
知っておきたいクルージングの楽しみ方

FIRST TIME

CRUISE
G U I D E

プリンセス・クルーズ
は じ め て の ク ル ー ズ



プリンセス・クルーズは「プレミアムクラス」

「プレミアムな旅」がリーズナブルに楽しめます

プリンセスの船上生活は快適です

クルーズ客船には
3つのクラスがあります
プレミアムクラスの船内は、
気軽でありながら落ち着きのある雰囲気。
ゆったりとした心地よさで、船旅を満喫できます。

旅行に必要となる費用はほとんど
クルーズ代金に含まれていますので、
手頃な価格で上質な時間をお過ごしいただけます。

初めてのクルーズが一生の宝物に

クルーズの魅力
「一度は乗りたい豪華客船」の旅を、夢から現実へ。

さあ、あなたもプリンセスでクルーズに出発しませんか
77％のお客様がまたプリンセス・クルーズに

乗船したいと回答しています（自社調べ）

船旅ならではの風景
360度広がる水平線、澄みきった青空か
ら黄金の黄昏、一つひとつのシーンが
思い出に刻まれます。

世界最高峰の美食
プリンセス・クルーズ全隻が美食協会「ラ・
シェーヌ・デ・ロティスール」に登録。数 の々
賞に輝いた美食をご堪能いただけます。

自由で快適な時間
船内ではアクティビティも、部屋でくつろ
ぐのも思いのまま。寄港地では多彩な
観光地をめぐることができます。

Q：船内での服装は？
A：��日　　中��カジュアルな普段着でリラックスしてお過ごしください。
�夕方以降���2つのドレスコードでお洒落をして�

船内の夜をお楽しみください。

Q：船内で体調を崩してしまったら？
A：�緊急時には24時間対応可能なメディカル・センター�
（医務室）がございます（診療は有料です）。

Q：船は揺れませんか？
A：�大型客船は波の影響を受けづらく、
スタビライザー（横揺れ防止装置）も
搭載しているため、航海中に感じる
揺れは大幅に解消されています。

フォーマルスマート
カジュアル

プリンセスで叶える至福の旅

※飲み物や特別なレストランでの飲食、船内でのお買い物、エステ、マッサージ、ランドリー、船内チップなど個人的費用は別途お支払いが必要です。

移動費

宿泊費 エンター
テイメント

食費

施設 アクティ
ビティ

スタビライザー

6万トン以下の小型船が多く、
最高級の食事とおもてなしが特徴です。

ラグジュアリークラス

プレミアムクラス
カジュアルクラス

10万トン以上の大型船が主流。
子供を持つファミリー層が多く、船内も気軽な雰囲気

プリンセス・
クルーズは
このクラス！

※夕方以降の2つのドレスコードは、船内でご確認いただけます。
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※写真は全てイメージです。

洋上に別邸をもった気分になる。
それがクルーズです。
乗船して一度荷ほどきをするだけで、
快適な旅が始まります。
美食を堪能し、夜は船内で魅惑のナイトライフを。
一流のショーやイベントなど瞬く間に時間は流れ
目覚めたら、そこはもう新しい寄港地。
移動中に豪華な船上生活が満喫できます。



「沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間」
では下記の日程で
お楽しみいただけます。

クルーズ
モデルコース

［ 一例 ］

1日目 横浜
17：00 出港

2・3日目

終日 クルージング

4日目 那覇（沖縄）
07：00 入港
18：00 出港

5日目 石垣島（沖縄）
08：00 入港
18：00 出港

6日目 基隆（台北）
07：00 入港
17：00 出港

7・8日目

終日 クルージング

9日目 横浜
午前 下船

例えばリゾート気分を満喫しながら、こんな過ごし方はいかがでしょうか。

プリンセス・クルーズの素敵な一日

目覚めると窓からは朝日で輝く青い海。
まずは体を起こすために、ジャグジーでゆったりと。
部屋に戻ったら、ゆっくり朝食を。

ランチの後は、プールで泳いだり、デッキで読書をしたり……。
広 と々した洋上を満喫して、スパでリフレッシュ。
新しい趣味と出合えるカルチャー教室にも参加したい。

クルーズライフは夜も充実。フルコースのディナーの後は、
華麗なショーや映画の鑑賞はもちろん、星空を眺めるプログラムも。
体験したいことがありすぎて、今夜もあっという間に過ぎていく……。

朝日できらめく
海を眺めて

思いっきり遊んだ後は
リラックスタイムを

夜の船内では
大人の優雅なひとときを朝 昼 夜

水平線から昇る太陽や爽やかな潮風は、朝のごちそう メイン・ダイニングやブッフェ、カジュアルフードなど、ランチもお好みで 様 な々ダイニングで世界的シェフのオリジナルメニューに舌鼓

今日の朝食はルームサービスで
ゆったり過ごして

プールでは思いっきり遊び、
疲れたらデッキで休憩

落ち着きのある客室は、
家のような心地よさ

寄港地では、オプションのショアエクス
カーション（寄港地観光ツアー）に参加

デッキでのヨガプログラムに参加

オーシャンビューの
展望風呂（有料）で癒されて 夕食までの間は、スパ（有料）で極上のリラックスタイム

外国船ならではの本格的カジノ ウエルカム・パーティーでは、プリンセスならではの
華やかなグラスタワーが夜を飾ります

本 格 的な劇 場 である 
“プリンセス・シアター”
では、ラスベガススタイ
ルのダンスやショーを
満喫

※各施設は船により異なります。※一部のダイニングではカバーチャージ（席料）が必要となります。 ※写真は全てイメージです。



プリンセス・クルーズの多彩なコース もっと知りたいプリンセス・クルーズ！
クルーズが初めての方にもおすすめ

日本発着クルーズ
クルーズが初めてなら、まずは日本発着コースを
選びましょう。気軽に出かけられる、短期間の
ショートクルーズもあります。

和食のメニューや寿司レストランのほか、洋上最大級
の展望浴場「泉の湯」もございます。また、日本語対
応スタッフが乗船しているので安心です。さまざまな
表示、船内放送、船内新聞、メイン・ダイニングのメ
ニューなども日本語でご用意しています。

150以上のコースがある海外発着のなかでも、50
年以上の歴史があり、高い人気を誇っているのが、 
アラスカクルーズです。
氷河が崩れ落ちる壮大な風景で有名な世界遺産 
グレーシャー・ベイのクルーズはもちろん、現地の文化
に触れる体験型アクティビティもあります。

海外旅行に慣れている方におすすめ

海外発着クルーズ
飛行機などで現地へ行き、海外の港から出港す
るクルーズ。一度訪れたところであっても、船旅で
はまた違う魅力に出合えるはずです。

海外発着パンフレット

船内は日本仕様にカスタマイズ

豊富なコースのなかで人気は？

Q
A
クルーズ船ってどれくらいの大きさ？
ダイヤモンド・プリンセスは、
圧倒される大きさ！
客船は、動くホテルとも言われるように、ダイヤモ
ンド・プリンセスは全長290m。東京駅と比べる
と、その大きさがわかります。 290m

335m

ダイヤモンド・
プリンセス

東京駅

◆乗客定員：2,706人（1室2名利用時）
◆船籍：英国　◆就航：2004年（2014年3月改装）
◆総トン数：115,875トン　◆全長：290m
◆全幅：37.5m　◆航海速力：22ノット（41km/h）

SHIP DATA

※海外発着クルーズでも一部日本語対応しております。

Q
A
航海中って退屈しない？
いいえ。むしろ感動の連続です！
船上では一日中、どこかでイベントが開催されています。プール
やスパ、スポーツ施設、大型シアター、ショー、バー、カジノなども
あり、飽きるどころか忙しいという人もいるほどです。そのうえ、
窮屈さもなく、移動中にたっぷり遊べるのが、クルーズの良いと
ころです。

Princess@Sea（無料ウェブサービス）
寄港地や観光、船内アクティビティの情報
など船内でお客さまの旅をサポートします。

Q
A
クルーズって大変じゃない？
いいえ、荷造りだって下船の時だけ！
周遊する旅では、移動と荷造りを面倒で負担に思う人も多いは
ず。クルーズなら、乗船して荷ほどきすれば、荷造りは下船の時
だけ。移動の負担もなく、上質な客室で快適に過ごせます。寄港
地に着いたら、船内に荷物を残して身軽に観光ができます。

客室標準装備
●ベッド ●シャワー ● 洗面台 ●トイレ ●クローゼット ●エアコン
● 電話 ●ミニ冷蔵庫 ●セーフティーボックス ●テレビ ●ヘアドライヤー 
●タオル ●リンスインシャンプー ●ボディローション ● 石鹸
※バスローブ、シャワーキャップは、ルーム・スチュワードにお申し付け
ください。※日本発着クルーズ特別装備：スリッパ、湯沸かしポット

日本発着
パンフレット

※写真は全てイメージです。



運航会社：プリンセス・クルーズ

●お問い合わせ・お申し込みは、お近くの旅行会社まで

〒 104-0061      東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル6F 
 www.princesscruises.jp

株式会社カーニバル・ジャパン

最新情報満載のメールマガジン
「プリンセス・メール」会員募集中！

登録は無料です。こちらから。

7つの海・380以上の寄港地へ

プリンセス・クルーズで行く1泊1万円台からの旅

日本発着クルーズは、
6日間のショートクルーズから楽しめるよ。
キャンペーン併用でお得に！
日本語対応スタッフがいるから安心できるね！

いざ新緑の
みなと街 神戸へ！
九州と韓国 7日間

※上記の費用は、2名様客室を2名で使用した場合の1名あたりの料金です。

※写真は全てイメージです。※掲載情報は2019年5月17日現在のものです。

インサイド・
パッセージ 8日間

（シアトル発着）

日本発着�
［コース一例］

海外発着�アラスカクルーズ�
［コース一例］

北欧・バルト海
クルーズ

シンガポール発着
クルーズ 日本発着クルーズ地中海クルーズ アジアクルーズ

アメリカ東海岸・
カナダクルーズ

パナマ運河・カリブ海
クルーズ

アラスカクルーズ

アメリカ西海岸・
メキシコクルーズ 南米クルーズオセアニアクルーズ ハワイ・南太平洋

クルーズ

旅行期間 旅行期間

費　用
（お一人様）

費　用
（お一人様）

2020年5月10日（日） 5月16日（土） 2020年5月23日（土） 5月30日（土）
95,000円 【内側】〜 116,000円 【内側】〜

Yoichi MURATA
7123シャチハタスタンプ_印影
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