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＊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

乗船してお世話いたします
■利用航空会社／キャセイパシフィック航空、シンガポール航空、

カンタス航空、日本航空、全日空（いずれもエコノミークラス）
■食事／Q18回、W18回、E18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）および名古屋（中部国際）空港施設使用料・保安サービス料（大人2,730
円／子供1,370円）および新千歳空港設使用料・保安サービス料（大人1,030円／子供520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。

※租税、手数料および港湾費用（クルーズ部分）（32,390円／大人・子供同額）、外国諸税（2,610
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。

※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。
※「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。

マニラ〈フィリピン〉
フィリピンの首都マニラは、アジア屈指の国際
都市でありながらスペイン統治時代の建造物
などが残り、様 な々文化が入り交じる街です。

2019年 グランドクルーズ　シドニー乗船／横浜下船 20日間 
　クイーン・エリザベスで航く

1 プロモーション料金の船賃を適用した大変
お得な旅行代金�※2018年12月27日までのご予約に適用

2
珊瑚海とソロモン海が交差する赤道直下の
パプアニューギニア。美しいパウダーサンド
が続く世界ベストビーチのフィリピンに寄港�
して、春爛漫の横浜へ向かいます

3 英国の歴史と伝統に彩られた比類なき
ラグジュアリーなクルーズをご体験いただけます

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

出発日／2019年 3月31日㈰～4月19日㈮ 20日間
日次 スケジュール

1 3/31（日） 東京・大阪・名古屋・札幌発 ［09：40～22：00］
空路Hアジア内都市乗り継ぎにてシドニーへ
※東京発は追加代金で直行便設定有 〈機内泊〉xxr

2 4/1（月） シドニー着
（オーストラリア）

［06：30～12：30］
着後J船会社手配の混乗バスにて港へ
［午後］ クイーン・エリザベス乗船 
［19：00］出港 〈船中泊〉rWE

3 4/2（火） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

4 4/3（水） ブリスベン
（オーストラリア）

［07：00］入港　B ：（例）ローンパインコアラ保護区を訪ねて
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 4/4（木） ［終日］クルージング
 〈船中泊〉QWE6 4/5（金）

7 4/6（土） アロタウ
（パプアニューギニア）

［08：00］入港　B ：（例）アロタウ観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 4/7（日） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

9 4/8（月） ラバウル
（パプアニューギニア）

［08：00］入港　B ：（例）パプアニューギニアの雄大な自然
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

10

～

13

4/9（火）

～

4/12（金）

［終日］クルージング
 〈船中泊〉QWE

14 4/13（土） ボラカイ島
（フィリピン）

［08：00］入港　B ：（例）美しいビーチのボラカイ島内観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

15 4/14（日） マニラ
（フィリピン）

［07：00］入港　B ：（例）トロピカルシティ・マニラの見どころ
［21：00］出港 〈船中泊〉QWE

16

～

19

4/15（月）

～

4/18（木）

［終日］クルージング
 〈船中泊〉QWE

20 4/19（金） 横浜 ［午前］入港　朝食の後、下船
東京・大阪・名古屋着 札幌着

その後、解散

 Qxx

各自移動で羽田空港へ
［午後］空路、国内線にて札幌へ
［15：30～18：30］着後、解散 Qxx

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��9018TA�
大阪��9018OA�

名古屋��9018NA�
札幌��9018SA�

298,000円
［220,000円］

288,000円
［220,000円］

海側
約17㎡／窓・シャワー付

東京��9018TB�
大阪��9018OB�

名古屋��9018NB�
札幌��9018SB�

378,000円
［290,000円］

海側バルコニー
約21㎡／バルコニー・シャワー付

東京��9018TC�
大阪��9018OC�

名古屋��9018NC�
札幌��9018SC�

428,000円
［317,000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��9018TD�
大阪��9018OD�

名古屋��9018ND�
札幌��9018SD�

1,048,000円
［1,030,000円］

港湾費用等（変更となる場合がございます） 73,000円
大阪・名古屋発追加代金 5,000円
札幌発追加代金 10,000円
国際線ビジネスクラス利用追加代金（東京・大阪・札幌） 98,000円
国際線ビジネスクラス利用追加代金（名古屋） 158,000円
東京／シドニー直行便利用追加代金（エコノミークラス利用） 20,000円
東京／シドニー直行便利用追加代金（ビジネスクラス利用） 348,000円

キャンセル料：キュナード・ライン 75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。

ボラカイ島 
〈フィリピン〉

遠浅の美しい海とパウ
ダーサンドビーチに癒
されるボラカイ島は、
世界のベストビーチに
何度となくランクイン
しています。

アロタウ 
〈パプアニューギニア〉

アロタウはくちばし状に開
いた広大なミルンベイの
奥に位置するニューギニ
ア島最東端の町。美しい湾
を臨むこの街には、マリン
スポーツを楽しむ人や海
中を撮影する写真家など
様 な々人が訪れます。

プロモーション
クルーズ

燃油サーチャージ込札幌発追加内側代金値下げ

内側代金値下げ！ 札幌発追加
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バンクーバー
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●

シトカ
●

スキャグウェイ
●

ハバード・グレーシャー

アイシー・ストレート・ポイント
インサイド・パッセージ

トレーシー・アーム

●

出発日／2019年   ①5月21日㈫～6月  1日㈯ ②6月10日㈪～6月21日㈮ 12日間
日次 スケジュール

1 5/21（火）
6/10（月）

（大阪・名古屋・札幌発）
東京発

バンクーバー着

空路H東京へ　※羽田～成田のリムジンバスは各自移動となる場合があります
［16：30～18：30］空路H直行便にてバンクーバーへ
［09：15～11：30］着後J船会社手配の混乗車にて港へ

（カナダ） ［午後］ クイーン・エリザベス乗船 
［17：00］出港 〈船中泊〉rWE

2 5/22（水）
6/11（火）

［08：00～17：00］インサイド・パッセージ（クルージング）
 〈船中泊〉QWE

3 ①5/21発 ②6/10発
5/23（木）

ジュノー
（アラスカ州／米国）

［07：30～11：30］
トレーシー・アーム（クルージング）
［14：00］入港　B ：（例）メンデン
ホール氷河とサーモンベイク
［22：00］出港 〈船中泊〉QWE

6/12（水） ケチカン
（アラスカ州／米国）

［07：00］入港　
B ：（例）トーテムバイト国立公園
とケチカンハイライト
［16：00］出港
 〈船中泊〉QWE

4 5/24（金） スキャグウェイ
（アラスカ州／米国）

［07：00］入港　
B ：（例）ホワイトパス列車の旅
［18：00］出港

 〈船中泊〉QWE

6/13（木）

ジュノー
（アラスカ州／米国）

［07：30～11：30］
トレーシー・アーム（クルージング）
［14：00］入港　B ：（例）メンデン
ホール氷河とサーモンベイク
［22：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 5/25（土） ［13：00～17：00］
ハバード・グレーシャー
（クルージング） 〈船中泊〉QWE

6/14（金） スキャグウェイ
（アラスカ州／米国）

［07：00］入港　
B ：（例）ホワイトパス列車の旅
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 5/26（日）
6/15（土）

［07：00～17：00］アイシー・ストレート・ポイント（クルージング）
 〈船中泊〉QWE

7 5/27（月） シトカ
（アラスカ州／米国）

［08：00］入港　
B ：（例）歴史の街シトカと自然散策
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

6/16（日） ［08：00～12：00］
ハバード・グレーシャー
（クルージング） 〈船中泊〉QWE

8 5/28（火） ケチカン
（アラスカ州／米国）

［08：00］入港　
B ：（例）トーテムバイト国立公園
とケチカンハイライト
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

6/17（月） シトカ
（アラスカ州／米国）

［07：00］入港　
B ：（例）歴史の街シトカと自然散策
［16：00］出港
 〈船中泊〉QWE

9 5/29（水） ［08：00～17：00］
インサイド・パッセージ（クルージング）
 〈船中泊〉QWE

6/18（火） ［終日］クルージング

 〈船中泊〉QWE

10 5/30（木） ビクトリア
（カナダ）

［07：00］入港　B ：（例） 
ブッチャートガーデンとビクトリア観光
［23：59］出港 〈船中泊〉QWE

6/19（水） ビクトリア
（カナダ）

［10：00］入港　B ：（例） 
ブッチャートガーデンとビクトリア観光
［23：59］出港 〈船中泊〉QWE

11 5/31（金）
6/20（木）

バンクーバー ［午前］入港　朝食の後、下船

バンクーバー発
その後J船会社手配の混乗車にて空港へ
［13：15～14：30］空路H直行便にて帰国の途へ 〈機内泊〉Qxr

12 6/1（土）
6/21（金）

東京着
（大阪・名古屋・札幌着）

［15：15～16：30］着後、解散
空路H大阪・名古屋・札幌へ　※羽田～成田のリムジンバスは各自移動となる場合があります rxx

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 ①5/21発 ②6/10発

内側
約14㎡／シャワー付

ブリタニア・
レストラン

�90019A� 315,000円
［153,000円］

358,000円
［180,000円］

398,000円
［210,000円］

498,000円
［280,000円］

298,000円
［140,000円］

315,000円
［150,000円］

308,000円
［140,000円］

海側　※一部視界が遮られます
約17㎡／窓・シャワー付

�90019B� 318,000円
［150,000円］

338,000円
［160,000円］

海側
約17㎡／窓・シャワー付

�90019C� 385,000円
［193,000円］

388,000円
［200,000円］

488,000円
［277,000円］

385,000円
［193,000円］

海側バルコニー
約21㎡／バルコニー・シャワー付

�90019D� 438,000円
［250,000円］

428,000円
［230,000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

�90019E� 868,000円
［730,000円］

718,000円
［590,000円］

港湾費用等（変更となる場合がございます） 39,000円
大阪・名古屋発着追加代金 20,000円
札幌発着追加代金 25,000円
国際線ビジネスクラス利用追加代金 268,000円 198,000円

キャンセル料：キュナード・ライン 75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。

ハバード・グレーシャー〈アラスカ州／米国〉
巨大な氷河が大轟音とともに崩れ落ち、海上に真新しい
氷山が誕生する光景は感動的です。 

1

クイーン・エリザベス
25年ぶりのアラスカ
クルーズ。巨大な氷河
と手つかずの雄大な
アラスカの大自然と
花々で彩られたカナダ
の都市を同時に堪能

2
英国の歴史と伝統に
彩られた比類なき
ラグジュアリーなクルーズ
をご体験いただけます

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

おすすめポイント

2019年 グランドクルーズ　バンクーバー発着 アラスカ自然探訪クルーズ 12日間 

クイーン・エリザベスで航く　

＊ 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）が乗船
してお世話いたします

■利用航空会社／エアカナダ、日本航空
（いずれもエコノミークラス）

■食事／Q10回、W10回、E10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。

※租税、手数料および港湾費用（クルーズ部分）（26,730円／
大人・子供同額）、外国諸税（4,090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。

※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。

※「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札幌発着追加代金値下げ

ケチカン〈アラスカ州／米国〉

①5/21発　－
②6/10発　－

代金値下げ！ 札幌発着追加


