ
クルーズ旅行センター（法人営業部）
☎ ０３－５３７７－１３８１
〇 ダイワグループのクルーズサイトに戻る ＞＞

運航会社：プリンセス・クルーズ

カーニバル・ジャパン
 京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル6F
東
www.princesscruises.jp
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）

