
キャンペーン値下げ！

■ご旅行代金 （お一人様）

ご旅行のご案内・ご注意
●租税、手数料および港湾費用7,150円および国際観光旅客税1,000円が別途必要になります。●チップ：1名1泊あたり
スイート客室は15.5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14.5米ドル、その他の客室は13.5米ド
ルが船内会計に自動的にチャージされます。 ●2人部屋を1名で利用する場合の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。 ●ご夕食の食事回の指定は承れません。（リクエスト不可） ●子供代金・添い寝プランの設定はあり
ません。 ●シングル利用および3／4名1室利用はリクエスト手配となり、利用可能な客室には限りがございます。●値下げ
代金は、早期予約割引・早期予約割引2倍・スーパー早期予約キャンペーンとの併用はできません。キャプテンズ・サークル・メ
ンバー（リピーター）割引のみ併用可能です。※3〜4人目無料キャンペーンは、2019年3月31日迄の予約が対象です。

2019年 日本発着 ダイヤモンド・プリンセス

2019年8月23日（金）～ 9月1日（日）［横浜発着］ （M931）
2019年9月23日（月）～ 10月2日（水）［横浜発着］ （M935）
乗船区間  横浜～横浜  【船内9泊】　● 最少催行人員：1名様 　
日次 寄港地 スケジュール

1 横浜
（日本）

［午後］
［17:00］

ダイヤモンド・プリンセス乗船
横浜出港 XXe【船中泊】

2 鳥羽
（日本）

［07:00］
［15:00］

鳥羽入港　 OP未定（別料金）
鳥羽出港 qwe【船中泊】

3 高松  初寄港 
（日本）

［09:00］
［17:00］

高松入港　 OP未定（別料金）
高松出港 qwe【船中泊】

4 - ［終日］ クルージング qwe【船中泊】

5 釜山
（韓国）

［09:00］
［18:00］

釜山入港　 OP未定（別料金）
釜山出港 qwe【船中泊】

6 境港
（日本）

［08:00］
［18:00］

境港入港　 OP未定（別料金）
境港出港 qwe【船中泊】

7 金沢
（日本）

［07:00］
［18:00］

金沢入港　 OP未定（別料金）
金沢出港 qwe【船中泊】

8 酒田
（日本）

［07:00］
［16:00］

酒田入港　 OP未定（別料金）
酒田出港 qwe【船中泊】

9 - ［終日］ クルージング qwe【船中泊】

10 横浜
（日本） ［午前］ 横浜入港　下船 qXX【船中泊

2019年 9月 18日（水）～ 9月 23日（月）［横浜発着］ （M934）
2019年 10月 2日（水）～ 10月 7日（月）［横浜発着］ （M936）
2019年 10月 30日（水）～ 11月 4日（月）［横浜発着］ （M939）
乗船区間  横浜～横浜  【船内5泊】　● 最少催行人員：1名様 　
日次 寄港地 スケジュール

1 横浜
（日本）

［午後］
［17:00］

ダイヤモンド・プリンセス乗船
横浜出港 XXe【船中泊】

2 - ［終日］ クルージング qwe【船中泊】

3 釜山
（韓国）

［14:00］
［22:00］

釜山入港　 OP未定（別料金）
釜山出港 qwe【船中泊】

4 長崎
（日本）

［08:00］
［17:00］

長崎入港　 OP未定（別料金）
長崎出港 qwe【船中泊】

5 - ［終日］ クルージング qwe【船中泊】

6 横浜
（日本） ［午前］ 横浜入港　下船 qXX【船中泊

●出発地 ： 横浜港　帰着地 ： 横浜港　●食事 ： 朝5回／昼4回／夕5回
●添乗員 ： 同行しませんが、船内係員がご案内します。

●出発地 ： 横浜港　帰着地 ： 横浜港　●食事 ： 朝9回／昼8回／夕9回
●添乗員 ： 同行しませんが、船内係員がご案内します。
ご注意
※基本的に各寄港地は自由行動となります。※Bマークのついた観光地はすべて、船会社主催のショアエクスカーション
（寄港地観光ツアー：別料金）でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。

ご注意
※基本的に各寄港地は自由行動となります。※Bマークのついた観光地はすべて、船会社主催のショアエクスカーション
（寄港地観光ツアー：別料金）でのご案内となります。ショアエクスカーションの内容は変更となる場合があります。

■ご旅行代金 （お一人様）

旅行代金 ホテル
コード

標準旅行代金
（2 名 1 室）

値下げ旅行代金
（2 名 1 室） （3/4名1室）※

基本コース コース番号 1F19A 1F39A
プレミアム・ジュニア・スイート J1 ￥531,000 ￥430,000 無　料 ※

ジュニア・スイート（中央） JA ￥456,000 ￥355,000 無　料 ※

ジュニア・スイート（前方/後方） JD ￥402,000 ￥301,000 無　料 ※

海側バルコニー（中央） BA ￥320,000 ￥243,000 ￥80,000
海側バルコニー（前方/後方） BD ￥308,000 ￥231,000 ￥80,000
海側 OC ￥255,000 ￥191,000 ￥80,000
海側（視界が遮られます） OV ￥212,000 ￥169,000 ￥80,000
内側  値下げ対象外 IA ￥201,000 −
租税、手数料および港湾費用（別途申し受けます） （8/23発 ￥17,600）（9/23発 ￥16,900）

ご旅行のご案内・ご注意
●租税、手数料および港湾費用17,600円（8/23）または16,900円（9/23）および国際観光旅客税1,000円が別途必要にな
ります。●チップ：1名1泊あたりスイート客室は15.5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14.5米ドル、
その他の客室は13.5米ドルが船内会計に自動的にチャージされます。 ●2人部屋を1名で利用する場合の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。 ●ご夕食の食事回の指定は承れません。（リクエスト不可） ●子供代金・添い寝プ
ランの設定はありません。 ●シングル利用および3／4名1室利用はリクエスト手配となり、利用可能な客室には限りがございま
す。●値下げ代金は、早期予約割引・早期予約割引2倍・スーパー早期予約キャンペーンとの併用はできません。キャプテンズ・サー
クル・メンバー（リピーター）割引のみ併用可能です。※3〜4人目無料キャンペーンは、2019年3月31日迄の予約が対象です。

※3〜4名1室利用の場合、1〜2人目は2名1室と同額、3〜4人目は上記の3/4名1室代金となります。
※添乗員同行・観光付コースの設定はありません。

※3〜4名1室利用の場合、1〜2人目は2名1室と同額、3〜4人目は上記の3/4名1室代金となります。
※添乗員同行・観光付コースの設定はありません。

予約締切
売り切れ
次第終了！

日本巡拝の地めぐりと
韓国10日間

横浜
発着 8月23日（金）［M931］／9月23日（月）［M935］

気軽にショートクルーズ
 長崎と韓国 6日間

横浜
発着
9月18日（水）［M934］／
10月2日（水）［M936］／10月30日（水）［M939］

 伊勢神宮（四日市）

 大浦天主堂（長崎）

（イメージ）

（イメージ）

103,000円⇒ 88,000円海側（視界が遮られます）
2名1室利用

212,000円⇒169,000円海側（視界が遮られます）
2名1室利用

旅行代金 ホテル
コード

標準旅行代金
（2 名 1 室）

値下げ旅行代金
（2 名 1 室） （3/4名1室）※

基本コース コース番号 1F126 1F326

プレミアム・ジュニア・スイート J1 9/18発 ￥320,000 ￥238,000 無　料 ※10/2・30発 ￥268,000 

ジュニア・スイート（中央） JA 9/18発 ￥278,000 ￥196,000 無　料 ※10/2・30発 ￥238,000 

ジュニア・スイート（前方/後方） JD 9/18発 ￥248,000 ￥166,000 無　料 ※10/2・30発 ￥208,000 

海側バルコニー（中央） BA ￥166,000 ￥134,000 ￥52,000
海側バルコニー（前方/後方） BD ￥158,000 ￥126,000 ￥52,000
海側 OC ￥128,000 ￥102,000 ￥52,000
海側（視界が遮られます） OV ￥103,000 ￥88,000 ￥52,000
内側  値下げ対象外 IA ￥97,000 −
租税、手数料および港湾費用（別途申し受けます） ￥7,150



http://www.ｊｔｂ.co.jp/cruise/
JTBクルーズ

QRコードでも
アクセス可能です。

お申し込み・お問い合わせ

（株）JTB
観光庁長官登録旅行業第64号　
日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11  〒140-8602

総合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な点があれば、御遠慮なく記載の
総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

●募集型企画旅行契約
この旅行は、（株）JTB（以下｢当社」といいます）が企画・実施する旅
行であり、この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
条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発
前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約
款募集型企画旅行契約の部によります。

●お申し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し込みください。
申込金は、旅行代金お支払の際、差し引かせていただきます。電
話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当
社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込
書の提出と申込金の支払をしていただきます。旅行契約は、当社が
予約の承諾をし申込金を受領したときに成立します。氏名変更は
できません。パスポート記載のローマ字のスペルをご確認の上、ご
連絡ください。

●申込金
区　分 申込金（おひとり）

旅行代金が50万円以上 100,000円以上旅行代金まで
旅行代金が30万円以上50万円未満 50,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで
旅行代金が10万円以上15万円未満 20,000円以上旅行代金まで
旅行代金が10万円未満 旅行代金の20％以上旅行代金まで

※当社は、この商品で利用する船室を手配するに際して、船室　
代金の全額を支払います。このため、お申込金の額が旅行代金の
20%を超えています。

●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって21日に
あたる日より前に（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期
日までに）お支払ください。

●お客様の交替・氏名変更（訂正）
お申込みに当たり、パスポート記載のローマ字のスペルを確認の

上お申込みください。お申込み後の氏名の変更（訂正）はできま
せん。ただし当社及び船会社が承諾した場合に限り旅行開始日の
15日前までに1室につき1名のみ、1回に限り変更することができ
ます。なお、旅行開始日の74日前以降15日前までの乗船者変更
はお一人様10,800円の変更手数料を申し受けます。期日までに、
正確な情報の提供がない場合は、舩会社により予約を取消される
場合がございます。また、代表者を含む全員を変更する場合は一
旦ご予約を取り消していただき、新規申し込みとなります。お客様
交替も一旦ご予約を取り消していただき、新規申し込みとなりま
す。名前変更（訂正）についてもお客様の交替とみなされる場合
があります。

●取消料（お客様による旅行契約の解除）
取消料については下記をご覧ください。
◆6泊以下の場合

取　　消　　日 取　消　料

旅行開始日
の前日から
起算して

60日以上前 無　料
59～45日前 旅行代金の  20％
44～29日前 旅行代金の  50％
28～15日前 旅行代金の  75％
14日前以降 旅行代金の100％

◆7泊以上の場合
取　　消　　日 取　消　料

旅行開始日
の前日から
起算して

75日以上前 無　料
74～57日前 旅行代金の  20％
56～29日前 旅行代金の  50％
28～15日前 旅行代金の  75％
14日前以降 旅行代金の100％

◎ご注意： 出発日・コースの変更は、取消・再予約となり、取消料の対
象となります。

●旅行代金に含まれるもの

船舶運賃、キャビン使用料、食事代（一部有料）、船内でのエンター
テインメント、テンダーボート代など。
●旅行代金に含まれないもの
租税、手数料及び港湾費用、国際観光旅客税、船内チップ（船内
の個人会計にてお支払いいただきます）、自宅から発着港間の
交通費、お荷物宅配料金、船内のアルコール類、レギュラーメ
ニュー以外のドリンク類、インターネット、クリーニング、電話
代、マッサージ、美容院等の個人的な費用、各寄港地での観光

（オプショナルツアー）や食事など。
なお、租税、手数料および港湾費用はご旅行代金と合わせ別途
請求します。
※  燃油サーチャージは2019年2月2日現在無料ですが、今後の原

油価格の動向によりチャージされる場合があります。
●お申し込み条件

・ 旅行開始時点で20歳未満の方は20歳以上の方との同室が必要
です。ただしご夫婦の場合は証明書をご提示いただければ問題
ありません。

・20歳未満の方は保護者の方と同室になります。
・ 6ヶ月未満の乳児、および妊娠第24週目以降のお客様はご乗船
いただけません。

・ お身体の不自由な方、特別治療を要する方、車椅子をご利用の
方は予約時にお申し出の上、英文の診断書をご用意ください。な
お、車椅子対応客室をご希望の方は、客室数が限られていますの
でお早めにお申し込みください。また車椅子をご利用の方は付き
添いの方のご乗船が必要です。

・ ご旅行終了日から有効期間が6ヶ月以上残っている旅券（パス
ポート）をご用意ください。

・ お客様が当社らに対して、暴力的または不当な要求行為や取引
に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、
ご参加をお断りする場合があります。

・ お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用
を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加
をお断りする場合があります。

●旅行条件・旅行代金の基準日

2019年2月2日を基準としています。
●お客様の解除権

※  お客様は、表で定める取消料をお支払いいただくことによ
り、いつでも旅行契約を解除することが出来ます。なお、表
でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社らのそれ
ぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただ
いた時を基準とします。

※  旅行契約成立後に“客室（キャビン）”を変更される場合も取消
料の対象となります。

※  当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取
消しの場合も取消料をいただきます。

●  所定の期日までに渡航に必要な書類が用意出来ず、出発出来な
い場合でも、取消料をいただきます。

●その他
　旅行代金は2人部屋を2名でご利用いただいた場合のお一人様分を
　表示しています。
●当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難など
に備えて海外旅行傷害保険に必ずご加入されることをおすすめします。
当社は、一般社団法人日本旅行業協会のボンド保証会員になっておりま
す。当社との旅行契約を締結したお客様が、同協会から弁済を受けることに
なった場合、まず法定の弁済業務保証金制度により弁済を受け、不足する
場合はボンド補償制度により一定の限度額（当社が預託している保証金
等の額）に達するまで弁済を受けることができます。

海外クルーズ保険のおすすめ
クルーズ旅行は、通常の旅行よりも取消料の発生日が早くなっているケースや
料率が高くなっているケースがあります。お客様やご同行者の病気や怪我など
でやむを得ずクルーズ旅行をお取消しになる場合に取消料をカバーする保険
がありますので、クルーズ旅行にお申し込みと一緒にこの保険をお申し込みい
ただきますようにお勧めいたします。詳しくは、販売員までお尋ねください。

旅行条件（要約） お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認のうえお申し込みください。

ご案内とご注意　ご旅行をさらに快適に楽しんでいただくためにお申し込みいただく前に必ずお読みください。
■ このパンフレット記載の旅行は（株）JTBが企画・実施します。
■お申し込みについて
● 旅券の取得、または取得済みの旅券が今回の旅行に有効かどう

かのご確認は、お客様ご自身でお願いいたします。
● 当パンフレット内の渡航の案内は、日本国籍の方を対象としま

す。日本国籍ではないお客様は、旅行お申込み販売店にお問い
合わせください。

■記載内容について
● このパンフレットの記載内容は2019年10月出発まで有効です。なお、

スケジュール及びその他の料金、設定日、記載内容が変更となる場合
がありますので、お申し込みの際は必ずJTB販売店でご確認ください。

■旅行代金について  
● コースの旅行代金は2人で1部屋をご利用いただく場合の1人

分の代金です。
■スケジュールについて
スケジュール内容については、出発の2週間〜7日前（遅くとも前日まで）
にお渡しする「最終旅行日程表」（旅のしおり）にてご確認ください。
■ご参加の条件について
身体に障がいをお持ちの方、健康を害している方、特別な手配を
必要とされる方は事前に医師と相談の上、お申し込みいただき、
必ずその旨をお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じ
ます。なお、お客様のお申し出に基き、当社がお客様のために講じ
た特別な措置に要する費用はお客様負担となります。場合により、
健康診断書等の提出をお願いする他、ご参加をお断りさせていた
だくか、同伴者の同行を条件とする事がございます。その際、お申
し出の時期により通常の取消料がかかる場合があります。
■乗船拒否
1）乗船の拒否および途中下船

船専属医より、乗客の身体的状況、精神的状態、または乗客の
行動から判断し、クルーズの継続が不可能と判断された場合、
また、乗船中の他の乗客および乗務員に危険、被害をもたらす
と判断された場合、あるいはプリンセス・クルーズが要求する健
康状態の告知義務を怠った場合、キャプテンの権限で乗客は何
時でも乗船を拒否されたり、または乗船中のクルーズを途中で
中止し下船していただく場合があります。上記の理由による下
船、またはお客様が自発的に途中下船された際は、いかなる場
合もかかる費用はすべてお客様の負担となります｡
また、これらの理由による途中下船に際しては一切の払い戻し
は致しません｡また、プリンセス・クルーズはお客様への乗船券
販売をお断りする権利を有します。

2）妊娠中のお客様
クルーズ終了までに妊娠第24週目に入る妊婦の方の乗船、申
し込みは受けられません。また、24週目未満の方は船会社指定

の英文診断書の提出が必要です。状況によりご参加いただけな
い場合がございます。予めご了承下さい。

3）幼児・子供
日本発着クルーズは6カ月未満の乳児の乗船申し込みは受けら
れません。また、6カ月〜17歳までの幼児・子供の乗船人数を制
限しています。予約時にご確認ください。

4）未成年者
日本発着クルーズの乗船者が20歳に満たない場合、20歳以上の
大人の同乗が必要となります。（親権者の方の同意書提出が必要
な場合があります。）

5）身体障がい者
身体障がい者、精神障がい者または特別治療を要する方の予
約に関しては、事前に書面にてご通知ください。この通知義務
を怠ったときは乗船を拒否される場合がございます。車椅子を
ご利用の方は、必ずご自身の車椅子をお持ちください。また、必
ず付き添いの方の同乗が必要です。車椅子専用の客室数には
限りがございますので、お早めにお申し込みください。寄港地に
よっては、車椅子での乗下船が難しい場合もあり、船長の判断
で乗下船をお断りする場合があります。（車椅子をご利用の場
合は質問書の提出が必要です。）

6）ペット
ペットの乗船は原則的に禁止されています。

■乗船
主要港では通常、出港の1時間前までに乗船手続きをいたします。乗
船手続きの時間は、乗船券と一緒に送られる案内状でご案内いたしま
す。指定された時刻前には乗船できませんのでご注意ください。
■下船
目的地に到着した後、約2時間は船内または港内ターミナルでお
待ちいただきます。これは現地の政府機関により、乗客の下船前
にスーツケースを降ろすことが義務付けられていることと、入国審
査や税関手続きなどに時間がかかるためです。
■客室について
船側の都合により、予告なく客室番号が変更となる場合もござい
ます。また客室番号の指定はできません。

【2名様で1部屋をご利用の場合】
● 原則としてツインベッドをご用意いたしますが、ダブルベッドとな

る場合があります。
【3、4名で1部屋をご利用の場合】
● 3、4名1室で入れる場合、2名定員の部屋に簡易ベッド（エキスト

ラベッドやプルマンベッド）を入れる、もしくは可動式のベッドのた
め大変手狭となります（リクエスト手配）。また、3、4名用の部屋が
ない客室カテゴリーもございます（客室数に限りがあります）。

【お1人部屋（シングルルーム）をご希望のお客様へ】

● 1人部屋の設定がありませんので、2人用客室をお1人でお使い
いただきます。（リクエスト手配・客室数に限りがあります。）

【人数変更・お部屋割りについて】
● 変更の場合はお申し出の時期により、リピーター割引等の特典

適用が不可となり、再度予約が必要となりますのでご注意くだ
さい。

● お部屋割りに関しましては、できるだけ平等を期しておりますが、異な
るデッキを同グレード、同一料金としている場合、同じツアーのお客
様に同一デッキのお部屋をご用意できない場合があります。

【キャビンの設備・備品】
 ● キャビンのお部屋には歯ブラシ、髭剃り、パジャマの用意がされ

ていません。日本からお持ちになることをお勧めします。
● 日本の電化製品がそのまま使用できます。
■お食事
● 旅行代金には、日程表に明示した食事の料金・税が含まれます。

ただし、お客様がご注文された飲物や追加料理は、お客様のお
支払いとなります。

● メインダイニングでの夕食は17:30（ファーストシーティング）と
19:45（セカンドシーティング）の2回制で、航海中は毎日同じシー
ティングの指定席となります。また食事回の指定は承れません。

　 なお、別々にお申込みのお客様と夕食を同テーブルにすること
はできませんのでご了承ください。

● その他、ビュッフェレストランやルームサービスもございますの
で、お好みでご利用ください。

■船内のお支払い
● 船内通貨はUSドルです。船内はクルーズカードによるキャシュ

レス・システムとなっています。
● 乗船日にお客様のクレジットカード（VISA、マスター、アメリカ

ン・エキスプレス、JCB、ダイナースクラブのご利用可能）を登録
することにより、サインひとつでお買い物、各種サービスを受け
ることができます。クレジットカードをお持ちでない方はUSドル
のデポジットが必要となります。

■喫煙
● ダイニングルーム、シアター、客室内などは禁煙です。喫煙は指定さ

れた場所にてお願いします（場所は変更される場合もあります）。
■添乗員
基本コース：同行しませんが、船内では係員がご案内いたします。
添乗員同行・観光付きコース：同行いたします。
■寄港地観光ツアーについてB
Bマークのついた日本国内での寄港地観光ツアー（ショアエクス
カーション）は㈱カーニバル・ジャパンが企画・実施するものです。
お申し込みは、お客様より直接「プリンセス・クルーズ ショアエクス
カーションお申し込みデスク」にお申し込みいただきます。詳しくは、

プリンセス・クルーズ ホームページhttp://www.princesscruises.
jp/をご覧ください。寄港地観光ツアーのお申し込み方法等について
は、都合により変更される場合もございます。
■お荷物の取り扱い
荷物の安全確保には最善の努力を払いますが、全てのお手荷物は
持ち主の責任において管理をお願いしております。ハンドバッグ、
鍵の掛からないバッグ、われものなどの壊れやすい物、医薬品、旅
行書類、貴重品などは、お手荷物として常時お手元に置かれるこ
とをお勧めします。 現金、宝飾品、カメラ、双眼鏡、書類、その他
の貴重品などを船内で紛失された場合、一切の責任を負いかねま
す。これらの貴重品は、客室内のセーフティーボックスをご利用に
なり、お客様ご自身で管理をお願いいたします。
■パンフレット掲載の写真について
● パンフレット掲載の写真は、皆様にその場所のイメージをつかん

でいただくために載せております。ツアーにご参加いただいても
必ずしも同じ角度、同じ高度からの風景をご覧いただけるとは限
りませんので予めご了承ください。

■海外危険情報
● 渡航先（国内は地域）によっては、外務省の海外危険事情等、安

全関係の情報が出されている場合があります。お申し込みの際
に販売店にご確認ください。

● 現地の治安および病気など海外の安全に関する情報は、次のよ
うな方法でもご確認いただけます。

外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省ホームページ：http://www.mofa.go.jp/mofaj/

■入港諸税について
● 渡航先の国 （々または地域）によっては、その国の法律などにより渡

航者個人に対して入港税等（出入国税、税関審査料、ポートチャー
ジ、政府関連諸税など）の支払いが義務付けられています。

■国際観光旅客税（出国税）について
● 2019年1月7日以降に出国する旅行者から国際観光旅客税（お

1人様1,000円）が徴収されます。旅行代金とは別にお支払い
いただきますので予めご了承ください。

■個人情報について
● 当社は旅行をお申し込みの際にご提出いただいたお客様の個

人情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど）について、
お客様との連絡・お申し込みいただいた旅行における運送・宿
泊機関等の提供するサービス手配のための手続きに必要な範
囲内でご利用させていただきます。

客室（キャビン）のご案内 〈各客室タイプともツインベッドが基本となります〉

電話、冷蔵庫、テレビ、ハンドシャ
ワー、洗面台、トイレ、ヘアドライ
ヤー、リンスインシャンプー、ボ
ディーローション、石鹸、プリンセ
ストートバック、タオル、クローゼッ
ト、セーフティーボックス（金庫）
※  バスローブ、シャワーキャップはキャビ

ンスチュワードにお申し付けください。

全客室共通設備
アメニティー

内 側
窓なし　〔面積〕約 16 〜 17㎡

海 側
窓付（開閉不可）　〔面積〕約 17 〜 19㎡
※ OV は一部視界が遮られます。

海側バルコニー
バルコニー付　〔面積〕約 22 〜 29㎡

運行会社：プリンセス・クルーズ


