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チャンメイ／ダナン／フエ

東京・名古屋・大阪 発着

2019年 3月

英国伝統のエレガンスを受け継ぐ「クイーン・ヴィクトリア」で航く

香港・ベトナム・シンガポール 7日間
2019年3月19日㈫～3月25日㈪ 

日次 スケジュール
1 3/19（火） 東京・大阪・名古屋発

香港着
（中国）

［09：00～10：45］空路H直行便にて香港へ
［12：45～13：45］
着後、専用車にて日本語ガイドと共に港へ

［午後］  クイーン・ヴィクトリア乗船 
［22：00］出港 【船中泊】Xre

2 3/20（水） ［終日］クルージング 【船中泊】qwe  

3 3/21（木・祝） チャンメイ／ダナン／フエ
（ベトナム）

［07：00］入港　B：例 C古都フエ観光
［18：00］出港 【船中泊】qwe  

4 3/22（金） ［終日］クルージング 【船中泊】qwe  

5 3/23（土） ［終日］クルージング 【船中泊】qwe  

6 3/24（日） シンガポール ［午前］入港　朝食後、下船

シンガポール発

その後、専用車にて日本語ガイドと共に
シンガポール市内へ
その後、自由行動
※スーツケース等はご出発までお預かりします
［夜］専用車にて日本語ガイドと共に空港へ
［21：00～02：30］
空路Hアジア内都市乗り継ぎにて帰国の途へ
 【機中泊】qXr

7 3/25（月） 東京・大阪・名古屋着 ［06：00～16：30］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。 
＊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）。
※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。

フエの王宮（ベトナム）
世界各地の様式を取り入れて華や
かな文化を築いたベトナム最後の
王朝・グエン朝。首都フエにはグエ
ン朝時代の華麗な王宮、皇帝廟、
仏教寺院が多数残されています。

シンガポール 
（シンガポール）

観光客に人気のマリーナベイサ
ンズはホテルやカジノを中心に、
ショッピングモール、美術館、シ
アター、グラスパビリオンなどを含
んだ複合リゾートです。

日本人 
ホステス乗船

2名様より 
出発保証

Vietnam

SINGAPORE

燃油
サーチャージ

込み! 158,000円
［内側／大人2名1室利用］

～218,000円
［海側バルコニー／大人2名1室利用］

1 1922年から続くキュナード・ライン伝統のワールド 
クルーズにワールドクルーザーとして区間乗船

2 船内ではエレガントな英国らしい雰囲気を随所で体感

3 大人気のアジアショートクルーズ

4 プロモーション料金の船賃を適用した大変お得な
ご旅行代金 ※2019年3月1日（金）17：00までのご予約に適用

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

おすすめポイント



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

日中は数々の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。

Cabin／客室（一例）　※全てのキャビンはツインに変更可能

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

Cabin service Amenity　キャビンサービス/アメニティ
● 24時間無料ルームサービス
● セーフィティボックス　●   バスローブ、スリッパ
●  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：米国式 2ピン）
●   ベッドのターンダウンサービス（チョコレート付）

One point advice　ワンポイントアドバイス

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：お１人様／１泊あたり13.50米ドル
・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。

●ガラ・イブニング（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

●スマート・アタイアー（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

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

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。

Queen Victoria

●就航年 2007年12月
 （2017年5月改装）
●総トン数 90,000トン

●全長 294m
●全幅 32.3m
●乗客定員 2,061人

■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コーディネーターが 

お世話いたします
■利用航空会社／  キャセイ・パシフィック航空、日本航空、全日空、 

ドラゴン航空（いずれもエコノミークラス）
■食事／Q 5回、W 4回、E 5回（機内食は除く） 
※船内チップ…内側～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2,570円／子供1,280円）および名古屋（中部）空港施設使用
料・保安サービス料（大人2,570円／子供1,290円）および関西空港施設使用料及
び保安料（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。
※現地空港諸税（7,340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。

※2019年1月7日以降の出国については国際観光旅客税（1,000円／大人・子供同額）
がかかります。旅行代金とあわせてお支払いください。

※租税・手数料（クルーズ部分）として（7,930円／大人・子供同額）が別途必要です。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。 お申し込み・お問い合わせは

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※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。上記の諸費用は、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。

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日前まで 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％

●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は2018年9月
30日を基準としています。また、旅行代金は、2018年9月30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9月30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
◆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9月30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。

旅行企画・実施　

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

※本チラシ掲載写真はすべてイメージです。

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

■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）

出発日
キャビンタイプ ご利用レストラン

ツアーコード：CE-MKCU-□□□□□□
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  9025TA 
大　阪  9025OA 
名古屋  9025NA 

158,000円［90,000円］

海側　※一部視界が遮られます 約17㎡（シャワー付）
東　京  9025TB 
大　阪  9025OB 
名古屋  9025NB 

178,000円［100,000円］

海側 約17㎡（シャワー付）
東　京  9025TC 
大　阪  9025OC 
名古屋  9025NC 

188,000円［110,000円］

海側バルコニー 約21㎡（バルコニー・シャワー付）
東　京  9025TD 
大　阪  9025OD 
名古屋  9025ND 

218,000円［120,000円］

港湾費用等 21,000円

関空・名古屋発着追加代金 差額なし〈東京発着と同額〉

ビジネスクラス利用追加代金 69,000円

キャンセル料：60日前パターン　詳細は、下記をご覧ください。

燃油サーチャージ込

〒141-0031　東京都品川区西五反田8-3-6　TK五反田ビル3階
T-18-09-003

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。


