
2018年ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　　（※2018年4月1日以降適用）

4/13 （M809） 4/20 （M810） 4/28 （M811） 5/2 （M812） 5/6 （M813）

日 数

内 容

グランド・スイート ¥532,000 ¥456,000 ¥660,000 ¥533,000

オーナーズ・スイート ¥500,000 ¥424,000 ¥615,000 ¥488,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥468,000 ¥392,000 ¥570,000 ¥443,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥452,000 ¥376,000 ¥547,000 ¥420,000

プレミアム・スイート ¥436,000 ¥360,000 ¥525,000 ¥398,000

ヴィスタ・スイート ¥428,000 ¥352,000 ¥513,000 ¥386,000

ファミリー・スイート ¥200,000 ¥160,000 ¥246,000 ¥214,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥320,000 ¥280,000 ¥363,000 ¥297,000

ジュニア・スイート（中央） ¥272,000 ¥232,000 ¥322,000 ¥256,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥248,000 ¥208,000 ¥280,000 ¥214,000

海側バルコニー（中央） ¥166,000 ¥136,000 ¥238,000 ¥168,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥158,000 ¥128,000 ¥228,000 ¥158,000

海側 ¥128,000 ¥102,000 ¥188,000 ¥132,000

海側（視界が遮られます） ¥103,000 ¥84,000 ¥158,000 ¥118,000

内側 ¥97,000 ¥72,000 ¥97,000 ¥78,000 ¥147,000 ¥102,000

租税、手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

5/13 （M814） 5/20 （M815） 5/27 （M816） 6/3 （M817） 6/8 （M818）

日 数

内 容

グランド・スイート

オーナーズ・スイート

ペントハウス・スイート（船尾）

ペントハウス・スイート（中央）

プレミアム・スイート

ヴィスタ・スイート

ファミリー・スイート

プレミアム・ジュニア・スイート

ジュニア・スイート（中央）

ジュニア・スイート（前方/後方）

海側バルコニー（中央）

海側バルコニー（前方/後方）

海側

海側（視界が遮られます）

内側 ¥147,000 ¥82,000 ¥147,000 ¥110,000 ¥147,000 ¥82,000 ¥97,000 ¥68,000 ¥147,000 ¥110,000

租税、手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

●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、ご予約の旅行会社にお問合せください。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。予約時にご確認ください。

●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、ご予約の旅行会社にお問合せください。3名以下ではご利用いただけません。　●租税、手数料および港湾費用：1名あたりの料金で、別途申し受けます。

　記載の金額は、2017年4月20日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。　●子ども料金の設定はありません。

¥238,000

¥228,000

¥188,000

¥5,175

¥660,000

¥615,000

¥570,000

¥547,000

¥525,000

¥513,000

¥246,000

¥363,000

¥322,000

¥280,000

夏をさきどり！那覇・石垣島・
台湾 リゾートクルーズ

明治維新１５０周年記念！
幕末ゆかりの地と韓国

¥280,000

¥660,000

¥615,000

¥570,000

¥547,000

¥525,000

¥188,000

¥10,925

出発日・コース名

出発日・コース名

¥246,000

¥363,000

¥322,000

クルーズ代金

7泊8日

夏をさきどり！那覇・石垣島・
台湾 リゾートクルーズ

¥11,500

¥513,000

7泊8日

クルーズ代金

ゴールデンウィーク
ショートクルーズ

4泊5日

クルーズ代金

¥741,000

¥693,000

¥645,000

¥621,000

クルーズ代金 クルーズ代金

春の日本海探訪クルーズと韓国 きらめく春の周遊クルーズと韓国

7泊8日

¥9,200

クルーズ代金

7泊8日

クルーズ代金

5泊6日

¥158,000

¥492,000

¥460,000

¥428,000

¥412,000

¥396,000

¥388,000

¥176,000

¥268,000

¥238,000

¥208,000

¥166,000

¥9,200¥8,050

¥128,000

¥103,000

¥238,000

¥158,000 ¥228,000

8泊9日

¥597,000

¥585,000

¥278,000

¥408,000

¥363,000

¥452,000

¥10,925

¥158,000

¥246,000

¥363,000

¥322,000

¥280,000

¥238,000

¥228,000

¥188,000

¥9,200

¥315,000

¥273,000

¥262,000

夏をさきどり！那覇・石垣島・
台湾 リゾートクルーズ

7泊8日

クルーズ代金

¥660,000

¥5,175

¥532,000

神戸港開港１５０周年記念！
ゴールデンウィーク
ショートクルーズ

新緑の高知・広島・九州と韓国

4泊5日 7泊8日

クルーズ代金 クルーズ代金

¥500,000

¥468,000

¥436,000

¥166,000

¥158,000

¥128,000

¥103,000

¥428,000

¥200,000

¥320,000

¥272,000

¥248,000

¥158,000

¥660,000

¥615,000

¥570,000

¥547,000

¥525,000

¥513,000

¥246,000

¥363,000

¥322,000

¥280,000

¥238,000

¥228,000

¥188,000

¥158,000

¥280,000

¥238,000

¥228,000

¥188,000

¥158,000

¥147,000 ¥167,000

¥215,000

¥178,000

¥246,000

¥363,000

¥322,000

¥570,000

¥547,000

¥525,000

¥513,000

¥13,800

¥660,000

¥615,000

¥570,000

¥547,000

¥525,000

¥513,000

¥615,000

新緑の高知・広島・九州と韓国



2018年ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　　（※2018年4月1日以降適用）

6/15 （M819） 6/20 （M820） 6/25 （M821） 7/3 （M822） 7/11 （M823）

日 数

内 容

グランド・スイート ¥492,000 ¥396,000 ¥532,000 ¥424,000

オーナーズ・スイート ¥460,000 ¥364,000 ¥500,000 ¥392,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥428,000 ¥332,000 ¥468,000 ¥360,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥412,000 ¥316,000 ¥452,000 ¥344,000

プレミアム・スイート ¥396,000 ¥300,000 ¥436,000 ¥328,000

ヴィスタ・スイート ¥388,000 ¥292,000 ¥428,000 ¥320,000

ファミリー・スイート ¥176,000 ¥158,000 ¥200,000 ¥186,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥268,000 ¥218,000 ¥320,000 ¥258,000

ジュニア・スイート（中央） ¥238,000 ¥188,000 ¥278,000 ¥216,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥208,000 ¥158,000 ¥248,000 ¥186,000

海側バルコニー（中央） ¥166,000 ¥126,000 ¥166,000 ¥126,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥158,000 ¥118,000 ¥158,000 ¥118,000

海側 ¥128,000 ¥88,000 ¥128,000 ¥88,000

海側（視界が遮られます） ¥103,000 ¥72,000 ¥103,000 ¥78,000

内側 ¥97,000 ¥68,000 ¥97,000 ¥68,000 ¥167,000 ¥116,000 ¥167,000 ¥116,000 ¥177,000 ¥124,000

租税、手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

7/19 （M824） 7/27 （M825） 8/4 （M826） 8/15 （M827） 8/22 （M828）

日 数

内 容

グランド・スイート ¥532,000 ¥373,000

オーナーズ・スイート ¥500,000 ¥350,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥468,000 ¥328,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥452,000 ¥317,000

プレミアム・スイート ¥436,000 ¥306,000

ヴィスタ・スイート ¥428,000 ¥300,000

ファミリー・スイート ¥200,000 ¥140,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥320,000 ¥224,000

ジュニア・スイート（中央） ¥278,000 ¥195,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥248,000 ¥174,000

海側バルコニー（中央） ¥166,000 ¥117,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥158,000 ¥111,000

海側 ¥128,000 ¥90,000

海側（視界が遮られます） ¥103,000 ¥73,000

内側 ¥167,000 ¥116,000 ¥190,000 ¥132,000 ¥257,000 ¥194,000 ¥167,000 ¥142,000 ¥97,000 ¥64,000

租税、手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

●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.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。

■赤字で表記されている商品については、2017年4月20日時点の情報が掲載されているパンフレット「プリンセス・クルーズ 2018年 日本発着クルーズ」にてご案内した正規クルーズ代金より

　値下げいたしました。4/28発は2017年9月23日発表、6/15発は2017年10月14日発表、5/6発、6/20発は2017年11月11日の発表の値下げ代金です。

¥315,000

¥273,000

¥408,000

¥363,000

¥585,000

¥278,000

¥178,000

¥92,000 ¥12,650

¥262,000

¥215,000

¥285,000

¥238,000

¥201,000

¥648,000

¥327,000

¥488,000

¥426,000

¥378,000

¥296,000

8泊9日 8泊9日

¥8,050 ¥6,325 ¥10,925

11泊12日

¥621,000

¥597,000

¥693,000

¥645,000

クルーズ代金

¥741,000 ¥806,000

クルーズ代金 クルーズ代金

¥1,111,000

¥758,000

¥710,000

¥685,000

¥660,000 ¥905,000

¥315,000 ¥315,000 ¥365,000

出発日・コース名
夏の那覇・石垣島・

台湾リゾートクルーズ
ねぶた祭に沸く青森と

石巻・函館・ ウラジオストク

¥215,000 ¥215,000

¥178,000 ¥178,000

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

¥283,000

¥272,000

¥225,000

¥188,000

¥11,500 ¥12,650

¥273,000 ¥273,000

¥262,000 ¥262,000

¥278,000 ¥278,000 ¥312,000

¥408,000 ¥408,000 ¥472,000

¥363,000 ¥363,000 ¥413,000

¥645,000 ¥695,000

¥621,000 ¥621,000 ¥671,000

¥597,000 ¥597,000 ¥647,000

¥585,000 ¥585,000 ¥635,000

¥887,000

夏の日本海クルーズと
広島・韓国

出発日・コース名
気軽にショートクルーズ！

鹿児島と韓国
気軽にショートクルーズ

四日市と韓国
初夏の宮崎・

日本海クルーズと韓国
ぐるり北海道周遊とサハリン

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

5泊6日 5泊6日 8泊9日 8泊9日 8泊9日

¥741,000 ¥741,000 ¥791,000

¥693,000 ¥693,000 ¥743,000

¥645,000

¥388,000

¥323,000

¥268,000

¥15,525

熊野大花火と
夏の日本南国めぐり・韓国

7泊8日

クルーズ代金

¥720,000

¥675,000

¥630,000

¥607,000

¥585,000

¥573,000

¥292,000

¥440,000

¥382,000

¥426,000

¥623,000

¥550,000

¥483,000

¥401,000

¥1,043,000

¥975,000

¥940,000

¥9,200

気軽にショートクルーズ
四日市と韓国

5泊6日

クルーズ代金

¥6,325

¥340,000

¥258,000

¥248,000

¥208,000

¥178,000



2018年ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　　（※2018年4月1日以降適用）

8/27 （M829） 9/4 （M830） 9/12 （M831） 9/17 （M832） 9/25 （M833）

日 数

内 容

グランド・スイート ¥791,000 ¥633,000 ¥791,000 ¥633,000 ¥532,000 ¥373,000 ¥791,000 ¥633,000 ¥731,000 ¥585,000

オーナーズ・スイート ¥743,000 ¥595,000 ¥743,000 ¥595,000 ¥500,000 ¥350,000 ¥743,000 ¥595,000 ¥683,000 ¥547,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥695,000 ¥556,000 ¥695,000 ¥556,000 ¥468,000 ¥328,000 ¥695,000 ¥556,000 ¥635,000 ¥508,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥671,000 ¥537,000 ¥671,000 ¥537,000 ¥452,000 ¥317,000 ¥671,000 ¥537,000 ¥611,000 ¥489,000

プレミアム・スイート ¥647,000 ¥518,000 ¥647,000 ¥518,000 ¥436,000 ¥306,000 ¥647,000 ¥518,000 ¥587,000 ¥470,000

ヴィスタ・スイート ¥635,000 ¥508,000 ¥635,000 ¥508,000 ¥428,000 ¥300,000 ¥635,000 ¥508,000 ¥575,000 ¥460,000

ファミリー・スイート ¥312,000 ¥250,000 ¥312,000 ¥250,000 ¥200,000 ¥140,000 ¥312,000 ¥250,000 ¥266,000 ¥213,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥472,000 ¥378,000 ¥472,000 ¥378,000 ¥320,000 ¥224,000 ¥472,000 ¥378,000 ¥395,000 ¥316,000

ジュニア・スイート（中央） ¥413,000 ¥331,000 ¥413,000 ¥331,000 ¥278,000 ¥195,000 ¥413,000 ¥331,000 ¥353,000 ¥283,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥365,000 ¥292,000 ¥365,000 ¥292,000 ¥248,000 ¥174,000 ¥365,000 ¥292,000 ¥305,000 ¥244,000

海側バルコニー（中央） ¥283,000 ¥227,000 ¥283,000 ¥227,000 ¥166,000 ¥117,000 ¥283,000 ¥227,000 ¥263,000 ¥211,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥272,000 ¥218,000 ¥272,000 ¥218,000 ¥158,000 ¥111,000 ¥272,000 ¥218,000 ¥252,000 ¥202,000

海側 ¥225,000 ¥180,000 ¥225,000 ¥180,000 ¥128,000 ¥90,000 ¥225,000 ¥180,000 ¥205,000 ¥164,000

海側（視界が遮られます） ¥188,000 ¥151,000 ¥188,000 ¥151,000 ¥103,000 ¥73,000 ¥188,000 ¥151,000 ¥168,000 ¥135,000

内側 ¥177,000 ¥118,000 ¥177,000 ¥118,000 ¥97,000 ¥64,000 ¥177,000 ¥118,000 ¥157,000 ¥118,000

租税、手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

10/3 （M834） 10/8 （M835） 10/16 （M836） 10/31 （M837）

日 数

内 容

グランド・スイート ¥532,000 ¥373,000 ¥492,000 ¥373,000

オーナーズ・スイート ¥500,000 ¥350,000 ¥460,000 ¥350,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥468,000 ¥328,000 ¥428,000 ¥328,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥452,000 ¥317,000 ¥412,000 ¥317,000

プレミアム・スイート ¥436,000 ¥306,000 ¥396,000 ¥306,000

ヴィスタ・スイート ¥428,000 ¥300,000 ¥388,000 ¥300,000

ファミリー・スイート ¥200,000 ¥140,000 ¥176,000 ¥140,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥320,000 ¥224,000 ¥268,000 ¥224,000

ジュニア・スイート（中央） ¥278,000 ¥195,000 ¥238,000 ¥195,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥248,000 ¥174,000 ¥208,000 ¥174,000

海側バルコニー（中央） ¥166,000 ¥117,000 ¥166,000 ¥117,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥158,000 ¥111,000 ¥158,000 ¥111,000

海側 ¥128,000 ¥90,000 ¥128,000 ¥90,000

海側（視界が遮られます） ¥103,000 ¥73,000 ¥103,000 ¥73,000

内側 ¥97,000 ¥64,000 ¥167,000 ¥158,000 ¥295,000 ¥252,000 ¥97,000 ¥64,000

租税、手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

●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、ご予約の旅行会社にお問合せください。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。予約時にご確認ください。

●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、ご予約の旅行会社にお問合せください。3名以下ではご利用いただけません。　●租税、手数料および港湾費用：1名あたりの料金で、別途申し受けます。

　記載の金額は、2017年4月20日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。　●子ども料金の設定はありません。

ぐるり北海道周遊とサハリン
出発日・コース名

ぐるり北海道周遊とサハリン
初秋めぐり東北・北海道、

九州と韓国
気軽にショートクルーズ

四日市と韓国
初秋めぐり東北・北海道、

九州と韓国

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

8泊9日 8泊9日 5泊6日 8泊9日 8泊9日

¥11,500

出発日・コース名
気軽にショートクルーズ

四日市と韓国
にっぽん横断クルーズと韓国

秋の大航海！
鹿児島・厦門・ベトナム・

香港・台湾・那覇

気軽にショートクルーズ
四日市と韓国

¥11,500 ¥12,075 ¥6,325 ¥12,075

クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金

5泊6日 8泊9日 15泊16日 5泊6日

¥741,000 ¥1,362,000

¥693,000 ¥1,270,000

¥645,000 ¥1,177,000

¥621,000 ¥1,131,000

¥597,000 ¥1,085,000

¥585,000 ¥1,062,000

¥278,000 ¥492,000

¥408,000 ¥723,000

¥363,000 ¥650,000

¥315,000 ¥560,000

¥273,000 ¥478,000

¥262,000 ¥460,000

¥215,000 ¥378,000

¥178,000 ¥306,000

¥6,325 ¥12,650 ¥15,525 ¥6,325



2018年ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　　（※2018年4月1日以降適用）

11/5～3/20出発のクルーズは早期予約割引の適用対象外となります。

発着地・コース名

出発日

2018/11/05
2018/11/13
2018/11/21
2018/11/29
2019/02/14
2019/02/22
2019/03/02
2019/03/10
2019/03/18

(M838N)

(M839N)

(M840N)

(M841N)

(M905)

(M906)

(M907)

(M908)

(M909)

2018/11/06

2018/11/14

2018/11/22

2019/02/15

2019/02/23

2019/03/03

2019/03/11

(M838B)

(M839B)

(M840B)

(M905A)

(M906A)

(M907A)

(M908A)

2018/11/07

2018/11/15

2018/11/23

2019/02/16

2019/02/24

2019/03/04

2019/03/12

(M838C)

(M839C)

(M840C)

(M905B)

(M906B)

(M907B)

(M908B)

内 容

グランド・スイート ¥706,000 ¥384,000 ¥706,000 ¥384,000 ¥706,000 ¥384,000

オーナーズ・スイート ¥658,000 ¥336,000 ¥658,000 ¥336,000 ¥658,000 ¥336,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥610,000 ¥288,000 ¥610,000 ¥288,000 ¥610,000 ¥288,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥586,000 ¥264,000 ¥586,000 ¥264,000 ¥586,000 ¥264,000

プレミアム・スイート ¥562,000 ¥240,000 ¥562,000 ¥240,000 ¥562,000 ¥240,000

ヴィスタ・スイート ¥550,000 ¥228,000 ¥550,000 ¥228,000 ¥550,000 ¥228,000

ファミリー・スイート ¥237,000 ¥158,000 ¥237,000 ¥158,000 ¥237,000 ¥158,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥363,000 ¥241,000 ¥363,000 ¥241,000 ¥363,000 ¥241,000

ジュニア・スイート（中央） ¥328,000 ¥206,000 ¥328,000 ¥206,000 ¥328,000 ¥206,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥280,000 ¥158,000 ¥280,000 ¥158,000 ¥280,000 ¥158,000

海側バルコニー（中央） ¥238,000 ¥129,000 ¥238,000 ¥129,000 ¥238,000 ¥129,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥227,000 ¥118,000 ¥227,000 ¥118,000 ¥227,000 ¥118,000

海側 ¥180,000 ¥98,000 ¥180,000 ¥98,000 ¥180,000 ¥98,000

海側（視界が遮られます） ¥143,000 ¥78,000 ¥143,000 ¥78,000 ¥143,000 ¥78,000

内側 ¥132,000 ¥77,000 ¥132,000 ¥77,000 ¥132,000 ¥77,000

租税、手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

発着地・コース名

出発日
2018/11/30

2019/03/19

(M841A)

(M909A)

2018/12/01

2019/03/20

(M841B)

(M909B)

内 容

グランド・スイート ¥625,000 ¥312,000 ¥517,000 ¥292,000

オーナーズ・スイート ¥581,000 ¥280,000 ¥485,000 ¥260,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥537,000 ¥248,000 ¥453,000 ¥228,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥515,000 ¥232,000 ¥437,000 ¥212,000

プレミアム・スイート ¥493,000 ¥216,000 ¥421,000 ¥196,000

ヴィスタ・スイート ¥482,000 ¥208,000 ¥413,000 ¥188,000

ファミリー・スイート ¥215,000 ¥138,000 ¥186,000 ¥126,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥330,000 ¥196,000 ¥288,000 ¥184,000

ジュニア・スイート（中央） ¥297,000 ¥168,000 ¥260,000 ¥156,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥255,000 ¥138,000 ¥223,000 ¥126,000

海側バルコニー（中央） ¥212,000 ¥119,000 ¥181,000 ¥109,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥202,000 ¥108,000 ¥173,000 ¥98,000

海側 ¥160,000 ¥88,000 ¥137,000 ¥78,000

海側（視界が遮られます） ¥128,000 ¥68,000 ¥106,000 ¥58,000

内側 ¥117,000 ¥67,000 ¥100,000 ¥57,000

租税、手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

●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、ご予約の旅行会社にお問合せください。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。予約時にご確認ください。

●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、ご予約の旅行会社にお問合せください。3名以下ではご利用いただけません。　●租税、手数料および港湾費用：1名あたりの料金で、別途申し受けます。

　記載の金額は、2017年4月20日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。　●子ども料金の設定はありません。

¥8,050 ¥5,750

横浜発着！ 陽気に沖縄・台湾 9日間 名古屋発着！ 陽気に沖縄・台湾 9日間 大阪発着！ 陽気に沖縄・台湾 9日間

名古屋発横浜着！ 陽気に沖縄・台湾 8日間 大阪発横浜着！ 陽気に沖縄・台湾 7日間

クルーズ代金 クルーズ代金

¥10,925 ¥10,925 ¥10,925

クルーズ代金 クルーズ代金 クルーズ代金


