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東京（成田または羽田）・ 
大阪・名古屋発着

2018年 5月

▲ ▲ 2019年 1月

地中海・エーゲ海・北欧クルーズ
　クイーン・エリザベスで航く　
クイーン・ヴィクトリア／クイーン・メリー2
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日本人
ホステス乗船

2名様より
出発保証
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● 24時間無料ルームサービス ● セーフィティボックス
● サテライトTV（映画／音楽チャンネル付）
● シャンプー、ドライヤー、冷蔵庫／電話
● 電源ソケット（110ボルト／220ボルト）
● ベッドのターンダウンサービス（チョコレート付）
● バスローブ、スリッパ　● ウェルカムドリンク

船内通貨
船内通貨は米ドル。船内で使用された
代金は、下船時、現金またはクレジット
カードでのお支払いとなります。

チップ 　  下記料金がチップとして自動
的に船内会計に計上されます。

●チップの目安
・  内側～海側バルコニー： 
お１人様／１泊当たり 11.50米ドル
・  プリンセス・スイート以上： 
お１人様／１泊あたり 13.50米ドルが 
船内会計に自動的にチャージされます。
・  バーおよびダイニングでのアルコール飲料に
は15％のサービス料が加算

船内での服装 　  日中や寄港地ではカジュアルな服装。ご夕食の
際は下記のドレスコードが設定されています。

●フォーマル
男性：タキシード、ディナージャケット、

ダークスーツにネクタイ
女性：イブニングドレス、カクテルドレス、和服

●インフォーマル
男性：ジャケット着用
（ネクタイは無しでも可）

女性：カクテルドレス、スーツ、ワンピース

175年を超える歴史の中、
いつの時代もラグジュアリーな
船の旅の象徴として
輝き続けたキュナード・ライン

至高の英国式おもてなし
一歩船内に足を踏み入れるとそこは「英国」そのもの。保
有する客船に女王の名を冠することが許されていること
からわかるように英国王室とのゆかりの深さが計り知れる。

洗練された
英国の美食

お部屋カテゴリー毎に用意してい
る専用レストランの他に、スペシャリ
ティ・レストランでバラエティ豊かな
美食をご賞味。

船上での時間を充実させる、
様 な々プログラム
日中は数 の々教養講座等の船内プログラム、夜は華や
かなショーやバンド演奏でのダンスタイム、本場英国の
ミュージカルの上演など忘れられない思い出をご提供。

キャビンサービス/アメニティ

Cabin service / Amenity
ワンポイントアドバイス

One point advice

Cabin／客室（一例）� ※下記はクイーン・エリザベスの客室例です。

内側
■約14㎡　■    シャワー付

海側
■ 約17㎡　■    シャワー付

海側バルコニー
■約21㎡　
■    シャワー・バルコニー付

プリンセススイート
■ 約31㎡　
■    バスタブ・バルコニー付

世界で最も有名な客船の後継船　クイーン・エリザベス

Queen Elizabeth

“世界で最も有名な豪華客船”の代名詞とも言えるク
イーン・エリザベス。2010年10月に華 し々くデビューし
た三代目は、キュナードの長い歴史を受け継ぐ新時代
の女王として、今なお羨望を集め続けています。
●就航年 2010年10月
●総トン数 90,900トン

●全長／全幅 294m／32.3m
●乗客定員 2,081人

エレガント＆クラシックな英国伝統の世界　クイーン・ヴィクトリア

Queen Victoria

エレガントでクラシックな英国伝統の世界。その世界を
より洗練させ洋上に実現したのがクイーン・ヴィクトリア。
英国が誇る歴史ある気品を随所で感じながら、優雅な
おもてなしを心ゆくまでご堪能いただけます。
●就航年 2007年12月（2017年6月改装）
●総トン数 90,000トン

●全長／全幅 294m／32.3m
●乗客定員 2,061人

ラグジュアリー客船最大の船　クイーン・メリー 2

Queen Mary 2

15万トンというキュナード史上最大の客船でありながら、
細やかなおもてなしが魅力のクイーン・メリー2。洋上随
一の充実した設備は長期間のクルーズでも決して飽き
る事はありません。
●就航年 2004年1月（2016年5月改装）
●総トン数 151,400トン

●全長／全幅 345m／39.9m
●乗客定員 2,691人
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ベニス

ローマチビタベッキア

ドブロブニク

コトル

コルフ島
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出発日／2018年 9月13日㈭～9月23日㈰ 11日間
日次 スケジュール

1 9/13（木） 東京（成田または羽田）発 関空発 名古屋発
［21：20～24：30］
東京発H空路、 
ドーハまたはドバイ
乗継にてローマへ
 〈機内泊〉xxr

［23：45］
関空発H空路、
ドバイ乗継にて
ローマへ
 〈機内泊〉xxr

［15：00］JR名古屋駅発 
J 航空会社バスにて関空へ
［23：45］関空発H空路、
ドバイ乗継にてローマへ
 〈機内泊〉xxr

2 9/14（金） ローマ着 
（イタリア）

［12：00～14：00］専用車（英語ドライバー）にてホテルヘ
着後、自由行動 〈ローマ泊〉rrx

3 9/15（土） ローマ ［午前］専用車（英語ドライバー）にてチビタベッキア港へ
チビタベッキア
（イタリア）

［昼頃］ クイーン・ヴィクトリア乗船 
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 9/16（日） ［終日］メッシーナ海峡クルージング 〈船中泊〉QWE

5 9/17（月） コルフ島
（ギリシャ）

［08：00］入港　B ：（例）世界遺産  旧市街とアヒリオン宮殿
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 9/18（火） コトル
（モンテネグロ）

［08：00］入港　B ：（例）世界遺産  コトル旧市街観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 9/19（水） ドブロブニク
（クロアチア）

［08：00］入港　B ：（例）世界遺産  ドブロブニク旧市街
［23：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 9/20（木） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

9 9/21（金） ベニス
（イタリア）

［08：00］入港　B ：（例）世界遺産  ベニス市内観光
船はベニスに停泊します 〈船中泊〉QWE

10 9/22（土） ベニス ［午前］朝食の後、下船

ベニス発

シャトルボートにてベニス・サンマルコ広場へ
その後、ベニスにて自由行動（スーツケースは港でお預かりします）
その後、日本語アシスタントと共に専用車にて空港へ
［15：30～20：30］Hドーハまたはドバイ乗継にて
帰国の途へ 〈機内泊〉Qxr

11 9/23（日） 東京（成田または羽田）着 関空着 名古屋着
［17：35～22：45］
東京着
着後、解散
 rrx

［18：05］
関空着
着後、解散
 rrx

［18：05］関空着
［夜］関空発　J
航空会社バスにて名古屋へ
［夜］JR名古屋駅到着 rrx

＊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。

■   旅行代金表／東京発着 
（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-MKCU-□□□□□□

出発日
キャビンタイプ ご利用レストラン コースコード 旅行代金

内側
約14㎡／シャワー付

ブリタニア・
レストラン

東京  9008TA 
大阪  9008OA 
名古屋  9008NA 

378,000円
［160,000円］

海側
約17㎡／窓・シャワー付

東京  9008TB 
大阪  9008OB 
名古屋  9008NB 

388,000円
［170,000円］

海側バルコニー
約21㎡／バルコニー・シャワー付

東京  9008TC 
大阪  9008OC 
名古屋  9008NC 

438,000円
［210,000円］

租税・手数料及び港湾費用等（変更となる場合がございます） 38,300円

大阪・名古屋発着追加代金 20,000円

ビジネスクラス利用追加代金 238,000円

キャンセル料：キュナード・ライン 74日前パターン
※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。

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、船内では日本人ホステス（コーディネーター）が

お世話いたします
■利用航空会社／エミレーツ航空、カタール航空（いずれもエコノミークラス）
■利用予定ホテル／〈ローマ〉マッシモ・ダゼリオ、メディテラネオ、ウニベルソ、

ジェノア、トリノ、ディアナ・ルーフガーデン、
アウグスタ・ルチア・パレス（スーペリアクラス）

■食事／Q8回、W7回、E7回（機内食は除く）
※船内チップ…内側～海側バルコニーお１人様：1泊あたり11.5米ドル、プリンセススイート以上
お１人様：1泊あたり13.5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）。

※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,610円／子供1,570円）および羽田空港施設使
用料（大人2,670円／子供1,380円）および大阪（関空）空港施設使用料・保安サービス料（大人
3,040円／子供1,680円）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。

※外国諸税（8,900円／大人・子供同額）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いく
ださい。

※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃油サーチャージが増額または減額、
廃止された場合でも旅行代金に変更はございません。

地中海・アドリア海クルーズ 11日間
　クイーン・ヴィクトリアで航く

1 地中海と近年人気のクロアチアの
海岸線をめぐります

2 ローマ、コルフ島、コトル、ドブロブニク、
ベニスと5つの世界遺産を同時に訪れます

3 ベニスの入港シーンは絶景

4
英国王室との縁を感じる

「クイーン・ヴィクトリア」で優雅なクルーズを
お約束します

5
日本人ホステス（コーディネーター）乗船。
船内新聞、レストラン等、食事のメニューも
日本語版をご用意します

おすすめポイント

燃油サーチャージ込

日本人
ホステス

乗船

ドブロブニク〈クロアチア〉
石造りの城壁に囲まれた美しい旧市街は世界遺産に登録されていま
す。アドリア海に突き出すような半島に位置しているため、白い壁にオ
レンジ色の屋根が美しく、海からのアプローチでは一層目をひきます。

コトル 
〈モンテネグロ〉

コトル湾の最奥に位
置しており世界遺産
に登録されているコ
トル。山に沿って築
かれた城塞が残り、
石畳の路地が走る旧
市街には豪華な歴史
的建造物や美しい教
会が建ち並びます。

アヒリオン宮殿
／コルフ島 
〈ギリシャ〉

コルフの南約10キロメ
ートル、ガストゥリ地区
に位置するアヒリオン
宮殿は、19世紀末、オー
ストリア帝国皇妃エリ
ザベートにより建てら
れた夏の離宮です。



HH
●

●

●

●

●
●

チビタベッキア

リボルノ／フィレンツェ／ピサ
ヴィルフランシュ・
シュル・メール

バルセロナ

アジャクシオ／コルシカ島

ローマ
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地中海クルーズ 11日間 ～スペイン・イタリア・フランスを訪ねて～
クイーン・ヴィクトリアで航く　

出発日／2018年 9月27日㈭～10月7日㈰ 11日間
日次 スケジュール

1 9/27（木） 東京（成田または羽田）発 関空発 名古屋発
［21：20～24：30］
東京発H空路、 
ドーハまたはドバイ
乗継にてローマへ
 〈機内泊〉xxr

［23：45］
関空発H空路、
ドバイ乗継にて
ローマへ
 〈機内泊〉xxr

［15：00］JR名古屋駅発 
J 航空会社バスにて関空へ
［23：45］関空発H空路、
ドバイ乗継にてローマへ
 〈機内泊〉xxr

2 9/28（金） ローマ着 
（イタリア）

［12：00～14：00］専用車（英語ドライバー）にてホテルヘ
着後、自由行動 〈ローマ泊〉rrx

3 9/29（土） ローマ ［午前］専用車（英語ドライバー）にてチビタベッキア港へ
チビタベッキア
（イタリア）

［昼頃］ クイーン・ヴィクトリア乗船 
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 9/30（日） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

5 10/1（月） バルセロナ
（スペイン）

［08：00］入港　B ：（例）世界遺産  バルセロナ市内観光
［23：59］出港 〈船中泊〉QWE

6 10/2（火） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

7 10/3（水） アジャクシオ／コルシカ島
（スペイン）

［08：00］入港　B ：（例）コルシカ島内観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 10/4（木） ヴィルフランシュ・シュル・メール
（フランス）

［08：00］入港　B ：（例）ニース・モナコ観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 10/5（金） リボルノ／フィレンツェ／ピサ
（イタリア）

［07：00］入港　B ：（例）世界遺産  フィレンツェ終日観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 10/6（土） チビタベッキア ［午前］入港　朝食の後、下船

ローマ発
その後、船会社手配の混乗車にて空港へ
［15：00～18：00］Hドーハまたはドバイ乗継にて
帰国の途へ 〈機内泊〉Qxr

11 10/7（日） 東京（成田または羽田）着 関空着 名古屋着
［17：35～22：45］
東京着
着後、解散
 rrx

［18：05］
関空着
着後、解散
 rrx

［18：05］関空着
［夜］関空発　J
航空会社バスにて名古屋へ
［夜］JR名古屋駅到着 rrx

＊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。

日本人
ホステス

乗船

■   旅行代金表／東京発着 
（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-MKCU-□□□□□□

出発日
キャビンタイプ ご利用レストラン コースコード 旅行代金

内側
約14㎡／シャワー付

ブリタニア・
レストラン

東京  9009TA 
大阪  9009OA 
名古屋  9009NA 

318,000円
［160,000円］

海側
約17㎡／窓・シャワー付

東京  9009TB 
大阪  9009OB 
名古屋  9009NB 

328,000円
［177,000円］

海側バルコニー
約21㎡／バルコニー・シャワー付

東京  9009TC 
大阪  9009OC 
名古屋  9009NC 

378,000円
［210,000円］

プリンセススイート
約31㎡／バルコニー・バスタブ付

プリンセス・グリル
東京  9009TD 
大阪  9009OD 
名古屋  9009ND 

528,000円
［420,000円］

租税・手数料及び港湾費用等（変更となる場合がございます） 36,700円

大阪・名古屋発着追加代金 20,000円

ビジネスクラス利用追加代金 258,000円

キャンセル料：キュナード・ライン 74日前パターン
※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。

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、船内では日本人ホステス（コーディネーター）が

お世話いたします
■利用航空会社／エミレーツ航空、カタール航空（いずれもエコノミークラス）
■利用予定ホテル／〈ローマ〉マッシモ・ダゼリオ、メディテラネオ、ウニベルソ、

ジェノア、トリノ、ディアナ・ルーフガーデン、
アウグスタ・ルチア・パレス（スーペリアクラス）

■食事／Q8回、W7回、E7回（機内食は除く）
※船内チップ…内側～海側バルコニーお１人様：1泊あたり11.5米ドル、プリンセススイート以上
お１人様：1泊あたり13.5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）。

※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,610円／子供1,570円）および羽田空港施設使
用料（大人2,670円／子供1,380円）および大阪（関空）空港施設使用料・保安サービス料（大人
3,040円／子供1,680円）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。

※外国諸税（10,230円／大人・子供同額）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払い
ください。
※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃油サーチャージが増額または減額、
廃止された場合でも旅行代金に変更はございません。

燃油サーチャージ込

1 世界遺産や高級リゾートが点在する地中海の
魅力的な港町をクルーズでめぐります

2 スペイン、イタリア、フランスとヨーロッパを
代表する3ヶ国を同時に訪れます

3
英国王室との縁を感じる

「クイーン・ヴィクトリア」で優雅なクルーズを
お約束します

4
日本人ホステス（コーディネーター）乗船。
船内新聞、レストラン等、食事のメニューも
日本語版をご用意します

おすすめポイント

アジャクシオ／コルシカ島〈フランス〉
イタリア半島の西に位置する島。狭い路地が交差する旧市街には、コルシカ出
身のナポレオン所縁の場所や、名コレクション品を有する美術館、コルシカの
色鮮やかな名産品を扱う市場など、多くの見どころがあります。

モンテカルロ 
〈モナコ〉

モナコの中心市街地
であり、国営カジノ
をはじめ様々な設備
が集まっています。
芸術祭、スポーツ祭
などの催しも多く行
われています。

バルセロナ 
〈スペイン〉

スペイン北東部、地中海沿
岸に位置する港湾都市。
街中を散策しながら、ロー
マ時代の遺跡から中世の
都市へ、さらには近代都市
へと景観の変化が楽しめ
ます。サグラダ・ファミリア
教会など、ガウディの作品
群がユネスコ世界遺産に
登録されています。
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スペイン、ポルトガルを巡るイベリア半島クルーズ 10日間
　クイーン・ヴィクトリアで航く

■   旅行代金表／東京発着 
（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-MKCU-□□□□□□

出発日
キャビンタイプ ご利用レストラン コースコード 旅行代金

内側
約14㎡／シャワー付

ブリタニア・
レストラン

 90010A 298,000円
［147,000円］

海側
約17㎡／窓・シャワー付

 90010B 338,000円
［160,000円］

海側バルコニー
約21㎡／バルコニー・シャワー付

 90010C 368,000円
［190,000円］

プリンセススイート
約31㎡／バルコニー・バスタブ付

プリンセス・グリル  90010D 518,000円
［370,000円］

租税・手数料及び港湾費用等（変更となる場合がございます） 39,260円

大阪・名古屋発着追加代金 20,000円

ビジネスクラス利用追加代金 278,000円

キャンセル料：キュナード・ライン 74日前パターン
※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。

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんがロンドンでは日本語係員、

船内では日本人ホステス（コーディネーター）がお世話いたします
■利用航空会社／全日空、日本航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、

（いずれも直行便／エコノミークラス）
■利用予定ホテル／〈ロンドン〉ホリデイ・イン・ケンジントン、アンバサダーズ、

ラッセル、ダブルツリー、ラディソン・ブル、
ランガム、セント・アーミンズ
（スーペリアクラス／船会社ホテルパッケージ利用）

■食事／Q8回、W7回、E7回（機内食は除く）
※船内チップ…内側～海側バルコニーお１人様：1泊あたり11.5米ドル、プリンセススイート以上
お１人様：1泊あたり13.5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）。

※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,610円／子供1,570円）および羽田空港施設使用
料（大人2,670円／子供1,380円）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。

※外国諸税（エコノミークラス 18,820円、ビジネスクラス 30,760円、／大人・子供同額）は含ま
れておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。

※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃油サーチャージが増額または減額、
廃止された場合でも旅行代金に変更はございません。

サンチャゴ・デ・コンポステーラ〈スペイン〉
キリスト12使徒の一人、聖ヤコブが祀られているキリスト教3
大聖地の一つサンチャゴ・デ・コンポステーラを目指す道は
「巡礼の道」として整えられ、一部は世界遺産になっています。

ポルト〈ポルトガル〉
リスボンの北300キロに位置す
るポルトガル北部の中心地で、
リスボンに次ぐポルトガル第2
の都市。聖グレゴリウス聖堂、
大聖堂、ポルサ宮、聖フラン
シスコ聖堂などを含む旧市街
地は、1996年に「ポルト歴史
地区」としてユネスコの世界遺
産に登録されました。

リスボン 
〈ポルトガル〉

イベリア半島最長の川・テ
ージョ川の河口に広がる
都市で、石畳の道路や行
き交う路面電車など、素朴
で趣ある街並みが美しい
歴史ある街です。

1
哀愁漂う街リスボン、
ポートワインでも有名なポルトと
ポルトガルの2つの世界遺産を訪れます

2
ヴィーゴではオプショナルツアーで
巡礼者を受け入れてきたキリスト教の聖地 
世界遺産  サンチャゴ・デ・コンポステーラを
訪れることが可能です

3
日本人ホステス（コーディネーター）乗船。
船内新聞、レストラン等、食事のメニューも
日本語版をご用意します

4 2名様からツアーを催行いたしますので、
安心してお申し込みください（ツアーキャンセル無し）

おすすめポイント
出発日／2018年 5月31日㈭～6月9日㈯ 10日間

日次 スケジュール
1 5/31（木） 東京（成田または羽田）発

ロンドン着
（イギリス）

［08：30～13：30］
H空路、直行便にてロンドンへ
［13：00～17：30］着後、船会社手配バス（混乗）にて
ホテルヘ 〈ロンドン泊〉rrx

2 6/1（金） ロンドン 出発まで自由行動
［午前］船会社手配バス（混乗）にてサウザンプトンへ

サウザンプトン
（イギリス）

［昼頃］着後、各自チェックインの後 
 クイーン・ヴィクトリア乗船 
［16：30］出港 〈船中泊〉QWE

3 6/2（土） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

4 6/3（日） ヴィーゴ
（スペイン）

［09：00］入港　
B ：（例）  世界遺産  サンチャゴ・デ・コンポステーラ 

巡礼の道を訪ねて
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 6/4（月） リスボン
（ポルトガル）

［09：00］入港　
B ：（例）世界遺産  リスボン市内観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 6/5（火） ポルト
（ポルトガル）

［08：00］入港　
B ：（例）世界遺産  ポルト旧市街観光
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 6/6（水） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

8 6/7（木） セント・ピーターポート／ガーンジー島
（英領チャネル諸島）

［08：00］入港　
B ：（例）ガーンジー島海外線ドライブ
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 6/8（金） サウザンプトン ［午前］入港　朝食の後、下船

ロンドン発
その後、船会社手配バス（混乗）にて空港へ
［13：30～19：30］H空路、直行便にて帰国の途へ
 〈機内泊〉Qxr

10 6/9（土） 東京（成田または羽田）着 ［07：00～15：30］着後、解散 rrx

＊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。

日本人
ホステス

乗船

燃油サーチャージ込
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※船内チップ…内側～海側バルコニーお１人様：1泊あたり11.5米ドル、プリンセススイート以上
お１人様：1泊あたり13.5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）。

※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,610円／子供1,570円）および羽田空港施設使用
料（大人2,670円／子供1,380円）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。

※外国諸税（6,410円／大人・子供同額）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いく
ださい。

※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃油サーチャージが増額または減額、
廃止された場合でも旅行代金に変更はございません。

北欧とドイツクルーズ 8日間
クイーン・メリー2で航く　

1 ベストシーズンの北欧で壮大なスケールの
大自然と文化、歴史に触れる旅

2 8月のお盆シーズンにわずか8日間で憧れの
クルーズを体験

3
英国王室との縁を感じるキュナード社の
フラッグシップ「クイーン・メリー 2」による
優雅なクルーズ

4
日本人ホステス（コーディネーター）乗船。
船内新聞、レストラン等、食事のメニューも
日本語版をご用意します

おすすめポイント

■   旅行代金表／東京発着 
（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-MKCU-□□□□□□

出発日
キャビンタイプ ご利用レストラン コースコード 旅行代金

内側
約14㎡／シャワー付

ブリタニア・
レストラン

 90012A 438,000円
［117,000円］

海側
約17㎡／窓・シャワー付

 90012B 458,000円
［130,000円］

海側バルコニー
約21㎡／バルコニー・シャワー付

 90012C 498,000円
［160,000円］

プリンセススイート
約31㎡／バルコニー・バスタブ付

プリンセス・グリル  90012D 678,000円
［380,000円］

租税・手数料及び港湾費用等（変更となる場合がございます） 30,980円

大阪・名古屋発着追加代金 20,000円

ビジネスクラス利用追加代金 398,000円

キャンセル料：キュナード・ライン 59日前パターン
※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。

出発日／2018年 8月11日㈯～8月18日㈯ 8日間
日次 スケジュール

1 8/11（土） 東京（成田または羽田）発

ハンブルク着
（ドイツ）

［10：00～15：30］
H空路、ヨーロッパ内都市乗継にてハンブルクへ
［18：00～22：00］
着後、船会社手配バス（混乗）にてホテルヘ
 〈ハンブルク泊〉rrx

2 8/12（日） ハンブルク ［午前］船会社手配バス（混乗）にて港へ
［昼頃］着後、各自チェックインの後 

 クイーン・メリー2乗船 
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

3 8/13（月） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

4 8/14（火） ヘルシンゲル
（デンマーク）

［08：00］入港　
B ：（例）  世界遺産  「ハムレット」の舞台として有名な 

クロンボー城観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 8/15（水） オスロ
（ノルウェー）

［09：00］入港　
B ：（例）国立美術館とオスロハイライト
［21：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 8/16（木） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

7 8/17（金） ハンブルク ［午前］入港　朝食の後、下船

ハンブルク発
その後、船会社手配バス（混乗）にて空港へ
［12：00～16：00］
H空路、ヨーロッパ内都市乗継にて帰国の途へ
 〈機内泊〉Qxr

8 8/18（土） 東京（成田または羽田）着 ［08：00～12：00］着後、解散 rxx

＊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。

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、船内では日本人ホステス（コーディネーター）がお世話いたします
■利用航空会社／ルフトハンザドイツ航空、エールフランス航空、KLMオランダ航空、

ブリティッシュ・エアウェイズ、全日空、日本航空、フィンエアー、
スカンジナビア航空（いずれもエコノミークラス）

■利用予定ホテル／〈ハンブルク〉マリオットハンブルク
（スーペリアクラス／船会社ホテルパッケージ利用）

■食事／Q6回、W5回、E5回（機内食は除く）

日本人
ホステス

乗船

燃油サーチャージ込

クロンボー城〈デンマーク〉
対岸にスウェーデンを望むエアスン海峡に面したヘルシンゲルにあるクロンボー城
は、シェークスピア作「ハムレット」の舞台として知られています。城の真ん中にある広
い中庭では、毎年夏にシェイクスピアの野外劇が上演されています。

ハンブルク〈ドイツ〉
中世にハンザ同盟の都市で
あったハンブルクは現在も自
由ハンザ都市と名乗る特別
市です。世界遺産となった倉
庫街から美術館、博物館や、
ビートルズゆかりの場所、歓
楽街など観光名所が多くあ
り、観光客が世界中から集ま
る街です。

オスロ国立美術館 
〈ノルウェー〉

国内最大のノルウェーアート
のコレクションを誇る美術館。
セザンヌなど印象派やヨーロ
ッパ有名画家の作品も充実し
ています。見どころは『叫び』を
はじめとするムンクの作品で、
20点以上が「ムンク・ルーム」
に展示されています。
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アイスランドとノルウェーフィヨルドクルーズ 18日間
　クイーン・ヴィクトリアで航く

■   旅行代金表／東京発着 
（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-MKCU-□□□□□□

出発日
キャビンタイプ ご利用レストラン コースコード 旅行代金

内側
約14㎡／シャワー付

ブリタニア・
レストラン

 90011A 558,000円
［300,000円］

海側
約17㎡／窓・シャワー付

 90011B 658,000円
［380,000円］

海側バルコニー
約21㎡／バルコニー・シャワー付

 90011C 748,000円
［440,000円］

租税・手数料及び港湾費用等（変更となる場合がございます） 79,890円

大阪・名古屋発着追加代金 20,000円

ビジネスクラス利用追加代金 278,000円

キャンセル料：キュナード・ライン 74日前パターン
※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。

出発日／2018年 6月21日㈭～7月7日㈯ 17日間
日次 スケジュール

1 6/21（木） 東京（成田または羽田）発

ロンドン着
（イギリス）

［08：30～13：30］
H空路、直行便にてロンドンへ
［13：00～17：30］着後、船会社手配バス（混乗）にてホテルヘ
 〈ロンドン泊〉rrx

2 6/22（金） ロンドン ［午前］船会社手配バス（混乗）にてサウザンプトンへ
サウザンプトン
（イギリス）

［昼頃］着後、各自チェックインの後 
 クイーン・ヴィクトリア乗船 
［16：30］出港 〈船中泊〉QWE

3 6/23（土） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

4 6/24（日） ハンブルク
（ドイツ）

［07：00］入港　
B ：（例）「自由ハンザ都市ハンブルク」を訪ねて
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 6/25（月） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

6 6/26（火） オーレスン
（ノルウェー）

［09：00］入港　B ：（例）  アールヌーヴォー様式の建物が
並ぶオーレスン市内観光

［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 6/27（水） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

8 6/28（木） アクレイリ
（アイスランド）

［09：00］入港　B ：（例）ゴーザフォスの滝観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 6/29（金） イーサフィヨルズゥル
（アイスランド）

［08：00］入港　B ：（例）ヴィグル島ボートツアー
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 6/30（土） レイキャビク
（アイスランド）

［09：00］入港　
B ：（例）レイキャビクとブルーラグーンを訪ねて
船はレイキャビクに停泊します 〈船中泊〉QWE

11 7/1（日） レイキャビク B ：（例）シンクヴェトリル国立公園
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

12 7/2（月） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

13 7/3（火） トースハウン／フェロー諸島
（デンマーク領）

［09：00］入港　B ：（例）トースハウン徒歩散策
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

14 7/4（水） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

15 7/5（木） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

16 7/6（金） サウザンプトン ［午前］入港　朝食の後、下船

ロンドン発
その後、船会社手配バス（混乗）にて空港へ
［13：30～19：30］H空路、直行便にて帰国の途へ
 〈機内泊〉Qxr

17 7/7（土） 東京（成田または羽田）着 ［07：00～15：30］着後、解散 rrx

日本人
ホステス

乗船

燃油サーチャージ込
■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、船内では日本人ホステス（コーディネーター）が

お世話いたします
■利用航空会社／全日空、日本航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、

（いずれも直行便／エコノミークラス）
■利用予定ホテル／〈ロンドン〉ホリデイ・イン・ケンジントン、セントアーミンス、

ランガム、ラディソン・ブル、
ホリディ・イン・キングスクロス、アンバサダー、
ラッセル、ダブルツリー
（スーペリアクラス／船会社ホテルパッケージ利用）

■食事／Q14回、W13回、E13回（機内食は除く）
※船内チップ…内側～海側バルコニーお１人様：1泊あたり11.5米ドル、プリンセススイート以上
お１人様：1泊あたり13.5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）。

※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,610円／子供1,570円）および羽田空港施設使用
料（大人2,670円／子供1,380円）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。

※外国諸税（エコノミークラス 18,820円、ビジネスクラス 30,760円、／大人・子供同額）は含ま
れておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。

※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃油サーチャージが増額または減額、
廃止された場合でも旅行代金に変更はございません。

＊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。
※  大阪・名古屋発着は羽田⇔成田の移動はお客様ご自身で行っていただき、移動に伴う費用も
お客様負担となります。（到着便によっては東京での後泊が必要となります（お客様負担）。）

1 夏に人気の海域、ノルウェーフィヨルドと
アイスランドの自然豊かな街々をめぐります

2
北極圏に最も近いアイスランドでは
夏の「ミッドナイト・サン（真夜中の太陽）」や
壮大な自然をお楽しみいただけます

3 日本人ホステス乗船。船内新聞、
食事のメニューも日本語版をご用意

おすすめポイント

レイキャビク〈アイスランド〉
レイキャビクの市名は「煙たなびく湾」という意味で、
最初の上陸者が近郊の温泉から上る湯煙を炎の煙
と見間違えて名づけた地名と言われています。

ゴーザフォスの滝 
〈アイスランド〉

アイスランド語で「神々の滝」
の意味。アイスランドにおけ
る最も壮観な滝の1つです。
落差は12ｍほどで、小さな
滝を中心に幅の広い滝が対
称にあり、見る角度によって
様々な表情を楽しめます。

ハンブルク〈ドイツ〉
中世からハンザ同盟の中心
的役割を果たしてきたドイツ
最大の物流拠点ハンブルク。
世界最大の鉄道模型館「ミニ
チュア・ワンダーランド」が、
2016年「外国人が選ぶドイツ
人気観光名所トップ100」の1
位に選定されました。
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サウザンプトン
ゼーブルージュ／ブルージュ

シェルブール

アムステルダム

ロンドン ●

●

●

●

●

出発日／2018年 12月28日㈮～2019年 1月4日㈮ 8日間
日次 スケジュール

1 12/28（金） 東京（成田または羽田）発

ロンドン着
（イギリス）

［08：30～13：30］
H空路、直行便にてロンドンへ
［13：00～17：30］着後、船会社手配バス（混乗）にて
ホテルヘ 〈ロンドン泊〉rrx

2 12/29（土） ロンドン ［午前］船会社手配バス（混乗）にてサウザンプトン港へ
サウザンプトン
（イギリス）

［午後］着後、各自チェックインの後 
 クイーン・エリザベス乗船 
［16：30］出港 〈船中泊〉QWE

3 12/30（日） ゼーブルージュ／ブルージュ
（ベルギー）

［08：00］入港　B ：（例）世界遺産  ブルージュ観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 12/31（月） アムステルダム
（オランダ）

［08：00］入港　B ：（例）アムステルダム市内観光
船はアムステルダムに翌01：00まで停泊します
 〈船中泊〉QWE

5 1/1（火） アムステルダム ［01：00］出港
［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

6 1/2（水） シェルブール
（フランス）

［08：00］入港　B ：（例）世界遺産  モンサンミッシェル観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 1/3（木） サウザンプトン ［午前］入港　朝食の後、下船

ロンドン発
その後、船会社手配バス（混乗）にて空港へ
［13：30～19：30］H空路、直行便にて帰国の途へ
 〈機内泊〉Qxr

8 1/4（金） 東京（成田または羽田）着 ［07：00～15：30］着後、解散 rxx

＊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。

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※団体行動中の心付※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。
［59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日以上前 無料
59日前～45日前まで ご旅行代金の10％
44日前～15日前まで ご旅行代金の25％
14日前～8日前まで ご旅行代金の37.5％
7日前～当日まで ご旅行代金の50％

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 ご旅行代金の100％
［74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日以上前 無料
74日前～57日前まで ご旅行代金の10％
56日前～29日前まで ご旅行代金の25％
28日前～15日前まで ご旅行代金の37.5％
14日前～当日まで ご旅行代金の50％

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 ご旅行代金の100％
●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は2018年1月31
日を基準としています。また、旅行代金は、2018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2018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2018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

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。

〒141-0031　東京都品川区西五反田2-12-3　第一誠実ビル8階
T-18-01-005

お申し込み・お問い合わせは

旅行企画・実施　

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

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。

年末年始オランダ・ベルギー・フランスクルーズ 8日間
クイーン・エリザベスで航く　

日本人
ホステス

乗船

1
憧れの客船の代名詞「クイーン・エリザベス」
で英国王室との縁を感じる優雅なクルーズを
お約束します

2
船内は年末年始の
特別なデコレーション
や数々のイベントや
記念式典をお楽しみ
いただけます アムステルダム

3
日本人ホステス（コーディネーター）乗船。
船内新聞、レストラン等、食事のメニューも
日本語版をご用意します

おすすめポイント

■最少催行人員／2名様
■添乗員／同行しませんが、船内では日本人ホステス（コーディネーター）が

お世話いたします
■利用航空会社／全日空、日本航空、ブリティッシュ・エアウェイズ

（いずれも直行便／エコノミークラス）
■利用予定ホテル／〈ロンドン〉セントアーミンス、ホリデイ・イン・ケンジントン、

ランガム、ラディソン・ブル、ホリデイ・イン・キングスクロス、
アンバサダー、ラッカル、ダブルツリー
（スーペリアクラス／船会社ホテルパッケージ利用）

■食事／Q6回、W5回、E5回（機内食は除く）
※船内チップ…内側～海側バルコニーお１人様：1泊あたり11.5米ドル、プリンセススイート以上
お１人様：1泊あたり13.5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）。

※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,610円／子供1,570円）および羽田空港施設使用
料（大人2,670円／子供1,380円）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。

※外国諸税（エコノミークラス 18,820円、ビジネスクラス 30,760円、／大人・子供同額）は含ま
れておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。

※「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃油サーチャージが増額または減額、
廃止された場合でも旅行代金に変更はございません。

■   旅行代金表／東京発着（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-MKCU-□□□□□□

出発日
キャビンタイプ ご利用レストラン コースコード 旅行代金

内側
約14㎡／シャワー付

ブリタニア・
レストラン

 90013A 298,000円
［110,000円］

海側
約17㎡／窓・シャワー付

 90013B 328,000円
［120,000円］

海側バルコニー
約21㎡／バルコニー・シャワー付

 90013C 348,000円
［140,000円］

プリンセススイート
約31㎡／バルコニー・バスタブ付

プリンセス・グリル  90013D 428,000円
［250,000円］

租税・手数料及び港湾費用等（変更となる場合がございます） 31,500円

大阪・名古屋発着追加代金 20,000円

ビジネスクラス利用追加代金 498,000円

キャンセル料：キュナード・ライン 59日前パターン
※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、下記をご覧ください。

燃油サーチャージ込

※本パンフレットに掲載の画像は全てイメージです。

モンサンミッシェル〈フランス〉
海岸線から1キロほど沖に出た、要塞の
ような島。修道院が頂上にそびえる島内
は、木組みの家々、塔、城壁や石畳の路
地といった中世の面影を残しています。


