
ベストワンクルーズ 
TEL 03-5312-6247
平日 / 9：00～20:30　土・日・祝 / 9：00～19：30

WEB専門

名鉄観光サービス 
TEL 03-5759-8412
平日 / 10:00～18：00 （土・日・祝休み）

クルーズセクション

読売旅行 
TEL 03-5550-1070　
平日・土 / 9：30～17：30 （日・祝休み）

クルーズ専用デスク

近畿日本ツーリスト個人旅行 
TEL 03-3216-2881
平日 / 11:00～19:30 　土・日・祝 / 11:00～19:00

有楽町営業所 クルーズデスク

PTS
0120-951-702 

10:00～20:00 （年中無休） 

プリンセス・クルーズ専用デスク（横浜）

JTB 旅の予約センター
TEL 0570-048-949
9:00～20:30 （年中無休）

ユーミーツアー クルーズデスク東日観光
TEL 03-5148-1760
平日 / 9:30～17:30 （土・日・祝休み） ※本日は平日通り営業します

初めての方も安心の

「クルーズ説明会」を開催しています。

各旅行会社にお問合せください。

この広告では、お申込みを受け付けておりません。

豪華客船の旅が当たる。メルマガ登録キャンペーン実施中！ 株式会社カーニバル・ジャパンw w w. p r i n c e s s c r u i s e s . j p /c a mp a i g n / r e g i s t 2 017

お気軽にお電話ください。資料請求やお申込みの
お問合せ等は下記の旅行会社へ。

（50音順）

クルーズネットワーク まんぼうくらぶ
TEL 03-5623-0780
平日 / 9:30～18:00 （土・日・祝休み） ※本日は、9:30～17:00まで営業しております 

クラブツーリズム 
TEL 03-4335-6262
平日・土 / 9：15～17：30 （日・祝休み）

クルーズワールド旅行センター

日本旅行 新宿支店
TEL 03-3350-4698
11：00～19：00 （年中無休）

クルーズデスク

阪急交通社
TEL 03-6745-1828
平日 / 9:30～17:30　土・日・祝 / 9:30～13:30

クルーズセンター

三越伊勢丹旅行
TEL 03-3274-4633
10:30～19:30

クルーズデスク

ダイワグループ 
TEL 03-5377-1381
平日 / 10：00～18：00 （土・日・祝休み）

プリンセス・クルーズデスク（WEB専門）

TEL 0570-00-7800
平日 / 8：00～23：00　土 / 9:00～21：00　日・祝 / 9:00～18：00

エイチ・アイ・エス 関東予約センター クルーズ旅行専用ダイヤル

エヌオーイー 東京支店
TEL 03-3254-7560
平日 / 9：30～18：00 （土・日・祝休み）

トラベルハーモニー
TEL 03-3226-8802
平日 / 9：30～18：00 （土・日・祝休み） ※本日は平日通り営業します

IACE トラベル 

平日 / 10：00～18：30　土 / 10：00～16：00 （日・祝休み）
TEL 03-6852-8377

クルーズ事業部

郵船トラベル 
0120-553-951

平日 / 9：30～18：00 （土・日・祝休み）

クルーズセンター

クルーズのゆたか倶楽部 東京本社 
0120-556-261

平日 / 9:30～17:30 （土・日・祝休み）

クルーズプラネット 新宿本社 
0120-957-270

平日 / 10:00～18:00　土・日・祝 / 11:00～18:00

クルーズ バケーション 
0120-900-220

平日 / 9:30～17:30 （土・日・祝休み） ※本日は平日通り営業します

￥167,000～
2018年4月20日（金）～4月28日（土）

きらめく春の周遊クルーズと韓国

横浜発着

横浜 クルージング 関門海峡クルージング 釜山
境港 金沢 函館 クルージング青森 横浜

内側客室
9日間

太平洋

日本

横浜韓国
釜山

函館
青森

境港

金沢

関門海峡
クルージング

青森：弘前公園（イメージ）

￥97,000～
2018年4月28日（土）～5月2日（水）

ゴールデンウィークショートクルーズ

横浜発
神戸着

横浜 クルージング 関門海峡クルージング 釜山
関門海峡クルージング 神戸

内側客室
5日間

太平洋

日本
横浜

神戸

韓国
釜山

関門海峡
クルージング

メイン•ダイニング

ダイヤモンド・プリンセス 検 索

台湾、韓国、ロシア、香港などへの寄港を含む
さまざまな旅程・日程のコースをご紹介しています。

2018年日本発着クルーズパンフレットをご用意。

さらに、クルーズ乗船中に船上予約した場合は早期予約割引額が２倍に。
※それぞれ適用条件がございます。詳しくは旅行会社へお問合せください。

早期予約割引:お一人様最大20,000円オフ！

スーパー早期予約キャンペーン：船内で使用できる
オンボードクレジットを最大200米ドルプレゼント！

“3～4人目無料招待”をご利用可能！
先着順・数量限定でご提供しています。スイート、ジュニア・スイート客室のみが対象となります。

リピーターの方は表示の金額からさらにお一人様最大
10,000円オフ！

1

2

3

4

内側客室は対象外となります。

一部、適用対象外となるコース/カテゴリーがあります。
左記のゴールデンウィークショートクルーズ5日間は対象外となります。

早期予約プレミアムパッケージ
2017年7月31日お申込みまで

※表示の金額は、内側客室2名部屋を2名で使用した場合の1名あたりの代金です。※別途、1名あたりの料金で租税、手数料および港湾費用を申し受けます。※その他、詳細は旅行会社にお問合せください。

早めの予約が
お得です！

今だけの特典いろいろ

クルーズ代金には移動費、宿泊代、食事代、船内のエンターテイメント代がすべて含まれているので＊1実はとってもお得。また、
日本語スタッフ約100名が乗船しており、外国豪華客船の優雅な雰囲気の中、言葉の心配もなく旅を楽しめます。 ＊1：一部は有料です。

2018年はダイヤモンド・プリンセス初のオールシーズン運航。桜や祭りなど四季折々の魅力を存分に楽しめるクルーズをご用意。
外国客船による日本発着クルーズNo.1の送客実績。＊22013年の初就航以来４年間で18万人以上のお客様にご乗船頂いています。

＊2：自社調べ（期間：2013年～2016年）

2017 6月　朝日
W382 x H514mm
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