
2020年ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　　（2019年12月1日以降適用）

本代金表適用期間　2020年3月31日まで

（M009） （M010） (M011) (M012) (M013)

日 数

内 容 3-4人目 3-4人目 3-4人目 3-4人目 3-4人目

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

海側 ¥57,000 ¥57,000 ¥57,000 ¥57,000 ¥57,000

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

内側 ¥57,000 ¥57,000 ¥57,000 ¥57,000 ¥57,000

租税、国際観光旅客税、
手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

(M014) (M015) (M016) (M017)

日 数

内 容

標準クルーズ
代金 1-2人目
（適用開始日

延長）
（2019/12/1→

2020/2/1）

3-4人目

標準クルーズ
代金 1-2人目
（適用開始日

延長）
（2019/12/1→

2020/2/1）

3-4人目 3-4人目 3-4人目

グランド・スイート ¥772,000 ¥118,000 ¥660,000 ¥118,000 ¥111,000 ¥192,000

オーナーズ・スイート ¥740,000 ¥118,000 ¥628,000 ¥118,000 ¥111,000 ¥192,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥707,000 ¥118,000 ¥596,000 ¥118,000 ¥111,000 ¥192,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥691,000 ¥118,000 ¥580,000 ¥118,000 ¥111,000 ¥192,000

プレミアム・スイート ¥675,000 ¥118,000 ¥563,000 ¥118,000 ¥111,000 ¥192,000

ヴィスタ・スイート ¥666,000 ¥118,000 ¥555,000 ¥118,000 ¥111,000 ¥192,000

ファミリー・スイート ¥287,000 ¥70,000 ¥247,000 ¥70,000 ¥22,000 ¥103,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥505,000 ¥70,000 ¥420,000 ¥70,000 ¥22,000 ¥103,000

ジュニア・スイート（中央） ¥385,000 ¥70,000 ¥337,000 ¥70,000 ¥22,000 ¥103,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥348,000 ¥70,000 ¥307,000 ¥70,000 ¥22,000 ¥103,000

海側バルコニー（中央） ¥246,000 ¥70,000 ¥205,000 ¥70,000 ¥22,000 ¥103,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥238,000 ¥70,000 ¥197,000 ¥70,000 ¥22,000 ¥103,000

海側 ¥195,000 ¥70,000 ¥160,000 ¥70,000 ¥22,000 ¥103,000

海側（視界が遮られます） ¥157,000 ¥70,000 ¥128,000 ¥70,000 ¥22,000 ¥103,000

内側 ¥151,000 ¥108,000 ¥108,000 ¥54,000 ¥122,000 ¥98,000 ¥98,000 ¥49,000 ¥95,000 ¥86,000 ¥22,000 ¥147,000 ¥114,000 ¥57,000

租税、国際観光旅客税、
手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

¥8,925 ¥7,350 ¥9,555 ¥13,650

出発日・コース名

出発日・コース名

¥228,000 ¥187,000 ¥160,000 ¥228,000

¥190,000 ¥155,000 ¥128,000 ¥188,000

¥152,000 ¥123,000 ¥101,000 ¥158,000

¥375,000 ¥327,000 ¥246,000 ¥322,000

¥338,000 ¥297,000 ¥210,000 ¥280,000

¥236,000 ¥195,000 ¥168,000 ¥238,000

¥656,000 ¥545,000 ¥408,000 ¥513,000

¥277,000 ¥237,000 ¥176,000 ¥246,000

¥495,000 ¥410,000 ¥277,000 ¥363,000

¥697,000 ¥586,000 ¥448,000 ¥570,000

¥681,000 ¥570,000 ¥432,000 ¥547,000

¥665,000 ¥553,000 ¥416,000 ¥525,000

早期予約割引代金
（適用期限延長）

（2019/11/30→2020/1/31）

早期予約割引代金（適用期限延
長）（2019/11/30→2020/1/31）

標準クルーズ
代金 1-2人目

標準クルーズ
代金 1-2人目

¥762,000 ¥650,000 ¥512,000 ¥660,000

¥730,000 ¥618,000 ¥480,000 ¥615,000

2020/4/29 2019/5/5 5/10 5/16

ゴールデンウィーク 大阪と鳥羽・韓国 ゴールデンウィーク ショートクルーズ いざ新緑のみなと街 神戸へ！ 九州と韓国 風薫る四国と広島・宮崎・韓国

6泊7日 5泊6日 6泊7日 7泊8日

¥187,000 ¥187,000 ¥187,000 ¥187,000 ¥187,000

¥13,020 ¥14,175 ¥14,700 ¥15,645 ¥14,490

¥242,000 ¥242,000 ¥242,000 ¥242,000 ¥242,000

¥198,000 ¥198,000 ¥198,000 ¥198,000 ¥198,000

¥308,000 ¥308,000 ¥308,000 ¥308,000 ¥308,000

¥296,000 ¥296,000 ¥296,000 ¥296,000 ¥296,000

¥405,000 ¥405,000 ¥405,000 ¥405,000 ¥405,000

¥350,000 ¥350,000 ¥350,000 ¥350,000 ¥350,000

¥310,000 ¥310,000 ¥310,000 ¥310,000 ¥310,000

¥458,000 ¥458,000 ¥458,000 ¥458,000 ¥458,000

¥670,000 ¥670,000 ¥670,000 ¥670,000 ¥670,000

¥658,000 ¥658,000 ¥658,000 ¥658,000 ¥658,000

¥720,000 ¥720,000 ¥720,000 ¥720,000 ¥720,000

¥695,000 ¥695,000 ¥695,000 ¥695,000 ¥695,000

¥816,000 ¥816,000 ¥816,000 ¥816,000 ¥816,000

¥768,000 ¥768,000 ¥768,000 ¥768,000 ¥768,000

9泊10日 9泊10日 9泊10日 9泊10日 9泊10日

標準クルーズ
代金 1-2人目

標準クルーズ
代金 1-2人目

標準クルーズ
代金 1-2人目

標準クルーズ
代金 1-2人目

標準クルーズ
代金 1-2人目

3/15 3/24 4/2 4/11 4/20

陽春の九州紀行と韓国 春秋旅くらべ はる色 四国と韓国
春秋旅くらべ 春爛漫

にっぽんの美湾巡りと韓国
日本美食の地巡りと韓国 きらめく春の東北周遊と鹿児島・韓国



2020年ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　　（2019年12月1日以降適用）

本代金表適用期間　2020年3月31日まで

(M018) (M019) (M020) (M021) (M022)

日 数

内 容 3-4人目 3-4人目 3-4人目 3-4人目 3-4人目

グランド・スイート ¥192,000 ¥192,000 ¥192,000 ¥111,000 ¥220,000

オーナーズ・スイート ¥192,000 ¥192,000 ¥192,000 ¥111,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥192,000 ¥192,000 ¥192,000 ¥111,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥192,000 ¥192,000 ¥192,000 ¥111,000 ¥220,000

プレミアム・スイート ¥192,000 ¥192,000 ¥192,000 ¥111,000 ¥220,000

ヴィスタ・スイート ¥192,000 ¥192,000 ¥192,000 ¥111,000 ¥220,000

ファミリー・スイート ¥103,000 ¥103,000 ¥103,000 ¥60,000 ¥118,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥103,000 ¥103,000 ¥103,000 ¥60,000 ¥118,000

ジュニア・スイート（中央） ¥103,000 ¥103,000 ¥103,000 ¥60,000 ¥118,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥103,000 ¥103,000 ¥103,000 ¥60,000 ¥118,000

海側バルコニー（中央） ¥103,000 ¥103,000 ¥103,000 ¥60,000 ¥118,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥103,000 ¥103,000 ¥103,000 ¥60,000 ¥118,000

海側 ¥103,000 ¥103,000 ¥103,000 ¥60,000 ¥118,000

海側（視界が遮られます） ¥103,000 ¥103,000 ¥103,000 ¥60,000 ¥118,000

内側 ¥147,000 ¥114,000 ¥57,000 ¥147,000 ¥114,000 ¥57,000 ¥147,000 ¥114,000 ¥57,000 ¥87,000 ¥72,000 ¥36,000 ¥167,000 ¥118,000 ¥59,000

租税、国際観光旅客税、
手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

(M023) (M024) (M025) (M026) (M027)

日 数

内 容 3-4人目 3-4人目 3-4人目 3-4人目 3-4人目

グランド・スイート ¥220,000 ¥111,000 ¥220,000 ¥237,000 ¥237,000

オーナーズ・スイート ¥220,000 ¥111,000 ¥220,000 ¥237,000 ¥237,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥220,000 ¥111,000 ¥220,000 ¥237,000 ¥237,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥220,000 ¥111,000 ¥220,000 ¥237,000 ¥237,000

プレミアム・スイート ¥220,000 ¥111,000 ¥220,000 ¥237,000 ¥237,000

ヴィスタ・スイート ¥220,000 ¥111,000 ¥220,000 ¥237,000 ¥237,000

ファミリー・スイート ¥118,000 ¥22,000 ¥118,000 ¥135,000 ¥135,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥118,000 ¥22,000 ¥118,000 ¥135,000 ¥135,000

ジュニア・スイート（中央） ¥118,000 ¥22,000 ¥118,000 ¥135,000 ¥135,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥118,000 ¥22,000 ¥118,000 ¥135,000 ¥135,000

海側バルコニー（中央） ¥118,000 ¥22,000 ¥118,000 ¥135,000 ¥135,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥118,000 ¥22,000 ¥118,000 ¥135,000 ¥135,000

海側 ¥118,000 ¥22,000 ¥118,000 ¥135,000 ¥135,000

海側（視界が遮られます） ¥118,000 ¥22,000 ¥118,000 ¥135,000 ¥135,000

内側 ¥167,000 ¥130,000 ¥65,000 ¥95,000 ¥86,000 ¥22,000 ¥187,000 ¥163,000 ¥82,000 ¥177,000 ¥150,000 ¥75,000 ¥190,000 ¥150,000 ¥75,000

租税、国際観光旅客税、
手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

出発日・コース名

出発日・コース名

¥178,000 ¥101,000 ¥198,000 ¥188,000 ¥201,000

¥16,800 ¥9,450 ¥14,700 ¥11,025 ¥12,075

¥262,000 ¥160,000 ¥296,000 ¥272,000 ¥285,000

¥215,000 ¥128,000 ¥242,000 ¥225,000 ¥238,000

¥315,000 ¥210,000 ¥350,000 ¥365,000 ¥398,000

¥273,000 ¥168,000 ¥308,000 ¥283,000 ¥296,000

¥408,000 ¥277,000 ¥458,000 ¥472,000 ¥508,000

¥363,000 ¥246,000 ¥405,000 ¥413,000 ¥446,000

¥585,000 ¥408,000 ¥658,000 ¥635,000 ¥668,000

¥278,000 ¥176,000 ¥310,000 ¥312,000 ¥340,000

¥621,000 ¥432,000 ¥695,000 ¥671,000 ¥705,000

¥597,000 ¥416,000 ¥670,000 ¥647,000 ¥680,000

¥693,000 ¥480,000 ¥768,000 ¥743,000 ¥778,000

¥645,000 ¥448,000 ¥720,000 ¥695,000 ¥730,000

標準クルーズ
代金 1-2人目

標準クルーズ
代金 1-2人目

標準クルーズ
代金 1-2人目

標準クルーズ
代金 1-2人目

標準クルーズ
代金 1-2人目

¥741,000 ¥512,000 ¥816,000 ¥791,000 ¥826,000

初夏の北前航路と韓国 爽やかな夏の九州と韓国 夏のにっぽん周遊 天神祭でにぎわう大阪・神戸・鹿児島・韓国
ねぶた祭に沸く青森と

石巻・函館・ウラジオストク

8泊9日 6泊7日 9泊10日 8泊9日 8泊 9日

¥13,125 ¥15,120 ¥11,550 ¥9,975 ¥12,600

6/26 7/4 7/10 7/19 7/27

¥188,000 ¥188,000 ¥188,000 ¥115,000 ¥215,000

¥158,000 ¥158,000 ¥158,000 ¥93,000 ¥178,000

¥238,000 ¥238,000 ¥238,000 ¥150,000 ¥273,000

¥228,000 ¥228,000 ¥228,000 ¥142,000 ¥262,000

¥322,000 ¥322,000 ¥322,000 ¥222,000 ¥363,000

¥280,000 ¥280,000 ¥280,000 ¥192,000 ¥315,000

¥246,000 ¥246,000 ¥246,000 ¥161,000 ¥278,000

¥363,000 ¥363,000 ¥363,000 ¥242,000 ¥408,000

¥525,000 ¥525,000 ¥525,000 ¥358,000 ¥597,000

¥513,000 ¥513,000 ¥513,000 ¥350,000 ¥585,000

¥570,000 ¥570,000 ¥570,000 ¥391,000 ¥645,000

¥547,000 ¥547,000 ¥547,000 ¥375,000 ¥621,000

¥660,000 ¥660,000 ¥660,000 ¥455,000 ¥741,000

¥615,000 ¥615,000 ¥615,000 ¥423,000 ¥693,000

7泊8日 7泊8日 7泊8日 5泊6日 8泊9日

標準クルーズ
代金 1-2人目

標準クルーズ
代金 1-2人目

標準クルーズ
代金 1-2人目

標準クルーズ
代金 1-2人目

標準クルーズ
代金 1-2人目

5/23 5/30 6/6 6/13 6/18

夏をさきどり！沖縄・台湾 リゾートクルーズ 風薫る四国と広島・宮崎・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

ショートクルーズ
金環日食観賞！那覇・台湾リゾートクルーズ



2020年ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　　（2019年12月1日以降適用）
早期予約割引,3-4人目無料キャンペーン適用期間　2020年3月31日まで

(M028) (M029) (M030) (M031) (M032)

日 数

内 容
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目

グランド・スイート ¥1,111,000 ¥1,131,000 ¥220,000 ¥806,000 ¥826,000 ¥237,000 ¥776,000 ¥796,000 ¥220,000 ¥701,000 ¥721,000 ¥220,000 ¥776,000 ¥796,000 ¥220,000

オーナーズ・スイート ¥1,043,000 ¥1,063,000 ¥220,000 ¥758,000 ¥778,000 ¥237,000 ¥728,000 ¥748,000 ¥220,000 ¥653,000 ¥673,000 ¥220,000 ¥728,000 ¥748,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥975,000 ¥995,000 ¥220,000 ¥710,000 ¥730,000 ¥237,000 ¥680,000 ¥700,000 ¥220,000 ¥605,000 ¥625,000 ¥220,000 ¥680,000 ¥700,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥940,000 ¥960,000 ¥220,000 ¥685,000 ¥705,000 ¥237,000 ¥655,000 ¥675,000 ¥220,000 ¥581,000 ¥601,000 ¥220,000 ¥655,000 ¥675,000 ¥220,000

プレミアム・スイート ¥905,000 ¥925,000 ¥220,000 ¥660,000 ¥680,000 ¥237,000 ¥630,000 ¥650,000 ¥220,000 ¥557,000 ¥577,000 ¥220,000 ¥630,000 ¥650,000 ¥220,000

ヴィスタ・スイート ¥887,000 ¥907,000 ¥220,000 ¥648,000 ¥668,000 ¥237,000 ¥618,000 ¥638,000 ¥220,000 ¥545,000 ¥565,000 ¥220,000 ¥618,000 ¥638,000 ¥220,000

ファミリー・スイート ¥417,000 ¥437,000 ¥118,000 ¥320,000 ¥340,000 ¥135,000 ¥266,000 ¥286,000 ¥57,000 ¥235,000 ¥255,000 ¥57,000 ¥266,000 ¥286,000 ¥57,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥623,000 ¥643,000 ¥118,000 ¥488,000 ¥508,000 ¥135,000 ¥418,000 ¥438,000 ¥57,000 ¥368,000 ¥388,000 ¥57,000 ¥418,000 ¥438,000 ¥57,000

ジュニア・スイート（中央） ¥550,000 ¥570,000 ¥118,000 ¥426,000 ¥446,000 ¥135,000 ¥365,000 ¥385,000 ¥57,000 ¥323,000 ¥343,000 ¥57,000 ¥365,000 ¥385,000 ¥57,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥483,000 ¥503,000 ¥118,000 ¥378,000 ¥398,000 ¥135,000 ¥310,000 ¥330,000 ¥57,000 ¥275,000 ¥295,000 ¥57,000 ¥310,000 ¥330,000 ¥57,000

海側バルコニー（中央） ¥381,000 ¥401,000 ¥118,000 ¥276,000 ¥296,000 ¥135,000 ¥268,000 ¥288,000 ¥57,000 ¥233,000 ¥253,000 ¥57,000 ¥268,000 ¥288,000 ¥57,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥368,000 ¥388,000 ¥118,000 ¥265,000 ¥285,000 ¥135,000 ¥256,000 ¥276,000 ¥57,000 ¥222,000 ¥242,000 ¥57,000 ¥256,000 ¥276,000 ¥57,000

海側 ¥313,000 ¥323,000 ¥118,000 ¥228,000 ¥238,000 ¥135,000 ¥212,000 ¥222,000 ¥57,000 ¥185,000 ¥195,000 ¥57,000 ¥212,000 ¥222,000 ¥57,000

海側（視界が遮られます） ¥258,000 ¥268,000 ¥118,000 ¥191,000 ¥201,000 ¥135,000 ¥168,000 ¥178,000 ¥57,000 ¥148,000 ¥158,000 ¥57,000 ¥168,000 ¥178,000 ¥57,000

内側 ¥257,000 ¥218,000 ¥109,000 ¥190,000 ¥161,000 ¥81,000 ¥167,000 ¥133,000 ¥57,000 ¥147,000 ¥118,000 ¥57,000 ¥167,000 ¥133,000 ¥57,000
租税、国際観光旅客税、
手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

(M034) (M035) (M036) (M037)

日 数

内 容
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目

グランド・スイート ¥701,000 ¥721,000 ¥220,000 ¥1,362,000 ¥1,382,000 ¥328,000 ¥721,000 ¥741,000 ¥220,000 ¥796,000 ¥816,000 ¥220,000

オーナーズ・スイート ¥653,000 ¥673,000 ¥220,000 ¥1,270,000 ¥1,290,000 ¥328,000 ¥673,000 ¥693,000 ¥220,000 ¥748,000 ¥768,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥605,000 ¥625,000 ¥220,000 ¥1,177,000 ¥1,197,000 ¥328,000 ¥625,000 ¥645,000 ¥220,000 ¥700,000 ¥720,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥581,000 ¥601,000 ¥220,000 ¥1,131,000 ¥1,151,000 ¥328,000 ¥601,000 ¥621,000 ¥220,000 ¥675,000 ¥695,000 ¥220,000

プレミアム・スイート ¥557,000 ¥577,000 ¥220,000 ¥1,085,000 ¥1,105,000 ¥328,000 ¥577,000 ¥597,000 ¥220,000 ¥650,000 ¥670,000 ¥220,000

ヴィスタ・スイート ¥545,000 ¥565,000 ¥220,000 ¥1,062,000 ¥1,082,000 ¥328,000 ¥565,000 ¥585,000 ¥220,000 ¥638,000 ¥658,000 ¥220,000

ファミリー・スイート ¥235,000 ¥255,000 ¥118,000 ¥485,000 ¥505,000 ¥177,000 ¥258,000 ¥278,000 ¥118,000 ¥290,000 ¥310,000 ¥118,000

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

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

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

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

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

海側 ¥185,000 ¥195,000 ¥118,000 ¥368,000 ¥378,000 ¥177,000 ¥205,000 ¥215,000 ¥118,000 ¥232,000 ¥242,000 ¥118,000

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

内側 ¥147,000 ¥118,000 ¥59,000 ¥295,000 ¥236,000 ¥118,000 ¥167,000 ¥118,000 ¥59,000 ¥187,000 ¥150,000 ¥75,000
租税、国際観光旅客税、
手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

出発日・コース名

出発日・コース名

8泊9日 15泊16日 8泊9日 9泊10日

¥11,550 ¥19,950 ¥12,075 ¥12,075

9/23 10/1 10/16 10/24

北海道周遊とサハリン 東南アジア大航海 北海道周遊とサハリン 秋彩の東北周遊と四日市・韓国

¥14,700 ¥11,025 ¥14,175 ¥12,075 ¥13,650

11泊12日 8泊9日 9泊10日 8泊9日 9泊10日

9/9
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

熊野大花火と夏の龍馬の夢の跡巡り 日本美食の地巡りと韓国 北海道周遊とサハリン 日本美食の地巡りと韓国

灰色部分、3-4人目無料の対象です

8/4 8/15 8/23 9/1



2020年ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　　（2019年12月1日以降適用）
早期予約割引,3-4人目無料キャンペーン適用期間　2020年3月31日まで

(M038) (M039) (M040) (M041) (M042)

日 数

内 容
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目

グランド・スイート ¥796,000 ¥816,000 ¥220,000 ¥796,000 ¥816,000 ¥220,000 ¥796,000 ¥816,000 ¥220,000 ¥701,000 ¥721,000 ¥220,000 ¥776,000 ¥796,000 ¥220,000

オーナーズ・スイート ¥748,000 ¥768,000 ¥220,000 ¥748,000 ¥768,000 ¥220,000 ¥748,000 ¥768,000 ¥220,000 ¥653,000 ¥673,000 ¥220,000 ¥728,000 ¥748,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥700,000 ¥720,000 ¥220,000 ¥700,000 ¥720,000 ¥220,000 ¥700,000 ¥720,000 ¥220,000 ¥605,000 ¥625,000 ¥220,000 ¥680,000 ¥700,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥675,000 ¥695,000 ¥220,000 ¥675,000 ¥695,000 ¥220,000 ¥675,000 ¥695,000 ¥220,000 ¥581,000 ¥601,000 ¥220,000 ¥655,000 ¥675,000 ¥220,000

プレミアム・スイート ¥650,000 ¥670,000 ¥220,000 ¥650,000 ¥670,000 ¥220,000 ¥650,000 ¥670,000 ¥220,000 ¥557,000 ¥577,000 ¥220,000 ¥630,000 ¥650,000 ¥220,000

ヴィスタ・スイート ¥638,000 ¥658,000 ¥220,000 ¥638,000 ¥658,000 ¥220,000 ¥638,000 ¥658,000 ¥220,000 ¥545,000 ¥565,000 ¥220,000 ¥618,000 ¥638,000 ¥220,000

ファミリー・スイート ¥290,000 ¥310,000 ¥118,000 ¥290,000 ¥310,000 ¥118,000 ¥290,000 ¥310,000 ¥118,000 ¥235,000 ¥255,000 ¥118,000 ¥266,000 ¥286,000 ¥118,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥438,000 ¥458,000 ¥118,000 ¥438,000 ¥458,000 ¥118,000 ¥438,000 ¥458,000 ¥118,000 ¥368,000 ¥388,000 ¥118,000 ¥418,000 ¥438,000 ¥118,000

ジュニア・スイート（中央） ¥385,000 ¥405,000 ¥118,000 ¥385,000 ¥405,000 ¥118,000 ¥385,000 ¥405,000 ¥118,000 ¥323,000 ¥343,000 ¥118,000 ¥365,000 ¥385,000 ¥118,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥330,000 ¥350,000 ¥118,000 ¥330,000 ¥350,000 ¥118,000 ¥330,000 ¥350,000 ¥118,000 ¥275,000 ¥295,000 ¥118,000 ¥310,000 ¥330,000 ¥118,000

海側バルコニー（中央） ¥288,000 ¥308,000 ¥118,000 ¥288,000 ¥308,000 ¥118,000 ¥288,000 ¥308,000 ¥118,000 ¥233,000 ¥253,000 ¥118,000 ¥268,000 ¥288,000 ¥118,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥276,000 ¥296,000 ¥118,000 ¥276,000 ¥296,000 ¥118,000 ¥276,000 ¥296,000 ¥118,000 ¥222,000 ¥242,000 ¥118,000 ¥256,000 ¥276,000 ¥118,000

海側 ¥232,000 ¥242,000 ¥118,000 ¥232,000 ¥242,000 ¥118,000 ¥232,000 ¥242,000 ¥118,000 ¥185,000 ¥195,000 ¥118,000 ¥212,000 ¥222,000 ¥118,000

海側（視界が遮られます） ¥188,000 ¥198,000 ¥118,000 ¥188,000 ¥198,000 ¥118,000 ¥188,000 ¥198,000 ¥118,000 ¥148,000 ¥158,000 ¥118,000 ¥168,000 ¥178,000 ¥118,000

内側 ¥187,000 ¥150,000 ¥75,000 ¥187,000 ¥150,000 ¥75,000 ¥187,000 ¥128,000 ¥64,000 ¥147,000 ¥118,000 ¥59,000 ¥167,000 ¥128,000 ¥64,000

租税、手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

(M043C) (M103)

日 数

内 容
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目

グランド・スイート ¥1,621,000 ¥1,701,000 ¥143,000 ¥1,362,000 ¥1,382,000 ¥328,000

オーナーズ・スイート ¥1,441,000 ¥1,521,000 ¥143,000 ¥1,270,000 ¥1,290,000 ¥328,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥1,261,000 ¥1,341,000 ¥143,000 ¥1,177,000 ¥1,197,000 ¥328,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥1,168,000 ¥1,248,000 ¥143,000 ¥1,131,000 ¥1,151,000 ¥328,000

プレミアム・スイート ¥1,081,000 ¥1,161,000 ¥143,000 ¥1,085,000 ¥1,105,000 ¥328,000

ヴィスタ・スイート ¥1,033,000 ¥1,113,000 ¥143,000 ¥1,062,000 ¥1,082,000 ¥328,000

ファミリー・スイート ¥685,000 ¥765,000 ¥98,000 ¥485,000 ¥505,000 ¥177,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥873,000 ¥953,000 ¥98,000 ¥723,000 ¥743,000 ¥177,000

ジュニア・スイート（中央） ¥955,000 ¥1,035,000 ¥98,000 ¥650,000 ¥670,000 ¥177,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥785,000 ¥865,000 ¥98,000 ¥560,000 ¥580,000 ¥177,000

海側バルコニー（中央） ¥617,000 ¥697,000 ¥98,000 ¥458,000 ¥478,000 ¥177,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥577,000 ¥657,000 ¥98,000 ¥440,000 ¥460,000 ¥177,000

海側 ¥522,000 ¥562,000 ¥98,000 ¥368,000 ¥378,000 ¥177,000

海側（視界が遮られます） ¥437,000 ¥477,000 ¥98,000 ¥296,000 ¥306,000 ¥177,000

内側 ¥465,000 ¥465,000 ¥98,000 ¥295,000 ¥236,000 ¥118,000

租税、手数料および港湾費用
（別途申し受けます）

¥41,475 ¥17,850

出発日・コース名

出発日・コース名

　・本代金は、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。
　詳しくはご予約時旅行会社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。
　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、3-4人目代金欄をご覧ください。
　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。
　　記載の金額は、2019年10月9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。
　・子ども代金の設定はありません。
　・チップ：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。
　・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）の詳細はお問い合わせください。
　▪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。
　▪早期予約割引、3-4人目無料キャンペーン、リピーター割引等の条件は販売条件書をご参照ください。

12/16 1/13

年末年始 アジア大航海 東南アジア大航海

28泊29日 15泊16日

¥13,650 ¥15,225 ¥15,750 ¥12,075 ¥11,025

9泊10日 9泊10日 9泊10日 8泊9日 9泊10日

12/7

日本美食の地巡りと韓国 にっぽんの美湾巡りと韓国 春秋旅くらべ あき色 四国と韓国 沖縄・台湾リゾートクルーズ 冬の味覚の九州紀行と韓国

灰色部分、3-4人目無料の対象です

11/2 11/11 11/20 11/29



2021年ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　　（2019年10月9日現在）
早期予約割引適用期間　2020年3月31日まで

(M104) (M104B) (M105) (M105A) (M105B) (M106)

日 数

内 容
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目

グランド・スイート ¥661,000 ¥681,000 ¥220,000 ¥671,000 ¥691,000 ¥220,000 ¥671,000 ¥691,000 ¥220,000 ¥426,000 ¥436,000 ¥111,000 ¥671,000 ¥691,000 ¥220,000 ¥671,000 ¥691,000 ¥220,000

オーナーズ・スイート ¥615,000 ¥635,000 ¥220,000 ¥625,000 ¥645,000 ¥220,000 ¥625,000 ¥645,000 ¥220,000 ¥396,000 ¥406,000 ¥111,000 ¥625,000 ¥645,000 ¥220,000 ¥625,000 ¥645,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥568,000 ¥588,000 ¥220,000 ¥578,000 ¥598,000 ¥220,000 ¥578,000 ¥598,000 ¥220,000 ¥366,000 ¥376,000 ¥111,000 ¥578,000 ¥598,000 ¥220,000 ¥578,000 ¥598,000 ¥220,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥545,000 ¥565,000 ¥220,000 ¥555,000 ¥575,000 ¥220,000 ¥555,000 ¥575,000 ¥220,000 ¥351,000 ¥361,000 ¥111,000 ¥555,000 ¥575,000 ¥220,000 ¥555,000 ¥575,000 ¥220,000

プレミアム・スイート ¥522,000 ¥542,000 ¥220,000 ¥532,000 ¥552,000 ¥220,000 ¥532,000 ¥552,000 ¥220,000 ¥336,000 ¥346,000 ¥111,000 ¥532,000 ¥552,000 ¥220,000 ¥532,000 ¥552,000 ¥220,000

ヴィスタ・スイート ¥510,000 ¥530,000 ¥220,000 ¥520,000 ¥540,000 ¥220,000 ¥520,000 ¥540,000 ¥220,000 ¥328,000 ¥338,000 ¥111,000 ¥520,000 ¥540,000 ¥220,000 ¥520,000 ¥540,000 ¥220,000

ファミリー・スイート ¥181,000 ¥201,000 ¥57,000 ¥192,000 ¥212,000 ¥57,000 ¥192,000 ¥212,000 ¥57,000 ¥125,000 ¥135,000 ¥22,000 ¥192,000 ¥212,000 ¥57,000 ¥192,000 ¥212,000 ¥57,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥335,000 ¥355,000 ¥57,000 ¥343,000 ¥363,000 ¥57,000 ¥343,000 ¥363,000 ¥57,000 ¥217,000 ¥227,000 ¥22,000 ¥343,000 ¥363,000 ¥57,000 ¥343,000 ¥363,000 ¥57,000

ジュニア・スイート（中央） ¥261,000 ¥281,000 ¥57,000 ¥273,000 ¥293,000 ¥57,000 ¥273,000 ¥293,000 ¥57,000 ¥175,000 ¥185,000 ¥22,000 ¥273,000 ¥293,000 ¥57,000 ¥273,000 ¥293,000 ¥57,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥213,000 ¥233,000 ¥57,000 ¥225,000 ¥245,000 ¥57,000 ¥225,000 ¥245,000 ¥57,000 ¥145,000 ¥155,000 ¥22,000 ¥225,000 ¥245,000 ¥57,000 ¥225,000 ¥245,000 ¥57,000

海側バルコニー（中央） ¥181,000 ¥201,000 ¥57,000 ¥192,000 ¥212,000 ¥57,000 ¥192,000 ¥212,000 ¥57,000 ¥125,000 ¥135,000 ¥22,000 ¥192,000 ¥212,000 ¥57,000 ¥192,000 ¥212,000 ¥57,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥171,000 ¥191,000 ¥57,000 ¥181,000 ¥201,000 ¥57,000 ¥181,000 ¥201,000 ¥57,000 ¥116,000 ¥126,000 ¥22,000 ¥181,000 ¥201,000 ¥57,000 ¥181,000 ¥201,000 ¥57,000

海側 ¥145,000 ¥155,000 ¥57,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥57,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥57,000 ¥97,000 ¥102,000 ¥22,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥57,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥57,000

海側（視界が遮られます） ¥116,000 ¥126,000 ¥57,000 ¥122,000 ¥132,000 ¥57,000 ¥122,000 ¥132,000 ¥57,000 ¥78,000 ¥83,000 ¥22,000 ¥122,000 ¥132,000 ¥57,000 ¥122,000 ¥132,000 ¥57,000

内側 ¥115,000 ¥57,000 ¥121,000 ¥57,000 ¥121,000 ¥57,000 ¥77,000 ¥22,000 ¥121,000 ¥57,000 ¥121,000 ¥57,000

租税、国際観光旅客税、手数料
および港湾費用
（別途申し受けます）

(M106A) (M107） (M107A） (M107B） (M108) (M108A）

日 数

内 容
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目
早期予約
割引代金

標準クルーズ
代金 1-2人目

3-4人目

グランド・スイート ¥671,000 ¥691,000 ¥220,000 ¥671,000 ¥691,000 ¥220,000 ¥671,000 ¥691,000 ¥220,000 ¥291,000 ¥301,000 ¥111,000 ¥661,000 ¥681,000 ¥220,000 ¥493,000 ¥503,000 ¥192,000

オーナーズ・スイート ¥625,000 ¥645,000 ¥220,000 ¥625,000 ¥645,000 ¥220,000 ¥625,000 ¥645,000 ¥220,000 ¥261,000 ¥271,000 ¥111,000 ¥615,000 ¥635,000 ¥220,000 ¥463,000 ¥473,000 ¥192,000

ペントハウス・スイート（船尾） ¥578,000 ¥598,000 ¥220,000 ¥578,000 ¥598,000 ¥220,000 ¥578,000 ¥598,000 ¥220,000 ¥231,000 ¥241,000 ¥111,000 ¥568,000 ¥588,000 ¥220,000 ¥433,000 ¥443,000 ¥192,000

ペントハウス・スイート（中央） ¥555,000 ¥575,000 ¥220,000 ¥555,000 ¥575,000 ¥220,000 ¥555,000 ¥575,000 ¥220,000 ¥216,000 ¥226,000 ¥111,000 ¥545,000 ¥565,000 ¥220,000 ¥418,000 ¥428,000 ¥192,000

プレミアム・スイート ¥532,000 ¥552,000 ¥220,000 ¥532,000 ¥552,000 ¥220,000 ¥532,000 ¥552,000 ¥220,000 ¥201,000 ¥211,000 ¥111,000 ¥522,000 ¥542,000 ¥220,000 ¥403,000 ¥413,000 ¥192,000

ヴィスタ・スイート ¥520,000 ¥540,000 ¥220,000 ¥520,000 ¥540,000 ¥220,000 ¥520,000 ¥540,000 ¥220,000 ¥193,000 ¥203,000 ¥111,000 ¥510,000 ¥530,000 ¥220,000 ¥395,000 ¥405,000 ¥192,000

ファミリー・スイート ¥192,000 ¥212,000 ¥57,000 ¥192,000 ¥212,000 ¥57,000 ¥192,000 ¥212,000 ¥57,000 ¥70,000 ¥80,000 ¥22,000 ¥181,000 ¥201,000 ¥57,000 ¥150,000 ¥160,000 ¥35,000

プレミアム・ジュニア・スイート ¥343,000 ¥363,000 ¥57,000 ¥343,000 ¥363,000 ¥57,000 ¥343,000 ¥363,000 ¥57,000 ¥127,000 ¥137,000 ¥22,000 ¥335,000 ¥355,000 ¥57,000 ¥263,000 ¥273,000 ¥35,000

ジュニア・スイート（中央） ¥273,000 ¥293,000 ¥57,000 ¥273,000 ¥293,000 ¥57,000 ¥273,000 ¥293,000 ¥57,000 ¥100,000 ¥110,000 ¥22,000 ¥261,000 ¥281,000 ¥57,000 ¥210,000 ¥220,000 ¥35,000

ジュニア・スイート（前方/後方） ¥225,000 ¥245,000 ¥57,000 ¥225,000 ¥245,000 ¥57,000 ¥225,000 ¥245,000 ¥57,000 ¥82,000 ¥92,000 ¥22,000 ¥213,000 ¥233,000 ¥57,000 ¥173,000 ¥183,000 ¥35,000

海側バルコニー（中央） ¥192,000 ¥212,000 ¥57,000 ¥192,000 ¥212,000 ¥57,000 ¥192,000 ¥212,000 ¥57,000 ¥75,000 ¥85,000 ¥22,000 ¥182,000 ¥202,000 ¥57,000 ¥150,000 ¥160,000 ¥35,000

海側バルコニー（前方/後方） ¥181,000 ¥201,000 ¥57,000 ¥181,000 ¥201,000 ¥57,000 ¥181,000 ¥201,000 ¥57,000 ¥66,000 ¥76,000 ¥22,000 ¥171,000 ¥191,000 ¥57,000 ¥141,000 ¥151,000 ¥35,000

海側 ¥152,000 ¥162,000 ¥57,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥57,000 ¥152,000 ¥162,000 ¥57,000 ¥56,000 ¥61,000 ¥22,000 ¥145,000 ¥155,000 ¥57,000 ¥117,000 ¥122,000 ¥35,000

海側（視界が遮られます） ¥122,000 ¥132,000 ¥57,000 ¥122,000 ¥132,000 ¥57,000 ¥122,000 ¥132,000 ¥57,000 ¥45,000 ¥50,000 ¥22,000 ¥116,000 ¥126,000 ¥57,000 ¥93,000 ¥98,000 ¥35,000

内側 ¥121,000 ¥57,000 ¥121,000 ¥57,000 ¥121,000 ¥57,000 ¥43,000 ¥22,000 ¥115,000 ¥57,000 ¥92,000 ¥35,000

租税、国際観光旅客税、手数料
および港湾費用
（別途申し受けます）

出発日・コース名

出発日・コース名

6泊7日

¥9,975 ¥9,975 ¥9,975 ¥3,675 ¥9,975 ¥7,350

8泊9日 8泊9日 8泊9日 3泊4日 8泊9日

2021/3/3
 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

(横浜発着）
 陽気に沖縄・台湾クルーズ

(神戸発着）
 陽気にクルーズ
(基隆発、横浜着）

 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
(神戸発、横浜着）

2021/2/15 2021/2/21 2021/2/23 2021/2/26 2021/3/1

8泊9日

¥9,975 ¥9,975 ¥10,500 ¥6,825 ¥10,500 ¥9,975

8泊9日 8泊9日 8泊9日 5泊6日 8泊9日

2021/2/13
 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

(神戸発着）
 陽気に沖縄・台湾クルーズ

(横浜発着）
 陽気に沖縄クルーズ

(横浜発、基隆着）
 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

(横浜発着）

灰色部分、3-4人目無料の対象です

2021/1/28 2021/1/30 2021/2/5 2021/2/5 2021/2/7
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