


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「クルー・インセン
ティブ」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「ク
ルー・インセンティブ」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「クルー・インセンティブ」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。

*チップ「クルー・インセンティブ」

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！

2022年11月30日（水）までのご予約なら

プリンセス・プラスとプリンセス・セーバーは別商品となります。そのため以下の内容について予めご了承ください。
※2022年11月30日より前にプリンセス·セーバーの料金改定があった場合は、プリンセス·プラスとプリンセス·セーバーが同料金とはなりませんので、ご了承願います。
※2022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。

Campaign & Promotion

もっとお得に、本格的なクルーズを
ニューノーマルにふさわしい各種割引プラン
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※写真はすべてイメージです。※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！

全コース適用コース

適 用 期 間 2022年11月30日（水）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「クルー・インセンティブ」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

キャプテンズ・サークル・メンバー（リピーター）割引
日本発着クルーズの特典として、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。

※ 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。同室を利用するお客
様がリピーターでない場合でも、２名共に割引が適用されます。

※ 3～4名で1室利用時の3～4人目は、対象外となります。
※ キャプテンズ・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。乗船の証明として、過去の乗船書類
を使用する場合、反映までにお時間がかかる場合がございます。
左記期間に間に合わない場合は適用出来かねますのでお時間の
余裕をもってご申告ください。

早期予約 通常予約

客室カテゴリー
割引金額（１名あたり） 割引金額（１名あたり）

2名1室利用 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 ¥20,000 ¥10,000 
6泊以下 ¥10,000 ¥5,000 

海側、海側（視界が遮られます）、内側
7泊以上 ¥10,000 ¥5,000 
6泊以下 ¥5,000 ¥2,500 

早めのご予約がお得！
早期予約特典

2022年4月27日（水）までのご予約で、リピーター割引金額が２倍になります。
※4月28日以降にキャプテンズ・サークル番号を申告された場合は上記の特典の適用対象外となります。

早 期 予 約  適 用 期 間 2022年4月27日（水）まで

通 常 予 約  適 用 期 間 2022年4月28日（木）〜2022年11月30日（水）まで

全コース適用コース

リピートするとさらにお得に !

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。

詳細は2022～2023年
プリンセス・クルーズ
日本発着クルーズ（本誌）
P.23をご覧ください▶

キャプテンズ・サークル

船上予約割引

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 

※上記の割引金額は、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、上記の200％の割引額となります。
※船上予約者本人を含む1室あたり2名までが対象となります。同室を利用するお客様がリピー

ターでない場合でも、２名共に割引が適用されます。（船上予約者が含まれないご予約は対象外
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。
※キャプテンズ・サークル・メンバー割引との併用が可能です。

適 用 期 間 2022年4月28日発（M209N）〜
2022年11月21日発（M237）での船上予約

お得な船上予約特典も、是非ご利用ください ！

※下船後、船上にて受け取られた確認書をご持参の上、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。

全コース適用コース

（イメージ）

3princesscruises.jp



◦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。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

出発日・コース名 3/15 ［M310］
九州と韓国 10日間

3/24 ［M311］
九州・四国と韓国 10日間

日　程 9 泊 10 日 9 泊 10 日

内　容
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）2022年11月30日までのお申し込み 2022年11月30日までのお申し込み

グランド・スイート ¥801,000 ¥801,000 ¥801,000 ¥801,000
オーナーズ･スイート ¥757,000 ¥757,000 ¥757,000 ¥757,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥713,000 ¥713,000 ¥713,000 ¥713,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥691,000 ¥691,000 ¥691,000 ¥691,000
プレミアム･スイート ¥669,000 ¥669,000 ¥669,000 ¥669,000
ヴィスタ･スイート ¥658,000 ¥658,000 ¥658,000 ¥658,000
ファミリー･スイート ¥314,000 ¥314,000 ¥314,000 ¥314,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥458,000 ¥458,000 ¥458,000 ¥458,000
ジュニア･スイート（中央） ¥412,000 ¥412,000 ¥412,000 ¥412,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥358,000 ¥358,000 ¥358,000 ¥358,000
海側バルコニー（中央） ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥288,000 ¥288,000 ¥288,000 ¥288,000
海側 ¥248,000 ¥248,000 ¥248,000 ¥248,000
海側（視界が遮られます） ¥198,000 ¥198,000 ¥198,000 ¥198,000
内側 ¥187,000 ¥187,000 ¥187,000 ¥187,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥36,000 ¥36,000 ¥36,000 ¥36,000
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥57,000 ¥57,000 ¥57,000 ¥57,000
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） ¥12,650 ¥13,200

横浜発着 横浜発着

九州と韓国 10日間

クルーズ番号 M310

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
3/15 水 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

16 木 クルージング ー ー 船中泊
17 金 別府� 日本 09:00 16:00 船中泊
18 土 鹿児島� 日本 08:00 16:00 船中泊
19 日 済州島� 韓国 10:00 19:00 船中泊
 20 月 博多� 日本 08:00 18:00 船中泊
21 火・祝 長崎� 日本 07:00 17:00 船中泊
22 水 油津（宮崎）� 日本 08:00 18:00 船中泊
23 木 クルージング ー ー 船中泊
24 金 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

3月2023

OYR09X_9-Day Kyushu Spring Flowers_(rtYOK)_R1_NC_CD

太平洋

韓国

長崎

別府

鹿児島

横浜

済州島

油津（宮崎）

博多

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
3/24 金 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

25 土 クルージング ー ー 船中泊
26 日 鹿児島� 日本 07:00 16:00 船中泊
27 月 済州島� 韓国 10:00 19:00 船中泊
28 火 長崎� 日本 08:00 18:00 船中泊
29 水 油津（宮崎）� 日本 08:00 18:00 船中泊
30 木 松山� 日本 08:00 18:00 船中泊
31 金 高知� 日本 08:00 18:00 船中泊

4/  1 土 クルージング ー ー 船中泊
2 日 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

クルーズ番号 M311

九州・四国と韓国
10日間

3月2023

OYR09E_9-Day Kyushu & Shikoku Spring Flowers_(rtYOK)
_V2_R1_NC_CD

太平洋

韓国

長崎
高知

鹿児島

横浜

済州島

油津（宮崎）

松山

※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。
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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。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

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人目特別料金キャンペーン

※詳しくは、P.3をご確認ください。

適 用 期 間 2023年日本発着クルーズ 全コース
▶2022年11月30日（水）までの予約

各コースの詳しい
情報はウェブサイト
をご確認ください▶

出発日・コース名 4/2 ［M312］
西日本周遊と韓国 10日間

4/11 ［M313］
北前航路と九州・韓国 10日間 A

日　程 9 泊 10 日 9 泊 10 日

内　容
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）2022年11月30日までのお申し込み 2022年11月30日までのお申し込み

グランド・スイート ¥801,000 ¥801,000 ¥801,000 ¥801,000
オーナーズ･スイート ¥757,000 ¥757,000 ¥757,000 ¥757,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥713,000 ¥713,000 ¥713,000 ¥713,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥691,000 ¥691,000 ¥691,000 ¥691,000
プレミアム･スイート ¥669,000 ¥669,000 ¥669,000 ¥669,000
ヴィスタ･スイート ¥658,000 ¥658,000 ¥658,000 ¥658,000
ファミリー･スイート ¥314,000 ¥314,000 ¥314,000 ¥314,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥458,000 ¥458,000 ¥458,000 ¥458,000
ジュニア･スイート（中央） ¥412,000 ¥412,000 ¥412,000 ¥412,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥358,000 ¥358,000 ¥358,000 ¥358,000
海側バルコニー（中央） ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥288,000 ¥288,000 ¥288,000 ¥288,000
海側 ¥248,000 ¥248,000 ¥248,000 ¥248,000
海側（視界が遮られます） ¥198,000 ¥198,000 ¥198,000 ¥198,000
内側 ¥187,000 ¥187,000 ¥187,000 ¥187,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥36,000 ¥36,000 ¥36,000 ¥36,000
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥57,000 ¥57,000 ¥57,000 ¥57,000
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） ¥17,050 ￥15,400

横浜発着横浜発着

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
4/ 2 日 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

3 月 清水� 日本 07:00 15:00 船中泊
4 火 大阪� 日本 09:00 21:00 船中泊
5 水 高知� 日本 07:00 17:00 船中泊
6 木 広島� 日本 09:00 18:00 船中泊
7 金 クルージング ー ー 船中泊
8 土 済州島� 韓国 07:00 17:00 船中泊
9 日 長崎� 日本 07:00 16:00 船中泊

10 月 クルージング ー ー 船中泊
11 火 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

西日本周遊と韓国
10日間

クルーズ番号 M3124月2023

OYR09F_15-Day Japan Explorer Spring Flowers_(rtYOK)_R2_NC_CD

韓国

太平洋

横浜

大阪広島
高知長崎

清水

済州島

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
4/ 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 07:00 17:00 船中泊
14 金 酒田（山形）� 日本 07:00 16:00 船中泊
15 土 金沢� 日本 07:00 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

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

北前航路と九州・
韓国 10日間 A

クルーズ番号 M3134月2023

OYR09J_9-Day Sea of Japan Fall Foliage _(rtYOK)_R3_NC_CD

太平洋

日本海

韓国

横浜
釜山

境港
金沢
酒田（山形） 青森

鹿児島

※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。

5princesscruises.jp



◦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。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

東北と九州・韓国 
10日間

クルーズ番号 M314

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
4/20 木 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

21 金 ひたちなか� 日本 07:00 17:00 船中泊
22 土 宮古（岩手）� 日本 08:00 18:00 船中泊
23 日 青森� 日本 08:00 18:00 船中泊
24 月 秋田� 日本 07:00 18:00 船中泊
 25 火 クルージング ー ー 船中泊
26 水 釜山� 韓国 07:00 18:00 船中泊
27 木 長崎� 日本 07:00 16:00 船中泊
28 金 クルージング ー ー 船中泊
29 土・祝 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

4月2023

OYR09H_9-Day Northern Japan Spring Flowers_V2_R3_CD

太平洋
韓国

横浜釜山

長崎

宮古（岩手）

ひたちなか

秋田
青森

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
4/29 土・祝 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

30 日 クルージング ー ー 船中泊
5/  1 月 青森� 日本 07:00 23:00 船中泊

2 火 函館� 日本 07:00 17:00 船中泊
3 水・祝 クルージング ー ー 船中泊
4 木・祝 釜山� 韓国 08:00 18:00 船中泊
5 金・祝 長崎� 日本 07:00 16:00 船中泊
6 土 クルージング ー ー 船中泊
7 日 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

クルーズ番号 M315

ゴールデンウィーク
花時の北日本と韓国 9日間

4月2023

OYR08G_8-Day Golden Week Circle Japan_(rtYOK)_R1_NC_CD

太平洋韓国 横浜
釜山

函館
青森

長崎

出発日・コース名 4/20 ［M314］
東北と九州・韓国 10日間

4/29 ［M315］
ゴールデンウィーク 花時の北日本と韓国 9日間

日　程 9 泊 10 日 8 泊 9 日

内　容
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）2022年11月30日までのお申し込み 2022年11月30日までのお申し込み

グランド・スイート ¥771,000 ¥771,000 ¥1,011,000 ¥1,011,000
オーナーズ･スイート ¥727,000 ¥727,000 ¥967,000 ¥967,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥683,000 ¥683,000 ¥923,000 ¥923,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥661,000 ¥661,000 ¥901,000 ¥901,000
プレミアム･スイート ¥639,000 ¥639,000 ¥879,000 ¥879,000
ヴィスタ･スイート ¥628,000 ¥628,000 ¥868,000 ¥868,000
ファミリー･スイート ¥297,000 ¥297,000 ¥383,000 ¥383,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥448,000 ¥448,000 ¥658,000 ¥658,000
ジュニア･スイート（中央） ¥392,000 ¥392,000 ¥516,000 ¥516,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥338,000 ¥338,000 ¥468,000 ¥468,000
海側バルコニー（中央） ¥280,000 ¥280,000 ¥319,000 ¥319,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥268,000 ¥268,000 ¥308,000 ¥308,000
海側 ¥228,000 ¥228,000 ¥268,000 ¥268,000
海側（視界が遮られます） ¥188,000 ¥188,000 ¥208,000 ¥208,000
内側 ¥177,000 ¥177,000 ¥197,000 ¥197,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥36,000 ¥36,000 ¥32,000 ¥32,000
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥118,000 ¥118,000 ¥135,000 ¥135,000
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） ¥15,400 ¥12,650

横浜発着 横浜発着

※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。
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※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

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人目特別料金キャンペーン

※詳しくは、P.3をご確認ください。

適用期間 2023年日本発着クルーズ 全コース
▶2022年11月30日（水）までの予約

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。

プリンセス・クルーズ
メールマガジン会員募集！

詳しくは
ウェブサイトを

ご確認ください▶

各コースの詳しい
情報はウェブサイト
をご確認ください▶

出発日・コース名 5/7 ［M316］
横浜発 神戸着 九州・韓国 7日間

5/13 ［M317］
沖縄・台湾リゾートクルーズ 8日間 A

日　程 6 泊 7 日 7 泊 8 日

内　容
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）2022年11月30日までのお申し込み 2022年11月30日までのお申し込み

グランド・スイート ¥514,000 ¥514,000 ¥618,000 ¥618,000
オーナーズ･スイート ¥485,000 ¥485,000 ¥578,000 ¥578,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥456,000 ¥456,000 ¥538,000 ¥538,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥441,000 ¥441,000 ¥518,000 ¥518,000
プレミアム･スイート ¥426,000 ¥426,000 ¥498,000 ¥498,000
ヴィスタ･スイート ¥418,000 ¥418,000 ¥488,000 ¥488,000
ファミリー･スイート ¥199,000 ¥199,000 ¥228,000 ¥228,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥298,000 ¥298,000 ¥348,000 ¥348,000
ジュニア･スイート（中央） ¥264,000 ¥264,000 ¥300,000 ¥300,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥228,000 ¥228,000 ¥258,000 ¥258,000
海側バルコニー（中央） ¥186,000 ¥186,000 ¥208,000 ¥208,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥178,000 ¥178,000 ¥198,000 ¥198,000
海側 ¥148,000 ¥148,000 ¥178,000 ¥178,000
海側（視界が遮られます） ¥123,000 ¥123,000 ¥148,000 ¥148,000
内側 ¥117,000 ¥117,000 ¥137,000 ¥137,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥24,000 ¥24,000 ¥28,000 ¥28,000
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥60,000 ¥60,000 ¥103,000 ¥103,000
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） ¥9,900 ￥11,000

横浜発 神戸着 神戸発着

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

5/  7 日 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

8 月 クルージング ー ー 船中泊

9 火 長崎� 日本 09:00 18:00 船中泊

10 水 済州島� 韓国 07:00 16:00 船中泊

11 木 鹿児島� 日本 10:00 19:00 船中泊

12 金 クルージング ー ー 船中泊

13 土 神戸� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝6回・昼5回・夜6回　●最少催行人員：1人

横浜発 神戸着
九州・韓国 7日間

クルーズ番号 M3165月2023

OYK06B_6-Day Korea and Japan Getaway_(YOK-UKB)_R1_NC_CD

太平洋

韓国

長崎

鹿児島

横浜

神戸

済州島

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
5/ 13 土 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

14 日 クルージング ー ー 船中泊

15 月 那覇� 日本 07:00 19:00 船中泊

16 火 石垣島� 日本 09:00 18:00 船中泊

17 水 基隆（台北）� 台湾 07:00 18:00 船中泊

18 木 クルージング ー ー 船中泊

19 金 クルージング ー ー 船中泊

20 土 神戸� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝7回・昼6回・夜7回　●最少催行人員：1人

沖縄・台湾リゾート
クルーズ 8日間 A

クルーズ番号 M3175月2023

OKR07E_7-Day Southern Islands_(rtUKB)_R3_NC_CD

太平洋

台湾

神戸

基隆（台北） 那覇

石垣島

※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。
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◦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。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

沖縄・台湾リゾート
クルーズ  8日間 B

クルーズ番号 M318

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
5/20 土 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

21 日 クルージング ー ー 船中泊
22 月 那覇� 日本 07:00 19:00 船中泊
23 火 宮古島（沖縄）★� 日本 08:00 18:00 船中泊
24 水 基隆（台北）� 台湾 07:00 18:00 船中泊
25 木 クルージング ー ー 船中泊
26 金 クルージング ー ー 船中泊
27 土 神戸� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝7回・昼6回・夜7回　●最少催行人員：1人

5月2023

OKR07E_7-Day Southern Islands_(rtUKB)_V2_R3_NC_CD

太平洋

台湾

神戸

基隆（台北） 那覇
宮古島（沖縄）

沖縄・台湾リゾート
クルーズ  8日間 A

クルーズ番号 M319

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
5/27 土 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

28 日 クルージング ー ー 船中泊

29 月 那覇� 日本 07:00 19:00 船中泊

30 火 石垣島� 日本 09:00 18:00 船中泊

31 水 基隆（台北）� 台湾 07:00 18:00 船中泊

6/  1 木 クルージング ー ー 船中泊

2 金 クルージング ー ー 船中泊

3 土 神戸� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝7回・昼6回・夜7回　●最少催行人員：1人

5月2023

OKR07E_7-Day Southern Islands_(rtUKB)_R3_NC_CD

太平洋

台湾

神戸

基隆（台北） 那覇

石垣島

出発日・コース名 5/20 ［M318］
沖縄・台湾リゾートクルーズ 8日間 B

5/27 ［M319］
沖縄・台湾リゾートクルーズ 8日間 A

日　程 7 泊 8 日 7 泊 8 日

内　容
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）2022年11月30日までのお申し込み 2022年11月30日までのお申し込み

グランド・スイート ¥618,000 ¥618,000 ¥618,000 ¥618,000
オーナーズ･スイート ¥578,000 ¥578,000 ¥578,000 ¥578,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥538,000 ¥538,000 ¥538,000 ¥538,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥518,000 ¥518,000 ¥518,000 ¥518,000
プレミアム･スイート ¥498,000 ¥498,000 ¥498,000 ¥498,000
ヴィスタ･スイート ¥488,000 ¥488,000 ¥488,000 ¥488,000
ファミリー･スイート ¥228,000 ¥228,000 ¥228,000 ¥228,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥348,000 ¥348,000 ¥348,000 ¥348,000
ジュニア･スイート（中央） ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥258,000 ¥258,000 ¥258,000 ¥258,000
海側バルコニー（中央） ¥208,000 ¥208,000 ¥208,000 ¥208,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥198,000 ¥198,000 ¥198,000 ¥198,000
海側 ¥178,000 ¥178,000 ¥178,000 ¥178,000
海側（視界が遮られます） ¥148,000 ¥148,000 ¥148,000 ¥148,000
内側 ¥137,000 ¥137,000 ¥137,000 ¥137,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥28,000 ¥28,000 ¥28,000 ¥28,000
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥103,000 ¥103,000 ¥103,000 ¥103,000
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） ¥11,000 ¥11,000

神戸発着 神戸発着

※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。

8

代
金
表



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。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

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人目特別料金キャンペーン

※詳しくは、P.3をご確認ください。

適 用 期 間 2023年日本発着クルーズ 全コース
▶2022年11月30日（水）までの予約

各コースの詳しい
情報はウェブサイト
をご確認ください▶

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

6/  3 土 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

4 日 高知� 日本 07:00 16:00 船中泊

5 月 鹿児島� 日本 07:00 16:00 船中泊

6 火 済州島� 韓国 11:00 19:00 船中泊

7 水 クルージング ー ー 船中泊

8 木 神戸� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝5回・昼4回・夜5回　●最少催行人員：1人

四国・九州・韓国
ショートクルーズ 6日間

クルーズ番号 M3206月2023

OKR05A_5-Day Korea & Japan Getaway_(rtUKB)_R3_NC_CD

太平洋

韓国 神戸

済州島

鹿児島

高知

食事：朝5回・昼4回・夜5回　●最少催行人員：1人

神戸発 横浜着 九州・韓国
ショートクルーズ 6日間

クルーズ番号 M321 6月2023

OKY05A_5-Day Korea & Japan Getaway_(UKB-YOK)_R2_NC_CD

太平洋

韓国

神戸

済州島

鹿児島

横浜

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

6/  8 木 神戸� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

9 金 クルージング ー ー 船中泊

10 土 済州島� 韓国 07:00 16:00 船中泊

11 日 鹿児島� 日本 10:00 19:00 船中泊

12 月 クルージング ー ー 船中泊

13 火 横浜� 日本 午前下船 ー ー

出発日・コース名 6/3 ［M320］
四国・九州・韓国ショートクルーズ 6日間

6/8 ［M321］
神戸発 横浜着 九州・韓国ショートクルーズ 6日間

日　程 5 泊 6 日 5 泊 6 日

内　容
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）2022年11月30日までのお申し込み 2022年11月30日までのお申し込み

グランド・スイート ¥444,000 ¥444,000 ¥424,000 ¥424,000
オーナーズ･スイート ¥415,000 ¥415,000 ¥395,000 ¥395,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥386,000 ¥386,000 ¥366,000 ¥366,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥371,000 ¥371,000 ¥351,000 ¥351,000
プレミアム･スイート ¥356,000 ¥356,000 ¥336,000 ¥336,000
ヴィスタ･スイート ¥348,000 ¥348,000 ¥328,000 ¥328,000
ファミリー･スイート ¥164,000 ¥164,000 ¥141,000 ¥141,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥248,000 ¥248,000 ¥218,000 ¥218,000
ジュニア･スイート（中央） ¥218,000 ¥218,000 ¥198,000 ¥198,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥188,000 ¥188,000 ¥168,000 ¥168,000
海側バルコニー（中央） ¥156,000 ¥156,000 ¥126,000 ¥126,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥148,000 ¥148,000 ¥118,000 ¥118,000
海側 ¥128,000 ¥128,000 ¥108,000 ¥108,000
海側（視界が遮られます） ¥103,000 ¥103,000 ¥83,000 ¥83,000
内側 ¥97,000 ¥97,000 ¥77,000 ¥77,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥60,000 ¥60,000 ¥22,000 ¥22,000
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） ¥8,800 ￥7,700

神戸発着 神戸発 横浜着

※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。
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◦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。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

北海道周遊と
サハリン  9日間

クルーズ番号 M322

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
6/13 火 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

14 水 クルージング ー ー 船中泊
15 木 釧路� 日本 07:00 17:00 船中泊
16 金 クルージング ー ー 船中泊
17 土 コルサコフ★� ロシア 06:00 18:00 船中泊
18 日 小樽� 日本 08:00 18:00 船中泊
19 月 函館� 日本 08:00 23:00 船中泊
20 火 クルージング ー ー
21 水 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

6月2023

OYR08A_8-Day Circle Hokkaido_(rtYOK)_R4_NC_CD

太平洋

ロシア

釧路

小樽
函館

コルサコフ

横浜

沖縄・台湾リゾート
クルーズ  9日間

クルーズ番号 M323

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
6/21 水 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

22 木 クルージング ー ー 船中泊
23 金 クルージング ー ー 船中泊
24 土 那覇� 日本 07:00 19:00 船中泊
25 日 石垣島� 日本 09:00 18:00 船中泊
26 月 基隆（台北）� 台湾 07:00 17:00 船中泊
27 火 クルージング ー ー 船中泊
28 水 クルージング ー ー
29 木 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

6月2023

OYR080_8-Day Southern Islands_(rtYOK)_R7_NC_CD

太平洋

台湾

基隆（台北） 那覇
石垣島

横浜

出発日・コース名 6/13 ［M322］
北海道周遊とサハリン 9日間

6/21 ［M323］
沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間

日　程 8 泊 9 日 8 泊 9 日

内　容
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）2022年11月30日までのお申し込み 2022年11月30日までのお申し込み

グランド・スイート ¥701,000 ¥701,000 ¥701,000 ¥701,000
オーナーズ･スイート ¥657,000 ¥657,000 ¥657,000 ¥657,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥613,000 ¥613,000 ¥613,000 ¥613,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥591,000 ¥591,000 ¥591,000 ¥591,000
プレミアム･スイート ¥569,000 ¥569,000 ¥569,000 ¥569,000
ヴィスタ･スイート ¥558,000 ¥558,000 ¥558,000 ¥558,000
ファミリー･スイート ¥262,000 ¥262,000 ¥262,000 ¥262,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥398,000 ¥398,000 ¥398,000 ¥398,000
ジュニア･スイート（中央） ¥346,000 ¥346,000 ¥346,000 ¥346,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥298,000 ¥298,000 ¥298,000 ¥298,000
海側バルコニー（中央） ¥249,000 ¥249,000 ¥249,000 ¥249,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥238,000 ¥238,000 ¥238,000 ¥238,000
海側 ¥198,000 ¥198,000 ¥198,000 ¥198,000
海側（視界が遮られます） ¥168,000 ¥168,000 ¥168,000 ¥168,000
内側 ¥157,000 ¥157,000 ¥157,000 ¥157,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥32,000 ¥32,000 ¥32,000 ¥32,000
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥118,000 ¥118,000 ¥118,000 ¥118,000
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） ¥14,300 ¥12,650

横浜発着 横浜発着

★テンダーボートでの乗下船になります。

※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。
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※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

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人目特別料金キャンペーン

※詳しくは、P.3をご確認ください。

適用期間 2023年日本発着クルーズ 全コース
▶2022年11月30日（水）までの予約

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。

プリンセス・クルーズ
メールマガジン会員募集！

詳しくは
ウェブサイトを

ご確認ください▶

各コースの詳しい
情報はウェブサイト
をご確認ください▶

出発日・コース名 6/29 ［M324］
九州と韓国 7日間

7/5 ［M325］
九州・韓国ショートクルーズ 6日間

日　程 6 泊 7 日 5 泊 6 日

内　容
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）2021年11月30日までのお申し込み 2021年11月30日までのお申し込み

グランド・スイート ¥514,000 ¥514,000 ¥444,000 ¥444,000
オーナーズ･スイート ¥485,000 ¥485,000 ¥415,000 ¥415,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥456,000 ¥456,000 ¥386,000 ¥386,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥441,000 ¥441,000 ¥371,000 ¥371,000
プレミアム･スイート ¥426,000 ¥426,000 ¥356,000 ¥356,000
ヴィスタ･スイート ¥418,000 ¥418,000 ¥348,000 ¥348,000
ファミリー･スイート ¥199,000 ¥199,000 ¥164,000 ¥164,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥298,000 ¥298,000 ¥248,000 ¥248,000
ジュニア･スイート（中央） ¥264,000 ¥264,000 ¥218,000 ¥218,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥228,000 ¥228,000 ¥188,000 ¥188,000
海側バルコニー（中央） ¥186,000 ¥186,000 ¥156,000 ¥156,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥178,000 ¥178,000 ¥148,000 ¥148,000
海側 ¥148,000 ¥148,000 ¥128,000 ¥128,000
海側（視界が遮られます） ¥123,000 ¥123,000 ¥103,000 ¥103,000
内側 ¥117,000 ¥117,000 ¥97,000 ¥97,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥24,000 ¥24,000 ¥20,000 ¥20,000
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000
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） ￥9,900 ￥8,800

横浜発着 横浜発着

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

6/29 木 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

30 金 クルージング ー ー 船中泊

7/  1 土 長崎� 日本 08:00 18:00 船中泊

2 日 済州島� 韓国 07:00 16:00 船中泊

3 月 鹿児島� 日本 10:00 19:00 船中泊

4 火 クルージング ー ー 船中泊

5 水 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝6回・昼5回・夜6回　●最少催行人員：1人

九州と韓国 7日間

クルーズ番号 M3246月2023

OYR06D_6-Day Kyushu & Korea_(rtYOK)_R1_NC_CD

太平洋

韓国

長崎

鹿児島

横浜

済州島

食事：朝5回・昼4回・夜5回　●最少催行人員：1人

九州・韓国ショート
クルーズ 6日間

クルーズ番号 M325 7月2023

OYK05E_5-Day Korea and Japan Getaway_(rtYOK)_R1_NC_CD

太平洋

韓国

長崎

横浜

済州島

日付 寄港地 入港 出港 宿泊

7/  5 水 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

6 木 クルージング ー ー 船中泊

7 金 済州島� 韓国 13:00 20:00 船中泊

8 土 長崎� 日本 08:00 16:00 船中泊

9 日 クルージング ー ー 船中泊

10 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。
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◦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。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

北前航路と韓国
10日間

クルーズ番号 M326

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
7/10 月 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

11 火 クルージング ー ー 船中泊
12 水 秋田� 日本 07:00 16:00 船中泊
13 木 金沢� 日本 09:00 19:00 船中泊
14 金 境港� 日本 07:00 17:00 船中泊
 15 土 釜山� 韓国 08:00 18:00 船中泊
16 日 クルージング ー ー 船中泊
17 月・祝 大阪� 日本 06:00 19:00 船中泊
18 火 鳥羽★� 日本 09:00 18:00 船中泊
19 水 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

7月2023

OYR09W_9-Day Sea of Japan & Gion Festival_(rtYOK)_R1_NC_CD

太平洋

日本海

韓国

横浜
釜山

境港

金沢 秋田

大阪 鳥羽

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

20 木 クルージング ー ー 船中泊
21 金 長崎� 日本 09:00 18:00 船中泊
22 土 済州島� 韓国 08:00 17:00 船中泊
23 日 クルージング ー ー 船中泊
24 月 神戸� 日本 06:00 21:00 船中泊
25 火 大阪� 日本 07:00 23:00 船中泊
26 水 クルージング ー ー 船中泊
27 木 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

クルーズ番号 M327

天神祭で華やぐ大阪と
九州・韓国 9日間

7月2023

OYR08E_8-Day Gion & Tanjin Festivals_(rtYOK)_R1_NC_CD

太平洋

韓国

長崎

大阪

横浜

神戸

済州島

出発日・コース名 7/10 ［M326］
北前航路と韓国 10日間

7/19 ［M327］
天神祭で華やぐ大阪と九州・韓国 9日間

日　程 9 泊 10 日 8 泊 9 日

内　容
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）2022年11月30日までのお申し込み 2022年11月30日までのお申し込み

グランド・スイート ¥771,000 ¥771,000 ¥731,000 ¥731,000
オーナーズ･スイート ¥727,000 ¥727,000 ¥687,000 ¥687,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥683,000 ¥683,000 ¥643,000 ¥643,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥661,000 ¥661,000 ¥621,000 ¥621,000
プレミアム･スイート ¥639,000 ¥639,000 ¥599,000 ¥599,000
ヴィスタ･スイート ¥628,000 ¥628,000 ¥588,000 ¥588,000
ファミリー･スイート ¥297,000 ¥297,000 ¥279,000 ¥279,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥448,000 ¥448,000 ¥408,000 ¥408,000
ジュニア･スイート（中央） ¥392,000 ¥392,000 ¥366,000 ¥366,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥338,000 ¥338,000 ¥318,000 ¥318,000
海側バルコニー（中央） ¥280,000 ¥280,000 ¥269,000 ¥269,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥268,000 ¥268,000 ¥258,000 ¥258,000
海側 ¥228,000 ¥228,000 ¥218,000 ¥218,000
海側（視界が遮られます） ¥188,000 ¥188,000 ¥178,000 ¥178,000
内側 ¥177,000 ¥177,000 ¥167,000 ¥167,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥36,000 ¥36,000 ¥32,000 ¥32,000
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥118,000 ¥118,000 ¥57,000 ¥57,000
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） ¥15,950 ¥12,650

横浜発着 横浜発着

★テンダーボートでの乗下船になります。

※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。
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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。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

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人目特別料金キャンペーン

※詳しくは、P.3をご確認ください。

適 用 期 間 2023年日本発着クルーズ 全コース
▶2022年11月30日（水）までの予約

各コースの詳しい
情報はウェブサイト
をご確認ください▶

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
8/  4 金 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

5 土 クルージング ー ー 船中泊

6 日 秋田（秋田竿燈まつり）�日本 08:00 23:00 船中泊

7 月 青森（青森ねぶた祭＊）�日本 10:00 23:00 船中泊

8 火 クルージング ー ー 船中泊

食事：朝１0回・昼9回・夜１0回　●最少催行人員：1人

9 水 釜山� 韓国 12:00 21:00 船中泊

10 木 関門海峡クルージング 06:00 8:00 船中泊

11 金・祝 高知（よさこい祭り）� 日本 07:00 23:59 船中泊

12 土 徳島（阿波おどり）� 日本 09:00 23:59 船中泊

13 日 クルージング ー ー 船中泊

14 月 横浜� 日本 午前下船 ー ー

出発日・コース名 7/27 ［M328］
ねぶた祭に沸く青森とウラジオストク 9日間

8/4 ［M329］ 
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
日　程 8 泊 9 日 10 泊 11 日

内　容
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）2022年11月30日までのお申し込み 2022年11月30日までのお申し込み

グランド・スイート ¥811,000 ¥811,000 ¥981,000 ¥981,000
オーナーズ･スイート ¥767,000 ¥767,000 ¥937,000 ¥937,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥723,000 ¥723,000 ¥893,000 ¥893,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥701,000 ¥701,000 ¥871,000 ¥871,000
プレミアム･スイート ¥679,000 ¥679,000 ¥849,000 ¥849,000
ヴィスタ･スイート ¥668,000 ¥668,000 ¥838,000 ¥838,000
ファミリー･スイート ¥337,000 ¥337,000 ¥423,000 ¥423,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥508,000 ¥508,000 ¥638,000 ¥638,000
ジュニア･スイート（中央） ¥446,000 ¥446,000 ¥558,000 ¥558,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥398,000 ¥398,000 ¥498,000 ¥498,000
海側バルコニー（中央） ¥289,000 ¥289,000 ¥360,000 ¥360,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥278,000 ¥278,000 ¥348,000 ¥348,000
海側 ¥238,000 ¥238,000 ¥298,000 ¥298,000
海側（視界が遮られます） ¥198,000 ¥198,000 ¥248,000 ¥248,000
内側 ¥187,000 ¥187,000 ¥237,000 ¥237,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥32,000 ¥32,000 ¥40,000 ¥40,000
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥135,000 ¥135,000 ¥135,000 ¥135,000
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） ¥15,400 ￥15,400

横浜発着 横浜発着

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
7/27 木 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

28 金 ひたちなか� 日本 07:00 17:00 船中泊
29 土 宮古（岩手）� 日本 07:00 17:00 船中泊
30 日 クルージング ー ー 船中泊
31 月 ウラジオストク� ロシア 05:00 19:00 船中泊

8/  1 火 クルージング ー ー 船中泊
2 水 青森（青森ねぶた祭）� 日本 08:00 23:00 船中泊
3 木 クルージング ー ー 船中泊
4 金 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

ねぶた祭に沸く青森と
ウラジオストク 9日間

クルーズ番号 M3287月2023

OYR08D_8-Day Northern Japan with Nebuta Festival
_(rtYOK)_R2_NC_CD

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

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

クルーズ番号 M3298月2023

OYR10A_10-Day Circle Japan with Nebuta & Summer Festivals
_(rtYOK)_R2_NC_CD

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

※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寄港地における行事やイベントは中止も
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。

※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
入港時間が変更に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。
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◦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。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

出発日・コース名 8/14 ［M330］
熊野大花火と四国・九州と韓国 10日間

8/23 ［M331］
北海道周遊とサハリン 9日間

日　程 9 泊 10 日 8 泊 9 日

内　容
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）2022年11月30日までのお申し込み 2022年11月30日までのお申し込み

グランド・スイート ¥901,000 ¥901,000 ¥701,000 ¥701,000
オーナーズ･スイート ¥857,000 ¥857,000 ¥657,000 ¥657,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥813,000 ¥813,000 ¥613,000 ¥613,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥791,000 ¥791,000 ¥591,000 ¥591,000
プレミアム･スイート ¥769,000 ¥769,000 ¥569,000 ¥569,000
ヴィスタ･スイート ¥758,000 ¥758,000 ¥558,000 ¥558,000
ファミリー･スイート ¥383,000 ¥383,000 ¥262,000 ¥262,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥578,000 ¥578,000 ¥398,000 ¥398,000
ジュニア･スイート（中央） ¥502,000 ¥502,000 ¥346,000 ¥346,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥448,000 ¥448,000 ¥298,000 ¥298,000
海側バルコニー（中央） ¥330,000 ¥330,000 ¥249,000 ¥249,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥318,000 ¥318,000 ¥238,000 ¥238,000
海側 ¥268,000 ¥268,000 ¥198,000 ¥198,000
海側（視界が遮られます） ¥228,000 ¥228,000 ¥168,000 ¥168,000
内側 ¥217,000 ¥217,000 ¥157,000 ¥157,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥36,000 ¥36,000 ¥32,000 ¥32,000
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥135,000 ¥135,000 ¥118,000 ¥118,000
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） ¥13,200 ¥13,200

横浜発着 横浜発着

熊野大花火と四国・
九州と韓国 10日間

クルーズ番号 M330

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
8/14 月 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

15 火 徳島（阿波おどり）� 日本 13:00 23:59 船中泊
16 水 和歌山下津� 日本 09:00 19:00 船中泊
17 木 熊野（船上から花火鑑賞＊）�日本 18:00 22:00 船中泊
18 金 高知� 日本 08:00 18:00 船中泊
 19 土 クルージング ー ー 船中泊
20 日 済州島� 韓国 07:00 17:00 船中泊
21 月 長崎� 日本 07:00 16:00 船中泊
22 火 クルージング ー ー 船中泊
23 水 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

8月2023

OYR09T_9-Day Japan Explorer with Kumano Fireworks
_(rtYOK)_R2_NC_CD

太平洋

韓国

済州島

熊野
（熊野大花火を船上から見学）

和歌山下津
徳島

長崎

横浜

高知

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
8/23 水 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

24 木 クルージング ー ー 船中泊
25 金 釧路� 日本 07:00 17:00 船中泊
26 土 クルージング ー ー 船中泊
27 日 コルサコフ★� ロシア 06:00 18:00 船中泊
28 月 小樽� 日本 08:00 18:00 船中泊
29 火 函館� 日本 08:00 23:00 船中泊
30 水 クルージング ー ー 船中泊
31 木 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

クルーズ番号 M331

北海道周遊と
サハリン 9日間

8月2023

OYR08A_8-Day Circle Hokkaido_(rtYOK)_R4_NC_CD

太平洋

ロシア

釧路

小樽
函館

コルサコフ

横浜

＊�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。 ★テンダーボートでの乗下船になります。

※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花火や寄港地における行事やイベントは
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。
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※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

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人目特別料金キャンペーン

※詳しくは、P.3をご確認ください。

適用期間 2023年日本発着クルーズ 全コース
▶2022年11月30日（水）までの予約

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。

プリンセス・クルーズ
メールマガジン会員募集！

詳しくは
ウェブサイトを

ご確認ください▶

各コースの詳しい
情報はウェブサイト
をご確認ください▶

出発日・コース名 8/31 ［M332］
沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間

9/8 ［M333］
九州と韓国 8日間 A

日　程 8 泊 9 日 7 泊 8 日

内　容
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）2022年11月30日までのお申し込み 2022年11月30日までのお申し込み

グランド・スイート ¥701,000 ¥701,000 ¥618,000 ¥618,000
オーナーズ･スイート ¥657,000 ¥657,000 ¥578,000 ¥578,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥613,000 ¥613,000 ¥538,000 ¥538,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥591,000 ¥591,000 ¥518,000 ¥518,000
プレミアム･スイート ¥569,000 ¥569,000 ¥498,000 ¥498,000
ヴィスタ･スイート ¥558,000 ¥558,000 ¥488,000 ¥488,000
ファミリー･スイート ¥262,000 ¥262,000 ¥228,000 ¥228,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥398,000 ¥398,000 ¥348,000 ¥348,000
ジュニア･スイート（中央） ¥346,000 ¥346,000 ¥300,000 ¥300,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥298,000 ¥298,000 ¥258,000 ¥258,000
海側バルコニー（中央） ¥249,000 ¥249,000 ¥208,000 ¥208,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥238,000 ¥238,000 ¥198,000 ¥198,000
海側 ¥198,000 ¥198,000 ¥178,000 ¥178,000
海側（視界が遮られます） ¥168,000 ¥168,000 ¥148,000 ¥148,000
内側 ¥157,000 ¥157,000 ¥137,000 ¥137,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥32,000 ¥32,000 ¥28,000 ¥28,000
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥118,000 ¥118,000 ¥103,000 ¥103,000
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） ¥12,650 ￥9,900

横浜発着 横浜発着

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
8/31 木 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊
9/  1 金 クルージング ー ー 船中泊

2 土 クルージング ー ー 船中泊
3 日 那覇� 日本 07:00 19:00 船中泊
4 月 石垣島� 日本 09:00 18:00 船中泊
5 火 基隆（台北）� 台湾 07:00 17:00 船中泊
6 水 クルージング ー ー 船中泊
7 木 クルージング ー ー 船中泊
8 金 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

沖縄・台湾リゾート
クルーズ 9日間

クルーズ番号 M3328月2023

OYR080_8-Day Southern Islands_(rtYOK)_R7_NC_CD

太平洋

台湾

基隆（台北） 那覇
石垣島

横浜

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
9/  8 金 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

9 土 クルージング ー ー 船中泊

10 日 長崎� 日本 09:00 18:00 船中泊

11 月 済州島� 韓国 07:00 16:00 船中泊

12 火 鹿児島� 日本 10:00 19:00 船中泊

13 水 クルージング ー ー 船中泊

14 木 御前崎� 日本 08:00 18:00 船中泊

15 金 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝7回・昼6回・夜7回　●最少催行人員：1人

九州と韓国 8日間 A

クルーズ番号 M3339月2023

OYR07B_7-Day Kyushu & Korea_(rtYOK)_R1_NC_CD

太平洋

韓国

長崎

御前崎

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。
※��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。
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◦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。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

出発日・コース名 9/15 ［M334］
シルバーウィーク 九州と韓国ショートクルーズ 6日間

9/20 ［M335］
北海道周遊とサハリン 10日間

日　程 5 泊 6 日 9 泊 10 日

内　容
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）2022年11月30日までのお申し込み 2022年11月30日までのお申し込み

グランド・スイート ¥464,000 ¥464,000 ¥771,000 ¥771,000
オーナーズ･スイート ¥435,000 ¥435,000 ¥727,000 ¥727,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥406,000 ¥406,000 ¥683,000 ¥683,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥391,000 ¥391,000 ¥661,000 ¥661,000
プレミアム･スイート ¥376,000 ¥376,000 ¥639,000 ¥639,000
ヴィスタ･スイート ¥368,000 ¥368,000 ¥628,000 ¥628,000
ファミリー･スイート ¥176,000 ¥176,000 ¥297,000 ¥297,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥258,000 ¥258,000 ¥448,000 ¥448,000
ジュニア･スイート（中央） ¥228,000 ¥228,000 ¥392,000 ¥392,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥198,000 ¥198,000 ¥338,000 ¥338,000
海側バルコニー（中央） ¥166,000 ¥166,000 ¥280,000 ¥280,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥158,000 ¥158,000 ¥268,000 ¥268,000
海側 ¥138,000 ¥138,000 ¥228,000 ¥228,000
海側（視界が遮られます） ¥113,000 ¥113,000 ¥188,000 ¥188,000
内側 ¥107,000 ¥107,000 ¥177,000 ¥177,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥20,000 ¥20,000 ¥36,000 ¥36,000
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥60,000 ¥60,000 ¥118,000 ¥118,000
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） ¥9,350 ￥14,850

横浜発着 横浜発着

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
9/15 金 横浜� 日本 午後乗船 20:00 船中泊

16 土 クルージング ー ー 船中泊

17 日 済州島� 韓国 13:00 20:00 船中泊

18 月・祝 長崎� 日本 08:00 16:00 船中泊

19 火 クルージング ー ー 船中泊

20 水 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝5回・昼4回・夜5回　●最少催行人員：1人

シルバーウィーク
九州と韓国ショート
クルーズ 6日間

クルーズ番号 M3349月2023

OYK05E_5-Day Korea and Japan Getaway_(rtYOK)_R1_NC_CD

太平洋

韓国

長崎

横浜

済州島

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
9/20 水 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

21 木 クルージング ー ー 船中泊
22 金 青森� 日本 07:00 17:00 船中泊
23 土・祝 釧路� 日本 08:00 18:00 船中泊
24 日 クルージング ー ー 船中泊
25 月 コルサコフ★� ロシア 06:00 18:00 船中泊
26 火 小樽� 日本 08:00 18:00 船中泊
27 水 函館� 日本 08:00 23:00 船中泊
28 木 クルージング ー ー 船中泊
29 金 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

クルーズ番号 M335

北海道周遊と
サハリン 10日間

9月2023

OYR09B_9-Day Circle Hokkaido_(rtYOK)_V2_R2_CD

太平洋

ロシア

釧路
青森

小樽

函館

コルサコフ

横浜

★テンダーボートでの乗下船になります。

※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。
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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。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

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人目特別料金キャンペーン

※詳しくは、P.3をご確認ください。

適 用 期 間 2023年日本発着クルーズ 全コース
▶2022年11月30日（水）までの予約

各コースの詳しい
情報はウェブサイト
をご確認ください▶

出発日・コース名 9/29 ［M336］
沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間

10/7 ［M337］
九州と韓国 8日間 B

日　程 8 泊 9 日 7 泊 8 日

内　容
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）2022年11月30日までのお申し込み 2022年11月30日までのお申し込み

グランド・スイート ¥701,000 ¥701,000 ¥618,000 ¥618,000
オーナーズ･スイート ¥657,000 ¥657,000 ¥578,000 ¥578,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥613,000 ¥613,000 ¥538,000 ¥538,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥591,000 ¥591,000 ¥518,000 ¥518,000
プレミアム･スイート ¥569,000 ¥569,000 ¥498,000 ¥498,000
ヴィスタ･スイート ¥558,000 ¥558,000 ¥488,000 ¥488,000
ファミリー･スイート ¥262,000 ¥262,000 ¥228,000 ¥228,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥398,000 ¥398,000 ¥348,000 ¥348,000
ジュニア･スイート（中央） ¥346,000 ¥346,000 ¥300,000 ¥300,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥298,000 ¥298,000 ¥258,000 ¥258,000
海側バルコニー（中央） ¥249,000 ¥249,000 ¥208,000 ¥208,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥238,000 ¥238,000 ¥198,000 ¥198,000
海側 ¥198,000 ¥198,000 ¥178,000 ¥178,000
海側（視界が遮られます） ¥168,000 ¥168,000 ¥148,000 ¥148,000
内側 ¥157,000 ¥157,000 ¥137,000 ¥137,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥32,000 ¥32,000 ¥28,000 ¥28,000
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥118,000 ¥118,000 ¥103,000 ¥103,000
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） ¥12,650 ￥11,000

横浜発着 横浜発着

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
9/29 金 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

30 土 クルージング ー ー 船中泊
10/  1 日 クルージング ー ー 船中泊

2 月 那覇� 日本 07:00 19:00 船中泊
3 火 石垣島� 日本 09:00 18:00 船中泊
4 水 基隆（台北）� 台湾 07:00 17:00 船中泊
5 木 クルージング ー ー 船中泊
6 金 クルージング ー ー 船中泊
7 土 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

沖縄・台湾リゾート
クルーズ 9日間

クルーズ番号 M3369月2023

OYR080_8-Day Southern Islands_(rtYOK)_R7_NC_CD

太平洋

台湾

基隆（台北） 那覇
石垣島

横浜

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
10/  7 土 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

8 日 クルージング ー ー 船中泊

9 月・祝 油津（宮崎）� 日本 09:00 18:00 船中泊

10 火 鹿児島� 日本 07:00 16:00 船中泊

11 水 済州島� 韓国 09:00 18:00 船中泊

12 木 長崎� 日本 07:00 16:00 船中泊

13 金 クルージング ー ー 船中泊

14 土 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝7回・昼6回・夜7回　●最少催行人員：1人

九州と韓国 8日間 B

クルーズ番号 M33710月2023

OYR07B_7-Day Kyushu & Korea_(rtYOK)_R2_NC_CD

太平洋

韓国

長崎

鹿児島

横浜

済州島

油津（宮崎）

※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。
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◦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。

※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

出発日・コース名 10/14 ［M338］
北前航路と九州・韓国 10日間 B

10/23 ［M339］
沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間

日　程 9 泊 10 日 8 泊 9 日

内　容
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）2022年11月30日までのお申し込み 2022年11月30日までのお申し込み

グランド・スイート ¥771,000 ¥771,000 ¥701,000 ¥701,000
オーナーズ･スイート ¥727,000 ¥727,000 ¥657,000 ¥657,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥683,000 ¥683,000 ¥613,000 ¥613,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥661,000 ¥661,000 ¥591,000 ¥591,000
プレミアム･スイート ¥639,000 ¥639,000 ¥569,000 ¥569,000
ヴィスタ･スイート ¥628,000 ¥628,000 ¥558,000 ¥558,000
ファミリー･スイート ¥297,000 ¥297,000 ¥262,000 ¥262,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥448,000 ¥448,000 ¥398,000 ¥398,000
ジュニア･スイート（中央） ¥392,000 ¥392,000 ¥346,000 ¥346,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥338,000 ¥338,000 ¥298,000 ¥298,000
海側バルコニー（中央） ¥280,000 ¥280,000 ¥249,000 ¥249,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥268,000 ¥268,000 ¥238,000 ¥238,000
海側 ¥228,000 ¥228,000 ¥198,000 ¥198,000
海側（視界が遮られます） ¥188,000 ¥188,000 ¥168,000 ¥168,000
内側 ¥177,000 ¥177,000 ¥157,000 ¥157,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥36,000 ¥36,000 ¥32,000 ¥32,000
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥118,000 ¥118,000 ¥118,000 ¥118,000
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） ¥15,400 ¥12,650

横浜発着 横浜発着

北前航路と九州・
韓国 10日間 B

クルーズ番号 M338

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
10/14 土 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

15 日 クルージング ー ー 船中泊
16 月 青森� 日本 07:00 17:00 船中泊
17 火 新潟� 日本 09:00 18:00 船中泊
18 水 敦賀� 日本 09:00 18:00 船中泊
19 木 境港� 日本 07:00 17:00 船中泊
20 金 釜山� 韓国 08:00 18:00 船中泊
21 土 長崎� 日本 07:00 16:00 船中泊
22 日 クルージング ー ー 船中泊
23 月 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

OYR09I_9-Day Sea of Japan_(rtYOK)_R2_NC_CD

太平洋

日本海

韓国

横浜
釜山

境港

敦賀

新潟

青森

長崎

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
10/23 月 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

24 火 クルージング ー ー 船中泊
25 水 クルージング ー ー 船中泊
26 木 那覇� 日本 07:00 19:00 船中泊
27 金 石垣島� 日本 09:00 18:00 船中泊
28 土 基隆（台北）� 台湾 07:00 17:00 船中泊
29 日 クルージング ー ー 船中泊
30 月 クルージング ー ー 船中泊
31 火 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝8回・昼7回・夜8回　●最少催行人員：1人

沖縄・台湾リゾート
クルーズ 9日間

クルーズ番号 M339

OYR080_8-Day Southern Islands_(rtYOK)_R7_NC_CD

太平洋

台湾

基隆（台北） 那覇
石垣島

横浜

10月202310月2023

※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。
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※各キャンペーンの詳細はP.2〜3をご覧ください。

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人目特別料金キャンペーン

※詳しくは、P.3をご確認ください。

適用期間 2023年日本発着クルーズ 全コース
▶2022年11月30日（水）までの予約

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。

プリンセス・クルーズ
メールマガジン会員募集！

詳しくは
ウェブサイトを

ご確認ください▶

各コースの詳しい
情報はウェブサイト
をご確認ください▶

出発日・コース名 10/31［M340］
北前航路と九州・韓国 10日間 C

11/9 ［M341］
西日本周遊と韓国 10日間

日　程 9 泊 10 日 9 泊 10 日

内　容
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）2022年11月30日までのお申し込み 2022年11月30日までのお申し込み

グランド・スイート ¥771,000 ¥771,000 ¥771,000 ¥771,000
オーナーズ･スイート ¥727,000 ¥727,000 ¥727,000 ¥727,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥683,000 ¥683,000 ¥683,000 ¥683,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥661,000 ¥661,000 ¥661,000 ¥661,000
プレミアム･スイート ¥639,000 ¥639,000 ¥639,000 ¥639,000
ヴィスタ･スイート ¥628,000 ¥628,000 ¥628,000 ¥628,000
ファミリー･スイート ¥297,000 ¥297,000 ¥297,000 ¥297,000
プレミアム・ジュニア・スイート ¥448,000 ¥448,000 ¥448,000 ¥448,000
ジュニア･スイート（中央） ¥392,000 ¥392,000 ¥392,000 ¥392,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥338,000 ¥338,000 ¥338,000 ¥338,000
海側バルコニー（中央） ¥280,000 ¥280,000 ¥280,000 ¥280,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥268,000 ¥268,000 ¥268,000 ¥268,000
海側 ¥228,000 ¥228,000 ¥228,000 ¥228,000
海側（視界が遮られます） ¥188,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥188,000
内側 ¥177,000 ¥177,000 ¥177,000 ¥177,000
3〜4人目代金

（スイート、ジュニア・スイート） ¥36,000 ¥36,000 ¥36,000 ¥36,000
3〜4人目代金

（海側バルコニー、海側、内側） ¥118,000 ¥118,000 ¥118,000 ¥118,000
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） ¥15,950 ¥15,950

横浜発着 横浜発着

北前航路と九州・
韓国 10日間 C

クルーズ番号 M340

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
10/31 火 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊
11/  1 水 クルージング ー ー 船中泊

2 木 青森� 日本 07:00 17:00 船中泊
3 金・祝 酒田（山形）� 日本 07:00 17:00 船中泊
4 土 金沢� 日本 08:00 18:00 船中泊
5 日 境港� 日本 07:00 17:00 船中泊
6 月 釜山� 韓国 08:00 18:00 船中泊
7 火 長崎� 日本 07:00 16:00 船中泊
8 水 クルージング ー ー 船中泊
9 木 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

OYR09J_9-Day Sea of Japan Fall Foliage _(rtYOK)_R3_NC_CD

太平洋

日本海

韓国

横浜
釜山

境港
金沢
酒田（山形） 青森

長崎

日付 寄港地 入港 出港 宿泊
11/  9 木 横浜� 日本 午後乗船 17:00 船中泊

10 金 清水� 日本 07:00 15:00 船中泊
11 土 大阪� 日本 09:00 21:00 船中泊
12 日 高知� 日本 07:00 17:00 船中泊
13 月 広島� 日本 09:00 18:00 船中泊
14 火 クルージング ー ー 船中泊
15 水 済州島� 韓国 07:00 18:00 船中泊
16 木 長崎� 日本 07:00 16:00
17 金 クルージング ー ー 船中泊
18 土 横浜� 日本 午前下船 ー ー

食事：朝9回・昼8回・夜9回　●最少催行人員：1人

西日本周遊と韓国 
10日間

クルーズ番号 M341

OYR09F_15-Day Japan Explorer Spring Flowers_(rtYOK)_R2_NC_CD

韓国

太平洋

横浜

大阪広島
高知長崎

清水

済州島

11月202310月2023

※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。
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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

ご案内とご注意

●変更について
1）パンフレット記載事項の変更
プリンセス･クルーズは、パンフレットに記載された事項を遂行することに全
力を尽くしますが、状況により変更せざるを得ない場合があります。記載され
たクルーズ代金やその他料金、出発日、日程、寄港地、入出港時間、特別プログ
ラムなどは予告なしに変更される場合があります。この様な変更に伴い発生
したお客様の追加経費への補償は一切ありませんので、予めご了承ください。
2）クルーズ キャンセル
プリンセス･クルーズは、いかなるクルーズもキャンセルすることがあります。

●トラベル・ドキュメント
パスポート、査証、その他の旅行必要書類は、お客様の責任において取得して
いただきます。クルーズ終了時にお客様のパスポートの有効残存期間が６カ
月以上あること、パスポートの名義とご予約のお名前が一致していることをお
確かめください。パスポートの余白の規定、査証の必要の有無は、乗下船地、
寄港地により異なりますので、最新情報はお客様ご自身でご確認の上、必要の
ある場合はご自身の責任で取得ください。特に日本国籍以外の方はご注意く
ださい。旅行必要書類不備のために乗船できなかった場合の払い戻しは、一
切ございませんのでご注意ください。また、旅行必要書類不備のために、プリ
ンセス·クルーズが被った罰金や経費はお客様にお支払いいただきます。

●乗船拒否
1）乗船の拒否及び途中下船
船専属医より、乗客の身体的状況、精神的状態、または乗客の行動から判断し、クル
ーズの継続が不可能と判断された場合、また、乗船中の他の乗客及び乗務員に危
険、被害をもたらすと判断された場合、あるいはプリンセス·クルーズが要求する健
康状態の告知義務を怠った場合、キャプテンの権限で乗客は何時でも乗船の拒否、
または乗船中のクルーズを途中で中止し下船していただく場合があります。上記の
理由による下船、またはお客様が自発的に途中下船された際は、いかなる場合もか
かる費用はすべてお客様の負担となります。また、これらの理由による途中下船に
際しては一切の払い戻しはいたしません。また、プリンセス·クルーズはお客様への
乗船券販売をお断りする権利を有します。
2）妊婦
クルーズ終了までに妊娠第24週目に入る妊婦の方の乗船申し込みは受けられませ
ん。また、第24週未満の妊婦の方の乗船には、安全上の理由により事前の申請が必
要となります。
3） 幼児·子供
日本発着クルーズは6カ月未満の幼児の乗船申し込みは受けられません。また、6カ
月～7歳までの幼児·子供の乗船人数を制限しています。予約時にご確認ください。
4） 未成年者
日本発着クルーズの乗船者が20歳に満たない場合、20歳以上の大人の同乗が必要
となります。
5）ペット
ペットの乗船は原則的に禁止されています。
6） お身体や精神的な障がいをお持ちの方
お身体や精神的な障がいをお持ちの方、または特別治療を要する方の予約に関し

ては、事前に書面にてご通知ください。この通知義務を怠ったときは乗船を拒否す
る場合がございます。車いすをご利用の方は、必ずご自身の車いすをお持ちくださ
い。また、必ず付き添いの方の同乗が必要です。車いす専用の客室数には限りがご
ざいますので、お早めにお申し込みください。寄港地によっては、車いすでの乗下
船が難しい場合もあり、キャプテンの判断で乗下船をお断りする場合があります。
車いすでのご乗船受け入れに関しては、プリンセス·クルーズもお客様の安全を第
一に、ご乗船の可否を判断しております。その為、通常のギャングウェイから乗船が
出来ない場合、緊急の際にお客様ご自身で避難出来ない場合、日常生活の動作に
配慮が必要な場合などは、必ずご予約時に旅行会社またはクルーズ予約デスクへ
お申し出くださいますようお願いいたします。その際、併せて英文診断書をご提出
ください。また、車いすでご乗船になられる場合や、その他器具等を持ち込まれる
場合は、その種類や構造等に関する情報のご提供をお願いいたします。さらに詳し
い情報を確認させていただく場合もございますので、予めご了承ください。なお、当
社は予めお知らせいただけなかった事情により乗船不可となった場合にお客様に
生じた損害の賠償責任を一切負いません。
7）安全対策規約への同意
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。

●車いすご使用についてのご案内
1）介助できる方の同行が必要です。
2）電動式車いすの場合、ドライ電池、ジェル電池、リチウム電池を使用する機
種のみのお持ち込みとなり、またご自身の客室内での保管及び、充電が必要
となります。その他すべての用具におきましても、ご自身の客室での保管をお
願いいたします。
3）折りたたみ時、以下の横幅を超える車いすは、客室内に保管することがで
きず、お持ち込みいただくことができません。（通常客室 55㎝、車いす対応客
室78㎝）
4）船内には貸し出し用車いすのご用意はありません。
5）寄港地によっては、下船の際テンダーボート(本船を沖に停め、船～港間を
移動するボート)を使用することがあり、車いすでの下船が困難な場合があり
ます。船長の判断で乗下船やショアエクスカーションのご参加をお断りする
場合がありますので、予めご了承ください。また、ショアエクスカーション（寄
港地観光ツアー）をご予約いただいている方は、ご乗船後ショアエクスカー
ション·デスクのスタッフとあらかじめ、お打ち合わせいただきますようお願い
いたします。
6）車いす対応客室はシャワーのみとなり、数に限りがあります。アメリカ障が
い者法に基づき、車いす対応客室はそれを必要としないお客様からのご予約
のリクエストをお受けすることはできません。

●船内医療施設及びスタッフ
船内の医療施設は、独立した医療機関として船内で医療行為を行っております。プリン
セス·クルーズは乗船医及び看護師らの施す医療行為には、一切責任を持ちません。

●乗船
主要港では通常、正午から出港の1時間前までに乗船手続きをいたします。

「メダリオン·クラス」アプリより、ご希望の乗船時間をご指定ください。 指定
された時刻前には乗船できませんのでご注意ください。

●お荷物の取り扱い
荷物の安全確保には最善の努力を払いますが、すべてのお手荷物は持ち主
の責任において管理をお願いしております。ハンドバッグ、鍵の掛からない
バッグ、われものなどの壊れやすい物、医薬品、旅行書類、貴重品などは、お手
荷物として常時お手元に置かれることをおすすめします。現金、宝飾品、カメ
ラ、双眼鏡、書類、その他の貴重品などを船内で紛失された場合、プリンセス·
クルーズは一切の責任を負いかねます。これらの貴重品は、客室内のセーフ
ティーボックスをご利用になり、お客様ご自身で管理をお願いいたします。

●下船
目的地に到着した後、約2時間は船内または港内ターミナルでお待ちいただきま
す。これは現地の政府機関により、乗客の下船前にスーツケースを降ろすことが義
務付けられていることと、入国審査や税関手続きなどに時間がかかるためです。

●安全に関する注意
プリンセス·クルーズは世界中の国々の多くの港に寄港します。世界中には
紛争地域と思われる場所もあり、時には、犯罪や戦争、テロ行為などもあり
ます。プリンセス·クルーズは、お客様に快適で安全な航海をしていただく
ために、可能な限りの策を講じるため最善を尽くします。プリンセス·クルー
ズは戦争や、テロ行為、犯罪などから起こりうるすべてのリスク（危害）を免
れることを保証するものではありません。外務省と関係政府機関は、定期的
に、旅行者に危険があると認知した場合、具体的な国や都市の詳細な現地
情報を伝えて、旅行者に助言や警告を発しています。旅行者や旅行会社は
旅行を決定する際には、それらの情報を入手し、熟慮することを強くおすす
めします。プリンセス·クルーズはいかなる時もどんな旅程でも変更できる
権利を有します。

●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、同じ高度からの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。
※ 本パンフレットの掲載情報は2021年9月現在のものです。 

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。

クルーズお申し込み条件（運送約款より一部抜粋） ※旅行会社でお申し込みの際には、事前にお渡しする旅行条件（全文）も併せて必ずご確認の上、お申し込みください。

このパンフレットに記載された「プリンセス」、「プリンセス·クルーズ」いずれも
同義で、運送約款に記載された「運送人」を指します。プリンセスの客船での
お客様及び、お荷物の運送に関する規約と条件は運送約款に準拠し、クルー
ズを予約した時点で、運送人とお客様の間で本約款の条項を明確に同意した
ものとみなします。運送約款のコピーはプリンセス·クルーズのウェブサイトか
ら入手いただけます。プリンセスとお客様間の権利と責任を定めているこの
運送約款の全内容をよくお読みください。プリンセスの客船は英国船籍とバ
ミューダ船籍で、運送約款に準じて運航されています。

●ご予約とお支払い
1）予約
予約の際は下記の点を明らかにして、旅行会社またはクルーズ予約デスクを
通じてお申し込みください。
1．乗船者の名前、住所、電話番号、メールアドレス、緊急連絡先、生年月日
2．船名　3．クルーズのコース名　4．乗下船日及び乗下船地
5．客室のカテゴリー
※ご提出いただくお客様情報は、有事の際に関係省庁へ提出いたしますの

で、予めご了承ください。
2）予約金のお支払い
すべてのお客様（同室の3人目、4人目のお客様を含む）にクルーズ代金の20％
の予約金をお支払いいただきます。予約金を受け取った時点で正式な予約と
なります。予約金の支払期限は予約時期により異なり、以下のとおりです。
※予約は乗船日の前日より起算して14日前まで受け付けます。

・すべてのクルーズ
〈予約時期〉 …………………………………………………………〈支払期限〉

出発日の86日以上前 ………………………………………ご予約から7日以内
出発日の85～30日前 ………………………………………ご予約から4日以内
出発日の29～15日前 ………………………………………ご予約から2日以内
出発日の14日前以降 ………………………………ご予約時から24時間以内

※予約金のお支払いが左記期限までにない場合、予約が自動的にキャンセ 
ルとなりますのでご注意ください。

3）残金のお支払い
残金は、ご出発前日の90日前までにお支払いください。取消料が発生する日以
降の予約については、予約確認後、上記の支払い期限内に代金の全額をお支
払いいただきます｡
※ 残金のお支払いが上記期限までにない場合、予約が自動的にキャンセル

となりますのでご注意ください。

●取消料と払い戻し
日本発着クルーズの予約を取消される場合、すべてのお客様（同室の3人
目、4人目のお客様を含む）から取消料を申し受けます。取消料は取消時期
により異なり、以下のとおりです。

・すべてのクルーズ
〈取消時期〉 ……………………………………………………………〈取消料〉

出発日の前日から起算して90日以上前………………………………… 無料
出発日の前日から起算して89～57日前……………………………予約金相当
出発日の前日から起算して56～29日前……………………… 総代金の50％
出発日の前日から起算して28～15日前……………………… 総代金の75％
出発日の前日から起算して14日前以降……………………… 総代金の100％

※ 上記総代金には、租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用、ショアエ
クスカーション（寄港地観光ツアー）、トランスファー、その他のほとんどの
サービス商品の代金は含まれません。

※ 期間限定の特別プロモーションが発表される場合があります。特別プロ
モーションのクルーズ及びツアーは、代金お支払後は100％の取消料が
かかり、払い戻しは一切いたしかねますので、予めご了承ください。

●プリンセス・キャンセル料免除プログラム（アット・イーズ・ウェイバー・プログラム）
プリンセス・クルーズが提案するキャンセル料免除プログラムです。

1） お申し込み条件
予約と同時に加入していただき、予約金とともにクルーズ代金に応じたキャ
ンセル料免除プログラム加入料をお支払いいただきます。予約時以降の加
入は受け付けられません。一度支払われた加入料は、いかなる事由によって
も払い戻しはいたしません。取消料が発生する日以降の予約に関しては加入
できません。
2） プログラム内容
ご加入いただきますと、取消料と払い戻しに記載された取消料が出発の72時
間前まで免除になります。出発の72時間前までにお申込み旅行会社またはク
ルーズ予約デスクまでご連絡いただいた場合、取消料免除の対象になります

（72時間前であっても、土·日曜·祝日の営業時間外にご連絡いただいた場合
は対象外になります）。 ただし、ご加入いただいても、出発日の72時間前以降
のお取消に関しては、規定どおりクルーズ代金の全額を取消料として申し受
けます。このプログラムの他者への譲渡は認められません。同室の方も各自
ご加入いただくことをおすすめします。また、同室の方が予約を取消された
場合、1人部屋追加代金が必要となりますので予めご了承ください。また、この
プログラムには船への受託手荷物保険（保険金上限500米ドル）も含まれて
います。諸条件についてはお問い合わせください。
3） キャンセル料免除プログラム加入料
キャンセル料免除プログラム加入料は以下のとおりです。
1人あたりのクルーズ代金が62.5万円以下の場合：クルーズ代金の10％
1人あたりのクルーズ代金が62.5万円を超える場合：クルーズ代金の8％

上記クルーズお申し込み条件（抜粋）を含むこのパンフレットに記載された情報
は2021年9月現在のものです。なお、スケジュール及び料金やその他の記載内
容が変更となる場合があります。

カーニバル·ジャパンはカーニバルplcの日本法人です。
日本国外の旅行会社を通じてのご予約は対応しておりません。

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）




