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2019 年ダイヤモンド・プリンセス日本発着クルーズ　代金表
出発日・コース名

3/26（M910）P.29
輝く春の三河・大阪・

土佐・伊勢と韓国

4/3（M911）P.30
春めく名城の

地めぐりと伊勢・韓国
4/11（M912）P.31

陽春の日本周遊と韓国
4/19（M913）P.32

麗しの春・韓国と東北
4/27（M914）P.26
ゴールデンウィーク

ショートクルーズ！長崎と韓国

日　程 8 泊 9 日 8 泊 9 日 8 泊 9 日 8 泊 9 日 5 泊 6 日

内　容 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金

グランド・スイート ¥741,000  ¥741,000    ¥741,000   ¥741,000    ¥660,000    
オーナーズ･スイート ¥693,000  ¥693,000    ¥693,000   ¥693,000    ¥628,000    
ペントハウス･スイート(船尾) ¥645,000  ¥645,000    ¥645,000   ¥645,000    ¥596,000    
ペントハウス･スイート(中央) ¥621,000  ¥621,000    ¥621,000   ¥621,000    ¥580,000    
プレミアム･スイート ¥597,000  ¥597,000    ¥597,000   ¥597,000    ¥563,000    
ヴィスタ･スイート ¥585,000  ¥585,000    ¥585,000   ¥585,000    ¥555,000    
ファミリー･スイート ¥278,000  ¥278,000    ¥278,000   ¥278,000    ¥247,000    
プレミアム・ジュニア・スイート ¥408,000  ¥408,000    ¥408,000   ¥408,000    ¥420,000    
ジュニア･スイート（中央） ¥363,000  ¥363,000    ¥363,000   ¥363,000    ¥337,000    
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥315,000  ¥315,000    ¥315,000   ¥315,000    ¥307,000    
海側バルコニー（中央） ¥273,000  ¥273,000    ¥273,000   ¥273,000    ¥205,000    
海側バルコニー（前方/後方） ¥262,000  ¥262,000    ¥262,000   ¥262,000    ¥197,000    
海側 ¥215,000  ¥215,000    ¥215,000   ¥215,000    ¥160,000    
海側（視界が遮られます） ¥178,000  ¥178,000    ¥178,000   ¥178,000    ¥128,000    
内側 *

¥167,000 ▶ ¥158,000  *¥167,000 ▶ ¥158,000  *¥167,000 ▶ ¥158,000  *¥167,000 ▶ ¥158,000  *¥122,000 ▶ ¥106,000  
租税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥11,550 ￥11,550 ￥9,900 ￥9,350 ￥7,150

出発日・コース名
5/2（M915）P.26

ゴールデンウィーク
ショートクルーズ！ 

5/6（M916）P.27
新緑の九州

名湯の地めぐりと韓国

5/11（M917）P.33
夏をさきどり！

沖縄・台湾リゾートクルーズ

5/18（M918）P.34
風薫る四国と

広島・宮崎・韓国

5/25（M919）P.33
夏をさきどり！

沖縄・台湾リゾートクルーズ

日　程 4 泊 5 日 5 泊 6 日 7 泊 8 日 7 泊 8 日 7 泊 8 日

内　容 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金

グランド・スイート ¥552,000    ¥482,000  ¥660,000    ¥660,000   ¥660,000    
オーナーズ･スイート ¥520,000    ¥450,000  ¥615,000    ¥615,000   ¥615,000    
ペントハウス･スイート(船尾) ¥488,000    ¥418,000  ¥570,000    ¥570,000   ¥570,000    
ペントハウス･スイート(中央) ¥472,000    ¥402,000  ¥547,000    ¥547,000   ¥547,000    
プレミアム･スイート ¥456,000    ¥386,000  ¥525,000    ¥525,000   ¥525,000    
ヴィスタ･スイート ¥448,000    ¥378,000  ¥513,000    ¥513,000   ¥513,000    
ファミリー･スイート ¥210,000    ¥165,000  ¥246,000    ¥246,000   ¥246,000    
プレミアム・ジュニア・スイート ¥340,000    ¥256,000  ¥363,000    ¥363,000   ¥363,000    
ジュニア･スイート（中央） ¥292,000    ¥228,000  ¥322,000    ¥322,000   ¥322,000    
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥268,000    ¥198,000  ¥280,000    ¥280,000   ¥280,000    
海側バルコニー（中央） ¥166,000    ¥156,000  ¥238,000    ¥238,000   ¥238,000    
海側バルコニー（前方/後方） ¥158,000    ¥148,000  ¥228,000    ¥228,000   ¥228,000    
海側 ¥128,000    ¥118,000  ¥188,000    ¥188,000   ¥188,000    
海側（視界が遮られます） ¥103,000    ¥93,000    ¥158,000    ¥158,000   ¥158,000    
内側 *

¥97,000 ▶ ¥86,000      *
¥87,000 ▶ ¥72,000    *

¥147,000 ▶ ¥98,000    *
¥147,000 ▶ ¥98,000   *

¥147,000 ▶ ¥98,000    
租税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥6,050 ￥8,250 ￥11,550 ￥13,200 ￥11,550

◦上記代金は、2人部屋を2名で利用した場合の1名あたりの代金です（日本円表記）。
◦2人部屋を1名で利用する場合、1人部屋代金を申し受けます。代金は全カテゴリーにおいてクルーズ代金の200％となります。ただし、1人利用客室の販売数には、制限があり
ますので予めご了承ください。予約状況によっては、利用できない場合もあります。予約時にご確認ください。　
◦2人部屋を3〜4名で利用する場合の3〜4人目の代金は、P.53〜56をご覧ください。ただし、予約状況によっては、利用できない場合もあります。詳しくはご予約時旅行会社に
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。ファミリー・スイート（２ベッドルーム）を5〜6名で利用する
場合の5〜6人目の代金は、P.53〜56をご覧ください。3名以下ではご利用いただけません。
◦租税、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。記載の金額は、2018年4月13日（M910〜M940）、2018年6月1日（M941〜M945及びM003〜
M008B）時点の金額となります。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。

＊上記改定価格は、2018年12月1日発表の値下げ料金です。

ご案内 〈P.52〜56共通〉

◆

■ ■ ■ ■

★ ■ ■

●◐
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出発日・コース名 6/1（M920）P.35
初夏の四国・九州と韓国

6/8（M921）P.33
夏をさきどり！

沖縄・台湾リゾートクルーズ

6/15（M922）P.27
幕末・明治維新

ゆかりの地と韓国
6/20（M923）P.36

初夏の北前航路と韓国
6/28（M924）P.28

気軽にショートクルーズ
四日市と韓国

日　程 7 泊 8 日 7 泊 8 日 5 泊 6 日 8 泊 9 日 5 泊 6 日

内　容 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金

グランド・スイート ¥660,000    ¥660,000    ¥492,000 ¥741,000    ¥492,000   
オーナーズ･スイート ¥615,000    ¥615,000    ¥460,000  ¥693,000    ¥460,000   
ペントハウス･スイート(船尾) ¥570,000    ¥570,000    ¥428,000  ¥645,000    ¥428,000   
ペントハウス･スイート(中央) ¥547,000    ¥547,000    ¥412,000  ¥621,000    ¥412,000   
プレミアム･スイート ¥525,000    ¥525,000    ¥396,000  ¥597,000    ¥396,000   
ヴィスタ･スイート ¥513,000    ¥513,000    ¥388,000  ¥585,000    ¥388,000   
ファミリー･スイート ¥246,000    ¥246,000    ¥176,000  ¥278,000    ¥176,000   
プレミアム・ジュニア・スイート ¥363,000    ¥363,000    ¥268,000  ¥408,000    ¥268,000   
ジュニア･スイート（中央） ¥322,000    ¥322,000    ¥238,000  ¥363,000    ¥238,000   
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥280,000    ¥280,000    ¥208,000  ¥315,000    ¥208,000   
海側バルコニー（中央） ¥238,000    ¥238,000    ¥166,000  ¥273,000    ¥166,000   
海側バルコニー（前方/後方） ¥228,000    ¥228,000    ¥158,000  ¥262,000    ¥158,000   
海側 ¥188,000    ¥188,000    ¥128,000  ¥215,000    ¥128,000   
海側（視界が遮られます） ¥158,000    ¥158,000    ¥103,000  ¥178,000    ¥103,000   
内側 *

¥147,000 ▶ ¥98,000    *
¥147,000 ▶ ¥98,000    *

¥97,000 ▶ ¥68,000    *¥167,000 ▶ ¥116,000    *
¥97,000 ▶ ¥68,000     

租税、手数料及び港湾費用
（別途申し受けます） ￥11,000 ￥11,550 ￥9,350 ￥13,750 ￥8,250

出発日・コース名
7/3（M925）P.37

沖縄・台湾
リゾートクルーズ

7/11（M926）P.38
北海道周遊とサハリン

7/19（M927）P.37
沖縄・台湾

リゾートクルーズ

7/27（M928）P.39
ねぶた祭に沸く青森と

石巻・函館・ウラジオストク

8/4（M929）P.40
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

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

内　容 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金

グランド・スイート ￥741,000    ￥741,000    ￥741,000    ￥826,000  ￥1,111,000 ￥1,131,000 
オーナーズ･スイート ￥693,000    ￥693,000    ￥693,000    ￥778,000  ￥1,043,000 ￥1,063,000 
ペントハウス･スイート(船尾) ￥645,000    ￥645,000    ￥645,000    ￥730,000  ￥975,000    ￥995,000    
ペントハウス･スイート(中央) ￥621,000    ￥621,000    ￥621,000    ￥705,000  ￥940,000    ￥960,000    
プレミアム･スイート ￥597,000    ￥597,000    ￥597,000    ￥680,000  ￥905,000    ￥925,000    
ヴィスタ･スイート ￥585,000    ￥585,000    ￥585,000    ￥668,000  ￥887,000    ￥907,000    
ファミリー･スイート ￥278,000    ￥278,000    ￥278,000    ￥340,000  ￥417,000    ￥437,000    
プレミアム・ジュニア・スイート ￥408,000    ￥408,000    ￥408,000    ￥508,000  ￥623,000    ￥643,000    
ジュニア･スイート（中央） ￥363,000    ￥363,000    ￥363,000    ￥446,000  ￥550,000    ￥570,000    
ジュニア･スイート（前方/後方） ￥315,000    ￥315,000    ￥315,000    ￥398,000  ￥483,000    ￥503,000    
海側バルコニー（中央） ￥273,000    ￥273,000    ￥273,000    ￥296,000  ￥381,000    ￥401,000    
海側バルコニー（前方/後方） ￥262,000    ￥262,000    ￥262,000    ￥285,000  ￥368,000    ￥388,000    
海側 ￥215,000    ￥215,000    ￥215,000    ￥238,000  ￥313,000    ￥323,000    
海側（視界が遮られます） ￥178,000    ￥178,000    ￥178,000    ￥201,000  ￥258,000    ￥268,000    
内側 *

¥167,000 ▶￥116,000    *¥167,000 ▶￥116,000    *¥167,000 ▶￥116,000    *¥190,000 ▶￥166,000  ￥257,000    ￥257,000    
租税、手数料及び港湾費用

（別途申し受けます） ￥10,450 ￥11,550 ￥9,900 ￥11,000 ￥14,300

●

◦2019年1月より国際観光旅客税創設に伴い2019年2月14日発コースより国際観光旅客税：お1人様1,000円（予定）を別途申
し受ける可能性があります。

◦子ども代金の設定はありません。
◦チップ：1名1泊あたりスイート客室は15.5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14.5米ドル、 

その他の客室は13.5米ドルが船内会計に自動的にチャージされます。料金は予告なく変更になる可能性があります。
◦設定以外の区間乗下船はできません。　
◦グランド･スイートはダブルベッドのみとなります。　
◦プレミアム・ジュニア・スイート（クラブ・クラス）の詳細はP.20・21をご参照ください。　
▪コース、カテゴリーによっては、予約いただけない場合があります。現時点で確実に予約を保証できるものではありません。空き

状況については、旅行会社にお問い合わせください。

＊上記改定価格は、2018年12月1日発表の値下げ料金です。　※早期予約割引代金：2019年3月31日までの予約が対象となります。

3〜4人目代金表は次のページから

コースにより3〜4人目に適用さ
れる代金が異なります。
代金表内の各コース出発日欄に
ある　や　、　等のマークをご
確 認 のうえ、次ページにつづく
3〜4人目代金表をご参照ください。

■ ★ ●

★

★★★

■ ■ ◆ ◆

記載の代金は、2018年12月1日以降（M910〜M928）、2018年4月13日以降（M929〜M940）、
2018年6月1日以降（M941〜M945、M003〜M008B）有効の代金となります。

お得なキャンペーン実施中！詳細はP.50・51をご覧ください。
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