
コース番号 Q315 Q316 Q317 Q318 Q315A Q315B

出発日・コース名
4/19 

新緑の 
日本周遊と韓国

4/28 
GW新緑の 
九州と韓国

5/6 
春の沖縄 

リゾートと台湾

5/15 
初夏の西日本 
歴史名所巡り

4/19 

横浜～釜山

4/23 

釜山～横浜

日程 9泊10日 8泊9日 9泊10日 9泊10日 4泊5日 5泊6日

キャビンタイプ 客室	
タイプ

ご利用
レストラン

2名1室利用 
（1名1室利用）

2名1室利用 
（1名1室利用）

2名1室利用 
（1名1室利用）

2名1室利用 
（1名1室利用）

2名1室利用 
（1名1室利用）

2名1室利用 
（1名1室利用）

グランド スイート 
（船体後方6・7F）約128㎡（バルコニー・バスタブ付） Q1

クイーンズ・ 
グリル

¥1,752,000
（¥3,504,000）

¥1,750,000
（¥3,500,000）

¥1,752,000
（¥3,504,000）

¥1,943,000
（¥3,886,000）

設定なし

マスター スイート 
（船体中央7F）約102㎡（バルコニー・バスタブ付） Q2 ¥1,535,000

（¥3,070,000）
¥1,500,000

（¥3,000,000）
¥1,535,000

（¥3,070,000）
¥1,698,000

（¥3,396,000）
ペントハウス 
（船体中央4～6・8F）約47㎡（バルコニー・バスタブ付） Q3 ¥883,000

（¥1,766,000）
¥950,000

（¥1,900,000）
¥883,000

（¥1,766,000）
¥970,000

（¥1,940,000）
ペントハウス 
（船体中央7F）約47㎡（バルコニー・バスタブ付） Q4 ¥856,000

（¥1,712,000）
¥900,000

（¥1,800,000）
¥856,000

（¥1,712,000）
¥943,000

（¥1,886,000）
クイーンズ スイート 
（船体後方）約45㎡（バルコニー・バスタブ付） Q5 ¥800,000

（¥1,600,000）
¥830,000

（¥1,660,000）
¥800,000

（¥1,600,000）
¥863,000

（¥1,726,000）
クイーンズ スイート 
（船体前方・後方）約45㎡（バルコニー・バスタブ付） Q6 ¥700,000

（¥1,400,000）
¥720,000

（¥1,440,000）
¥700,000

（¥1,400,000）
¥719,000

（¥1,438,000）

プリンセス スイート 約31㎡ 
（バルコニー・バスタブ付）

P1
プリンセス・ 

グリル

¥645,000
（¥1,290,000）

¥660,000
（¥1,320,000）

¥645,000
（¥1,290,000）

¥645,000
（¥1,290,000）

P2 ¥600,000
（¥1,200,000）

¥630,000
（¥1,260,000）

¥600,000
（¥1,200,000）

¥600,000
（¥1,200,000）

クラブバルコニー 約24㎡ 
（バルコニー・シャワー付）

A1
ブリタニア・ 

クラブ

¥465,000
（¥813,750）

¥490,000
（¥857,500）

¥465,000
（¥813,750）

¥465,000
（¥813,750）

A2 ¥450,000
（¥787,500）

¥470,000
（¥822,500）

¥450,000
（¥787,500）

¥450,000
（¥787,500）

海側バルコニー 約21㎡
（バルコニー・シャワー付）

BA

ブリタニア・ 
レストラン

¥352,000
（¥616,000）

¥374,000
（¥654,500）

¥352,000
（¥616,000）

¥352,000
（¥616,000）

¥188,000
（¥329,000）

¥235,000
（¥411,250）

BB ¥342,000
（¥598,500）

¥369,000
（¥645,750）

¥342,000
（¥598,500）

¥342,000
（¥598,500）

¥183,000
（¥320,250）

¥228,000
（¥399,000）

BC ¥338,000
（¥591,500）

¥360,000
（¥630,000）

¥338,000
（¥591,500）

¥338,000
（¥591,500）

¥181,000
（¥316,750）

¥226,000
（¥395,500）

BD ¥336,000
（¥588,000）

¥355,000
（¥621,250）

¥336,000
（¥588,000）

¥336,000
（¥588,000）

¥180,000
（¥315,000）

¥224,000
（¥392,000）

BE ¥331,000
（¥579,250）

¥350,000
（¥612,500）

¥331,000
（¥579,250）

¥331,000
（¥579,250）

¥177,000
（¥309,750）

¥221,000
（¥386,750）

BF ¥325,000
（¥568,750）

¥345,000
（¥603,750）

¥325,000
（¥568,750）

¥325,000
（¥568,750）

¥174,000
（¥304,500）

¥217,000
（¥379,750）

海側バルコニー（視界が遮られます）約21㎡ 
（バルコニー・シャワー付）

CA ¥320,000
（¥560,000）

¥335,000
（¥586,250）

¥320,000
（¥560,000）

¥320,000
（¥560,000）

設定なし

CB ¥320,000
（¥560,000）

¥330,000
（¥577,500）

¥320,000
（¥560,000）

¥320,000
（¥560,000）

海側 約17㎡ 
（窓・シャワー付）

EB ¥275,000
（¥481,250）

¥300,000
（¥525,000）

¥275,000
（¥481,250）

¥275,000
（¥481,250）

EC ¥270,000
（¥472,500）

¥290,000
（¥507,500）

¥270,000
（¥472,500）

¥270,000
（¥472,500）

EF ¥265,000
（¥463,750）

¥285,000
（¥498,750）

¥265,000
（¥463,750）

¥265,000
（¥463,750）

海側（視界が遮られます）約17㎡ 
（窓・シャワー付）

FB ¥260,000
（¥455,000）

¥280,000
（¥490,000）

¥260,000
（¥455,000）

¥260,000
（¥455,000）

FC ¥255,000
（¥446,250）

¥275,000
（¥481,250）

¥255,000
（¥446,250）

¥255,000
（¥446,250）

デラックス（内側）約19㎡ 
（シャワー付）

GA ¥250,000
（¥437,500）

¥270,000
（¥472,500）

¥250,000
（¥437,500）

¥250,000
（¥437,500）

GB ¥245,000
（¥428,750）

¥265,000
（¥463,750）

¥245,000
（¥428,750）

¥245,000
（¥428,750）

GC ¥240,000
（¥420,000）

¥260,000
（¥455,000）

¥240,000
（¥420,000）

¥240,000
（¥420,000）

スタンダード（内側） 約14㎡ 
（シャワー付）

IA ¥235,000
（¥411,250）

¥255,000
（¥446,250）

¥235,000
（¥411,250）

¥235,000
（¥411,250）

ID ¥230,000
（¥402,500）

¥250,000
（¥437,500）

¥230,000
（¥402,500）

¥230,000
（¥402,500）

IE ¥227,000
（¥397,250）

¥245,000
（¥428,750）

¥227,000
（¥397,250）

¥227,000
（¥397,250）

IF ¥225,000
（¥393,750）

¥240,000
（¥420,000）

¥225,000
（¥393,750）

¥225,000
（¥393,750）

租税・手数料および港湾費用〈国際観光旅客税¥1,000含む〉	
（別途申し受けます） ¥16,341 ¥14,896 ¥16,191 ¥16,729 ¥9,135 ¥7,301

•	上記代金は、2名1室利用時の大人1名あたりの代金、または、2名1室利用部屋を1名で利用した場合の大人1名あたりの代金です（日本円表記）。ただし、1人利用客室の販売数には、制限がありま
すので予めご了承ください。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。
•	租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用：1名あたりの代金で、別途申し受けます。※国際観光旅客税は出国1回につき、お一人様¥1,000を徴収いたします。本ページに掲載の対象コース（コー
ス番号：Q315、Q316、Q317、Q318、Q315A、Q315B）にお申し込みの場合はクルーズ代金にチップ代金が含まれます。（3名1室または4名1室利用時の3人目4人目の方は別途チップを申し受けます）
•	3名1室または4名1室利用時の3人目4人目の方の代金は正規代金の半額となります。（3名1室、4名1室利用可能なお部屋カテゴリーについては旅行会社	/	旅行代理店にお問い合わせください。）

2023年 春 
横浜発着クルーズ 
ショートクルーズ 
旅行代金表


