2004年にデビューした日本生まれの大型客船。5 所のダイニングでは、落ち着いた雰囲気の中でお食事が

楽しめます

ダイヤモンド・プリンセス

横浜発着クルーズ

春秋旅くらべ はる色
四国と韓国 10日間

東北周遊と鹿児島・韓国クルーズ寄港地「角館」

ダイヤモンド・プリンセス

富士山本宮浅間大社

ご旅行後、お名前と船名、海域の地図が印刷された世界に1本

月後にお届けいたします。

●旅行期間／ 2020 年 3 月 24 日㈫〜 4 月 2 日㈭〔横浜発着・10 日間〕
●客室タイプ・旅行代金（大人お１人様・２名１室利用）
客室タイプ

旅行代金

ジュニア・スイート（前方 / 後方）
（約 33.0 ㎡、バルコニー、バスタブ、

421,000 円

海側バルコニー（中央）
（約 22.0 ㎡、バルコニー、ハンドシャワー洗面台付）

379,000 円

ハンドシャワー洗面台、洗浄機能付トイレ付）

※バスタブ・洗浄機能付トイレはございません。

横浜発着クルーズ

きらめく春の東北周遊と
鹿児島・韓国 10日間

弘前公園

●東北の桜の名所「弘前城」小京都「角館」にご案内。
●日本三景「松島」では遊覧クルーズと伊達家ゆかりの「瑞巌 寺」
にご案内。
●添乗員のサポートで初めてのクルーズの方もご安心。観光もJTB専用車
に添乗員が同行してご案内します。
●今なら早期予約割引適用代金でお得！
（お1人様20,000円引き／
11月30日㈯までのお申し込みで適用）

●桜の開花シーズンに四国の桜の名所
「栗林公園」
「松山城」
にご案内。
●伊勢神宮・金刀比羅宮、富士山本宮浅間大社などのパワースポット
にご案内。
●添乗員のサポートで初めてのクルーズの方もご安心。観光もJTB専用車
に添乗員が同行してご案内します。
●今なら早期予約割引適用代金でお得！
（お1人様20,000円引き／
11月30日㈯までのお申し込みで適用）
会員限定参加特典
会員限定参加特典 だけのワインをご提供（1室1本）※約3

四国と韓国クルーズ寄港地「松山城」

ご旅行後、お名前と船名、海域の地図が印刷された世界に1本
会員限定参加特典
会員限定参加特典 だけのワインをご提供（1室1本）※約3 月後にお届けいたします。

●旅行期間／ 2020 年 4月20 日㈪〜 4月29 日（水・祝）
〔横浜発着・10 日間〕
●客室タイプ・旅行代金（大人お１人様・２名１室利用）
客室タイプ

旅行代金

ジュニア・スイート（前方 / 後方）
（約 33.0 ㎡、バルコニー、バスタブ、

433,000 円

海側バルコニー（中央）
（約 22.0 ㎡、バルコニー、ハンドシャワー洗面台付）

391,000 円

ハンドシャワー洗面台、洗浄機能付トイレ付）

※バスタブ・洗浄機能付トイレはございません。

上記は早期予約割引適用後の代金です。上記旅行代金のほかに、租税・手数料および港湾費用14,850 上記は早 期予約割引適 用後の代 金です。上記 旅 行 代 金のほかに、租税・手 数料および港 湾 費 用
円
（お１人様）
、国際観光旅客税1,000円
（お1人様）
、船内チップが別途必要です。旅行代金と併せてお 11,000 円（お１人様）、国際観光旅客税1,000 円（お1人様）、船内チップが別途必要です。旅行代金
※ほかの客室（キャビン）タイプ、1人部屋追加代金、 と併せてお支払いください。ただし、船内チップは現地、船内払い。
※ほかの客室（キャビン）タイプ、1人部
支払いください。ただし、船内チップは現地、船内払い。
3・4 名で1室を利用する場合の旅行代金など、詳しくはお問い合わせください。

屋追加代金、3・4 名で1室を利用する場合の旅行代金など、詳しくはお問い合わせください。

●発着地／横浜 ●最少催行人員／ 15 名
●発着地／横浜 ●最少催行人員／ 15 名
●食事／朝 9・昼 8・夕9 回付 ●添乗員／同行してお世話します。
●食事／朝 9・昼 8・夕9 回付 ●添乗員／同行してお世話します。
〈宮古〉岩手県交通、東日本交通、
●利用予定バス会社／
〈鳥羽〉
三重交通、
〈高松〉
琴参バス、
〈高知〉
とさでん交通、 ●利用予定バス会社／〈石巻〉松山観光バス、
〈青森〉十和田観光電鉄、秋北バス、
〈秋田〉工藤興業観光バス、
〈鹿児島〉鹿児島
〈松山〉
伊予鉄道、
〈清水〉
富士急行または同等クラス
交通観光バスまたは同等クラス

●旅程

OP

スケジュール

：JTBオリジナル寄港地観光（別料金）
《宿泊地》
食事

3/24 ㈫

17:00 横浜出港

3/25㈬

07:00 鳥羽入港 OP はる色のお伊勢参りとおかげ横丁（約 5.5 時間）
15:00 鳥羽出港
《船内泊》

3/26㈭

09:00 高松入港 金刀比羅詣でと特別名勝「栗林公園」の桜にご案内（約6時間）
17:00 高松出港
《船内泊》

3/27㈮

07:00 高知入港 龍馬ゆかりの地と解説員と巡る春の
「牧野植物園」
にご案内
（約7時間）
18:00 高知出港
《船内泊》

3/28 ㈯

07:00 松山入港 桜の名所 松山城と道後温泉にご案内（約7 時間）
18:00 松山出港
《船内泊》

3/29 ㈰

終日 クルージング

3/30 ㈪

07:00 釜山
（韓国）
入港 エキゾチックな港町 釜山ハイライト観光にご案内
（約6.5時間）
16:00 釜山出港
《船内泊》

3/31㈫

終日 クルージング

《船内泊》

《船内泊》

《船内泊》

4/1㈬

11:00 清水入港 OP 日本三景「三保の松原」と富士山を望む名所巡り（約 6 時間）
21:00 清水出港
《船内泊》

4/2㈭

午前 横浜入港。朝食後、下船

※上記旅程は港湾等の事情、気象、海況、現地事情などにより変更となる場合があります。
※鳥羽ではテンダーボートでの乗下船と
なる予定で、天候により上陸できない場合もあります。また、安全確保のため、車いすでのテンダーボートのご乗船はできません
ので、ご了承ください。
※花の開花時期は、天候、気温などにより毎年前後するため、ご覧いただけない場合もあります。

富士山本宮浅間大社

富士山を御神体とする浅間神社の総本宮。境内には枝垂
れ桜、ソメイヨシノなど約 500 本の桜が植えられています。

●旅程

OP

スケジュール

：JTBオリジナル寄港地観光（別料金）
《宿泊地》食事

4/20 ㈪

17:00 横浜出港

4/21㈫

10:00 石巻入港 伊達家ゆかりの地と日本三景松島遊覧クルーズにご案内
（約6時間）
20:00 石巻出港
《船内泊》

4/22㈬

07:00 宮古／岩手入港 OP 三陸の多島美
18:00 宮古／岩手出港

4/23 ㈭

06:00 青森入港 弘前さくらまつりと津軽の名所巡りにご案内（約8.5時間）
19:00 青森出港
《船内泊》

4/24 ㈮

07:00 秋田入港 桜の名所 角館武家屋敷と春の田沢湖にご案内（約8.5時間）
18:00 秋田出港
《船内泊》

4/25㈯

終日 クルージング

4/26㈰

07:00 釜山
（韓国）
入港 釜山の新名所 甘川文化村とショッピングにご案内
（約5.5時間）
15:00 釜山出港
《船内泊》

4/27㈪

09:00 鹿児島入港 OP 桜島と鹿児島ハイライト観光（約 7.5 時間）
19:00 鹿児島出港
《船内泊》

4/28 ㈫

終日 クルージング

《船内泊》

浄土ヶ浜と龍泉洞観光（約 8 時間）
《船内泊》

《船内泊》

《船内泊》

4/29
（水・祝）午前 横浜入港。朝食後、下船
※上記旅程は港湾等の事情、気象、海況、現地事情などにより変更となる場合があります。
※花の開花時期は、天候、気温などによ
り毎年前後するため、ご覧いただけない場合もあります。

弘前公園

津軽家の居城であった弘前城は、現在弘前公園として整備され、例年 4 月下
旬から GW までは桜の名所として多くの市民や観光客に親しまれています。

詳しい旅行条件と内容を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認のうえ、お申し込みください。 ※写真はすべてイメージです。

●旅行企画・実施／（株）JTB 東京都品川区東品川2-3-11 観光庁長官登録旅行業第 64号 一般社団法人日本旅行業協会正会員

お問い合わせ
お申し込み

ＪＴＢ クルーズ本店 外国船デスク

０１２０- 002- 473

受付時間／ 10：00〜18：00（土・日曜・祝日・振替休日除く）

※お問い合わせ、お申し込みの際には、本誌読者の旨をお申し出ください。

