
いつも新しい発見がある。

横浜・神戸発着
2019年 6月▶10月

いつも新しい発見がある。

A 横浜発着 気軽にショートクルーズ 長崎と韓国 6日間
2019年　❶9/18発　❷10/2発　❸10/30発
103,000円

（海側〈視界不良〉／大人2名1室利用）

▶88,000円～248,000円
（ジュニアスイート／大人2名1室利用）

▶166,000円

B 横浜発着 日本巡拝の地めぐりと韓国 10日間
2019年　❹8/23発　❺9/23発
212,000円

（海側〈視界不良〉／大人2名1室利用）

▶169,000円～402,000円
（ジュニアスイート／大人2名1室利用）

▶301,000円

C 神戸発着 初夏の四国・九州と韓国 8日間
2019年　❻6月1日㈯～6月8日㈯
158,000円

（海側〈視界不良〉／大人2名1室利用）

▶104,000円～280,000円
（ジュニアスイート／大人2名1室利用）

▶205,000円
＊顧客居住地域限定コース

ダイヤモンド・プリンセス 2019年日本発着クルーズ

人気の3コースが最大33%値下げ!!
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■旅行代金表（2名１室利用／大人お一人様、［　　］内はお1人様利用追加代金） ツアーコード：CE-MKPR-□□□□□□

コース名・出発日・ 
ツアーコードキャビンタイプ・ 

ツアーコード末尾

Ⓐ 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 Ⓒ 初夏の四国・九州と韓国
①9/18発 ②10/2発　③10/30発 ④8/23発 ⑤9/23発 ⑥6/1発

CE-MKPR-40021□ CE-MKPR-40019□ CE-MKPR-40022□ CE-MKPR-40010□

海側　※一部視界が遮られます
約17～19㎡　窓・ハンドシャワー付

 B 103,000円
［103,000円］

128,000円
［128,000円］

158,000円
［158,000円］

166,000円
［166,000円］

248,000円
［248,000円］

88,000円 
［88,000円］

103,000円
［103,000円］

128,000円
［128,000円］

158,000円
［158,000円］

166,000円
［166,000円］

208,000円
［208,000円］

88,000円 
［88,000円］

212,000円 
［212,000円］

255,000円 
［255,000円］

308,000円 
［308,000円］

320,000円 
［320,000円］

402,000円 
［402,000円］

169,000円 
［169,000円］

212,000円 
［212,000円］

255,000円 
［255,000円］

308,000円 
［308,000円］

320,000円 
［320,000円］

402,000円 
［402,000円］

169,000円 
［169,000円］

158,000円 
［158,000円］

188,000円 
［188,000円］

228,000円 
［228,000円］

238,000円
［238,000円］

280,000円 
［280,000円］

104,000円 
［104,000円］

海側
約17～19㎡　窓・ハンドシャワー付

 C 102,000円 
［102,000円］

102,000円 
［102,000円］

191,000円 
［191,000円］

191,000円 
［191,000円］

125,000円 
［125,000円］

海側バルコニー（前方／後方）
約22～29㎡　バルコニー・ハンドシャワー付

 D 126,000円 
［126,000円］

126,000円 
［126,000円］

231,000円 
［231,000円］

231,000円 
［231,000円］

148,000円 
［148,000円］

海側バルコニー（中央）
約22～29㎡　バルコニー・ハンドシャワー付

 E 134,000円 
［134,000円］

134,000円 
［134,000円］

243,000円 
［243,000円］

243,000円 
［243,000円］

158,000円 
［158,000円］

ジュニアスイート（前方／後方）
約33㎡　バルコニー・バスタブ付

 F 166,000円 
［166,000円］

166,000円 
［166,000円］

301,000円 
［301,000円］

301,000円 
［301,000円］

205,000円 
［205,000円］

港湾税・政府関連諸税 7,150円 17,600円 16,500円 11,000円 
キャンセル料

※本コースは「フライ＆クルーズ旅行」に適用される取消
条件となります。詳細は、裏表紙をご覧ください。

プリンセス・クルーズ
60日前パターン

プリンセス・クルーズ
75日前パターン

■船内チップ／ お1人様1泊あたり13.50米ドル、ジュニアスイートは14.50
米ドルが船内会計に自動的にチャージされます（船内払い）。

※ 国際観光旅客税（1,000円／大人・子供同額）がかかります。旅行代金と 
あわせてお支払いください。

代金値下げ

■旅行条件〈全コース共通〉
● 最少催行人員／ 2名様
● 添乗員／  同行しませんが、船内では 

日本人係員（約100名乗船）がお世話いたします

● 食事／  Aコース：Q 5 回、W 4 回、E 5 回 
Bコース：Q 9 回、W 8 回、E 9 回 
Cコース：Q 7 回、W 6 回、E 7 回

A 気軽にショートクルーズ
長崎と韓国 
6日間  横浜発着
出発日
① 2019年   9月18日㈬～  9月23日（月・祝）
② 2019年 10月  2日㈬～10月  7日㈪
③ 2019年 10月30日㈬～11月  4日（月・祝）

日時 スケジュール
1 9/18（水） 10/2（水） 10/30（水） 横浜

（日本）
［午後］ ダイヤモンド・プリンセス乗船 
［17：00］出港 〈船中泊〉xxE

2 9/19（木） 10/3（木） 10/31（木） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

3 9/20（金） 10/4（金） 11/1（金） 釜山
（韓国）

［14：00］入港
Bオプショナルツアー・ 
自由散策等でお楽しみください
［22：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 9/21（土） 10/5（土） 11/2（土） 長崎
（日本）

［08：00］入港
Bオプショナルツアー・ 
自由散策等でお楽しみください
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 9/22（日） 10/6（日） 11/3（日） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

6 9/23（月・祝） 10/7（月） 11/4（月・祝） 横浜 ［午前］入港　朝食後、下船
解散� Qxx

＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取り式旅券が
必要です。※外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様
自身でお済ませいただきますようお願い申し上げます。

おすすめPoint

わずか6日間でラグジュアリー客船による本格的クルーズを体験

9/18発は長崎歴史紀行クルーズとして幕末に関するスペシャル・
イベントを予定

B 釜山〈韓国〉
釜山は夜出港のため、国際市場や繁華街のナイトツアーも楽しめます。中でも海雲台エリアの冬
柏公園から眺める海雲台地区の高層マンションと広安大橋のライトアップの美しさは格別です。

B ハウステンボス〈長崎〉
オランダ語で「森の家」を意味するテーマパーク。大村湾をのぞむ広大な敷地の中は、まるで
ヨーロッパの街に迷い込んだよう。１年を通して季節のカラフルな花 に々彩られます。

B 日本巡拝の地 
めぐりと韓国 
10日間 横浜発着
出発日  

④ 2019年 8月23日㈮～ 9月1日㈰
⑤ 2019年 9月23日（月・祝）～10月2日㈬

日時 スケジュール
1 8/23

（金）
9/23
（月・祝）

横浜
（日本）

［午後］ ダイヤモンド・プリンセス乗船 
［17：00］出港 〈船中泊〉xxE

2 8/24
（土）

9/24
（火）

鳥羽
（日本）

［07：00］入港　Bオプショナルツアー・自由 
散策等でお楽しみください

［15：00］出港 〈船中泊〉QWE

3 8/25
（日）

9/25
（水）

高松 初寄港
（日本）

［09：00］入港　Bオプショナルツアー・自由 
散策等でお楽しみください

［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 8/26
（月）

9/26
（木） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

5 8/27
（火）

9/27
（金）

釜山
（韓国）

［09：00］入港　Bオプショナルツアー・自由 
散策等でお楽しみください

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 8/28
（水）

9/28
（土）

境港
（日本）

［08：00］入港　Bオプショナルツアー・自由 
散策等でお楽しみください

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 8/29
（木）

9/29
（日）

金沢
（日本）

［07：00］入港　Bオプショナルツアー・自由 
散策等でお楽しみください

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 8/30
（金）

9/30
（月）

酒田／山形
（日本）

［07：00］入港　Bオプショナルツアー・自由 
散策等でお楽しみください

［16：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 8/31
（土）

10/1
（火） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

10 9/1
（日）

10/2
（水）

横浜 ［午前］入港　朝食後、下船
解散� Qxx

＊天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取り式旅券が
必要です。※外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様
自身でお済ませいただきますようお願い申し上げます。

＊ 天候、港湾などの事情により寄港地・日時・ルート等は変更となる場合があります。
※B：オプショナルツアー（別料金）。パスポート有効残存期間：下船時6ヶ月以上。機械読み取り式旅券が
必要です。※外国籍の場合、査証が必要な場合がございます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様
自身でお済ませいただきますようお願い申し上げます。
顧客居住地域限定コース （対象：京都府・大阪府・兵庫県・滋賀県・和歌山県・奈良県在住）

おすすめPoint

高松では、“お庭の国宝”と
讃えられる栗林公園、源平合戦で
知られる屋島など、魅力的な
旧跡をご覧いただけます

B 伊勢神宮〈鳥羽〉

オプショナルツアーで
伊勢神宮や出雲大社など、
日本を代表する
パワースポットを体験できます

C 初夏の四国・九州と 
韓国 8日間 神戸発着

出発日　⑥ 2019年 6月1日㈯～ 6月8日㈯
日時 スケジュール

1 6/1（土） 神戸
（日本）

［午後］ ダイヤモンド・プリンセス乗船 
［17：00］出港 〈船中泊〉xxE

2 6/2（日） 高知
（日本）

［08：00］入港　Bオプショナルツアー・自由散策等
でお楽しみください

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

3 6/3（月） 松山 初寄港
（日本）

［07：00］入港　Bオプショナルツアー・自由散策等
でお楽しみください

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 6/4（火） 油津／宮崎
（日本）

［08：00］入港　Bオプショナルツアー・自由散策等
でお楽しみください

［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 6/5（水） 鹿児島
（日本）

［08：00］入港　Bオプショナルツアー・自由散策等
でお楽しみください

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 6/6（木） 釜山
（韓国）

［11：00］入港　Bオプショナルツアー・自由散策等
でお楽しみください

［22：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 6/7（金） ［終日］関門海峡クルージング 〈船中泊〉QWE

8 6/8（土） 神戸 ［午前］入港　朝食後、下船
解散� Qxx

おすすめPoint

高知と松山はともに現存12天守
に数えられる貴重な城が残ります

夜の出港となる釜山では、屋台
や夜景もお楽しみいただけます

B 桜島〈鹿児島〉
鹿児島を象徴する世界的にも有名な活火山。北岳と南岳、２つの主峰の雄 し々い姿が青空をバッ
クにそびえています。桜島ビジターセンターでは、噴火の様子と地形の変化など、桜島の歴史を
知ることができます。

B 出雲大社〈境港〉
八百万の神々が集まり、縁結びの神としても名高い日本を代表する神社。 
近年その神秘性が改めて注目され観光スポットとしても人気を集めています。

B 高知城〈高知〉
土佐24万石の富の象徴。“鷹城”とも呼ばれる勇壮な天守閣は、 
300年近くを経て現存する木造天守のひとつです。

B 松山城〈松山〉
松山市を見下ろす山の上に建つ、四国最大の城。現存12天守に数えられる天守を含む、門や櫓な
ど21の建造物が重要文化財に指定され、当時の優れた築城技術を現在に伝えます。



旅行条件（要約）詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので事前にご確認のうえ、お申し込みください。

旅行条件は、本パンフレットによるほか、旅行条件書、確定書面、当
社旅行約款募集型企画旅行契約の部によります。

●募集型企画旅行契約／この旅行は、名鉄観光サービス（株）（愛知
県名古屋市中村区名駅南2丁目14番18号、観光庁長官登録第55号。
以下「当社」といいます。）が企画実施するものであり、旅行に参加され
るお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいま
す。）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は下記によるほ
か別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面（最終日
程表）および当社旅行業務約款募集型企画旅行契約の部によります。
●お申込み方法と契約の成立時期／当社所定の申込書に下記の申
込金を添えてお申込みください。当社は、電話、郵便、FAX等により予
約いただいた場合は、当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌
日から起算して7日以内に申込み手続きをお願いします。当社が契約
の締結を承諾し、申込金を受領したときに契約が成立します。
●申込金／  〈旅行代金が30万円以上〉旅行代金の20％以上旅行代金まで。 

  〈旅行代金が30万円未満〉60,000円以上旅行代金まで。
●旅行代金のお支払い／旅行代金は、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって取消料が発生する日より前（お申込みが間際の場
合は当社が指定する日まで）に全額お支払いください。
●旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示された以下のものが
含まれます。※航空運賃および船舶・鉄道運賃等※バス代金・ガイド
代金・入場料等の観光代金※宿泊代金および税・サービス料金（二
人部屋にお2人様宿泊を基準とします）※食事代金および税・サー
ビス料金※添乗員が同行するコースの同行代金※その他パンフレッ
ト等で含まれる旨明示したもの。前記の諸費用は、お客様のご都合
により一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
●旅行代金に含まれないもの／上記の他は旅行代金に含まれませ
ん。その一部を例示します。※渡航手続諸経費※日本国内における自
宅から発着空港等集合・解散場所までの交通費、宿泊費等※日本国
内の空港施設使用料※超過手荷物料金※クリーニング代金、電報電
話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食等個人
的性質の諸経費、税・サービス料※傷害・疾病に関する医療費※日本
国外の空港税・出国税・国際旅客航路料等の諸税・料金（ただし空港
税等が含まれていることを明示したコースを除きます。コースによって
は、空港税等を出発前に日本にてお支払いいただく場合もあります）
●取消料／お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくこ
とにより旅行契約を解除することができます。

※本パンフレットに掲載の画像は全てイメージです。

Aコース：60日前パターン
取消日 取消料

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

60日前まで 無料
59日前～45日前まで ご旅行代金の20％
44日前～29日前まで ご旅行代金の50％
28日前～15日前まで ご旅行代金の75％
14日前～当日まで ご旅行代金の100％旅行開始後の解除又は無連絡不参加

BCコース：75日前パターン
取消日 取消料

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

75日前まで 無料
74日前～57日前まで ご旅行代金の20％
56日前～29日前まで ご旅行代金の50％
28日前～15日前まで ご旅行代金の75％
14日前～当日まで ご旅行代金の100％旅行開始後の解除又は無連絡不参加

●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は2019年1月31
日を基準としています。また、旅行代金は、2019年1月31日現在有
効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または2019年1
月31日現在国土交通大臣に認可中の航空運賃・適用規則を基準と
して算出しています。
●パンフレットの表示について
◆スケジュール中のマークについて／ 
r：機内食　Q：朝食　W：昼食　E：夕食　X：食事なし　 
H：飛行機での移動　J：バスでの移動
◆スケジュール中の観光について／天候や道路事情により観光先
を変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。（現地空
港税及び燃油サーチャージの合算額は2019年1月31日現在の社
内レートを元に算出しております。この金額については出発時為替
レートにより差額が生じましてもご返金、ご請求をしないことを予め
ご了承ください。）
◆スケジュール中の予定時間／
早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜

03：00 06：00 08：00 12：00 13：00 17：00 19：00 23：00 03：00

お申し込み・お問い合わせは

旅行企画・実施　

●名鉄観光クルーズホームページ　http://www.mwt.co.jp/cruise/ 観光庁長官登録旅行業第55号

〒141-0031　東京都品川区西五反田8-3-6　TK五反田ビル3階
T-19-01-005

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関す
る責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明の点があれ
ば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

海外クルーズ保険ご加入のおすすめ
クルーズ約款が適用されるクルーズ旅行は通常の旅行よりも取消料の発生が早くなってくるケースや取消料率が高くなっているケースがござ
います。お客様やご同行者の方の病気や怪我などでやむを得ずクルーズ旅行をお取消になる場合に取消料をカバーする保険がございます
ので、クルーズ旅行にお申し込みと一緒にこの保険をお申込みされることをお勧めいたします。詳しくは係員までお尋ねください。

プリンセスが誇る日本生まれの大型客船

Diamond Princess
ダイヤモンド・プリンセス

多彩な施設のほか、メイン・ダイニングを 5ヵ所ご用意したことで、 
小型船を思わせる落ち着いた雰囲気の中でお食事をお楽しみ 
いただけるのが魅力です。また、全室のバスルームにはハンドシャワーを、 
ジュニア・スイートのお部屋は、洗浄機能付きトイレを完備し、客室をバージョンアップ。
さらに快適にお過ごしいただけます。

客室（キャビン）のご案内 ※ツインベッドに変更可

ジュニアスイート 海側バルコニー 海側 内側
バルコニー・バスタブ付　 
〔面積〕約33㎡

バルコニー・ハンドシャワー付　 
〔面積〕約22～29㎡

窓付（開閉不可）・ハンドシャワー付 
〔面積〕約17～19㎡

窓なし・ハンドシャワー付 
〔面積〕約16～17㎡

　※一部視界が遮られます。

全客室共通標準装備
●電話　●ミニ冷蔵庫　●テレビ　●ヘアドライヤー
●リンスインシャンプー　●シャワージェル　●石鹸
●ボディーローション　●プリンセストートバッグ

日本発着クルーズ特別装備
●スリッパ　●湯沸かしポット
※  ジュニアスイートにはバスタブ、マッサージ・シャワーヘッド付きシャワー、ハンド・
シャワー、洗浄機能付きトイレ、上質のタオル、上質のマットレス、ヨーロッパ製の
柔らかな羽毛布団＆エジプト綿のベッドリネン、枕が選べるピローメニュー、乗船
時のウェルカム・グラス・スパークリングワインが追加されます。
※バスローブ、シャワーキャップは客室係にお申し付けください。
※フルーツはリクエストベースでお持ちいたします。
※上記の特典は予告なしに変更される場合がありますので予めご了承ください。

ダイヤモンド・プリンセス 2019年日本発着クルーズ

人気の3コースが最大33%値下げ!!
Dining
ダイヤモンド・プリンセスでは、本格的な高級料理
からカジュアルな軽食まで多彩なバリエーションのお
食事をご用意。

メイン・ダイニングは 自分専用のテーブルを持ち、毎晩
同じ時間、同じ席で、顔なじみのスタッフや周囲のお客様
との交流も深まるトラディショナル・ダイニング・スタイル。
ほかにも、早朝から深夜まで、軽食や本格的なお食事が
お召し上がりになれる便利
なレストランがあります。メ
イン・ダイニングとホライゾ
ンコートでは和食もご用意。
お食事はすべてクルーズ代
金に含まれています。

また、特別な夜のために3
つのスペシャリティ・レスト
ランと、特別なグルメ体験
もご用意。ご利用には追加
料金が必要です。
24時間対応のルームサー

ビスでお部屋でゆったりお食事もご利用いただけます。

Cruise Life
一日をアクティブに過ごしたいという方も、ただゆっ
たりくつろぎたいという方も、心からクルーズの休日
をお楽しみいただける船内施設が満載。

ムービーズ・アンダー・ 
ザ・スターズ
プールサイドに設置された
巨大な液晶スクリーン。ハ
リウッドの最新ヒット作など
世界の名画を上映します。
人気の日本映画のプログラ

ムもあり、外国映画は日本語の吹き替えで上映されます。

展望浴場「泉の湯」
屋内にはオーシャンビュー
の岩の湯や糸杉の湯、ドラ
イサウナ、ミストサウナ、打
たせ湯を、水着で入る屋外
には男女共用のスパプール、
足湯を完備（要予約／有料）。

ほかにも、免税品・お土産のショッピングやラグジュアリー
な癒しの空間「ロータス・スパ」、最先端のエクササイズマ
シンが無料でご利用いただけるフィットネス・センターもあ

ります。デッキをぐるりと回る
開放的なコースでのウォーキン
グやジョギングのほか、ミニ・
ゴルフ、卓球、パドルテニス、
バスケットボールなど、デッキ
上では様々なスポーツやゲー
ムがお楽しみいただけます。

Entertainment
カジノやバー、パーティーなど華やかなナイトライフ
やエンターテイメントは、外国客船ならでは。日常と
は違ったスペシャルな時間をお楽しみください。

一流のエンターテイナーによるラスベガススタイルのダン
スショーや、オリジナルの「プロダクション・ショー」、コン
サート、マジックショーなど様々なエンターテイメントが毎
晩、日替わりで公演されます。予約や別途料金は一切不要。
日本発着クルーズでは、落語や社交ダンス、日本在住の
ミュージシャンによる演奏なども予定しています。

バーも併設した本格的なカ
ジノで、そのきらびやかな
雰囲気をお楽しみください。
テーブルゲームのレッスン
を受けることもできます。

バンドの生演奏やスポーツ
観 戦が楽しめるバー、ダ
ンスができる広いラウンジ。
プールサイドやナイトクラブ
では、毎日パーティーを開催。

 ホライゾンコート（ブッフェ）

カジノ

バーロータス・スパ

「海（Kai）寿司」

メイン・ダイニング プロダクション・ショー

●総トン数：115,875トン
●建造年（改装年）：2004年（2014年）
●乗客定員：2,706人 ●乗組員：1,100人 
●全長：290m ●全幅：37.5m


