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いつも新しい発見がある。

東京（成田）・ 
大阪・名古屋発着

2020年4月

クイーン・ヴィクトリアで航く　2020年ゴールデンウィーク
オランダ・ベルギー・フランスクルーズ11日間

出発日／2020年 4月24日㈮～5月4日（月・祝）
日次 スケジュール

1 4/24（金） （大阪・名古屋）発
東京（成田）発

H 大阪・名古屋から国内線にて東京へ
［22：20］空路 H カタール航空にて
ドーハ乗り継ぎにてロンドンへ 〈機中泊〉xxr

2 4/25（土） ロンドン着
（イギリス）

［13：15］着後、日本語係員と共に専用車にてホテルヘ
 〈ロンドン泊〉rxx

3 4/26（日） ロンドン 出発まで自由行動
［午前］日本語係員と共に専用車にてサウザンプトン港へ

サウザンプトン
（イギリス）

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

4 4/27（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）ガーンジー島の休日
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 4/28（火） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

6 4/29（水・祝） エイマイデン
（オランダ）

［07：00］入港　
B ：（例）チューリップの名所「キューケンホフ公園」観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 4/30（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  ブルージュ半日観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 5/1（金） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

9 5/2（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終日観光
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 5/3（日・祝） 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、日本語係員と共に専用車にて空港へ
［15：05］空路 H カタール航空にて
ドーハ乗り継ぎにて帰国の途へ 〈機中泊〉Qxr

11 5/4（月・祝） 東京（成田）着
（大阪・名古屋）着

［18：40］着後、解散
空路 H 国内線にて大阪・名古屋へ rxx

日本人
ホステス
（コーディネーター）
乗船

1 ゴールデンウィークにぴったりの
ヨーロッパクルーズ。

2

オランダ、ベルギー、フランスの
魅力あふれる港町を訪れます。
オランダのエイマイデンからチューリップで
有名な「キューケンホフ公園」や、
ブルージュ、モンサンミッシェルと2つの
世界遺産もお楽しみいただく事ができます。
※B（有料）でのご案内となります。

3
利用客船「クイーン・ヴィクトリア」は
姉妹船クイーン・エリザベスと共に英国の
伝統とエレガンスを受け継ぐ憧れの客船。

4 キュナード・ライン 180周年記念
オリジナルグッズをプレゼント

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。

6 プリンセス・スイート以上は、船内チップが無料。
※  アルコール飲料、美容院、エステ等は15％のサービス料は加算されます。

おすすめポイント

BモンサンミッシェルB キューケンホフ公園

燃油
サーチャージ

込み! 268,000円
［内側／大人2名1室利用］

～598,000円
［プリンセススイート／大人2名1室利用］

＊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。
※  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。東京での後泊が必要となる場合もございます（お客様負担）。



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㎡
■   窓・シャワー付

海側バルコニー
■約21㎡
■    バルコニー・シャワー付

プリンセススイート
■約31㎡
■    バルコニー・バスタブ付

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。

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8月15
日を基準としています。また、旅行代金は、2019年8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8
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
◆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8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

〒141-0031　東京都品川区西五反田8-3-6　TK五反田ビル3階
T-19-08-003

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。

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。

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6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

2020 年に創立 180 周年を
迎えるキュナード・ライン。 

いつの時代もラグジュアリーな
船の旅の象徴として 
輝き続けています。

■   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-□□□□□□

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

 Q0056A 268,000円
［110,000円］

海側
約17㎡／窓・シャワー付

 Q0056B 318,000円
［147,000円］

海側バルコニー
約21㎡／バルコニー・シャワー付

 Q0056C 338,000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

 Q0056D 598,000円
［470,000円］

港湾費用等 27,000円
大阪・名古屋発着追加代金 追加代金なし

ビジネスクラス利用追加代金 298,000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）、 
ロンドン、サウザンプトンでは 
日本語係員がお世話いたします

■利用航空会社／カタール航空（限定）
■利用予定ホテル／〈ロンドン〉（スーペリアクラス）

ヒルトンロンドンメトロポール、
ホリデイインケンジントン

■食事／   Q 8回、W7回、E7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米ドルが船内会計に自動的にチャージされます
（船内払い）／プリンセススイート以上：無料。
※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）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（エコノミークラス：23,000円、ビジネスクラス：38,000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）がかかります。旅行代金とあわせてお支払いください。
※政府関連諸税（クルーズ部分）として（13,300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。

燃油サーチャージ込

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泊当たり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

● 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）

無料

One point advice  ワンポイントアドバイス

キャビンサービス/ アメニティ

Cabin service / Amenity


