
 
 
 

ニュース・リリース 
2019 年 3 月 4 日 

 
キュナード クイーン・エリザベス 

2021 年春夏の日本発着クルーズ・スケジュールを発表 
 

宮古島に初寄港！ゴールデンウィークを含む春夏に日本発着全４クルーズを運航 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
イギリスのラグジュアリー・クルーズ・ライン キュナードは、この度 2021 年春夏の日本発着のク
ルーズ・スケジュールを発表しました。2020 年のクイーン・エリザベス日本発着クルーズが、既に
大好評をいただいていることから、2021 年春夏は日本発着全４クルーズを設定し、さらに宮古島へ
の初寄港を決定いたしました。ゴールデンウィークを含む春から初夏のクルーズのベストシーズン
に、クイーン・エリザベスで美しい日本を巡る体験を提供いたします。 
 
2021 年春夏のクルーズでは、4 月から 5 月にかけて周遊する、日本の豊かな自然と伝統・文化に出
会い本州と九州の美しい春を巡る 9 泊 10 日 3 クルーズと、5 月に周遊する人気のゴールデン
ウィーク 7 泊 8 日 1 クルーズを東京発着で運航いたします。 
さらに、今回のクルーズでは新たに、沖縄諸島や台湾へ寄港を設定。北日本の山岳地帯を巡るク
ルーズとは対照的な景色が楽しめます。ベストシーズンを迎える美しい宮古島にキュナードとして
初めて寄港することは、今回のクルーズの大きな特徴です。 
 
また、3 月にはオーストラリアから東南アジアを経由して日本寄港するクルーズも運航いたしま
す。日本寄港前には、パプアニューギニア、シンガポール、ベトナム、香港、台湾、フィリピンな
どのエキゾチックで象徴的な街に寄港いたします。 
 
 



 東京発着クルーズ（9 泊 10 日）： 

4 月 14 日～4 月 23 日 

4 月 23 日～5 月 2 日 

5 月 9 日～5 月 18 日 

 東京発着クルーズ（7 泊 8 日）： 

5 月 2 日～5 月 9 日 

 フライ・クルーズ 

3 月 6 日～4 月 14 日 メルボルン発／東京着 

3 月 8 日～4 月 14 日 シドニー発／東京着 

3 月 10 日～4 月 14 日 ブリスベン発／東京着 

3 月 26 日～4 月 14 日 シンガポール発／東京着 

3 月 26 日～4 月 23 日 シンガポール発／東京着 

4 月 3 日～4 月 14 日 香港発／東京着 

4 月 3 日～4 月 23 日 香港発／東京着 

 
 
◆キュナード関連サイト： 
日本語ホームページ: http://www.cunard.jp/  
日本語フェイスブック：https://www.facebook.com/CunardJP/  
 
◆キュナードについて 
キュナードは、いつまでも心に残る体験を提供することで知られている、イギリスのラグジュアリー・
クルーズ・ラインです。1840 年以来、北大西洋での客船運航において常にリードし、2015 年には記念
すべき 175 周年を祝いました。約 2 世紀に渡り、大西洋航路のパイオニアであり続けるキュナードは、
まさに世界的なクルーズラインです。 
キュナードでは、洗練された食事、厳選されたエンターテイメント、優れたサービスなどを体験してい
ただけます。5 ツ星クラスのレストラン、ルームサービス、ゲストスピーカーによる講演、ライブラ
リー、映画に至るまで、ゲストの皆さまにいつまでも心に残る体験をしていただけるよう、きめ細やか
なサービスを提供しています。    
キュナードは現在、クイーン・メリー2、クイーン・エリザベス、クイーン・ヴィクトリアの 3 隻を保有
し、ヨーロッパ、カリブ海、アジア、オーストラリア方面に就航しています。2017 年には、4 隻目の客
船が 2022 年に就航することを発表しました。この投資により、キュナードはさらなる世界戦略を強化、
2000 年以来の 4 隻同時就航を予定しています。 
キュナードは、イギリス・サウサンプトンにあるカーニバル・ハウスに拠点を置き、1998 年よりカーニ
バル・コーポレーションの傘下に入っています。 
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2021年春 クイーン・エリザベス 

東京発着・プログラム 

 

■2021年 4月 14日（水）東京発着 9泊 10日 

 

 
  

 

 
   

 

■2021年 4月 23日（金）東京発着 9泊 10日 
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■2021年 5月 2日（日）東京発着 ゴールデンウィーク 7泊 8日 

 

 
 

     

 

■2021年 5月 9日（日）東京発着 9泊 10日 
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■2021年 4月 3日（土）香港～東京 11泊 12日 
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クイーン・エリザベス 【代金の適用条件・ご注意】 

 表示代金は 2人部屋を 2名で使用する場合の 1名あたりの各カテゴリー最低代金です（日本円（¥）表示）。各カテゴリーの代金

はお問い合わせください。 

 表示代金はキュナード・ラインが最初にクルーズ料金を発表した際（2019年 3月 4日現在）の代金です。代金は予約状況により

変動いたしますので、予約時にご確認ください（お早目の予約をお勧めいたします）。 

 2人部屋を 1名で使用する場合、Q1〜P2カテゴリーは代金の 200%、A1〜IFカテゴリーは代金の 175%となります。ただし、予約

状況によっては変更になる場合があります。 

 同室の 3〜4人目代金はコース、ご利用の客室のカテゴリーにより異なります。ただし、カテゴリー、予約状況によっては利用で

きない場合があります。 

 租税・手数料及び港湾費用：1名あたりの料金で、別途申し受けます。また、現地事情により予告なしに料金が変更になる場合

があります。 

 チップ：Q111,Q112,Q113,Q114,Q115 における船上での通常のサービスに対するチップは、全カテゴリークルーズ代金に含まれま

す。バーやサロンなどでは料金の 15%が別途チップとして加算されます。 

 



 
　

　

　

　

2名1室 1名1室 2名1室 1名1室 2名1室 1名1室 2名1室 1名1室
Q1 ¥1,541,577 ¥3,083,154 Q1 ¥1,541,577 ¥3,083,154 Q1 ¥1,261,606 ¥2,523,212 Q1 ¥1,465,557 ¥2,931,114
Q2 ¥1,187,541 ¥2,375,082 Q2 ¥1,187,541 ¥2,375,082 Q2 ¥971,644 ¥1,943,288 Q2 ¥1,128,897 ¥2,257,794
Q3 ¥864,999 ¥1,729,998 Q3 ¥864,999 ¥1,729,998 Q3 ¥706,660 ¥1,413,320 Q3 ¥822,645 ¥1,645,290
Q4 ¥786,807 ¥1,573,614 Q4 ¥786,807 ¥1,573,614 Q4 ¥643,672 ¥1,287,344 Q4 ¥748,797 ¥1,497,594
Q5 ¥709,701 ¥1,419,402 Q5 ¥709,701 ¥1,419,402 Q5 ¥580,684 ¥1,161,368 Q5 ¥676,035 ¥1,352,070
Q6 ¥658,659 ¥1,317,318 Q6 ¥658,659 ¥1,317,318 Q6 ¥538,330 ¥1,076,660 Q6 ¥627,165 ¥1,254,330
P1 ¥608,703 ¥1,217,406 P1 ¥608,703 ¥1,217,406 P1 ¥498,148 ¥996,296 P1 ¥579,381 ¥1,158,762
P2 ¥585,897 ¥1,171,794 P2 ¥585,897 ¥1,171,794 P2 ¥479,686 ¥959,372 P2 ¥558,747 ¥1,117,494
A1 ¥470,129 ¥822,726 A1 ¥470,129 ¥822,726 A1 ¥384,335 ¥672,587 A1 ¥448,409 ¥784,716
A2 ¥453,839 ¥794,219 A2 ¥453,839 ¥794,219 A2 ¥371,303 ¥649,781 A2 ¥432,119 ¥756,209
BA ¥385,421 ¥674,487 BA ¥385,421 ¥674,487 BA ¥315,917 ¥552,855 BA ¥366,959 ¥642,179
BB ¥378,905 ¥663,084 BB ¥378,905 ¥663,084 BB ¥310,487 ¥543,353 BB ¥361,529 ¥632,676
BC ¥374,561 ¥655,482 BC ¥374,561 ¥655,482 BC ¥306,143 ¥535,751 BC ¥357,185 ¥625,074
BD ¥368,045 ¥644,079 BD ¥368,045 ¥644,079 BD ¥300,713 ¥526,248 BD ¥350,669 ¥613,671
BE ¥357,185 ¥625,074 BE ¥357,185 ¥625,074 BE ¥292,025 ¥511,044 BE ¥340,895 ¥596,567
BF ¥346,325 ¥606,069 BF ¥346,325 ¥606,069 BF ¥283,337 ¥495,840 BF ¥330,035 ¥577,562
CA ¥331,121 ¥579,462 CA ¥331,121 ¥579,462 CA ¥270,305 ¥473,034 CA ¥315,917 ¥552,855
CB ¥324,605 ¥568,059 CB ¥324,605 ¥568,059 CB ¥265,961 ¥465,432 CB ¥308,315 ¥539,552
EB ¥312,659 ¥547,154 EB ¥312,659 ¥547,154 EB ¥256,187 ¥448,328 EB ¥298,541 ¥522,447
EC ¥307,229 ¥537,651 EC ¥307,229 ¥537,651 EC ¥251,843 ¥440,726 EC ¥293,111 ¥512,945
EF ¥296,369 ¥518,646 EF ¥296,369 ¥518,646 EF ¥243,155 ¥425,522 EF ¥282,251 ¥493,940
FB ¥277,907 ¥486,338 FB ¥277,907 ¥486,338 FB ¥225,779 ¥395,114 FB ¥263,789 ¥461,631
FC ¥268,133 ¥469,233 FC ¥268,133 ¥469,233 FC ¥219,263 ¥383,711 FC ¥256,187 ¥448,328
GA ¥257,273 ¥450,228 GA ¥257,273 ¥450,228 GA ¥210,575 ¥368,507 GA ¥245,327 ¥429,323
GB ¥246,413 ¥431,223 GB ¥246,413 ¥431,223 GB ¥201,887 ¥353,303 GB ¥235,553 ¥412,218
GC ¥235,553 ¥412,218 GC ¥235,553 ¥412,218 GC ¥192,113 ¥336,198 GC ¥224,693 ¥393,213
IA ¥224,693 ¥393,213 IA ¥224,693 ¥393,213 IA ¥183,425 ¥320,994 IA ¥213,833 ¥374,208
ID ¥216,005 ¥378,009 ID ¥216,005 ¥378,009 ID ¥176,909 ¥309,591 ID ¥206,231 ¥360,905
IE ¥206,231 ¥360,905 IE ¥206,231 ¥360,905 IE ¥168,221 ¥294,387 IE ¥196,457 ¥343,800
IF ¥196,457 ¥343,800 IF ¥196,457 ¥343,800 IF ¥160,619 ¥281,084 IF ¥186,683 ¥326,696

TF&PE TF&PE TF&PE TF&PE

全カテゴリークルーズ代金にチップを含みます。
クルーズ代金はグロス表示となります。
クルーズ代金にはNCFが含まれます。 ※クルーズ代金の端数は繰上げとなる場合がございます。
1名1室利用時の代金はA1以下 175%、P2以上 200%となります。
・GRP/FIT適用可能
・日本人ホステス乗船
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2021年 QEウィンタープログラム 東京発着 料金のご案内


