
2023年　ダイヤモンド・プリンセス　日本発着クルーズ代金表　アップデート

基本料金プラン:プリンセススタンダード
出発日
コース名
コースコード

料金プラン 定価 メルマガ割 フラッシュ 定価 メルマガ割 フラッシュ 定価 メルマガ割 フラッシュ
プレミアム・ジュニア・スイート ¥274,000 ¥320,000 ¥320,000
ジュニア･スイート（中央） ¥240,000 ¥272,000 ¥272,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥204,000 ¥148,000 ¥140,600 ¥230,000 ¥230,000
海側バルコニー（中央） ¥162,000 ¥180,000 ¥180,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥154,000 ¥98,000 ¥93,100 ¥170,000 ¥170,000
海側 ¥124,000 ¥84,000 ¥79,800 ¥150,000 ¥110,000 ¥104,500 ¥150,000 ¥110,000 ¥104,500
海側（視界が遮られます） ¥99,000 ¥63,000 ¥598,500 ¥120,000 ¥96,000 ¥91,200 ¥120,000 ¥96,000 ¥91,200
内側 ¥77,000 ¥56,000 ¥53,200 ¥98,000 ¥81,000 ¥76,950 ¥98,000 ¥81,000 ¥76,950
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）

プリンセスプラス差額 ¥51,000 ¥59,500 ¥59,500

プリンセスプレミア差額 ¥75,000 ¥87,500 ¥87,500

出発日
コース名
コースコード

料金プラン 定価 メルマガ割 フラッシュ
プレミアム・ジュニア・スイート ¥320,000
ジュニア･スイート（中央） ¥272,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥230,000 ¥258,000 ¥245,100
海側バルコニー（中央） ¥180,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥170,000 ¥148,000 ¥140,600
海側 ¥150,000 ¥110,000 ¥104,500
海側（視界が遮られます） ¥120,000 ¥96,000 ¥91,200
内側 ¥98,000 ¥81,000 ¥76,950
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）
プリンセスプラス差額 ¥59,500 ¥42,500 ¥42,500

プリンセスプレミア差額 ¥87,500 ¥62,500 ¥62,500

出発日
コース名
コースコード

料金プラン 定価 メルマガ割 フラッシュ 定価 メルマガ割 フラッシュ 定価 メルマガ割 フラッシュ
プレミアム・ジュニア・スイート ¥366,000 ¥422,000 ¥274,000
ジュニア･スイート（中央） ¥314,000 ¥370,000 ¥240,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥266,000 ¥225,000 ¥213,750 ¥322,000 ¥225,000 ¥213,750 ¥204,000 ¥169,000 ¥160,550
海側バルコニー（中央） ¥217,000 ¥217,000 ¥162,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥206,000 ¥158,000 ¥150,100 ¥206,000 ¥158,000 ¥150,100 ¥154,000 ¥127,000 ¥120,650
海側 ¥166,000 ¥130,000 ¥123,500 ¥222,000 ¥130,000 ¥123,500 ¥124,000 ¥95,000 ¥90,250
海側（視界が遮られます） ¥136,000 ¥108,000 ¥102,600 ¥192,000 ¥108,000 ¥102,600 ¥99,000 ¥82,000 ¥77,900
内側 ¥120,000 ¥98,000 ¥93,100 ¥120,000 ¥98,000 ¥93,100 ¥87,000 ¥69,000 ¥65,500
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）

プリンセスプラス差額 ¥68,000 ¥68,000 ¥51,000

プリンセスプレミア差額 ¥100,000 ¥100,000 ¥75,000

出発日
コース名
コースコード

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
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）
プリンセスプラス差額

プリンセスプレミア差額
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5月20日5月13日

¥134,000 ¥104,000

¥232,000 ¥178,000
¥244,000 ¥190,000
¥302,000 ¥286,000
¥356,000 ¥334,000

5月7日
横浜発 神戸着 九州・韓国 7日間 沖縄・台湾リゾートクルーズ 8日間 A 沖縄・台湾リゾートクルーズ 8日間 A

九州・韓国ショートクルーズ 6日間 北前航路と韓国 10日間 天神祭で華やぐ大阪と九州・韓国 9日間

［M322］ ［M323］ ［M324］

¥85,000

¥14,850 ¥14,850 ¥12,150

7月5日

設定なし

設定なし

設定なし

設定なし

設定なし

¥85,000

¥76,500

¥152,000 ¥117,000
¥192,000 ¥149,000

¥112,500 ¥100,000

¥68,000

¥62,500

設定なし

7月10日 7月19日

¥143,000
¥118,000

¥171,000
¥163,000

¥233,000
¥203,000

¥412,000 ¥376,000
［M327］

¥10,800 ¥19,575 ¥14,175

¥42,500

¥263,000
［M325］ ［M326］

沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間 九州と韓国 7日間北海道・九州と韓国 9日間　A

設定なし 設定なし 設定なし

¥13,500 ¥10,800 ¥8,775

6月13日 6月21日 6月29日

設定なし 設定なし 設定なし

¥56,000
¥63,000
¥88,000

¥118,000
¥143,000

¥98,000
¥106,000¥171,000
¥148,000¥203,000

¥163,000

¥178,000¥233,000
¥198,000¥263,000

［M320］ ［M321］

沖縄・台湾リゾートクルーズ 8日間 A 四国・九州・韓国ショートクルーズ 6日間 神戸発 横浜着 九州・韓国ショートクルーズ 6日間
［M319］

¥12,150 ¥13,500 ¥13,500

5月27日 6月3日 6月8日

設定なし 設定なし 設定なし

設定なし 設定なし 設定なし

［M316］ ［M317］ ［M318］

目まぐるしく変わるダイヤモンド・プリンセスの料金をわかり易くまとめました。

同時に料金プランのプリンセス・スタンダード、プラス、プレミアの差額もシンプルに掲載しましたので、何が得でどうしたらよいか

わからない方はご活用ください。今後も変更・追加の可能性もありますので、こちらのページで随時アップデートしてまいります。

迷われたらお気軽にご相談ください。
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出発日
コース名
コースコード

プレミアム・ジュニア・スイート ¥542,000
ジュニア･スイート（中央） ¥466,000
ジュニア･スイート（前方/後方） ¥412,000
海側バルコニー（中央） ¥294,000
海側バルコニー（前方/後方） ¥282,000
海側 ¥232,000
海側（視界が遮られます） ¥192,000
内側 ¥177,500
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）

プリンセスプラス差額

プリンセスプレミア差額

出発日
コース名
コースコード

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

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）

プリンセスプラス差額

プリンセスプレミア差額

出発日
コース名
コースコード

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

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）

プリンセスプラス差額

プリンセスプレミア差額

出発日
コース名
コースコード

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

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）

プリンセスプラス差額

プリンセスプレミア差額

出発日
コース名
コースコード

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

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）
プリンセスプラス差額

プリンセスプレミア差額 ¥112,500 ¥112,500 ¥162,500

¥59,500 ¥76,500 ¥68,000

¥87,500 ¥112,500 ¥100,000

¥62,500 ¥112,500 ¥100,000

¥68,000 ¥68,000 ¥59,500

¥100,000 ¥100,000 ¥87,500

¥224,000
¥178,000
¥147,000
¥122,000
¥108,000

¥302,000
¥356,000
¥412,000 ¥412,000

¥356,000
¥302,000
¥224,000
¥178,000
¥147,000
¥122,000
¥108,000

¥110,500

¥320,000
¥272,000
¥230,000
¥170,000
¥138,000
¥114,000
¥94,000
¥84,000

¥412,000
¥356,000
¥302,000
¥224,000
¥178,000
¥147,000
¥122,000
¥108,000

¥366,000
¥314,000
¥266,000
¥217,000
¥206,000
¥166,000
¥136,000

¥238,000
¥208,000

¥120,000

¥320,000
¥272,000
¥230,000
¥170,000
¥138,000
¥114,000
¥94,000
¥84,000

¥314,000
¥366,000

¥158,000
¥130,000
¥108,000
¥98,000

¥158,000
¥130,000
¥108,000
¥98,000

¥217,000

¥314,000
¥366,000

¥378,000

¥23,625

\160,000*

\235,000*

\201,000*

\296,000*

\266,000*

¥19,575 ¥19,575

11月18日
たっぷり日本周遊 14日間

［M342］

\363,000*

\322,000*

\430,000*

［M340］

¥15,525

10月31日 11月9日
北前航路と九州・韓国 10日間 C 西日本周遊と韓国 10日間

¥14,175

10月7日
九州と韓国 8日間 B

［M337］

10月23日
沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間

［M339］

¥76,500 ¥68,000

¥10,125

¥42,500

［M336］

¥108,000
¥122,000
¥147,000
¥178,000
¥224,000
¥302,000

¥98,000
¥108,000
¥130,000
¥158,000
¥217,000
¥266,000

¥356,000
¥412,000

¥68,000

9月20日 9月29日

¥117,000 ¥278,000
¥149,000 ¥328,000

¥10,800 ¥14,850 ¥12,150

9月15日

［M332］ ［M333］

¥366,000
¥314,000
¥266,000
¥217,000

¥76,500

¥414,000 ¥588,000

¥125,000

¥476,000 ¥668,000

¥85,000

¥190,000 ¥390,000
¥366,000 ¥528,000

¥104,000 ¥218,000

¥100,000 ¥112,500

ねぶた祭に沸く青森と韓国 9日間  日本の夏!竿灯・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 熊野大花火と四国・九州と韓国 10日間

［M334］

¥76,500 ¥76,500

¥13,500

¥178,000
¥146,000
¥138,000
¥118,000
¥93,000
¥82,500

［M335］

10月14日
北前航路と九州・韓国 10日間 B

［M338］

¥14,850

［M341］

¥18,900

シルバーウィーク 九州と韓国ショートクルーズ 6日間 北海道と九州・韓国 10日間 沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間

¥178,000

北海道・九州と韓国 9日間　B 沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間 九州と韓国 8日間 A
［M331］

¥14,175 ¥16,875 ¥14,850

8月23日 8月31日 9月8日

¥266,000

［M329］ ［M330］［M328］

7月27日 8月4日 8月14日
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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。
●3人目料金、4人目料金はその都度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。

●子ども代金の設定はありません。

●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。

※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。

●チップ「クルー・アプリシエーション」:1名1泊あたりスイート客室は18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17米ドル、その他の客室は16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・プラスおよびプリンセス・プレミアでお申し込みの場合はチップ代金が含まれます。

取消料規定

ご乗船日の前日より起算して90日前まで 無料

ご乗船日の前日より起算して89日前～57日前予約金相当
ご乗船日の前日より起算して56日前～29日前クルーズ料金の50％
ご乗船日の前日より起算して28日前～15日前クルーズ料金の75％
ご乗船日の前日より起算して14日前～出港当日クルーズ料金の100％

※ただし［フラッシュ］欄の料金は、予約、お支払い後は払い戻しがありません。ご注意ください。

プリンセスプラスは、1日あたり有料の飲み物（アルコール類やソフトドリンク）を最低3杯以上、毎日WIFIを繋いで外部とメールをしたりインターネット

検索をされる場合はお得になる計算です。

プリンセスプレミアは、プラスよりも更に高級なお酒を楽しまれたい方にお勧めです。

船内の過ごし方に応じてプランをお選びください。


