
2019年 2020年ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　　（※新代金設定コースのみ　2019年4月1日以降適用）

(M004) (M004C) (M005)

日 数

内 容 3-5人目 3-10人目 3-6人目

グランド・スイート ¥676,000 ¥601,000 ¥220,000 ¥676,000 ¥611,000 ¥220,000 ¥676,000 ¥601,000 ¥220,000

オーナーズ・スイート ¥628,000 ¥553,000 ¥220,000 ¥628,000 ¥563,000 ¥220,000 ¥628,000 ¥553,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥580,000 ¥505,000 ¥220,000 ¥580,000 ¥515,000 ¥220,000 ¥580,000 ¥505,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥556,000 ¥481,000 ¥220,000 ¥556,000 ¥491,000 ¥220,000 ¥556,000 ¥481,000 ¥220,000

プレミアム・スイート ¥532,000 ¥457,000 ¥220,000 ¥532,000 ¥467,000 ¥220,000 ¥532,000 ¥457,000 ¥220,000

ヴィスタ・スイート ¥520,000 ¥445,000 ¥220,000 ¥520,000 ¥455,000 ¥220,000 ¥520,000 ¥445,000 ¥220,000

ファミリー・スイート ¥206,000 ¥163,000 ¥57,000 ¥206,000 ¥163,000 ¥57,000 ¥206,000 ¥163,000 ¥57,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥343,000 ¥286,000 ¥57,000 ¥343,000 ¥291,000 ¥57,000 ¥343,000 ¥286,000 ¥57,000

ジュニア・スイート（中央） ¥298,000 ¥241,000 ¥57,000 ¥298,000 ¥246,000 ¥57,000 ¥298,000 ¥241,000 ¥57,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥250,000 ¥193,000 ¥57,000 ¥250,000 ¥198,000 ¥57,000 ¥250,000 ¥193,000 ¥57,000

海側バルコニー（中央） ¥208,000 ¥161,000 ¥57,000 ¥208,000 ¥161,000 ¥57,000 ¥208,000 ¥161,000 ¥57,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥197,000 ¥150,000 ¥57,000 ¥197,000 ¥150,000 ¥57,000 ¥197,000 ¥150,000 ¥57,000

海側 ¥160,000 ¥135,000 ¥57,000 ¥160,000 ¥137,000 ¥57,000 ¥160,000 ¥135,000 ¥57,000

海側（視界が遮られます） ¥123,000 ¥100,000 ¥57,000 ¥123,000 ¥102,000 ¥57,000 ¥123,000 ¥100,000 ¥57,000

内側 ¥122,000 ¥98,000 ¥57,000 ¥122,000 ¥98,000 ¥57,000 ¥122,000 ¥98,000 ¥57,000
租税、手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

(M005B) (M006) (M006B)

日 数

内 容 3-11人目 3-7人目 3-12人目

グランド・スイート ¥676,000 ¥611,000 ¥220,000 ¥676,000 ¥601,000 ¥220,000 ¥676,000 ¥611,000 ¥220,000

オーナーズ・スイート ¥628,000 ¥563,000 ¥220,000 ¥628,000 ¥553,000 ¥220,000 ¥628,000 ¥563,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥580,000 ¥515,000 ¥220,000 ¥580,000 ¥505,000 ¥220,000 ¥580,000 ¥515,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥556,000 ¥491,000 ¥220,000 ¥556,000 ¥481,000 ¥220,000 ¥556,000 ¥491,000 ¥220,000

プレミアム・スイート ¥532,000 ¥467,000 ¥220,000 ¥532,000 ¥457,000 ¥220,000 ¥532,000 ¥467,000 ¥220,000

ヴィスタ・スイート ¥520,000 ¥455,000 ¥220,000 ¥520,000 ¥445,000 ¥220,000 ¥520,000 ¥455,000 ¥220,000

ファミリー・スイート ¥206,000 ¥163,000 ¥57,000 ¥206,000 ¥163,000 ¥57,000 ¥206,000 ¥163,000 ¥57,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥343,000 ¥291,000 ¥57,000 ¥343,000 ¥286,000 ¥57,000 ¥343,000 ¥291,000 ¥57,000

ジュニア・スイート（中央） ¥298,000 ¥246,000 ¥57,000 ¥298,000 ¥241,000 ¥57,000 ¥298,000 ¥246,000 ¥57,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥250,000 ¥198,000 ¥57,000 ¥250,000 ¥193,000 ¥57,000 ¥250,000 ¥198,000 ¥57,000

海側バルコニー（中央） ¥208,000 ¥161,000 ¥57,000 ¥208,000 ¥161,000 ¥57,000 ¥208,000 ¥161,000 ¥57,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥197,000 ¥150,000 ¥57,000 ¥197,000 ¥150,000 ¥57,000 ¥197,000 ¥150,000 ¥57,000

海側 ¥160,000 ¥137,000 ¥57,000 ¥160,000 ¥135,000 ¥57,000 ¥160,000 ¥137,000 ¥57,000

海側（視界が遮られます） ¥123,000 ¥102,000 ¥57,000 ¥123,000 ¥100,000 ¥57,000 ¥123,000 ¥102,000 ¥57,000

内側 ¥122,000 ¥98,000 ¥57,000 ¥122,000 ¥98,000 ¥57,000 ¥122,000 ¥98,000 ¥57,000
租税、手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

【3/27修正版】

出発日・コース名

2020/2/4

¥14,750

8泊9日

2020/2/22

陽気に沖縄・台湾クルーズ
（神戸発着）

8泊9日

クルーズ代金 1-10人目

¥14,750

クルーズ代金 1-5人目

¥14,750

クルーズ代金 1-9人目

8泊9日

2020/2/14

陽気に沖縄・台湾クルーズ
（神戸発着）

2020/2/12

2020/2/20

陽気に沖縄・台湾クルーズ
（横浜発着）

陽気に沖縄・台湾クルーズ
（横浜発着）

¥14,750

2020/2/6

陽気に沖縄・台湾クルーズ
（神戸発着）

¥14,200 ¥14,200

クルーズ代金 1-8人目

出発日・コース名

8泊9日 8泊9日8泊9日

クルーズ代金 1-3人目 クルーズ代金 1-4人目

陽気に沖縄・台湾クルーズ
（横浜発着）



2019年 2020年ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　　（※新代金設定コースのみ　2019年4月1日以降適用）

(M007) (M008)

日 数

内 容 3-8人目 3-9人目

グランド・スイート ¥681,000 ¥606,000 ¥220,000 ¥681,000 ¥606,000 ¥220,000

オーナーズ・スイート ¥633,000 ¥558,000 ¥220,000 ¥633,000 ¥558,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥585,000 ¥510,000 ¥220,000 ¥585,000 ¥510,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥561,000 ¥486,000 ¥220,000 ¥561,000 ¥486,000 ¥220,000

プレミアム・スイート ¥537,000 ¥462,000 ¥220,000 ¥537,000 ¥462,000 ¥220,000

ヴィスタ・スイート ¥525,000 ¥450,000 ¥220,000 ¥525,000 ¥450,000 ¥220,000

ファミリー・スイート ¥212,000 ¥169,000 ¥57,000 ¥212,000 ¥169,000 ¥57,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥348,000 ¥291,000 ¥57,000 ¥348,000 ¥291,000 ¥57,000

ジュニア・スイート（中央） ¥303,000 ¥246,000 ¥57,000 ¥303,000 ¥246,000 ¥57,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥255,000 ¥198,000 ¥57,000 ¥255,000 ¥198,000 ¥57,000

海側バルコニー（中央） ¥213,000 ¥161,000 ¥57,000 ¥213,000 ¥161,000 ¥57,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥202,000 ¥150,000 ¥57,000 ¥202,000 ¥150,000 ¥57,000

海側 ¥165,000 ¥140,000 ¥57,000 ¥165,000 ¥140,000 ¥57,000

海側（視界が遮られます） ¥128,000 ¥105,000 ¥57,000 ¥128,000 ¥105,000 ¥57,000

内側 ¥127,000 ¥98,000 ¥57,000 ¥127,000 ¥98,000 ¥57,000
租税、手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

(M007B) (M008B)

日 数

内 容 3-13人目 3-14人目

グランド・スイート ¥681,000 ¥616,000 ¥220,000 ¥502,000 ¥424,000 ¥192,000

オーナーズ・スイート ¥633,000 ¥568,000 ¥220,000 ¥470,000 ¥392,000 ¥192,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥585,000 ¥520,000 ¥220,000 ¥438,000 ¥360,000 ¥192,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥561,000 ¥496,000 ¥220,000 ¥422,000 ¥344,000 ¥192,000

プレミアム・スイート ¥537,000 ¥472,000 ¥220,000 ¥406,000 ¥328,000 ¥192,000

ヴィスタ・スイート ¥525,000 ¥460,000 ¥220,000 ¥398,000 ¥320,000 ¥192,000

ファミリー・スイート ¥212,000 ¥169,000 ¥57,000 ¥170,000 ¥134,000 ¥35,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥348,000 ¥295,000 ¥57,000 ¥266,000 ¥230,000 ¥35,000

ジュニア・スイート（中央） ¥303,000 ¥250,000 ¥57,000 ¥242,000 ¥206,000 ¥35,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥255,000 ¥202,000 ¥57,000 ¥206,000 ¥170,000 ¥35,000

海側バルコニー（中央） ¥213,000 ¥161,000 ¥57,000 ¥165,000 ¥114,000 ¥35,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥202,000 ¥150,000 ¥57,000 ¥156,000 ¥105,000 ¥35,000

海側 ¥165,000 ¥142,000 ¥57,000 ¥126,000 ¥95,000 ¥35,000

海側（視界が遮られます） ¥128,000 ¥107,000 ¥57,000 ¥96,000 ¥80,000 ¥35,000

内側 ¥127,000 ¥98,000 ¥57,000 ¥95,000 ¥70,000 ¥35,000
租税、手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

【3/27修正版】

¥14,750 ¥9,250

8泊9日 6泊7日

クルーズ代金 1-11人目 クルーズ代金 1-12人目

¥14,750 ¥14,750

出発日・コース名

2020/3/1 2020/3/9

陽気に沖縄・台湾クルーズ
（神戸発着）

陽気に沖縄・台湾クルーズ
（神戸発 横浜着）

8泊9日 8泊9日

クルーズ代金 1-6人目 クルーズ代金 1-7人目

出発日・コース名

2020/2/28 2020/3/7

陽気に沖縄・台湾クルーズ
（横浜発着）

陽気に沖縄・台湾クルーズ
（横浜発着）
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