
2019年ダイヤモンド・プリンセス日本発着クルーズ　代金表 有効期間：2018年4月13日～2018年11月30日

コース名

クルーズ番号 M910 M911 M912 M913 M914 M915 M916 M917
出発日
日数 8泊9日 8泊9日 8泊9日 8泊9日 5泊6日 4泊5日 5泊6日 7泊8日

キャビンカテゴリー 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目

グランド・スイート ¥741,000 ¥721,000 ¥237,000 ¥741,000 ¥721,000 ¥237,000 ¥741,000 ¥721,000 ¥237,000 ¥741,000 ¥721,000 ¥237,000 ¥660,000 ¥650,000 ¥118,000 ¥552,000 ¥542,000 ¥118,000 ¥482,000 ¥472,000 ¥111,000 ¥660,000 ¥640,000 ¥192,000
オーナーズ･スイート ¥693,000 ¥673,000 ¥237,000 ¥693,000 ¥673,000 ¥237,000 ¥693,000 ¥673,000 ¥237,000 ¥693,000 ¥673,000 ¥237,000 ¥628,000 ¥618,000 ¥118,000 ¥520,000 ¥510,000 ¥118,000 ¥450,000 ¥440,000 ¥111,000 ¥615,000 ¥595,000 ¥192,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥645,000 ¥625,000 ¥237,000 ¥645,000 ¥625,000 ¥237,000 ¥645,000 ¥625,000 ¥237,000 ¥645,000 ¥625,000 ¥237,000 ¥596,000 ¥586,000 ¥118,000 ¥488,000 ¥478,000 ¥118,000 ¥418,000 ¥408,000 ¥111,000 ¥570,000 ¥550,000 ¥192,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥621,000 ¥601,000 ¥237,000 ¥621,000 ¥601,000 ¥237,000 ¥621,000 ¥601,000 ¥237,000 ¥621,000 ¥601,000 ¥237,000 ¥580,000 ¥570,000 ¥118,000 ¥472,000 ¥462,000 ¥118,000 ¥402,000 ¥392,000 ¥111,000 ¥547,000 ¥527,000 ¥192,000
プレミアム･スイート ¥597,000 ¥577,000 ¥237,000 ¥597,000 ¥577,000 ¥237,000 ¥597,000 ¥577,000 ¥237,000 ¥597,000 ¥577,000 ¥237,000 ¥563,000 ¥553,000 ¥118,000 ¥456,000 ¥446,000 ¥118,000 ¥386,000 ¥376,000 ¥111,000 ¥525,000 ¥505,000 ¥192,000
ヴィスタ･スイート ¥585,000 ¥565,000 ¥237,000 ¥585,000 ¥565,000 ¥237,000 ¥585,000 ¥565,000 ¥237,000 ¥585,000 ¥565,000 ¥237,000 ¥555,000 ¥545,000 ¥118,000 ¥448,000 ¥438,000 ¥118,000 ¥378,000 ¥368,000 ¥111,000 ¥513,000 ¥493,000 ¥192,000
ファミリー･スイート ¥278,000 ¥258,000 ¥135,000 ¥278,000 ¥258,000 ¥135,000 ¥278,000 ¥258,000 ¥135,000 ¥278,000 ¥258,000 ¥135,000 ¥247,000 ¥237,000 ¥70,000 ¥210,000 ¥200,000 ¥70,000 ¥165,000 ¥155,000 ¥60,000 ¥246,000 ¥226,000 ¥103,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥408,000 ¥388,000 ¥135,000 ¥408,000 ¥388,000 ¥135,000 ¥408,000 ¥388,000 ¥135,000 ¥408,000 ¥388,000 ¥135,000 ¥420,000 ¥410,000 ¥70,000 ¥340,000 ¥330,000 ¥70,000 ¥256,000 ¥246,000 ¥60,000 ¥363,000 ¥343,000 ¥103,000

ジュニア･スイート
（中央） ¥363,000 ¥343,000 ¥135,000 ¥363,000 ¥343,000 ¥135,000 ¥363,000 ¥343,000 ¥135,000 ¥363,000 ¥343,000 ¥135,000 ¥337,000 ¥327,000 ¥70,000 ¥292,000 ¥282,000 ¥70,000 ¥228,000 ¥218,000 ¥60,000 ¥322,000 ¥302,000 ¥103,000

ジュニア･スイート
（前方/後方） ¥315,000 ¥295,000 ¥135,000 ¥315,000 ¥295,000 ¥135,000 ¥315,000 ¥295,000 ¥135,000 ¥315,000 ¥295,000 ¥135,000 ¥307,000 ¥297,000 ¥70,000 ¥268,000 ¥258,000 ¥70,000 ¥198,000 ¥188,000 ¥60,000 ¥280,000 ¥260,000 ¥103,000

海側バルコニー（中央） ¥273,000 ¥253,000 ¥135,000 ¥273,000 ¥253,000 ¥135,000 ¥273,000 ¥253,000 ¥135,000 ¥273,000 ¥253,000 ¥135,000 ¥205,000 ¥195,000 ¥70,000 ¥166,000 ¥156,000 ¥70,000 ¥156,000 ¥146,000 ¥60,000 ¥238,000 ¥218,000 ¥103,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥262,000 ¥242,000 ¥135,000 ¥262,000 ¥242,000 ¥135,000 ¥262,000 ¥242,000 ¥135,000 ¥262,000 ¥242,000 ¥135,000 ¥197,000 ¥187,000 ¥70,000 ¥158,000 ¥148,000 ¥70,000 ¥148,000 ¥138,000 ¥60,000 ¥228,000 ¥208,000 ¥103,000

海側 ¥215,000 ¥205,000 ¥135,000 ¥215,000 ¥205,000 ¥135,000 ¥215,000 ¥205,000 ¥135,000 ¥215,000 ¥205,000 ¥135,000 ¥160,000 ¥155,000 ¥70,000 ¥128,000 ¥123,000 ¥70,000 ¥118,000 ¥113,000 ¥60,000 ¥188,000 ¥178,000 ¥103,000

海側（視界が遮られます） ¥178,000 ¥168,000 ¥135,000 ¥178,000 ¥168,000 ¥135,000 ¥178,000 ¥168,000 ¥135,000 ¥178,000 ¥168,000 ¥135,000 ¥128,000 ¥123,000 ¥70,000 ¥103,000 ¥98,000 ¥70,000 ¥93,000 ¥88,000 ¥60,000 ¥158,000 ¥148,000 ¥103,000

内側 ¥167,000 - ¥135,000 ¥167,000 - ¥135,000 ¥167,000 - ¥135,000 ¥167,000 - ¥135,000 ¥122,000 - ¥70,000 ¥97,000 - ¥70,000 ¥87,000 - ¥60,000 ¥147,000 - ¥103,000

租税、手数料及び
港湾費用

■上記代金は、2人部屋を2名で利用した場合の1名当たりの代金です。
■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、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。
■3/4名で利用する場合、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。
　 　※3/4名の予約は、船の全体数に応じた上限があります。3/4名対応部屋であっても、3/4名予約で利用いただけない場合もあります。ご了承下さい。
■租税、手数料及び港湾費用：1名当たりの料金で、別途申し受けます。税額は予告なしに変更される場合があります。
■チップ：1名1泊当たりスイート客室は15.50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14.50米ドル、海側バルコニー、海側、内側客室は13.50米ドルが船内会計に自動的にチャージされます。
■グランド･スイートはダブルベッドのみとなります。
■設定以外の区間乗下船はできません。
■M910～M928は2018年11月30日まで、M929～M940は2019年3月31日まで「早期予約割引」の適用が可能です。＜※内側を除く＞
■M910～M928は2018年11月30日まで、M929～M940は2019年3月31日まで「3/4人目無料ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」の適用が可能です。＜※内側～海側バルコニー（中央）を除く＞
■ファミリー･スイート（最大6名まで利用可能）は、4名で利用した場合の1名当たりの代金です。ファミリー･スイートを5～6名で利用する場合の5～6人目の代金は、上記料金表の3/4人目代金が適用されます。

¥11,550 ¥11,550 ¥9,900 ¥9,350 ¥7,150 ¥6,050 ¥8,250 ¥11,550

2019/3/26 2019/4/3 2019/4/11 2019/4/19 2019/4/27 2019/5/2 2019/5/6 2019/5/11

輝く春の三河・大阪・土佐・
伊勢と韓国

春めく名城の地めぐりと
伊勢・韓国

陽春の日本周遊と韓国 麗しの春・韓国と東北
ゴールデンウィーク
ショートクルーズ！

長崎と韓国

ゴールデンウィーク
ショートクルーズ！

新緑の九州
名湯の地めぐりと韓国

夏をさきどり！
沖縄・台湾リゾートクルーズ
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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 有効期間：2018年4月13日～2018年11月30日

コース名

クルーズ番号 M918 M919 M920 M921 M922 M923 M924 M925
出発日
日数 7泊8日 7泊8日 7泊8日 7泊8日 5泊6日 8泊9日 5泊6日 8泊9日

キャビンカテゴリー 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目

グランド・スイート ¥660,000 ¥640,000 ¥206,000 ¥660,000 ¥640,000 ¥206,000 ¥660,000 ¥640,000 ¥206,000 ¥660,000 ¥640,000 ¥206,000 ¥492,000 ¥482,000 ¥118,000 ¥741,000 ¥721,000 ¥237,000 ¥492,000 ¥482,000 ¥118,000 ¥741,000 ¥721,000 ¥237,000
オーナーズ･スイート ¥615,000 ¥595,000 ¥206,000 ¥615,000 ¥595,000 ¥206,000 ¥615,000 ¥595,000 ¥206,000 ¥615,000 ¥595,000 ¥206,000 ¥460,000 ¥450,000 ¥118,000 ¥693,000 ¥673,000 ¥237,000 ¥460,000 ¥450,000 ¥118,000 ¥693,000 ¥673,000 ¥237,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥570,000 ¥550,000 ¥206,000 ¥570,000 ¥550,000 ¥206,000 ¥570,000 ¥550,000 ¥206,000 ¥570,000 ¥550,000 ¥206,000 ¥428,000 ¥418,000 ¥118,000 ¥645,000 ¥625,000 ¥237,000 ¥428,000 ¥418,000 ¥118,000 ¥645,000 ¥625,000 ¥237,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥547,000 ¥527,000 ¥206,000 ¥547,000 ¥527,000 ¥206,000 ¥547,000 ¥527,000 ¥206,000 ¥547,000 ¥527,000 ¥206,000 ¥412,000 ¥402,000 ¥118,000 ¥621,000 ¥601,000 ¥237,000 ¥412,000 ¥402,000 ¥118,000 ¥621,000 ¥601,000 ¥237,000
プレミアム･スイート ¥525,000 ¥505,000 ¥206,000 ¥525,000 ¥505,000 ¥206,000 ¥525,000 ¥505,000 ¥206,000 ¥525,000 ¥505,000 ¥206,000 ¥396,000 ¥386,000 ¥118,000 ¥597,000 ¥577,000 ¥237,000 ¥396,000 ¥386,000 ¥118,000 ¥597,000 ¥577,000 ¥237,000
ヴィスタ･スイート ¥513,000 ¥493,000 ¥206,000 ¥513,000 ¥493,000 ¥206,000 ¥513,000 ¥493,000 ¥206,000 ¥513,000 ¥493,000 ¥206,000 ¥388,000 ¥378,000 ¥118,000 ¥585,000 ¥565,000 ¥237,000 ¥388,000 ¥378,000 ¥118,000 ¥585,000 ¥565,000 ¥237,000
ファミリー･スイート ¥246,000 ¥226,000 ¥118,000 ¥246,000 ¥226,000 ¥118,000 ¥246,000 ¥226,000 ¥118,000 ¥246,000 ¥226,000 ¥118,000 ¥176,000 ¥166,000 ¥70,000 ¥278,000 ¥258,000 ¥135,000 ¥176,000 ¥166,000 ¥70,000 ¥278,000 ¥258,000 ¥135,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥363,000 ¥343,000 ¥118,000 ¥363,000 ¥343,000 ¥118,000 ¥363,000 ¥343,000 ¥118,000 ¥363,000 ¥343,000 ¥118,000 ¥268,000 ¥258,000 ¥70,000 ¥408,000 ¥388,000 ¥135,000 ¥268,000 ¥258,000 ¥70,000 ¥408,000 ¥388,000 ¥135,000

ジュニア･スイート
（中央） ¥322,000 ¥302,000 ¥118,000 ¥322,000 ¥302,000 ¥118,000 ¥322,000 ¥302,000 ¥118,000 ¥322,000 ¥302,000 ¥118,000 ¥238,000 ¥228,000 ¥70,000 ¥363,000 ¥343,000 ¥135,000 ¥238,000 ¥228,000 ¥70,000 ¥363,000 ¥343,000 ¥135,000

ジュニア･スイート
（前方/後方） ¥280,000 ¥260,000 ¥118,000 ¥280,000 ¥260,000 ¥118,000 ¥280,000 ¥260,000 ¥118,000 ¥280,000 ¥260,000 ¥118,000 ¥208,000 ¥198,000 ¥70,000 ¥315,000 ¥295,000 ¥135,000 ¥208,000 ¥198,000 ¥70,000 ¥315,000 ¥295,000 ¥135,000

海側バルコニー（中央） ¥238,000 ¥218,000 ¥118,000 ¥238,000 ¥218,000 ¥118,000 ¥238,000 ¥218,000 ¥118,000 ¥238,000 ¥218,000 ¥118,000 ¥166,000 ¥156,000 ¥70,000 ¥273,000 ¥253,000 ¥135,000 ¥166,000 ¥156,000 ¥70,000 ¥273,000 ¥253,000 ¥135,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥228,000 ¥208,000 ¥118,000 ¥228,000 ¥208,000 ¥118,000 ¥228,000 ¥208,000 ¥118,000 ¥228,000 ¥208,000 ¥118,000 ¥158,000 ¥148,000 ¥70,000 ¥262,000 ¥242,000 ¥135,000 ¥158,000 ¥148,000 ¥70,000 ¥262,000 ¥242,000 ¥135,000

海側 ¥188,000 ¥178,000 ¥118,000 ¥188,000 ¥178,000 ¥118,000 ¥188,000 ¥178,000 ¥118,000 ¥188,000 ¥178,000 ¥118,000 ¥128,000 ¥123,000 ¥70,000 ¥215,000 ¥205,000 ¥135,000 ¥128,000 ¥123,000 ¥70,000 ¥215,000 ¥205,000 ¥135,000

海側（視界が遮られます） ¥158,000 ¥148,000 ¥118,000 ¥158,000 ¥148,000 ¥118,000 ¥158,000 ¥148,000 ¥118,000 ¥158,000 ¥148,000 ¥118,000 ¥103,000 ¥98,000 ¥70,000 ¥178,000 ¥168,000 ¥135,000 ¥103,000 ¥98,000 ¥70,000 ¥178,000 ¥168,000 ¥135,000

内側 ¥147,000 - ¥118,000 ¥147,000 - ¥118,000 ¥147,000 - ¥118,000 ¥147,000 - ¥118,000 ¥97,000 - ¥70,000 ¥167,000 - ¥135,000 ¥97,000 - ¥70,000 ¥167,000 - ¥135,000

租税、手数料及び
港湾費用

■上記代金は、2人部屋を2名で利用した場合の1名当たりの代金です。
■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、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。
■3/4名で利用する場合、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。
　 　※3/4名の予約は、船の全体数に応じた上限があります。3/4名対応部屋であっても、3/4名予約で利用いただけない場合もあります。ご了承下さい。
■租税、手数料及び港湾費用：1名当たりの料金で、別途申し受けます。税額は予告なしに変更される場合があります。
■チップ：1名1泊当たりスイート客室は15.50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14.50米ドル、海側バルコニー、海側、内側客室は13.50米ドルが船内会計に自動的にチャージされます。
■グランド･スイートはダブルベッドのみとなります。
■設定以外の区間乗下船はできません。
■M910～M928は2018年11月30日まで、M929～M940は2019年3月31日まで「早期予約割引」の適用が可能です。＜※内側を除く＞
■M910～M928は2018年11月30日まで、M929～M940は2019年3月31日まで「3/4人目無料ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」の適用が可能です。＜※内側～海側バルコニー（中央）を除く＞
■ファミリー･スイート（最大6名まで利用可能）は、4名で利用した場合の1名当たりの代金です。ファミリー･スイートを5～6名で利用する場合の5～6人目の代金は、上記料金表の3/4人目代金が適用されます。

¥11,500 ¥11,000 ¥11,550 ¥9,350 ¥13,750 ¥8,250 ¥10,450¥13,200

2019/5/25 2019/6/1 2019/6/8 2019/6/15 2019/6/20 2019/6/28 2019/7/32019/5/18

夏をさきどり！
沖縄・台湾リゾートクルーズ

初夏の四国・九州と韓国
夏をさきどり！

沖縄・台湾リゾートクルーズ
幕末・明治維新ゆかりの地と

韓国
初夏の北前航路と韓国

気軽にショートクルーズ
四日市と韓国

沖縄・台湾リゾートクルーズ
風薫る四国と

広島・宮崎・韓国
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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 有効期間：2018年4月13日～2018年11月30日

コース名

クルーズ番号 M926 M927 M928 M929 M930 M931 M932 M933
出発日
日数 8泊9日 8泊9日 8泊9日 11泊12日 8泊9日 9泊10日 8泊9日 9泊10日

キャビンカテゴリー 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目

グランド・スイート ¥741,000 ¥721,000 ¥237,000 ¥741,000 ¥721,000 ¥237,000 ¥826,000 ¥806,000 ¥237,000 ¥1,131,000 ¥1,111,000 ¥237,000 ¥826,000 ¥806,000 ¥237,000 ¥871,000 ¥851,000 ¥237,000 ¥791,000 ¥771,000 ¥237,000 ¥871,000 ¥851,000 ¥220,000
オーナーズ･スイート ¥693,000 ¥673,000 ¥237,000 ¥693,000 ¥673,000 ¥237,000 ¥778,000 ¥758,000 ¥237,000 ¥1,063,000 ¥1,043,000 ¥237,000 ¥778,000 ¥758,000 ¥237,000 ¥823,000 ¥803,000 ¥237,000 ¥743,000 ¥723,000 ¥237,000 ¥823,000 ¥803,000 ¥220,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥645,000 ¥625,000 ¥237,000 ¥645,000 ¥625,000 ¥237,000 ¥730,000 ¥710,000 ¥237,000 ¥995,000 ¥975,000 ¥237,000 ¥730,000 ¥710,000 ¥237,000 ¥775,000 ¥755,000 ¥237,000 ¥695,000 ¥675,000 ¥237,000 ¥775,000 ¥755,000 ¥220,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥621,000 ¥601,000 ¥237,000 ¥621,000 ¥601,000 ¥237,000 ¥705,000 ¥685,000 ¥237,000 ¥960,000 ¥940,000 ¥237,000 ¥705,000 ¥685,000 ¥237,000 ¥751,000 ¥731,000 ¥237,000 ¥671,000 ¥651,000 ¥237,000 ¥751,000 ¥731,000 ¥220,000
プレミアム･スイート ¥597,000 ¥577,000 ¥237,000 ¥597,000 ¥577,000 ¥237,000 ¥680,000 ¥660,000 ¥237,000 ¥925,000 ¥905,000 ¥237,000 ¥680,000 ¥660,000 ¥237,000 ¥727,000 ¥707,000 ¥237,000 ¥647,000 ¥627,000 ¥237,000 ¥727,000 ¥707,000 ¥220,000
ヴィスタ･スイート ¥585,000 ¥565,000 ¥237,000 ¥585,000 ¥565,000 ¥237,000 ¥668,000 ¥648,000 ¥237,000 ¥907,000 ¥887,000 ¥237,000 ¥668,000 ¥648,000 ¥237,000 ¥715,000 ¥695,000 ¥237,000 ¥635,000 ¥615,000 ¥237,000 ¥715,000 ¥695,000 ¥220,000
ファミリー･スイート ¥278,000 ¥258,000 ¥135,000 ¥278,000 ¥258,000 ¥135,000 ¥340,000 ¥320,000 ¥135,000 ¥437,000 ¥417,000 ¥135,000 ¥340,000 ¥320,000 ¥135,000 ¥347,000 ¥327,000 ¥135,000 ¥312,000 ¥292,000 ¥135,000 ¥347,000 ¥327,000 ¥118,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥408,000 ¥388,000 ¥135,000 ¥408,000 ¥388,000 ¥135,000 ¥508,000 ¥488,000 ¥135,000 ¥643,000 ¥623,000 ¥135,000 ¥508,000 ¥488,000 ¥135,000 ¥531,000 ¥511,000 ¥135,000 ¥472,000 ¥452,000 ¥135,000 ¥531,000 ¥511,000 ¥118,000

ジュニア･スイート
（中央） ¥363,000 ¥343,000 ¥135,000 ¥363,000 ¥343,000 ¥135,000 ¥446,000 ¥426,000 ¥135,000 ¥570,000 ¥550,000 ¥135,000 ¥446,000 ¥426,000 ¥135,000 ¥456,000 ¥436,000 ¥135,000 ¥413,000 ¥393,000 ¥135,000 ¥456,000 ¥436,000 ¥118,000

ジュニア･スイート
（前方/後方） ¥315,000 ¥295,000 ¥135,000 ¥315,000 ¥295,000 ¥135,000 ¥398,000 ¥378,000 ¥135,000 ¥503,000 ¥483,000 ¥135,000 ¥398,000 ¥378,000 ¥135,000 ¥402,000 ¥382,000 ¥135,000 ¥365,000 ¥345,000 ¥135,000 ¥402,000 ¥382,000 ¥118,000

海側バルコニー（中央） ¥273,000 ¥253,000 ¥135,000 ¥273,000 ¥253,000 ¥135,000 ¥296,000 ¥276,000 ¥135,000 ¥401,000 ¥381,000 ¥135,000 ¥296,000 ¥276,000 ¥135,000 ¥320,000 ¥300,000 ¥135,000 ¥283,000 ¥263,000 ¥135,000 ¥320,000 ¥300,000 ¥118,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥262,000 ¥242,000 ¥135,000 ¥262,000 ¥242,000 ¥135,000 ¥285,000 ¥265,000 ¥135,000 ¥388,000 ¥368,000 ¥135,000 ¥285,000 ¥265,000 ¥135,000 ¥308,000 ¥288,000 ¥135,000 ¥272,000 ¥252,000 ¥135,000 ¥308,000 ¥288,000 ¥118,000

海側 ¥215,000 ¥205,000 ¥135,000 ¥215,000 ¥205,000 ¥135,000 ¥238,000 ¥228,000 ¥135,000 ¥323,000 ¥313,000 ¥135,000 ¥238,000 ¥228,000 ¥135,000 ¥255,000 ¥245,000 ¥135,000 ¥225,000 ¥215,000 ¥135,000 ¥255,000 ¥245,000 ¥118,000

海側（視界が遮られます） ¥178,000 ¥168,000 ¥135,000 ¥178,000 ¥168,000 ¥135,000 ¥201,000 ¥191,000 ¥135,000 ¥268,000 ¥258,000 ¥135,000 ¥201,000 ¥191,000 ¥135,000 ¥212,000 ¥202,000 ¥135,000 ¥188,000 ¥178,000 ¥135,000 ¥212,000 ¥202,000 ¥118,000

内側 ¥167,000 - ¥135,000 ¥167,000 - ¥135,000 ¥190,000 - ¥135,000 ¥257,000 - ¥135,000 ¥190,000 - ¥135,000 ¥201,000 - ¥135,000 ¥177,000 - ¥135,000 ¥201,000 - ¥118,000

租税、手数料及び
港湾費用

■上記代金は、2人部屋を2名で利用した場合の1名当たりの代金です。
■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、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。
■3/4名で利用する場合、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。
　 　※3/4名の予約は、船の全体数に応じた上限があります。3/4名対応部屋であっても、3/4名予約で利用いただけない場合もあります。ご了承下さい。
■租税、手数料及び港湾費用：1名当たりの料金で、別途申し受けます。税額は予告なしに変更される場合があります。
■チップ：1名1泊当たりスイート客室は15.50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14.50米ドル、海側バルコニー、海側、内側客室は13.50米ドルが船内会計に自動的にチャージされます。
■グランド･スイートはダブルベッドのみとなります。
■設定以外の区間乗下船はできません。
■M910～M928は2018年11月30日まで、M929～M940は2019年3月31日まで「早期予約割引」の適用が可能です。＜※内側を除く＞
■M910～M928は2018年11月30日まで、M929～M940は2019年3月31日まで「3/4人目無料ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」の適用が可能です。＜※内側～海側バルコニー（中央）を除く＞
■ファミリー･スイート（最大6名まで利用可能）は、4名で利用した場合の1名当たりの代金です。ファミリー･スイートを5～6名で利用する場合の5～6人目の代金は、上記料金表の3/4人目代金が適用されます。

¥11,000 ¥14,300 ¥11,000 ¥17,600 ¥12,100 ¥13,750¥11,500 ¥9,900

2019/7/27 2019/8/4 2019/8/15 2019/8/23 2019/9/1 2019/9/92019/7/11 2019/7/19

ねぶた祭に沸く青森と
石巻・函館・ウラジオストク

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

熊野大花火と
夏の日本南国めぐり

日本巡拝の地めぐりと韓国 北海道周遊とサハリン
日本三景の地めぐりと

函館・韓国
北海道周遊とサハリン 沖縄・台湾リゾートクルーズ
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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 有効期間：2018年4月13日～2018年11月30日

コース名

クルーズ番号 M934 M935 M936 M937 M938 M939 M940
出発日
日数 5泊6日 9泊10日 5泊6日 8泊9日 15泊16日 5泊6日 8泊9日

キャビンカテゴリー 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目

グランド・スイート ¥532,000 ¥522,000 ¥111,000 ¥871,000 ¥851,000 ¥237,000 ¥492,000 ¥482,000 ¥118,000 ¥1,382,000 ¥1,362,000 ¥328,000 ¥492,000 ¥482,000 ¥118,000 ¥741,000 ¥721,000 ¥220,000
オーナーズ･スイート ¥500,000 ¥490,000 ¥111,000 ¥823,000 ¥803,000 ¥237,000 ¥460,000 ¥450,000 ¥118,000 ¥1,290,000 ¥1,270,000 ¥328,000 ¥460,000 ¥450,000 ¥118,000 ¥693,000 ¥673,000 ¥220,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥468,000 ¥458,000 ¥111,000 ¥775,000 ¥755,000 ¥237,000 ¥428,000 ¥418,000 ¥118,000 ¥1,197,000 ¥1,177,000 ¥328,000 ¥428,000 ¥418,000 ¥118,000 ¥645,000 ¥625,000 ¥220,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥452,000 ¥442,000 ¥111,000 ¥751,000 ¥731,000 ¥237,000 ¥412,000 ¥402,000 ¥118,000 ¥1,151,000 ¥1,131,000 ¥328,000 ¥412,000 ¥402,000 ¥118,000 ¥621,000 ¥601,000 ¥220,000
プレミアム･スイート ¥436,000 ¥426,000 ¥111,000 ¥727,000 ¥707,000 ¥237,000 ¥396,000 ¥386,000 ¥118,000 ¥1,105,000 ¥1,085,000 ¥328,000 ¥396,000 ¥386,000 ¥118,000 ¥597,000 ¥577,000 ¥220,000
ヴィスタ･スイート ¥428,000 ¥418,000 ¥111,000 ¥715,000 ¥695,000 ¥237,000 ¥388,000 ¥378,000 ¥118,000 ¥1,082,000 ¥1,062,000 ¥328,000 ¥388,000 ¥378,000 ¥118,000 ¥585,000 ¥565,000 ¥220,000
ファミリー･スイート ¥200,000 ¥190,000 ¥60,000 ¥347,000 ¥327,000 ¥135,000 ¥176,000 ¥166,000 ¥70,000 ¥505,000 ¥485,000 ¥177,000 ¥176,000 ¥166,000 ¥70,000 ¥278,000 ¥258,000 ¥118,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥320,000 ¥310,000 ¥60,000 ¥531,000 ¥511,000 ¥135,000 ¥268,000 ¥258,000 ¥70,000 ¥743,000 ¥723,000 ¥177,000 ¥268,000 ¥258,000 ¥70,000 ¥408,000 ¥388,000 ¥118,000

ジュニア･スイート
（中央） ¥278,000 ¥268,000 ¥60,000 ¥456,000 ¥436,000 ¥135,000 ¥238,000 ¥228,000 ¥70,000 ¥670,000 ¥650,000 ¥177,000 ¥238,000 ¥228,000 ¥70,000 ¥363,000 ¥343,000 ¥118,000

ジュニア･スイート
（前方/後方） ¥248,000 ¥238,000 ¥60,000 ¥402,000 ¥382,000 ¥135,000 ¥208,000 ¥198,000 ¥70,000 ¥580,000 ¥560,000 ¥177,000 ¥208,000 ¥198,000 ¥70,000 ¥315,000 ¥295,000 ¥118,000

海側バルコニー（中央） ¥166,000 ¥156,000 ¥60,000 ¥320,000 ¥300,000 ¥135,000 ¥166,000 ¥156,000 ¥70,000 ¥478,000 ¥458,000 ¥177,000 ¥166,000 ¥156,000 ¥70,000 ¥273,000 ¥253,000 ¥118,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥158,000 ¥148,000 ¥60,000 ¥308,000 ¥288,000 ¥135,000 ¥158,000 ¥148,000 ¥70,000 ¥460,000 ¥440,000 ¥177,000 ¥158,000 ¥148,000 ¥70,000 ¥262,000 ¥242,000 ¥118,000

海側 ¥128,000 ¥123,000 ¥60,000 ¥255,000 ¥245,000 ¥135,000 ¥128,000 ¥123,000 ¥70,000 ¥378,000 ¥368,000 ¥177,000 ¥128,000 ¥123,000 ¥70,000 ¥215,000 ¥205,000 ¥118,000

海側（視界が遮られます） ¥103,000 ¥98,000 ¥60,000 ¥212,000 ¥202,000 ¥135,000 ¥103,000 ¥98,000 ¥70,000 ¥306,000 ¥296,000 ¥177,000 ¥103,000 ¥98,000 ¥70,000 ¥178,000 ¥168,000 ¥118,000

内側 ¥97,000 - ¥60,000 ¥201,000 - ¥135,000 ¥97,000 - ¥70,000 ¥295,000 - ¥177,000 ¥97,000 - ¥70,000 ¥167,000 - ¥118,000

租税、手数料及び
港湾費用

■上記代金は、2人部屋を2名で利用した場合の1名当たりの代金です。
■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、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。
■3/4名で利用する場合、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。
　 　※3/4名の予約は、船の全体数に応じた上限があります。3/4名対応部屋であっても、3/4名予約で利用いただけない場合もあります。ご了承下さい。
■租税、手数料及び港湾費用：1名当たりの料金で、別途申し受けます。税額は予告なしに変更される場合があります。
■チップ：1名1泊当たりスイート客室は15.50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14.50米ドル、海側バルコニー、海側、内側客室は13.50米ドルが船内会計に自動的にチャージされます。
■グランド･スイートはダブルベッドのみとなります。
■設定以外の区間乗下船はできません。
■M910～M928は2018年11月30日まで、M929～M940は2019年3月31日まで「早期予約割引」の適用が可能です。＜※内側を除く＞
■M910～M928は2018年11月30日まで、M929～M940は2019年3月31日まで「3/4人目無料ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」の適用が可能です。＜※内側～海側バルコニー（中央）を除く＞
■ファミリー･スイート（最大6名まで利用可能）は、4名で利用した場合の1名当たりの代金です。ファミリー･スイートを5～6名で利用する場合の5～6人目の代金は、上記料金表の3/4人目代金が適用されます。

¥20,350 ¥7,150 ¥10,450¥7,150 ¥16,500 ¥7,150

2019/10/7 2019/10/15 2019/10/30 2019/11/42019/9/18 2019/9/23 2019/10/2

Chartered 秋の東南アジア大航海
気軽にショートクルーズ

長崎と韓国
沖縄・台湾リゾートクルーズ

気軽にショートクルーズ
長崎と韓国

日本巡拝の地めぐりと韓国
気軽にショートクルーズ

長崎と韓国
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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 有効期間：2018年4月13日～2018年11月30日

コース名

クルーズ番号 M941 M942 M943 M944 M945 M003 M004/M005/M006
出発日
日数 9泊10日 8泊9日 8泊9日 8泊9日 8泊9日 15泊16日 8泊9日

キャビンカテゴリー 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目

グランド・スイート ¥816,000 ¥796,000 ¥220,000 ¥741,000 ¥721,000 ¥220,000 ¥721,000 ¥701,000 ¥220,000 ¥721,000 ¥701,000 ¥220,000 ¥701,000 ¥681,000 ¥220,000 ¥1,382,000 ¥1,362,000 ¥328,000 ¥696,000 ¥676,000 ¥220,000
オーナーズ･スイート ¥768,000 ¥748,000 ¥220,000 ¥693,000 ¥673,000 ¥220,000 ¥673,000 ¥653,000 ¥220,000 ¥673,000 ¥653,000 ¥220,000 ¥653,000 ¥633,000 ¥220,000 ¥1,290,000 ¥1,270,000 ¥328,000 ¥648,000 ¥628,000 ¥220,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥720,000 ¥700,000 ¥220,000 ¥645,000 ¥625,000 ¥220,000 ¥625,000 ¥605,000 ¥220,000 ¥625,000 ¥605,000 ¥220,000 ¥605,000 ¥585,000 ¥220,000 ¥1,197,000 ¥1,177,000 ¥328,000 ¥600,000 ¥580,000 ¥220,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥695,000 ¥675,000 ¥220,000 ¥621,000 ¥601,000 ¥220,000 ¥601,000 ¥581,000 ¥220,000 ¥601,000 ¥581,000 ¥220,000 ¥581,000 ¥561,000 ¥220,000 ¥1,151,000 ¥1,131,000 ¥328,000 ¥576,000 ¥556,000 ¥220,000
プレミアム･スイート ¥670,000 ¥650,000 ¥220,000 ¥597,000 ¥577,000 ¥220,000 ¥577,000 ¥557,000 ¥220,000 ¥577,000 ¥557,000 ¥220,000 ¥557,000 ¥537,000 ¥220,000 ¥1,105,000 ¥1,085,000 ¥328,000 ¥552,000 ¥532,000 ¥220,000
ヴィスタ･スイート ¥658,000 ¥638,000 ¥220,000 ¥585,000 ¥565,000 ¥220,000 ¥565,000 ¥545,000 ¥220,000 ¥565,000 ¥545,000 ¥220,000 ¥545,000 ¥525,000 ¥220,000 ¥1,082,000 ¥1,062,000 ¥328,000 ¥540,000 ¥520,000 ¥220,000
ファミリー･スイート ¥310,000 ¥290,000 ¥118,000 ¥278,000 ¥258,000 ¥118,000 ¥255,000 ¥235,000 ¥57,000 ¥255,000 ¥235,000 ¥57,000 ¥232,000 ¥212,000 ¥57,000 ¥505,000 ¥485,000 ¥177,000 ¥226,000 ¥206,000 ¥57,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥458,000 ¥438,000 ¥118,000 ¥408,000 ¥388,000 ¥118,000 ¥388,000 ¥368,000 ¥57,000 ¥388,000 ¥368,000 ¥57,000 ¥368,000 ¥348,000 ¥57,000 ¥743,000 ¥723,000 ¥177,000 ¥363,000 ¥343,000 ¥57,000

ジュニア･スイート
（中央） ¥405,000 ¥385,000 ¥118,000 ¥363,000 ¥343,000 ¥118,000 ¥343,000 ¥323,000 ¥57,000 ¥343,000 ¥323,000 ¥57,000 ¥323,000 ¥303,000 ¥57,000 ¥670,000 ¥650,000 ¥177,000 ¥318,000 ¥298,000 ¥57,000

ジュニア･スイート
（前方/後方） ¥350,000 ¥330,000 ¥118,000 ¥315,000 ¥295,000 ¥118,000 ¥295,000 ¥275,000 ¥57,000 ¥295,000 ¥275,000 ¥57,000 ¥275,000 ¥255,000 ¥57,000 ¥580,000 ¥560,000 ¥177,000 ¥270,000 ¥250,000 ¥57,000

海側バルコニー（中央） ¥308,000 ¥288,000 ¥118,000 ¥273,000 ¥253,000 ¥118,000 ¥253,000 ¥233,000 ¥57,000 ¥253,000 ¥233,000 ¥57,000 ¥233,000 ¥213,000 ¥57,000 ¥478,000 ¥458,000 ¥177,000 ¥228,000 ¥208,000 ¥57,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥296,000 ¥276,000 ¥118,000 ¥262,000 ¥242,000 ¥118,000 ¥242,000 ¥222,000 ¥57,000 ¥242,000 ¥222,000 ¥57,000 ¥222,000 ¥202,000 ¥57,000 ¥460,000 ¥440,000 ¥177,000 ¥217,000 ¥197,000 ¥57,000

海側 ¥242,000 ¥232,000 ¥118,000 ¥215,000 ¥205,000 ¥118,000 ¥195,000 ¥185,000 ¥57,000 ¥195,000 ¥185,000 ¥57,000 ¥175,000 ¥165,000 ¥57,000 ¥378,000 ¥368,000 ¥177,000 ¥170,000 ¥160,000 ¥57,000

海側（視界が遮られます） ¥198,000 ¥188,000 ¥118,000 ¥178,000 ¥168,000 ¥118,000 ¥158,000 ¥148,000 ¥57,000 ¥158,000 ¥148,000 ¥57,000 ¥138,000 ¥128,000 ¥57,000 ¥306,000 ¥296,000 ¥177,000 ¥133,000 ¥123,000 ¥57,000

内側 ¥187,000 - ¥118,000 ¥167,000 - ¥118,000 ¥147,000 - ¥57,000 ¥147,000 - ¥57,000 ¥127,000 - ¥57,000 ¥295,000 - ¥177,000 ¥122,000 - ¥57,000

租税、手数料及び
港湾費用

■上記代金は、2人部屋を2名で利用した場合の1名当たりの代金です。
■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、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。
■3/4名で利用する場合、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。
　 　※3/4名の予約は、船の全体数に応じた上限があります。3/4名対応部屋であっても、3/4名予約で利用いただけない場合もあります。ご了承下さい。
■租税、手数料及び港湾費用：1名当たりの料金で、別途申し受けます。税額は予告なしに変更される場合があります。
■チップ：1名1泊当たりスイート客室は15.50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14.50米ドル、海側バルコニー、海側、内側客室は13.50米ドルが船内会計に自動的にチャージされます。
■グランド･スイートはダブルベッドのみとなります。
■設定以外の区間乗下船はできません。
■M910～M928は2018年11月30日まで、M929～M940は2019年3月31日まで「早期予約割引」の適用が可能です。＜※内側を除く＞
■M910～M928は2018年11月30日まで、M929～M940は2019年3月31日まで「3/4人目無料ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」の適用が可能です。＜※内側～海側バルコニー（中央）を除く＞
■ファミリー･スイート（最大6名まで利用可能）は、4名で利用した場合の1名当たりの代金です。ファミリー･スイートを5～6名で利用する場合の5～6人目の代金は、上記料金表の3/4人目代金が適用されます。

¥16,500 ￥13,200(M004)
￥13,750(M005・M006)¥14,300 ¥12,650 ¥11,550 ¥12,100 ¥11,550

2019/1/20 2020/2/4, 2/12, 2/202019/11/12 2019/11/21 2019/11/29 2019/12/7 2019/12/15

初春の東南アジア大航海
陽気に沖縄・台湾クルーズ

(横浜発着)
秋空の日本

美食の地めぐりと韓国
浪漫紀行！

龍馬ゆかりの地と韓国
沖縄・台湾リゾートクルーズ

浪漫紀行！
龍馬ゆかりの地と韓国

沖縄・台湾リゾートクルーズ
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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 有効期間：2018年4月13日～2018年11月30日

コース名

クルーズ番号 M007/M008 M004B/M005A/M006A M007A M004C/M005B/M006B M007B M008A M008B
出発日
日数 8泊9日 8泊9日 8泊9日 8泊9日 8泊9日 7泊8日 6泊7日

キャビンカテゴリー 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目 通常代金
早期予約
割引代金

3/4人目

グランド・スイート ¥701,000 ¥681,000 ¥220,000 ¥696,000 ¥676,000 ¥220,000 ¥701,000 ¥681,000 ¥220,000 ¥696,000 ¥676,000 ¥220,000 ¥701,000 ¥681,000 ¥220,000 ¥620,000 ¥600,000 ¥192,000 ¥512,000 ¥492,000 ¥192,000
オーナーズ･スイート ¥653,000 ¥633,000 ¥220,000 ¥648,000 ¥628,000 ¥220,000 ¥653,000 ¥633,000 ¥220,000 ¥648,000 ¥628,000 ¥220,000 ¥653,000 ¥633,000 ¥220,000 ¥576,000 ¥556,000 ¥192,000 ¥480,000 ¥460,000 ¥192,000
ペントハウス･スイート(船尾) ¥605,000 ¥585,000 ¥220,000 ¥600,000 ¥580,000 ¥220,000 ¥605,000 ¥585,000 ¥220,000 ¥600,000 ¥580,000 ¥220,000 ¥605,000 ¥585,000 ¥220,000 ¥532,000 ¥512,000 ¥192,000 ¥448,000 ¥428,000 ¥192,000
ペントハウス･スイート(中央) ¥581,000 ¥561,000 ¥220,000 ¥576,000 ¥556,000 ¥220,000 ¥581,000 ¥561,000 ¥220,000 ¥576,000 ¥556,000 ¥220,000 ¥581,000 ¥561,000 ¥220,000 ¥510,000 ¥490,000 ¥192,000 ¥432,000 ¥412,000 ¥192,000
プレミアム･スイート ¥557,000 ¥537,000 ¥220,000 ¥552,000 ¥532,000 ¥220,000 ¥557,000 ¥537,000 ¥220,000 ¥552,000 ¥532,000 ¥220,000 ¥557,000 ¥537,000 ¥220,000 ¥488,000 ¥468,000 ¥192,000 ¥416,000 ¥396,000 ¥192,000
ヴィスタ･スイート ¥545,000 ¥525,000 ¥220,000 ¥540,000 ¥520,000 ¥220,000 ¥545,000 ¥525,000 ¥220,000 ¥540,000 ¥520,000 ¥220,000 ¥545,000 ¥525,000 ¥220,000 ¥477,000 ¥457,000 ¥192,000 ¥408,000 ¥388,000 ¥192,000
ファミリー･スイート ¥232,000 ¥212,000 ¥57,000 ¥226,000 ¥206,000 ¥57,000 ¥232,000 ¥212,000 ¥57,000 ¥226,000 ¥206,000 ¥57,000 ¥232,000 ¥212,000 ¥57,000 ¥205,000 ¥185,000 ¥35,000 ¥180,000 ¥160,000 ¥35,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥368,000 ¥348,000 ¥57,000 ¥363,000 ¥343,000 ¥57,000 ¥368,000 ¥348,000 ¥57,000 ¥363,000 ¥343,000 ¥57,000 ¥368,000 ¥348,000 ¥57,000 ¥322,000 ¥302,000 ¥35,000 ¥276,000 ¥256,000 ¥35,000

ジュニア･スイート
（中央） ¥323,000 ¥303,000 ¥57,000 ¥318,000 ¥298,000 ¥57,000 ¥323,000 ¥303,000 ¥57,000 ¥318,000 ¥298,000 ¥57,000 ¥323,000 ¥303,000 ¥57,000 ¥285,000 ¥265,000 ¥35,000 ¥252,000 ¥232,000 ¥35,000

ジュニア･スイート
（前方/後方） ¥275,000 ¥255,000 ¥57,000 ¥270,000 ¥250,000 ¥57,000 ¥275,000 ¥255,000 ¥57,000 ¥270,000 ¥250,000 ¥57,000 ¥275,000 ¥255,000 ¥57,000 ¥243,000 ¥223,000 ¥35,000 ¥216,000 ¥196,000 ¥35,000

海側バルコニー（中央） ¥233,000 ¥213,000 ¥57,000 ¥228,000 ¥208,000 ¥57,000 ¥233,000 ¥213,000 ¥57,000 ¥228,000 ¥208,000 ¥57,000 ¥233,000 ¥213,000 ¥57,000 ¥202,000 ¥182,000 ¥35,000 ¥175,000 ¥155,000 ¥35,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥222,000 ¥202,000 ¥57,000 ¥217,000 ¥197,000 ¥57,000 ¥222,000 ¥202,000 ¥57,000 ¥217,000 ¥197,000 ¥57,000 ¥222,000 ¥202,000 ¥57,000 ¥192,000 ¥172,000 ¥35,000 ¥166,000 ¥146,000 ¥35,000

海側 ¥175,000 ¥165,000 ¥57,000 ¥170,000 ¥160,000 ¥57,000 ¥175,000 ¥165,000 ¥57,000 ¥170,000 ¥160,000 ¥57,000 ¥175,000 ¥165,000 ¥57,000 ¥152,000 ¥142,000 ¥35,000 ¥131,000 ¥121,000 ¥35,000

海側（視界が遮られます） ¥138,000 ¥128,000 ¥57,000 ¥133,000 ¥123,000 ¥57,000 ¥138,000 ¥128,000 ¥57,000 ¥133,000 ¥123,000 ¥57,000 ¥138,000 ¥128,000 ¥57,000 ¥122,000 ¥112,000 ¥35,000 ¥101,000 ¥91,000 ¥35,000

内側 ¥127,000 - ¥57,000 ¥122,000 - ¥57,000 ¥127,000 - ¥57,000 ¥122,000 - ¥57,000 ¥127,000 - ¥57,000 ¥111,000 - ¥35,000 ¥95,000 - ¥35,000

租税、手数料及び
港湾費用

■上記代金は、2人部屋を2名で利用した場合の1名当たりの代金です。
■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、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。
■3/4名で利用する場合、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。
　 　※3/4名の予約は、船の全体数に応じた上限があります。3/4名対応部屋であっても、3/4名予約で利用いただけない場合もあります。ご了承下さい。
■租税、手数料及び港湾費用：1名当たりの料金で、別途申し受けます。税額は予告なしに変更される場合があります。
■チップ：1名1泊当たりスイート客室は15.50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14.50米ドル、海側バルコニー、海側、内側客室は13.50米ドルが船内会計に自動的にチャージされます。
■グランド･スイートはダブルベッドのみとなります。
■設定以外の区間乗下船はできません。
■M910～M928は2018年11月30日まで、M929～M940は2019年3月31日まで「早期予約割引」の適用が可能です。＜※内側を除く＞
■M910～M928は2018年11月30日まで、M929～M940は2019年3月31日まで「3/4人目無料ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」の適用が可能です。＜※内側～海側バルコニー（中央）を除く＞
■ファミリー･スイート（最大6名まで利用可能）は、4名で利用した場合の1名当たりの代金です。ファミリー･スイートを5～6名で利用する場合の5～6人目の代金は、上記料金表の3/4人目代金が適用されます。

¥13,750 ￥13,200(M004B)
￥13,750(M005A・M006A) ¥13,750 ￥13,200(M004C)

￥13,750(M005B・M006B) ¥13,750 ¥9,900 ¥8,250

2020/2/28, 3/7 2020/2/5, 2/13, 2/21 2020/2/29 2020/2/6, 2/14, 2/22 2020/3/1 2020/3/8 2020/3/9

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
(名古屋発着)

陽気に沖縄・台湾クルーズ
(名古屋発着)

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
(神戸発着)

陽気に沖縄・台湾クルーズ
(名古屋発横浜着)

陽気に沖縄・台湾クルーズ
(神戸発横浜着)
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