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2014年日本発着クル「ズに向けて改装。

魅力的な新施設が登場します。
※掲載のデッキプランは2013年8月下旬より有効となります。また、変更の可

能性もあります。最新のデッキプランはWVVWPmCeSSCrUISeSJPにてこ確

認ください。

■乗客定員：2．022人
■船籍：バミューダ
暮就航：1995年

（2013年8月改装）

サン・デッキ15

リド・デッキ14

リピエラ・デッキ12

■総トン数：77，000トン

■全長．261m

■全幅’32m

■航海速力21ノット

（39km／h）

アロハ・デッキ‖

パハ・デッキ10

エメラルド・デッキ6‡

∴対照

カリフ・デッキ9

ドルフィン・デッキ8

プロムナード・デッキ7

億バ八、カリブ
アロハ、ハハ、カリプ

リビ工ラ、ア田ハ、ドルフィン、
エメラルド、プラザ

lDリてハ、カリブ

IE　アロハ、バハ、カリフ、

ドルフィン

IFリビエラ、アロハ、ドルフィン、

エメラルド、プラザ

●印3人　4人使用可能な客室
です。

▲印　3人使用可能な客室です。

不印　ツインベッドをタプルヘ

ッドに変更できません。

また、シャワーのみとなります。

◇印　ダブルベッドをツインヘ
ッドに変更できません。

八八・デッキ
B748、B750、B753、B755

カリブ　デッキ

C744、C746、C747、C749

ドルフィン・デッキ
D748、D750、D751、D753

0印二幸椅子対応客室（シャワ
ーのみ）となります。

アロハ・デッキ

A307、A308、A314、A315

パハ・デッキ
B305、B306、B311、日312

日335

カリブ　デッキ

C305、C306、C314、C3T5

ドルフィン・デッキ
D3日、D315、D324、D326

D327、D329
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船上ライフQ盈A

樹脂は揺れませんか？
l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、航海中に揺れを感じることはほとんどありませ

ん。万が一の為、船内の医務室にも薬をご用意しておりますが、心配

な方は酔い止めをお持ちください。

毯…航海中、退屈しない？
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、大型シアターやショーラウンジ、カジノなどエンタ
ーテイメント施設も多数あり、充実した船上生活をお過ごしいただけ

ます。「本を持ってきたけれど忙しくて読む暇がなかった」と仰るお

客様が多いのもうなずけます。

済…船内での服装は？
日中卜　船内、寄港地ともカジュアルな服装でお過ごしください。

夕方以降ト　お洒落をして船内の夜を楽しむためにドレスコード（服

装指定）があります。船内新聞「プリンセス・パター」でその日のドレ

スコードをご案内します。

スマートカジュアル

レストランに行く時の服装と
お考えください

男性　襟付きシャツ＋
ジャケットOrブレザーなど

女性　ワンピース、ブラウス十
スカートなど

ーフォーマル

結婚式に出席する時の服装と
お考えください

男性　ダークスーツ＋
ネクタイ、タキシードなど

女性　イブニングドレス、
カクテルドレス、着物など

昏き：船内で無料のもの、有料なものは何ですか？

無料のものト

船内での食事代、宿泊代、移動代、エンターテイメント代。

有料のものト

寄港地での観光と食事、船内のアルコール頬、レギュラーメニュー以

外のドリンク類、ステーキハウスおよびサバティー二（ダイヤモンド・プ

リンセス）のテーブル料、寿司パーでの飲食代、一部のカルチャー教

室、インターネット、ランドリー、クリーニング、マッサージ、美容院など。

窃；船内での通貨は？船内でのお会計は？
船内での通貨は米ドルです。現金、トラベラーズ・チェックのほか、ア

メリカン・エキスプレス、タイナース、VISA、マスターカード、JCB

の各クレジットカードが使用できます。船内でのお会計はクルーズカ
ード（ルームキーを兼ねたIDカード）でサインのみでお済ませいただ

けます。下船前日に客室に会計明細をお届けいたします。予めクレジ

ットカードをご登録いただけば下船日のご精算は不要です。

※アメリカン・エキスプレスは、フューチャークルーズのデポジットを日本円で支払

う場合に関り、ご使用いただけません。

国　禁Ⅵ別荘≡ヨロコ
アメリカンエキスプレス　タイナース　　　　VISA　　　マスターカード　　　JCB

筍…タバコは吸えますか？
2013年8月1日現在、オープンデッキとパブリックエリアの指定さ

れた一部のエリアで喫煙可能です。その他のパブリックエリア（ショ
ーラウンジとすべてのダイニング・エリアを含む）、すべての客室とバ

ルコニーは禁煙となります。
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噴；車椅子で乗船できますか？
l車椅子対応客室をダイヤモンド・プリンセスは27室、サン・プリンセ

スは19室ご用意しています。船内も段差のないバリアフリー設計で

すので、安心してご乗船ください。
※必ずご自身の車椅子をお持ちください。

窃；パスポートは必要ですか？
有効残存期間が6カ月以上のパスポートが必要となります。
※詳細は裏表紙の「ご旅行条件」をご覧ください。

∈欝≡チップは必要？

ダイニングルームのスタッフ、ルーム・スチュワードへの心付けとして、

自動精算制のチップを採用しています。お一人様1泊あたり三二・ス

イート以上の客室は12米ドル、その他の客室は11．5米ドルが船内

会計に自動的にチャージされます。バー、ラウンジ、ダイニングルー

ムでのアルコール飲料には15％のサービス料を自動的に加算させ

ていただきます。

★上記にはスパ、美容院でのチップは含まれておりません。代金の15－20％
のお心付けを米ドルでお渡しいただきますようお願いいたします。

◎≡琵宝豊富瓢蒜旨諜窟こいですか？
S客室標準装備はP．23をご参照ください。パジャマ、歯ブラシ、髭そ
Sりは置いてありませんので、ご自分のものをお持ちください。船内冷

風≡房、気温の下がる朝夕に備え、カーディガンなどをご用意ください。

下船前日にスーツケースなどの大きな荷物は船側に預けますので、

洗面用具など1泊分の荷物が入る手荷物用バッグをご用意ください。

郊；貴重品の管理は？

糸≡≡悪霊諾至芸雷悪霊岩窟イ‾ボックスをご利用の上お

◎；船内の電源は？

≦客室の電源は110ボルト／60サイクルと220ボルト／50サイクル
良澤諾覧芸忘芸l至芸芸是認言芸義認冨諾芸‡ご卜は使用可能

窃場内で体調を崩してしまったら？
緊急時には24時間対応可能な医務室がございます。診療は有料で

すが、海外旅行傷害保険を適用することが可能です。万一の事態に

備え、保険へのご加入をお勧めします。

Q≡船内で記念日のお祝いはできますか？
クルーズ中に誕生日、結婚記念日、ハネムーンなど特別なお祝いが

ある方はダイニングルームにて無料でお祝いいたします。ご予約時ま

たは出発の3週間前までにお知らせください。また、結婚式、ハネム
ーン、誕生日、結婚記念日などの有料パッケージも各2種類ずつ（ス

タンダード、デラックス）準備中です。詳細はお問い合わせください。

囁…子供向け施設はありますか？
lキッズルームとティーンセンターを設け、3才～17才まで年齢別の

工作教室、ダンス、ビデオゲームなどのプログラムをご用意していま

す。医薬品の投与、おむつ交換、ミルクおよび食事のサービス、プラ

イベートなベビーシッターは致しかねますので、予めご了承ください。



2014年日本発着クルーズ代金表　サン・プリンセス

出発日・クルーズ名 ����4／29 �5／7・5／15 �－5／23・5／31・6／8 �6／16 �6／24・9／20 美ら海の沖縄・ �美ら海の沖縄・ �美ら海の沖縄・ �九州周遊と �気軽にクルーズ 
石垣島、奄美と台湾 �石垣島、奄美と台湾 �石垣島、奄美と台湾 �韓国・世界遺産の地 

日数 ����8泊9日 �8泊9日 �8泊9日 �8泊9日 �4泊5日 

カテゴリー �デッキ �内容 ��クルーズ代金 �クルーズ代金 �クルーズ代金 �クルーズ代金 �クルーズ代金 

≡泣 �BAJA．CAR旧E �オーナーズ・スイート ��￥702，000 �￥672，000 �￥682，000 �￥692，000 �￥148，000 

DOLPHIN �ペントハウス・スイート ��￥666，000 �￥636，000 �￥646，000 �￥656，000 �￥139，000 

S4 �BAJA．CAR旧E �プレミアム・スイート ��￥629，000 �￥599，000 �】　￥609，000 �￥619，000 �￥129，000 

室川4 �DOLPHIN �プレミアム・三二・スイート ��￥440，000 �￥410，000 �∃　￥420，000 �￥430，000 �￥132，000 

賀川旦 �BAJA �三二・スイート ��￥422，000 �￥392，000】￥402，000 ��￥412，000 �￥128，000 

…M8 �BAJA �三二・スイート ��￥404，000 �￥374，000 �￥384，000 �￥394，000 �￥123，000 

ぎ‡‾l略 �BAJA �三二・スイート ��￥349，000 �￥319，000 �￥329，000 �￥339，000 �【　￥109，000 

些＿、 � �海例 �バルコニー �￥285，000 �￥245，000 �￥255，000 �￥265，000 �；　￥99，000 

鱒 �ALOHA，BAJA 　CARIBE �海倶 �バルコニー �￥276，000 �￥236，000 �￥246，000 �￥256，000 �￥97，000 

≧＿率寧＿至 鱒 8E �RIVIERA．ALOHA �海側 �バルコニー �￥267，000 �￥227，000　　　￥237；0001￥247，000 ���￥95，000 

8AJA．CAR18E �海倶 �バルコニー �￥258，000 �￥218，000 �！　￥228，000 �￥238，000 �￥93，000 

ALOHA，BAJA 　CAR旧∈ �海側 �バルコニー �￥249，000 �￥209，000 �￥219，000 �￥229，000 �￥91，000 

海倒 �バルコニー �￥239，000 �￥199，000 �￥209，000 �￥219，000 �￥89，000 

＿＿鱒＿＿＿ �CARH】E �海倶 �プレミアム �￥216，000 �￥177，000 �￥187，000 �￥197，000 �￥89，000 

05 06 �BAJA．CAR旧E �海俄 �プレミアム �￥212，000 �￥172，000 �￥182，000 �￥192，000 �￥89，000 

ALOHA �海側 �プレミアム �￥207，000 �￥168，000 �￥178，000 �￥188，000 �￥87，000 

・OC �EMERALD，PLAZA �海側 � �￥203，000 �￥163，000 �￥173，000 �￥183，000 �￥85，000 

0亡 �DOLPHHV �海側 � �￥194，000 �￥154，000 �￥164，000 �￥1「拘，000 �￥81，000 

嬰＿小 �　DOLPHIN EMERALD．PLAZA �海側 � �￥189，000 �￥149，000 �￥159，000 �￥169，000 �￥79，000 

…OW �DOLPHIN �海側 � �￥188，000 �￥148，000 �￥158，000 �￥168，000 �￥78，000 

lA �BAJACARIBE �内債 � �￥182，000 �￥142，000 �￥152，000 �￥162，000 �￥79，000 

18 �ALOHA，BAJA 　CARIBE �内偵 � �￥178，000 �￥138，000 �￥148，000 �￥158，000 �L￥77，000 

蓉 �RIVIERA，ALOHA，DOLPHIN EM【RALD，PLAヱA �内債 � �￥173，000 �￥133，000 �ト　￥143，000 �￥153，000 �￥75，000 
BAJA．CARIBE �内偵 � �￥169，000 �￥129，000 �r　￥139，000 �￥149，000 �￥73，000 

と＿＿＿些＿＿ �ALOHA．BAJA CARIBE．DOLPHIN �内側 � �￥164，000 �￥124，000 �￥134，000 �￥144，000 �￥71，000 

…肝 �RN肛RAALOHA，DDLPHlN 【MERALD．PuヱA �内債 � �￥159，000 �￥119，000 �￥129，000 �￥139，000 �￥69，000 

政府関連諸税 ����￥4，050 �￥4，050 �￥4，050 �￥4，050 �￥2，700（6／24） ￥2，250（9／20） 

●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名で使用する場合、1人部屋代金を申し受けます。代金はカテゴリーにより異なり、S2～06カテコリーは番カテゴリー代金の200％、OC～tFカテゴリーは各カテコリー代金の160％となります。ただし、6泊

以下のクルーズの場合は、全カテゴリーにおいて代金の200％となります。予約状況によっては、利用できない場合もありますので予約時にご確認ください。、」

●2人部屋を3～4名で使用する場合の3～4人目の代金は、利用カテコリーの代金の50％となります。ただし、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。

●政府関連諸税1名あたりの料金で、別途申し受けます。税矧ま予告なしに変更される場合があります。

●チップ1泊あたり三二・スイート以上の客室は12米ドル、その他の客室は115米ドルが船内会計に自動的にチャージされます。

●燃油サーチャージ2013年8月1日現在廃止されていますが、NYMEX（ニューヨーク商品取引所）の原油価格が1バレルあたり70米ドル以上になった場合、予告なしに燃油サーチャージが再導入される場合があります。

●S2、S3、S4、M4カテゴリーはダブルベッドになります。

●2013年10月31日までの早期割引がございます。詳細につきましてはP28をご覧ください。なお、WWWPrlnCeSSCrulSeSJPの掲載代金は、早期割引金韻が予め差し引かれている場合がありますのでこ了承ください。

キャプテンズ・サークル諾警≡濫冒警禁じて各種特典を

ゴールド・メンバー　　　　　　　船内でのメンバー限定イベントへのご招待、
2～3回目、または2～30泊目のクルーズ　　　　メンバー特典ピン等

ルビー・メンバー　　　　　　　　コールド・メンバーの特矧こ加え、
4～5回目、または31～50泊目のクルーズ　　リフレクションズDVDの10％割引等

プラチナ・メンバー　　　　　　　ルビー・メンバー特典に加え、下船時の専用ラウンジ、
6～15回目、または51～150泊白のクルーズ　　150～500分のインターネットカフェ無料接続サービス等

エリート・メンバー　　　　　　　プラチナ・メンバー特典に加え、無料クリーニング、
16回以上、または151泊以上のクルーズ　　　　靴磨きサービス、アメニティーグッズのアップグレード等
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＊詳絹は、ご予約時にご確認くだ

さい。
＊過去にプリンセスにご乗船された

お客様で、サークル番号をお持
ちの方はご予約時にお知らせくだ

さい。サークル番号がご不明の

方は、過去乗船時のクルーズカー

ド、または乗船券など、乗船が
証明できるものをお持ちになり、

船内の「キャプテンズ・サークル
デスク」にてご申告ください。

ご乗船中に船内の「フューチャー

クルーズ・デスク」で今後のクルー

ズのご予約を承っています。お

好きなコースのお部屋をいち早く

確保いただけるだけでなく、宿泊

日数やお部屋のカテゴリーに応じ

て、次回の乗船時に船内で使える

オンボード・クレジットもプレゼント

（1室2名様まで）。詳細は、お問

い合わせください。



申込先、郵送又はファックスにて弓）＞　旅行業務委託先：株式会社くる－ずせとうら

〒650－0024　神戸市中央区海岸通5番地商船三井ピル

FAX：078－335－6002　TEL：078－335－6001

ぎ金蘭会推奨クルーズ2014…

参加申込書

サン・プリンセス　美ら海の沖縄、石垣島、奄美と台湾9日間

2014年5月23日（金）～5月31日（土）　神戸～花蓮～石垣島～那覇～名瀬～神戸

希望船室カテゴリー �1室利用人数 �クルーズ代金（大人お一人） 

□BC□BE□lEその他： �□1名□2名　□3名 �￥ 

＊同一船室毎にこ記入ください。

ローマ字 �� ��性別 �生年月日（西暦） ���卒年／会員との関係 

氏　名 �� �� �年　　　月　　日 ���年卒／家族／友人 

住　所 ��T　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話： 

旅 券 �番　号 � �恒琶 �氏名 � �続 柄 � ��電 話 � 

発行日 �年　　月　　日 ��住所 �T 

ローマ字 �� ��性別 �生年月日（西暦） ���卒年／会員との関係 

氏　名 �� �� �年　　　月　　日 ���年卒／家族／友人 

住　所 ��〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話： 

旅 券 �番　号 � �麿 �氏名 � �続 柄 � ��電 話 � 

発行日 �年　　月　　日 ��住所 �T 

ローマ字 �� ��性別 �生年月日（西暦） ���卒年／会員との関係 

氏　名 �� �� �年　　　月　　日 ���年卒／家族／友人 

住　所 ��T　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話： 

旅 券 �番　号 � �麿 �氏名 � �続 柄 � ��電 話 � 

発行日 �年　　月　　日 ��住所 �T 

＊この旅行には、有効期間満了日が2014年12月1日以降の旅券が必要となります。（船社規定に依ります）

＊クルーズに関してのこ質問やこ希望のこと何なりとこ相談ください。

（株）くる－ずせとうちクルーズマスター神野博一

電話：078－335－6001携帯：090－5658－4619

Eman：jinno◎cruise一mOlamola．jp


