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4 船内でのお食事

ダイン・マイウェイでは、クルーズ中のお食事をご希望に合わせてカスタマイズすることが可能です。クルー
ズ代金に含まれるメイン・ダイニングでのお食事だけでなく、スペシャリティ・レストラン（有料）もお食事の
時間を毎日個別で設定することができます。毎晩同じ時間にご予約をとるか、もしくは1日ごとに時間を変
えて予約するかは、ご希望に合わせてお選びいただけます（予約時間は各レストランの定員と空き状況に
基づいて設定されます）。また、ご乗船後には、オーシャン・ナウを利用して船内のどこからでも
お食事や飲み物をご注文できます。ご自身でお食事の設定を自由に選択することで待ち時間
を減らし、時間をより有効に使うことができます。
ダイン・マイウェイの詳細は右記二次元コードからご確認ください。

ダイン・マイウェイ、オーシャン・ナウ

お食事ができるダイニングルーム・レストランの場所と上記各所のオープン時間は専用アプリ「メダリオン・
クラス」でご確認ください。

レストラン／ルームサービス／バー&ラウンジ

※メニュー表に料金の記載のない料理・飲物は追加代金なしでお召し上がりいただけます。
　料金が記載されているものは有料となります。
【クルーズ代金に含まれるお食事】

夕食にはフルコースディナーをお楽しみいただけます。日替りのメニューの中からお好みの料理をお選びいた
だけます。一部ダイニングでは、朝食や昼食、アフタヌーン・ティーもご提供もしています。一部日本食のご用意
もしています。
◆ドレスコード有（夕食時のみ）　◆各メイン・ダイニングでは共通のメニューをご提供

 メイン・ダイニング 2・3・4ページ参照

 ブッフェレストラン 「ホライゾンコート」
種類豊富なメニューを取り揃え、早朝から深夜までオープンしています。インターナショナルな料理だけでなく、
ご飯やお味噌汁、麺類などの日本食もご用意しています。
◆自由席　◆ドレスコードなし

4ページ参照

 カジュアル・フード
焼きたてのピザやハンバーガー、ホットドッグ、ソフトクリームなど軽食をご用意しています。
◆自由席　◆ドレスコードなし

4ページ参照

 ルームサービス
プライベートな空間でお好みのお食事をどうぞ。朝食やコーヒーブレイク、夜食にも便利です。下船日を除き、
24時間いつでもご利用いただけます。
★基本メニューのほか、有料のメニューもあります。（チップは別途必要となります。）

5ページ参照

有料  スペシャリティ・レストラン
イタリア料理、本格的なステーキ、寿司など、プリンセス・クルーズこだわりの美食をお楽しみください。
◆ドレスコード有（夕食時のみ）

6ページ参照

バンドの生演奏やスポーツ観戦が楽しめるバーなど、様々なタイプのバー&ラウンジをご用意。ダンスもできる
ラウンジでは様々なイベントを開催しています。

有料  バー＆ラウンジ 7ページ参照
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■夕食 
本格フルコースディナーをお楽しみいただけるほか、日本食のメニューも
一部ご用意しています。
◦夕食開始時間※1／17：00～20:40の間の20分間隔

乗船前：ダイン・マイウェイよりご希望のお食事時間を選択できます
乗船後：ダイン・マイウェイ/客室テレビ/船内ディスプレイにてご希望の
　　　  お食事時間を選択できます。
・遅くとも上記開始時間の15分後までにご着席ください。　
・夕食開始時間は、予告なく変更となる場合があります。
　必ずダイン・マイウェイでご予約されたお食事時間をご確認ください。
※1 クラブ・クラスご利用のお客様は、指定の時間内（17：15～20：40）のお好きな
　　時間にご利用になれるエニイタイム・ダイニングとなります。
　　ダイニングの場所は、サンタフェ・ダイニングとなります。

サボイ・ダイニング 5階中央

ヴィヴァルディ・ダイニング 5階中央

パシフィックムーン・ダイニング 6階中央

サンタフェ・ダイニング 6階中央

インターナショナル・ダイニング 6階後方

   よくあるご質問?
Q-1 夕食は毎日メイン・ダイニングで

食べなければなりませんか？

A-1 ご自身で自由にお選びいただけます。その
日の観光スケジュールや体調に合わせてス
ペシャリティ・レストランやカジュアル・フー
ド、ルームサービスにてお召し上がりいた
だくことも可能です。メイン・ダイニングに
お越しにならない旨を連絡する必要はあり
ません。

Q-3 飲み物はお食事についていますか？

A-3 メイン・ダイニングでお食事の際は、水（タッ
プウォーター）・食後のレギュラーコーヒー
または紅茶は無料です。それ以外のお飲物

（ミネラルウォーターやエスプレッソ、カプ
チーノ等）は有料となります。メニュー表に
て料金をご確認ください。

Q-4 ボトルワインは1回の食事では
多すぎるかも…

A-4 飲みきれなかった場合は、ボトルキープをす
ることができます。また、客室へ持ち帰るこ
とも可能です。担当ウェイター／ウェイトレ
スへお申し付けください。

Q-2 メイン・ダイニングでは、フルコースで
注文しなければなりませんか?

A-2 お好きなものを選んでご注文いただけます。
前菜やメインを複数皿注文したり、おかわり
することも可能です。フルコースでは、量が
多い場合はメニューの中から数品のみのご
注文もできます。一皿の量を減らしたい場合
は「Small Portion（スモールポーション）」
とご注文いただければ半分の量にすること
も可能です。担当ウェイター／ウェイトレス
へお好みをお申し付けください。

Q-5 朝食や昼食の場所、席は
決まっているのですか？

A-5 ホライゾンコートでは、ブッフェスタイル
で、一部メイン・ダイニングではテーブル・
サービスの朝食をご提供しています。また、
昼食もホライゾンコートにてブッフェスタ
イル、一部のメイン・ダイニング（終日航海
日のみ）にてご提供しています。いずれも自
由席です。
※メイン・ダイニングでの朝食・昼食のオープン

日・時間は、必ず専用アプリ「メダリオン・クラ
ス」でご確認ください。

お食事一例（イメージ）お食事一例（イメージ）

お食事一例（イメージ）お食事一例（イメージ）

 メイン・ダイニング
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◆メイン・ダイニング その他のご案内
◦メニュー表に料金が記載のないお料理やお飲物は無料でお召し上がりいただけます。料金が記載されてい

るもののみ有料となります。
◦夕食開始時刻や座席の変更を希望される場合は、専用アプリ「メダリオン・クラス」内の「ダイン・マイウェイ」

にて、予約変更をお願いいたします。
◦クラブ・クラス客室のお客様は、毎日の朝食・夕食時および終日航海日の昼食時にサンタフェ・ダイニングルー

ム内に専用エリアをご用意いたします。なお、クラブ・クラス以外のお客様とお食事のテーブルを一緒にする
ことはできません。

◦夕食時、ダイニングルームへは当日の「ドレスコード」に準じた服装でお越しください。当日の「ドレスコード」
は専用アプリ「メダリオン・クラス」でご確認いただき、ダイニングルームの雰囲気を損ねないよう皆様のご協
力をお願いいたします。

◦お子様向けメニュー
　メイン・ダイニングでは、お子様向けのメニューをご用意しています。お子様でも大人の方と同じメニュー
をお召し上がりいただけますので、お好みに応じてご注文ください。お子様用のハイチェアやクッションもご
用意しています。ご乗船後にサービス担当スタッフへお申し付けください（数量限定／事前予約不可）。

◦オープンシーティング
　出港時間が遅い日等のダイニングルームでの夕食は、営業時間内にいつでもお越しいただけるオープン
シーティングになる場合があります。オープンシーティングの日は船内でお知らせします。
　なお、オープンシーティングの日のみ自由席となります。誕生日や結婚記念日、ハネムーン等特別なお祝い
の日がオープンシーティングと重なった場合は、着席後サービス担当スタッフへお申し出ください。

◦特別なお祝い
クルーズ期間中に誕生日、結婚記念日、ハネムーン等特別なお祝いがある方は、ご希望により、ささやかです
が夕食時のメイン・ダイニングにて、ミニケーキをご用意させていただきます(無料サービス)。
ご乗船の3週間前までにお申し込みの旅行会社を通じてお知らせいただくか、専用アプリ「メダリオン・クラ
ス」より情報をご登録ください。
より確実なお手配のため、船内にてダイニングスタッフに、事前にご確認をお願いいたします(有料レスト
ランでご希望の場合は、必ずダイニングスタッフにお申し出ください)。

◦食事制限のあるお客様
　減塩や低脂肪、アレルギー対応食等の特別食をご希望の場合は、ご予約時またはご乗船の3週間前までに
お申し込みの旅行会社へご連絡いただくか、専用アプリ「メダリオン・クラス」より情報をご登録ください。な
お、食材や仕入れ時の状態により完全な減塩・低脂肪・アレルギー対応食等を保証することはできませんので
予めご了承ください。
　なお、必ずご乗船後にサービス担当スタッフとご希望の内容をご確認いただき、お召し上がりについては
お客様ご自身で判断をお願いいたします。

■朝食 
テーブル・サービスの朝食（和食・洋食）をご用意しています。
下船日等、ご提供していない日もありますので、オープン日・時間は必ず専用
アプリ「メダリオン・クラス」でご確認ください。

お食事一例（イメージ）お食事一例（イメージ）
■ドリンクパッケージ 
　船内で有料のお飲物（アルコール類、炭酸飲料、スペシャリティコーヒー等）をご注文される場合に使える、お
得なドリンクパッケージがあります。種類により料金が異なります。クルーズの全日数分まとめてで購入のみとな
ります。詳細は船内でご確認ください。
※プリンセス・プラス、プリンセス・プレミア料金でご乗船のお客様は乗船中のドリンク・パッケージが含まれてい
ます。
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ブッフェスタイルのカジュアルな雰囲気のレストランです。早朝から深夜までオープンしており、朝食・昼食・夕
食の他、ティータイムや夜食にも利用でき便利です。メニューは時間によって入れ替わり、各国料理だけでな
く、和食や麺類なども提供しています。

◦入場前に手を洗浄・消毒しエリア内のお好きな料理をお取りください。
◦ドリンクバーにあるお飲物（コーヒー・紅茶・お茶・タップウォーター等）は無料です。ドリンクバーのみ24時間

ご利用いただけます。
◦お料理・お飲物はお部屋へのお持ち帰りも可能です。

ホライゾンコート 14階後方

 ブッフェレストラン 「ホライゾンコート」

◦スタッフにご希望のメニューをご注文ください。バーカウンターのお飲物は水（タップウォーター）を除
き有料となります。サービス担当スタッフにお申し付けください。

◦一部有料メニューもあります。

受賞歴*もある焼きたてピザをはじめ、目の前でグ
リルするハンバーガーやホットドック、ソフトクリー
ムなど人気の軽食も質の高いものをご用意してい
ます。
*「Best Pizza at Sea」受賞「USA TODAY」誌2015

（イメージ）（イメージ）

プレーゴ（ピザ） 14階前方

トライデント・グリル
（ハンバーガー・ホットドッグ） 14階前方

スワールズ／アイスクリーム・バー
（ソフトクリーム） 14階中央

お食事一例（イメージ）お食事一例（イメージ） （イメージ）（イメージ）お食事一例（イメージ）お食事一例（イメージ）

 カジュアル・フード

◦イタリアンレストラン「サバティーニ・イタリアン・トラットリア」、
またはメイン・ダイニングにて、有料のロイヤル・アフタヌーン・
ティーをご提供する日もあります。ご提供日・時間・料金は、専用
アプリ「メダリオン・クラス」でご確認ください。

香り高い紅茶と共に、船内で焼き上げたクッキーやスコーン、
フィンガーサンドイッチなど、お好みでお召し上がりいただけま
す。ご提供ダイニングルームやオープン時間は、専用アプリ「メダ
リオン・クラス」でご確認ください。
※コーヒーのご用意もございます。

（イメージ）（イメージ）

 アフタヌーン・ティー
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客室でゆっくりとしたい時や深夜に空腹感があるときなどに気軽にご利用いただけます。下船日を除き、24時
間ご利用可能です（一部除外メニュー有）。

◦ご注文の場合は、客室テレビまたは専用アプリ「メダリオン・クラス」内にある「オーシャン・ナウ」、もしくは電
話機の“Room Service”または“Food & Beverage”ボタンを押してください。ご注文後、お届けまでに20～
30分程度の時間がかかります。

◦朝食にコンチネンタルブレックファスト（洋朝食）やフルーツを客室にてお召し上がりいただく場合は、「オー
シャン・ナウ」からご注文いただくか、客室内備え付けのオーダー用紙をご利用ください。

◦アルコール類、カナッペなど一部有料のメニューもあります。ピザ(11:00～22:00)は、お届け1回につき3
米ドルのサービス料が、船内会計に加算されます。

◦ルームサービスのスタッフには、船内会計に加算されるチップは分配されません。お客様のご判断で
チップをお渡しください*（目安：1回につき1～2米ドル）。チップ用の現金をお持ちでない場合は、オー
ダー用紙裏面または、サイン時の用紙にある「チップ」「Gratitude」欄にチップ額をご記入ください。後
日船内会計に加算されます。
*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お客様は、ルームサービスのスタッフへのチップはパッケージに
含まれます。

◦客室にあるミニバー、ミネラルウォーター（ペットボトル）は有料です。スイート客室のお客様は、1回に
限り無料です（2回目以降追加のご利用は有料となります）。

ルームサービス

海風に吹かれながら至福の
ひとときを―。
客 室のバルコニーで 、特 別
メニューの朝食や夕食をス
パークリングワインと共にお
楽しみください（有料）。

（イメージ）（イメージ）

ルームサービス 究極のバルコニー・ダイニング

（イメージ）（イメージ）

●メニューの一例
・スパークリングワイン（ハーフボトル）
・食前のカクテルとカナッペ

ディナーコース
・前菜　・サラダ
・メイン料理（ロブスターまたはステーキ）
・デザート　・食後のコーヒーまたは紅茶

◆デラックス・ブレックファスト　　   
乗下船日を除きご利用いただけます。ご注文は乗船後、
ご希望日前日の指定時刻までに「オーシャン・ナウ」から
ご注文ください。バルコニーのない客室でも、客室内や
ダイニングルームでお楽しみいただけます。

●メニューの一例
・スパークリングワイン（ハーフボトル）
・自家製パン　・ペストリー
・スモークサーモン　・新鮮なフルーツ
・キッシュ　・食後のコーヒーまたは紅茶
※日本食メニューも提供しています。

お2人様	45米ドル

◆バルコニー・ディナー 
ご注文は乗船後、ご希望日時の24時間前までに船内の
内線電話でご注文ください。フラワーアレンジメントと
プロカメラマンによるバルコニーでの記念写真（一組で
1枚）のサービスもあります。

お2人様	100米ドル

有料

◆バルコニー・ディナー お2人様	100米ドル
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前菜、シーフード料理や肉料理、特製の生パスタ、ドルチェなど、本場イタリアの味を存分にご堪能ください。
豊富なワインのセレクションも自慢です。
★ロイヤル・アフタヌーン・ティー(有料)をご提供する日もあります。(ご提供日・時間・料金は、専用アプリ「メダリオン・クラス」でご確認

ください。要予約)

◦予約制 
◦有料：カバーチャージがかかります。料金は船内でご確認ください。
◦ご着席後にサービス担当スタッフがメニュー表をお持ちします。お好きなものを選んでご注文ください。

 イタリアンレストラン
 「サバティーニ・イタリアン・トラットリア」 ディナーのみ★ 7階後方

◆スペシャリティ・レストラン共通のご案内
◦混み合う日もありますので、専用アプリ「メダリオン・クラス」内「ダイン・マイウェイ」よりお早目のご

予約をお勧めします。
◦夕食時の「ドレスコード」は原則「スマート・カジュアル」ですが、ドレスコードが「フォーマル」の場合

はそれに準じます。ドレスコードは専用アプリ「メダリオン・クラス」でご確認ください。スペシャリ
ティ・レストランの雰囲気を損ねないよう皆様のご協力をお願いいたします。

◦メニューおよび料金は予告なく変更される場合があります。
◦一部のスペシャリティ・レストランではメイン料理のメニューやご注文の品数により追加料金がかか

る場合あります。ご注文時にご確認ください。
◦お食事の際のお飲物は、水（タップウォーター）・食後のレギュラーコーヒーまたは紅茶はカバー

チャージに含まれていますが、それ以外のお飲物（ミネラルウォーター含む）は有料となります。メ
ニュー表にて料金をご確認ください。

 スペシャリティ・レストラン 有料

アメリカン・スタイルのステーキハウス。ブランド牛「スターリングシル
バー・プレミアムミート」からお好きな部位をお選びいただき、シェフ
がお好みの焼き加減でご提供します。ロブスターなどのシーフードメ
ニューもご用意しています。

◦予約制 
◦有料：カバーチャージがかかります。料金は船内でご確認ください。
◦ご着席後にサービス担当スタッフがメニュー表をお持ちします。お好きなも

のを選んでご注文ください。

お食事一例（イメージ）お食事一例（イメージ）

お食事一例（イメージ）お食事一例（イメージ）

 　　　　　   「スターリング・ステーキハウス」 ディナーのみ 14階後方ステーキ＆
シーフードグリル



※記載情報は2023年2月20日現在のものです。内容は予告なく変更になる場合がございます。4 -7

本格的な寿司や、日本酒、焼酎などの各地の銘酒も取り揃えていま
す。お好みで注文できるアラカルトの他、セットメニューもご用意し
ています。

◦予約優先
◦有料：ご注文のお料理によって料金が異なります。
◦メニュー表からお好みのものをご注文ください。 お食事一例（イメージ）お食事一例（イメージ）

 寿司レストラン  「海（Kai）寿司」 ランチ・ディナー 7階後方

シガーラウンジ、バンドの生演奏やスポーツ観戦を楽しめるバーなど、船内には14ヵ所のバーがあります。様々
なパーティーやイベントも行われます。
※船内のバー&ラウンジは一部を除き全席禁煙となります。喫煙はシガー・ラウンジほか指定された場所でお願いいたします。

◦ロビー・バー	 	 5階中央 	 終日禁煙

アトリウムに面した落ち着きのあるスペースです。
淹れたてのコーヒー等(有料)のテイクアウトの
ご注文も承ります。

◦チャーチル・シガーラウンジ	 6階前方

船内で唯一、終日屋内での喫煙が可能なシガー
バーです。スポーツ中継が放映されています。

◦カジノ・バー	 	 6階前方 	 終日禁煙

カジノ営業中にオープンし、お酒を飲みながらカジ
ノをお楽しみいただけます。

◦ホイールハウス・バー	 7階前方 	 終日禁煙

落ち着いた雰囲気の大人のバーです。バンドの生演
奏やダンスもお楽しみいただけます。

◦クルーナーズ・バー	 7階中央 	 終日禁煙

アトリウムの一角にあるバーです。夕刻以降には
ピアノの弾き語りをお楽しみいただけます。

◦エクスプローラーズ・ラウンジ	 7階後方 	 終日禁煙

中央部にステージ・ダンスエリアがあり、昼間は各
種カルチャー教室やゲーム大会などが開催されて
います。夜には雰囲気は一転し、バンドの生演奏や
カラオケ大会、ダンス等が行われます。

◦クラブ・フュージョン		 7階後方 	 終日禁煙

船内最大級のラウンジです。昼間はビンゴ大会や
ゲーム大会が行われます。

◦スカイウォーカーズ・ナイトクラブ　	　　 18階後方

船内で一番賑やかな場所です。お客様がお楽しみ
の間は営業しており、営業中は最新のダンスミュー
ジックで盛り上がります。一部喫煙可能エリアがあ
ります。

※入場の際、写真付き身分証明書の提示を求められる場合があります。また、20歳未満のお客様の23時以降
の入場はお断りします。

※その他プールサイドやオープンデッキに小さなバーが複数あります。上記のバーも営業時間外はほとんどが
オープンエリアとなりますので、お気に入りの場所を見つけてください。

 バー＆ラウンジ 有料


