
いつも新しい発見がある。

いつも新しい発見がある。

東京（成田または羽田）・ 
大阪・名古屋発着

2019年5月 ▲ ▲ 11月

ヨーロッパ・アラスカ・カナダクルーズ
　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

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（ICチップ搭載）
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。

●チップおよびサービス料
▶  内側～海側バルコニー： 
お１人様／１泊当たり11.50米ドルが船内会計に自動的に
チャージされます。

▶  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。

●  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

キャビンサービス/アメニティ

Cabin service / Amenity

● 24時間無料ルームサービス
● 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
● セーフィティボックス
● ウェルカムドリンク
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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国内線にて東京へ　※羽田～成田は各自移動となります（有料）
［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・大阪着
（名古屋・札幌着）

［15：15～16：30］着後、解散（大阪着は到着のみ直行便となります）
空路H国内線にて名古屋・札幌へ　※羽田～成田は各自移動となります（有料） 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（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
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出発日／2019年 6月22日㈯～7月1日㈪ 10日間
日次 スケジュール

1 6/22（土） （大阪・名古屋）
東京（成田または羽田）発

ロンドン着
（イギリス）

H空路、国内線にて東京（成田または羽田）へ
［08：30～15：30］H空路、直行便または
ヨーロッパ内都市乗り継ぎにてロンドンへ
［13：00～19：30］着後、船会社手配バス（混乗）にて
ホテルヘ 〈ロンドン泊〉rrx

2 6/23（日） 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港へ

サウザンプトン
（イギリス）

［午後］ クイーン・ヴィクトリア乗船 
［16：30］出港 〈船中泊〉QWE

3 6/24（月） 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）ガーンジー島海岸線ドライブ
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 6/25（火） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

5 6/26（水） ロッテルダム
（オランダ）

［06：00］入港　
B ：（例）ロッテルダム市内観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 6/27（木） ゼーブルージュ／ブルージュ
（ベルギー）

［07：00］入港　
B ：（例）世界遺産  中世歴史の街ブルージュ市内観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 6/28（金） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

8 6/29（土） シェルブール
（フランス）

［06：00］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

9 6/30（日） 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
［13：30～21：30］H空路、直行便またはヨーロッパ内
都市乗り継ぎにて帰国の途へ 〈機内泊〉Qxr

10 7/1（月） 東京（成田または羽田）着
（大阪・名古屋）

［07：00～17：30］着後、解散
H空路、国内線にて大阪・名古屋へ 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

 90028A 338,000円
［150,000円］

海側
約17㎡／窓・シャワー付

 90028B 388,000円
［180,000円］

海側バルコニー
約21㎡／バルコニー・シャワー付

 90028C 418,000円
［200,000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  90028D 678,000円
［530,000円］

港湾費用等 27,000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 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。

■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／全日空、日本航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、

アリタリア-イタリア航空、ルフトハンザドイツ航空、
エールフランス航空、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／〈ロンドン〉（スーペリアクラス／船会社ホテルパッケージ利用）
セント・アーミンズ、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、
アンバサダーズ、ラッセル、ダブルツリー

■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 15,720円、ビジネスクラス 27,650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。
※租税、手数料（クルーズ部分）（11,380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。

オランダ・ベルギーとフランスクルーズ 10日間
　クイーン・ヴィクトリアで航く

1
フランスのシェルブールや英領ガーンジー島、
運河を望む風光明媚な景色が魅力の 
世界遺産 ブルージュ、ロッテルダムを訪れます

2
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

3
クイーン・エリザベスの姉妹船

「クイーン・ヴィクトリア」は英国伝統の
エレガンスを受け継ぐラグジュアリー客船

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

世界遺産  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。

ロッテルダム〈オランダ〉
オランダ第2の規模を誇るロッテルダム。高層ビルディングが都会的なスカイライン
を形成し、「マース川のマンハッタン」と呼ばれるこの街には、オランダの他の都市では
味わえないような現代的でエネルギッシュなパワーが満ち溢れています。



H
H

H

H

サウザンプトン

ゼーブルージュ／ブルージュ

セント・ピーターポート／ガーンジー島

ハンブルク

ロンドン ●

●

●

●

●

4

出発日／  Ⓐコース 2019年 5月11日㈯～5月18日㈯ 8日間 ロンドン発着 
Ⓑコース 2019年 6月15日㈯～6月22日㈯ 8日間 ハンブルク発着

日次 スケジュール
1 A B Aコース Bコース

5/11（土） 6/15（土） （大阪・名古屋）

東京（成田または羽田）発

ロンドン着
（イギリス）

H空路、国内線にて 
東京（成田または羽田）へ
［08：30～15：30］H空路、
直行便またはヨーロッパ内
都市乗り継ぎにてロンドンへ
［13：00～19：30］
着後、船会社手配バス
（混乗）にてホテルヘ
 〈ロンドン泊〉rrx

（大阪・名古屋）

東京（成田または羽田）発

ハンブルク着
（ドイツ）

H空路、国内線にて 
東京（成田または羽田）へ
［08：30～15：30］
H空路、ヨーロッパ内都市
乗り継ぎにてハンブルクへ
［13：00～19：30］
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 5/12（日） 6/16（日） 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

ハンブルク ［午前］船会社手配バス
（混乗）にてハンブルク港へ

サウザンプトン
（イギリス）

［午後］
 クイーン・メリー2乗船 
［16：30］出港 〈船中泊〉QWE

ハンブルク ［午後］
 クイーン・メリー2乗船 
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

3 5/13（月） 6/17（月） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

4 5/14（火） 6/18（火） ゼーブルージュ／ブルージュ
（ベルギー）

［A08：00／B06：00］入港　B ：（例）世界遺産  中世歴史の街ブルージュ市内観光
［A18：00／B17：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 5/15（水） 6/19（水） ［終日］
サウスコーンウォール
クルージング（11：00～16：00）
 〈船中泊〉QWE

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
海岸線ドライブ
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 5/16（木） 6/20（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）

［07：00］入港　
B ：（例）ガーンジー島
海岸線ドライブ
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

［終日］クルージング

 〈船中泊〉QWE

7 5/17（金） 6/21（金） サウザンプトン ［午前］入港　朝食の後、下船 ハンブルク ［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
［13：30～21：30］H空路、 
直行便またはヨーロッパ内
都市乗り継ぎにて帰国の途へ
 〈機内泊〉Qxr

ハンブルク発

その後、船会社手配バス 
（混乗）にて空港へ
［13：30～21：30］
H空路、ヨーロッパ内都市 
乗り継ぎにて帰国の途へ
 〈機内泊〉Qxr

8 5/18（土） 6/22（土） 東京（成田または羽田）着
（大阪・名古屋）

［07：00～17：30］着後、解散
H空路、国内線にて大阪・名古屋へ 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。

ベルギーの世界遺産と英領チャネル諸島クルーズ 8日間
クイーン・メリー2で航く　

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 Ⓐコース Ⓑコース

内側
約14㎡／シャワー付

ブリタニア・
レストラン

Ⓐ  90029A 
Ⓑ  90030A 

288,000円
［97,000円］

278,000円
［90,000円］

海側
約17㎡／窓・シャワー付

Ⓐ  90029B 
Ⓑ  90030B 

308,000円
［110,000円］

298,000円
［100,000円］

海側バルコニー
約23㎡／バルコニー・シャワー付

Ⓐ  90029C 
Ⓑ  90030C 

368,000円
［147,000円］

358,000円
［140,000円］

プリンセススイート
約35㎡／バルコニー・バスタブ付

プリンセス・グリル Ⓐ  90029D 
Ⓑ  90030D 

478,000円
［297,000円］

468,000円
［290,000円］

港湾費用等 20,000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 348,000円

キャンセル料：キュナード・ライン 60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。

燃油サーチャージ込

1
わずか8日間で
本格的なヨーロッパ
クルーズを体験

2

歴史的な建造物が多い 
世界遺産 ブルージュや 
ヨーロッパのリゾート地
として発展してきた英領
チャネル諸島ガーンジー
島に寄港します

3

利用客船
「クイーン・メリー 2」は
英国女王エリザベス
2世により命名され、
ラグジュアリーな船の
旅を創り続けています

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

■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／（いずれもエコノミークラス）
全日空、日本航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、
アリタリア-イタリア航空、ルフトハンザドイツ
航空、エールフランス航空、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／（スーペリアクラス／
船会社ホテルパッケージ利用）
〈ロンドン〉セント・アーミンズ、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、
アンバサダーズ、ラッセル、ダブルツリー
〈ハンブルク〉マリオット・ハンブルク
■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（Ⓐコース：エコノミークラス 15,720円、ビジ
ネスクラス 27,650円、Ⓑコース：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。

※租税、手数料（クルーズ部分）（Ⓐコース：5,820円、Ⓑ
コース：9,420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。

Aコース　－
Bコース　－

世界遺産  ブルージュ〈ベルギー〉
入り組んだ運河、凝った装飾が施された家々、
中世の街並みがそのまま残っており、ゴシック
様式の塔や建築物を見学できます。
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ニューヨーク

サグネイ

ケベックシティ

ハリファックス

シドニー

●

5

出発日／2019年 10月10日㈭～10月20日㈰ 11日間
日次 スケジュール

1 10/10（木） （大阪・名古屋）
成田発

ケベックシティ着
（カナダ）

H空路、国内線にて成田へ
［17：30］H空路、エア・カナダにてモントリオール 
乗り継ぎケベックシティへ

日付変更線通過
［19：02］着後、船会社手配バス（混乗）にてホテルヘ
 〈ケベックシティ泊〉rrx

2 10/11（金） ［午前］船会社手配バス（混乗）にて港へ
ケベックシティ ［午後］ クイーン・メリー2乗船 

船はケベックシティに停泊します 〈船中泊〉QWE

3 10/12（土） B ：（例）世界遺産  ケベックシティ旧市街を訪ねて
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 10/13（日） サグネイ
（カナダ）

［08：00］入港　
B ：（例）サグネイの景観
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 10/14（月・祝） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

6 10/15（火） シドニー
（カナダ）

［08：00］入港　
B ：（例）シドニー旧市街散策
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 10/16（水） ハリファックス
（カナダ）

［09：00］入港　
B ：（例）ペギーズコーブへの海岸線ドライブ
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 10/17（木） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

9 10/18（金） ニューヨーク（米国）［午前］入港　朝食の後、下船
その後、船会社手配バス（混乗）にてホテルへ
 〈ニューヨーク泊〉Qxx

10 10/19（土）
ニューヨーク発

船会社手配バス（混乗）にて空港へ
［10：15］H空路、エア・カナダにてトロント乗り継ぎ 
帰国の途へ 〈機内泊〉Qrr

日付変更線通過

11 10/20（日） 羽田着
（大阪・名古屋）

［15：40］着後、解散
H空路、国内線にて大阪・名古屋へ 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。
※カナダの入国に際してETA（電子渡航認証）、米国の入国に際しESTA（電子渡航認証）の取得が必要です（有料）。
※  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。
※紅葉は気象条件によりご覧いただけない場合があります。

秋のカナダ・セントローレンス川クルーズ 11日間
　クイーン・メリー2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

 A0031A 388,000円
［177,000円］

海側
約17㎡／窓・シャワー付

 A0031B 428,000円
［207,000円］

海側バルコニー
約23㎡／バルコニー・シャワー付

 A0031C 548,000円
［290,000円］

プリンセススイート
約35㎡／バルコニー・バスタブ付

プリンセス・グリル  A0031D 798,000円
［630,000円］

港湾費用等 27,000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 388,000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。

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

乗船してお世話いたします
■利用航空会社／エア・カナダ（エコノミークラス）
■利用予定ホテル／（スーペリアクラス／船会社ホテルパッケージ利用）
　〈ケベック〉フェアモントシャトーフロントナック
　〈ニューヨーク〉ニューヨークヒルトンミッドタウン、

クラウンプラザタイムズスクエア
■食事／Q9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（3,590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。

※租税、手数料（クルーズ部分）（23,530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。

1

セントローレンス川を彩る美しい紅葉のシーズン
のカナダとニューイングランドを訪れます
出港地で世界遺産に登録されたケベックの
街並みは美しく、シンボルである
シャトー・フロントナック、シタデルの
城壁など見どころが多くあります

2
英国女王エリザベス2世により命名された

「クイーン・メリー 2」はデビュー以来
ラグジュアリーな船の旅を創り続けています

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

4 クルーズの前後にケベックシティ、
ニューヨークに寄港する充実した日程

おすすめポイント

ハリファックス
〈カナダ〉

ハリファックス郊外のペ
ギーズコーブは小さな
漁村で、灯台と鄙びた
村の風景が有名です。
最近では「ハナミズキ」
という映画でも有名に
なりました。

世界遺産  ケベックシティ〈カナダ〉
カナダで最も古い歴史を誇るケベックシティ。世界文化
遺産として登録されている旧市街にあるアッパー・タウ
ン、街を見渡す丘の上に一際目立っているのがシンボル
として親しまれているシャトー・フロントナックです。
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北欧フィヨルドとオーロラクルーズ 15日間
クイーン・エリザベス／クイーン・ヴィクトリアで航く　 ／

1
晩秋のフィヨルドに、北極圏最大の街 
トロムソ、世界最北の鉄道駅のある 
ナルビクなどを訪れます

2
オーレスン、ナルビクの出港時間が深夜 
となりますので、極北のスペクタクル

“オーロラ”観測のチャンスがあります
＊天候によりオーロラが見られない場合があります。

3
ノルウェー語で「峡江」という意味をもつ
フィヨルド。氷河によって浸食されて
切り立った崖や流れる滝など美しい
景観を船上から一望

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／  ①2019年 10月  7日㈪～10月21日㈪ 15日間（クイーン・エリザベス） 
②2019年 11月15日㈮～11月29日㈮ 15日間（クイーン・ヴィクトリア）

日次 ① ② スケジュール
1 10/7（月） 11/15（金） （大阪・名古屋）

東京（成田または羽田）発

ロンドン着
（イギリス）

H空路、国内線にて東京（成田または羽田）へ
［08：30～15：30］
H空路、直行便またはヨーロッパ内都市乗り継ぎにて
ロンドンへ
［13：00～19：30］
着後、船会社手配バス（混乗）にてホテルヘ
 〈ロンドン泊〉rrx

2 10/8（火） 11/16（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／ヴィクトリア乗船 
※出発日により異なります
［16：30］出港 〈船中泊〉QWE

3 10/9（水） 11/17（日） ［終日］クルージング
 〈船中泊〉QWE4 10/10（木） 11/18（月）

5 10/11（金） 11/19（火） オーレスン
（ノルウェー）

［08：00］入港
B ：（例）  アールヌーボー調の美しい街並み 

オーレスン観光
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 10/12（土） 11/20（水） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

7 10/13（日） 11/21（木） トロムソ
（ノルウェー）

［09：00］入港　
B ：（例）トロムソの景観とケーブルカーの冒険
船はトロムソに停泊します
オーロラ観賞のチャンス!   〈船中泊〉QWE

8 10/14（月・祝） 11/22（金） ［03：00］出港
［終日］クルージング  〈船中泊〉QWE

9 10/15（火） 11/23（土・祝） ナルビク
（ノルウェー）

［09：00］入港　
B ：（例）オーロラの街ナルビクの見どころ
船はナルビクに停泊します
オーロラ観賞のチャンス!   〈船中泊〉QWE

10 10/16（水） 11/24（日） ［03：00］出港
［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

11 10/17（木） 11/25（月） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

12 10/18（金） 11/26（火） スタヴァンゲル
（ノルウェー）

［08：00］入港　
B ：（例）スタヴァンゲルの歴史と現代
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

13 10/19（土） 11/27（水） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

14 10/20（日） 11/28（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
［13：30～21：30］
H空路、直行便またはヨーロッパ内都市乗り継ぎにて
帰国の途へ 〈機内泊〉Qxr

15 10/21（月） 11/29（金） 東京（成田または羽田）着
（大阪・名古屋）

［07：00～17：30］着後、解散
H空路、国内線にて大阪・名古屋へ rxx

 ＊天候によりオーロラが見られない場合があります。 
＊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 ①10/7 ②11/15

内側
約14㎡／シャワー付

ブリタニア・
レストラン

 90026A 468,000円
［257,000円］

388,000円
［200,000円］

海側
約17㎡／窓・シャワー付

 90026B 538,000円
［320,000円］

478,000円
［260,000円］

海側バルコニー
約21㎡／バルコニー・シャワー付

 90026C 598,000円
［350,000円］

568,000円
［330,000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

 90026D 978,000円
［840,000円］

898,000円
［757,000円］

港湾費用等 46,000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 358,000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。

燃油サーチャージ込

日本人
ホステス

乗船

トロムソ〈ノルウェー〉
トロムソは高い確率でオーロラが見えることに加え、ノルウェーの中で
も北極圏に位置していながら海流の影響で比較的暖かいので、オーロ
ラを見たい人が世界中から集まります。

■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／（いずれもエコノミークラス）
　全日空、日本航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、
アリタリア-イタリア航空、ルフトハンザドイツ航空、
エールフランス航空、スカンジナビア航空
■利用予定ホテル／
　〈ロンドン〉（スーペリアクラス／船会社ホテルパッケージ利用）
セント・アーミンズ、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、アンバサダーズ、
ラッセル、ダブルツリー

■食事／Q13回、W12回、E12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 15,720円、ビジネスクラス 27,650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。

※租税、手数料（クルーズ部分）（①10,500円、②11,790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。
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サウザンプトン
／ロンドン

ランザローテ島
／カナリア諸島

リスボン

グラン・カナリア島
／カナリア諸島

ラ・パルマ島／
カナリア諸島 ●

●
●

●

●

●

フンシャル／
マデイラ島

7

楽園カナリア諸島とイベリア半島クルーズ 15日間
　クイーン・ヴィクトリアで航く

1
1年を通して温暖な気候で、数百種も
の固有植物が育つ豊かな自然と、
鮮やかな花々に彩られるカナリア諸島
の魅力的な島々を巡ります

2
世界遺産に登録され中世ヨーロッパの
古き良き時代の名残りを感じるリスボン

（①10/8発）や大西洋に面した港町 
ラ・コルーニャ（②11/3発）に寄港します

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

出発日／  ①2019年 10月8日㈫～10月22日（火・祝） 15日間 
②2019年 11月3日㈰～11月17日㈰ 15日間

日次 ① ② スケジュール
1 10/8（火） 11/3（日・祝） （大阪・名古屋）

東京（成田または羽田）発

ロンドン着
（イギリス）

H空路、国内線にて東京（成田または羽田）へ
［08：30～15：30］H空路、直行便または
ヨーロッパ内都市乗り継ぎにてロンドンへ
［13：00～19：30］着後、船会社手配バス（混乗）にて
ホテルヘ 〈ロンドン泊〉rrx

2 10/9（水） 11/4（月・振休） 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・ヴィクトリア乗船 
［16：30］出港 〈船中泊〉QWE

3

～

5
10/10（木）

～

10/12（土）
11/5（火）

～

11/7（木）
［終日］クルージング
 〈船中泊〉QWE

6 10/13（日） 11/8（金） フンシャル／ 
マデイラ島

（ポルトガル領）

［08：00］入港
B ：（例）マデイラ全景と籠ソリ体験
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 10/14（月・祝） 11/9（土） ラ・パルマ島／ 
カナリア諸島
（スペイン領）

［09：00］入港
B ：（例）ラ・パルマの見どころ
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 10/15（火） 11/10（日） グラン・カナリア島
／カナリア諸島
（スペイン領）

［08：00］入港
B ：（例）グラン・カナリア島ハイライト
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

9 10/16（水） 11/11（月） ランサローテ島／ 
カナリア諸島
（スペイン領）

［08：00］入港
B ：（例）火山の島ランサローテ島観光
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 10/17（木） 11/12（火） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

11 10/18（金） 11/13（水） リスボン
（ポルトガル）

［08：00］入港
B ：（例）世界遺産  中世の街リスボン市内観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

12 10/19（土） 11/14（木） ［終日］クルージング
 〈船中泊〉QWE13 10/20（日） 11/15（金）

14 10/21（月） 11/16（土） 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
［13：30～21：30］H空路、直行便またはヨーロッパ内
都市乗り継ぎにて帰国の途へ 〈機内泊〉Qxr

15 10/22（火・祝） 11/17（日） 東京（成田または羽田）着
（大阪・名古屋）

［07：00～17：30］着後、解散
H空路、国内線にて大阪・名古屋へ rxx

日本人
ホステス

乗船
グラン・カナリア島／カナリア諸島〈スペイン領〉
常春のグラン・カナリア島の首都はラス・パルマス。2つの湾と2つの
美しいビーチからなる壮大な景色、そして世界遺産の旧市街ベゲタ地
区も必見です。

＊ ①10/8発は8日目のグラン・カナリア島がテネリフェ島（08：00入港／19：00出
港、11日目リスボンが終日クルージング、12日目終日クルージングがラ・コルーニャ
（スペイン）（08：00入港／17：00出港）となります。
＊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／全日空、日本航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、

アリタリア-イタリア航空、ルフトハンザドイツ航空、エールフランス航空、
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／〈ロンドン〉セント・アーミンズ、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、アンバサダーズ、
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／Q13回、W12回、E12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 15,720円、ビジネスクラス 27,650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。

※租税、手数料（クルーズ部分）（①10/8発：10,000円、②11/3発：11,000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 ①10/8、②11/3

内側
約14㎡／シャワー付

ブリタニア・
レストラン

 90027A 388,000円
［200,000円］

海側
約17㎡／窓・シャワー付

 90027B 468,000円
［260,000円］

海側バルコニー
約21㎡／バルコニー・シャワー付

 90027C 568,000円
［330,000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  90027D 968,000円
［840,000円］

港湾費用等 46,000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 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。

燃油サーチャージ込

マデイラ島〈ポルトガル〉
“幸福の島 “々”常春の楽園”“花
かごの島”とも呼ばれるマデイラ
島。他にもマデイラワインが有名
で、シェイクスピアに「願わくば樽
の中で溺死したい」と言わしめた
ほど。またマデイラ名物「トボガ
ン」でのかごそりを体験するのも
この町の楽しみのひとつです。



いつも新しい発見がある。

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※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）

※本パンフレットに掲載の画像は全てイメージです。

●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。
［60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％
［75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2019年1月15
日を基準としています。また、旅行代金は、2019年1月15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2019年1
月15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2019年1月15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。

お申し込み・お問い合わせは

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

クイーン・エリザベス

●就航年：2010年10月（2018年11月改装）
●総トン数：90,900トン　●全長／全幅：294m／32.3m
●乗客定員：2,081人

クイーン・ヴィクトリア

●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

クイーン・メリー 2

●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

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

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（ICチップ搭載）
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。

●チップおよびサービス料
▶  内側～海側バルコニー： 
お１人様／１泊当たり11.50米ドルが船内会計に自動的に
チャージされます。

▶  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。

●  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

キャビンサービス/アメニティ

Cabin service / Amenity

● 24時間無料ルームサービス
● 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
● セーフィティボックス
● ウェルカムドリンク

ワンポイントアドバイス

One point advice

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。

〒141-0031　東京都品川区西五反田8-3-6　TK五反田ビル3階
T-19-01-001

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。


