
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・札幌発着
2020年1月▲ ▲ 10月
改 訂 版

オセアニア／アジア／アラスカ／東京発着

　クイーン・エリザベスで航く　
2020年グランドクルーズシリーズ

日本人ホステス 
（コーディネーター） 
乗船
2名様より
出発保証

キュナード・ライン 

180周年
特別

プロモーション
※ご旅行代金値下げ等

旅行代金値下げ！
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小樽
コルサコフ

コディアック

アンカレッジ

バンクーバー

ジュノー

ハバード・グレーシャー

インサイド・パッセージ
トレーシー・アーム

2 3

シドニー乗船／シンガポール下船 18日間  
シンガポール乗船／香港下船 9／11日間 

シドニー乗船／シンガポール下船
日次 スケジュール

1 3/8（日） 東京・大阪・名古屋・札幌発 ［09：00～22：00］空路Hアジア内
都市乗り継ぎにてシドニーへ
 〈機内泊〉xxr

2 3/9（月） シドニー着
（オーストラリア）

［06：30～12：30］着後J船会社
手配のバス（混乗）にて港へ

シドニー
［午後］ クイーン・エリザベス乗船 
［19：00］出港 〈船中泊〉rWE

3 3/10（火） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

4 3/11（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
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 3/12（木） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

6 3/13（金） エアリービーチ
（オーストラリア）

［08：00］入港　B ：（例）エアリー
ビーチの美しいビーチを訪ねて
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

7

～

9
3/14（土）

～

3/16（月）

［終日］クルージング
 〈船中泊〉QWE

10 3/17（火） ダーウィン
（オーストラリア）

［09：00］入港
B ：（例）ダーウィンの過去と現在
［19：30］出港 〈船中泊〉QWE

11 3/18（水） ［終日］クルージング
 〈船中泊〉QWE12 3/19（木）

13 3/20（金・祝） バリ島
（インドネシア）

［08：00］入港
B ：（例）バリ島の伝統文化を訪ねて
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

14 3/21（土） ［終日］クルージング
 〈船中泊〉QWE15 3/22（日）

16 3/23（月） シンガポール
（シンガポール）

［06：00］入港　B ：（例）マリーナ
ベイサンズとシンガポール観光
船はシンガポールに停泊します
 〈船中泊〉QWE

17 3/24（火） シンガポール 朝食の後、下船
日本語係員と共に専用車で市内
へ。その後、出発まで自由行動
（ショッピングやグルメをお楽しみください）
※  大きなお荷物、スーツケース等は 
出発までお預かりいたします
再集合の後、マーライオン公園、
マリーナベイ・サンズの光と水の
ショー「スペクトラ」鑑賞
（ フライトの時間によってはご覧いた
だけない場合がございます）
その後、日本語係員と共に 
専用車にて空港へ

シンガポール発 ［18：00～25：30］空路Hアジア内
都市乗り継ぎにて帰国の途へ
 〈機内泊〉Qxr

18 3/25（水） 東京・大阪・名古屋・札幌着 ［06：00～17：30］着後、解散 rxx

シンガポール乗船／香港下船
日次 スケジュール

① ② 月日 ①東京・大阪・名古屋発 ②札幌発
1 3/22（日） 札幌発 ［16：00］空路H香港乗り

継ぎにてシンガポールへ
 〈機内泊〉xxr

1 2 3/23（月） 東京・大阪・名古屋発

シンガポール着
（シンガポール）

［09：00～11：00］空路Hアジア内
都市乗り継ぎにてシンガポールへ
［18：15～23：55］着後、日本語 
係員と共に専用車にてホテルへ
 〈シンガポール泊〉rrx

シンガポール着
（シンガポール）

［05：40］着後、
市内レストランで
朝食の後ホテルへ

〈シンガポール泊〉Qxx

2 3 3/24（火） 出発まで自由行動
［午前］日本語係員と共に専用車にて港へ

シンガポール
［昼頃］ クイーン・エリザベス乗船 
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

3 4 3/25（水） ［終日］クルージング
 〈船中泊〉QWE4 5 3/26（木）

5 6 3/27（金） チャンメイ／ダナン 
／フエ（ベトナム）

［09：00］入港　B ：（例）C古都フエ市内観光
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 7 3/28（土） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

7 8 3/29（日） ハロン湾／ハノイ
（ベトナム）

［06：00］入港　B ：（例）Cハロン湾の冒険
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

8 9 3/30（月） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

9 10 3/31（火） 香港（中国） ［07：00］入港　朝食の後、下船
①東京・大阪・名古屋着 ②札幌着

香港発

東京・大阪・名古屋着

その後、日本語係員と共に専用車
にて香港車窓観光の後空港へ
※出発時間によっては車窓観光なし
［12：00～16：30］
空路H直行便にて帰国の途へ
［16：30～21：00］着後、解散 Qxr

その後、日本語係員と共
に専用車にてホテルへ
※チェックインは15：00以降

 〈香港泊〉Qxx

11 4/1（水） 香港発

札幌着

［09：20］空路H直行便
にて帰国の途へ
［15：20］着後、解散

 xrx

3/8発　－
3/22・3/23発　－

＊  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。
※  オーストラリア入国に際してETAS（電子渡航認
証）が必要です（有料）。

出発日／2020年 3月8日㈰～3月25日㈬ 18日間　3月23日㈪～3月31日㈫ 9日間　3月22日㈰～4月1日㈬ 11日間

■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）、

香港、シンガポールでは日本語係員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、シンガポール航空、日本航空、全日空（いずれもエコノミークラス）
■利用ホテル／（スーペリアクラス）

シンガポール：フラマーリバーフロント、オーチャードホテル、グランドパシフィック、ヨークホテル
香港：キンバリー、リーガルホテル、プルーデンシャル、パノラマホテル、ハーバープラザ8ディグリーズ

■食事（機内食は除く）／3 / 8 発：Q15回、W15回、E15回 
3/23発：Q8回、W7回、E7回 
3/22発：Q9回、W7回、E7回

日本人
ホステス
乗船

横浜発 太平洋横断アラスカクルーズ 20日間 
出発日／2020年 5月15日㈮～6月3日㈬ 20日間

日次 スケジュール
1 5/15（金） 横浜 ［午後］集合

［午後］受付後、 クイーン・エリザベス乗船 
［18：00］出港 〈船中泊〉xWE

2 5/16（土） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

3 5/17（日） 函館 ［08：00］入港　B ：オプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 5/18（月） 小樽 ［09：00］入港　B ：オプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 5/19（火） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

6 5/20（水） コルサコフ
（ロシア）

［05：00］入港　B ：（例）コルサコフ市内観光
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 5/21（木） ［終日］クルージング
 〈船中泊〉QWE8 5/22（金）

9 5/23（土） 日付変更線通過（日付が1日戻ります）
［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

10 5/24（日） ［終日］クルージング
 〈船中泊〉QWE11 5/25（月）

12 5/26（火） コディアック
（アラスカ州／米国）

［06：00］入港　B ：（例）コディアックの歴史と野生生物の探訪
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

13 5/27（水） アンカレッジ
（アラスカ州／米国）

［09：00］入港　B ：（例）キナイ・フィヨルド国立公園を訪ねて
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

14 5/28（木） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

15 5/29（金） ［12：00～16：00］ハバード・グレーシャー（クルージング）
 〈船中泊〉QWE

16 5/30（土） ジュノー
（アラスカ州／米国）

［08：00］入港　B ：（例）メンデンホール氷河とサーモンベイク
［15：00］出港
［18：00～21：00］トレーシー・アームフィヨルド（クルージング）
 〈船中泊〉QWE

17 5/31（日） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

18 6/1（月） ［08：00～17：00］インサイド・パッセージ（クルージング）
 〈船中泊〉QWE

19 6/2（火） バンクーバー
（カナダ）

［午前］入港
朝食の後、下船

バンクーバー発
その後J日本語係員と共に専用車にて空港へ
［13：15～14：30］空路H直行便にて帰国の途へ
 〈機内泊〉Qxr

20 6/3（水） 東京着
（大阪・名古屋・札幌着）

［15：15～16：30］着後、解散
空路H国内線にて大阪・名古屋・札幌へ rrx

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

シドニー乗船／シンガポール下船 シンガポール乗船／香港下船 横浜発 太平洋横断アラスカクルーズ

コースコード 3/8発 コースコード 3/23・3/22発 コースコード 5/15発

内側
約14㎡／シャワー付

ブリタニア・
レストラン

東京  9045TA 
大阪  9045OA 
名古屋  9045NA 
札幌  9045SA 

338,000円
［220,000円］

428,000円
［290,000円］

498,000円
［340,000円］

968,000円
［920,000円］

308,000円
［197,000円］

東京  9046TA 
大阪  9046OA 
名古屋  9046NA 
札幌  9046SA 

208,000円
［127,000円］

 A0054A 398,000円
［270,000円］

528,000円
［370,000円］

658,000円
［470,000円］

1,078,000円
［1,040,000円］

358,000円
［237,000円］

海側
約17㎡／窓・シャワー付

東京  9045TB 
大阪  9045OB 
名古屋  9045NB 
札幌  9045SB 

388,000円
［260,000円］

東京  9046TB 
大阪  9046OB 
名古屋  9046NB 
札幌  9046SB 

238,000円
［147,000円］

 A0054B 478,000円
［327,000円］

海側バルコニー
約21㎡
バルコニー・シャワー付

東京  9045TC 
大阪  9045OC 
名古屋  9045NC 
札幌  9045SC 

455,000円
［310,000円］

東京  9046TC 
大阪  9046OC 
名古屋  9046NC 
札幌  9046SC 

298,000円
［187,000円］

 A0054C 598,000円
［417,000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  9045TD 
大阪  9045OD 
名古屋  9045ND 
札幌  9045SD 

925,000円
［880,000円］

東京  9046TD 
大阪  9046OD 
名古屋  9046ND 
札幌  9046SD 

468,000円
［420,000円］

 A0054D 1,068,000円
［1,040,000円］

港湾費用等（変更となる場合がございます） 58,000円 27,000円 73,000円
大阪・名古屋発着追加代金 5,000円 5,000円 15,000円
札幌発／着追加代金 5,000円 52,000円 20,000円
ビジネスクラス利用追加代金 東京・大阪・名古屋：128,000円　札幌：168,000円 58,000円 148,000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

壮大な氷河や、氷河が作り上げた美しい
フィヨルド、野生生物たちと出会えるアラスカ
クルーズ。たくさんの氷を浮かべ「北アメリカ
の屋根」と呼ばれるハバード・グレーシャー、
狭い峡谷に氷河をのぞかせる
トレーシー・アームなど、見どころが満載

2 横浜発となりますので、わずらわしい
航空機の移動も最小限ですみます

おすすめポイント

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）
■食事（機内食は除く）／Q18回、W18回、E18回

＊大阪着は直行便ではなく、東京（成田または羽田）での乗り継ぎとなる場合がございます。
＊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。

※カナダ入国に際してETA、米国入国に際しESTA（い
ずれも電子渡航認証）が必要です（有料）。

クイーン・エリザベスで航く　 　2020年 グランドクルーズ（オセアニア・アジア） 2020年 グランドクルーズ（アラスカ・北米）　 　クイーン・エリザベスで航く

※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）。〈11月29日までのご予約の場合は無料。3/23発シンガポール乗船／香港下船・9、10月発東京発着コースは除外で有料となります。〉
※3/8発、3/22・3/23発：成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,660円／子供1,600円）および羽田空港施設使用料（大人2,610円／子供1,300円）および大阪（関
空）空港施設使用料・保安サービス料（大人3,100円／子供1,710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2,970円／子供1,660円）また
は新千歳空港施設使用料（大人1,040円／子供530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（3/8発：5,530円、3/22・3/23発：2,920円、5/15発：4,500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（3/8発：27,320円、3/22・3/23発：9,210円、5/15発：28,000円）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。

キュナード180周年記念特別プロモーション
2020年に180周年を迎えるキュナードを記念して特典をご用意しました

①ご旅行代金値下げ！
②船内チップ無料　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➡ 無料  
※アルコール飲料、
エステ等には15％の
サービス料が加算。

③船上の支払いにご利用いただけるクレジットUS$180（1室）付き
※2019年11月29日㈮までのご予約に適用。　※3/23発シンガポール乗船／香港下船・9、10月発東京発着コースは対象外。
※リピーター特典（オンボードクレジット）との併用はできません。

アラスカクルーズご参加特典 　①〜③に加えて

キュナードオリジナル180周年記念ノート 
（お1人様1冊）プレゼント

180周年記念特別プロモーション 対象コース180周年記念特別プロモーション 対象コース
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出発日／2020年  
①6月2日㈫～6月13日㈯ 12日間

②6月12日㈮～6月23日㈫ 12日間 
③6月22日㈪～7月  3日㈮ 12日間

④8月11日㈫～8月21日㈮ 11日間 
⑤8月29日㈯～9月  9日㈬ 12日間

日次 スケジュール
1 （名古屋・札幌発）

東京・大阪発

バンクーバー着（カナダ）

空路H国内線にて東京へ
［16：30～18：30］空路H直行便にてバンクーバーへ

日付変更線通過
［09：15～11：30］着後J船会社手配のバス（混乗）にて港へ 

バンクーバー ［午後］ クイーン・エリザベス乗船 　　［17：00］出港 〈船中泊〉rWE

2 ［08：00～17：00］インサイド・パッセージ（クルージング） 〈船中泊〉QWE

12日間コース
3 ❶6/2発 ❷6/12発 ❸6/22発 ❺ 8/29発
ジュノー

（アラスカ州／米国）
［10：00］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

［11：00～20：00］
Cグレーシャー・
ベイ（クルージング）

 〈船中泊〉QWE

ケチカン
（アラスカ州／米国）

［08：00］入港　
B ：（例）トーテムバイト州立
公園とケチカンハイライト
［16：00］出港
 〈船中泊〉QWE

ジュノー
（アラスカ州／米国）

［10：00］入港
B ：（例）メンデンホール
氷河とサーモンベイク
［20：00］出港
 〈船中泊〉QWE

4 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
［17：00］出港
 〈船中泊〉QWE

スキャグウェイ
（アラスカ州／米国）

［08：00］入港
B ：（例）ホワイトパス
列車の旅
［17：00］出港
 〈船中泊〉QWE

アイシー・ 
ストレート・
ポイント

（アラスカ州／米国）

［09：00］入港　
B ：（例）野生動物の
宝庫を訪ねて
［18：00］出港
 〈船中泊〉QWE

シトカ
（アラスカ州／米国）

［09：00］入港
B ：（例）歴史の街シトカ
と自然散策
［18：00］出港
 〈船中泊〉QWE

5 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
［18：00］出港
 〈船中泊〉QWE

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
［18：00］出港
 〈船中泊〉QWE

ジュノー
（アラスカ州／米国）

［07：00］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

［12：00～16：00］
ハバード・グレーシャー
（クルージング）

 〈船中泊〉QWE

6 ［07：00～17：00］
Cグレーシャー・
ベイ（クルージング）

 〈船中泊〉QWE

［12：00～17：00］
ハバード・グレーシャー
（クルージング）

 〈船中泊〉QWE

［07：00～17：00］
Cグレーシャー・
ベイ（クルージング）

 〈船中泊〉QWE

アイシー・ 
ストレート・
ポイント

（アラスカ州／米国）

［08：00］入港　
B ：（例）野生動物の
宝庫を訪ねて
［18：00］出港
 〈船中泊〉QWE

7 ［07：00～11：00］
ハバード・グレーシャー
（クルージング）

 〈船中泊〉QWE

ジュノー
（アラスカ州／米国）

［08：00］入港
B ：（例）メンデンホール
氷河とサーモンベイク
［17：00］出港
 〈船中泊〉QWE

［11：00～15：00］
ハバード・グレーシャー
（クルージング）

 〈船中泊〉QWE

［07：00～17：00］
Cグレーシャー・
ベイ（クルージング）

 〈船中泊〉QWE

8 プリンスルパート
（カナダ）

［14：00］入港
B ：（例）プリンスルパート
の自然探訪
［20：00］出港
 〈船中泊〉QWE

ケチカン
（アラスカ州／米国）

［10：00］入港　
B ：（例）トーテムバイト州立
公園とケチカンハイライト
［20：00］出港
 〈船中泊〉QWE

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

ケチカン
（アラスカ州／米国）

［12：00］入港　
B ：（例）トーテムバイト州立
公園とケチカンハイライト
［19：00］出港
 〈船中泊〉QWE

9 ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

10 ビクトリア
（カナダ）

［09：00］入港　B ：（例）ブッチャート・ガーデンとビクトリア観光
［18：30］出港　※②6/12、③6/22発は21：00出港 〈船中泊〉QWE

11 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 東京・大阪着
（名古屋・札幌着）

［15：15～16：30］着後、解散
空路H国内線にて名古屋・札幌へ rxx

11日間コース
3 ❹8/11発

ジュノー
（アラスカ州／米国）

［07：30～11：30］
トレーシー・アーム 
フィヨルド（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

4 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
［17：30］出港
 〈船中泊〉QWE

5 ［07：00～17：00］
Cグレーシャー・
ベイ（クルージング）
 〈船中泊〉QWE

6 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
［16：00］出港
 〈船中泊〉QWE

7 プリンスルパート
（カナダ）

［09：00］入港
B ：（例）プリンスルパート
の自然探訪
［17：00］出港
 〈船中泊〉QWE

8 ［終日］クルージング
 〈船中泊〉QWE

9 ビクトリア
（カナダ）

［09：00］入港
B ：（例）ブッチャート・ 
ガーデンとビクトリア観光
［21：00］出港
 〈船中泊〉QWE

10 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

11 東京・大阪着

（名古屋・札幌着）

［15：15～16：30］
着後、解散
空路H国内線にて 
名古屋・札幌へ rxx

日本人
ホステス
乗船

バンクーバー発着   アラスカCグレーシャーベイ 
クルーズ 12／11日間 

クイーン・エリザベスで航く　 　2020年 グランドクルーズ（アラスカ・北米）

Cグレーシャー・ベイ〈アラスカ州／米国〉
アラスカ唯一の世界遺産。この湾に入ることの出来る客船は1日
の内限定されています。氷河の崩落・響き渡る轟音は圧巻です。

＊  大阪発／着は出発日によっては直行便ではなく、
東京（成田または羽田）での乗り継ぎとなる場合
がございます。
＊ 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。

①6/  2発 －
②6/12発 －
③6/22発 －

④8/11発 －
⑤8/29発 －

※  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。
※カナダ入国に際してETA、米国入国に際しESTA（いずれも電子渡航認証）が必要です（有料）。

■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（機内食は除く）／①〜③・⑤：Q10回、W10回、E10回 
 ④：Q9回、W9回、E9回

■   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

バンクーバー発着 
アラスカ C グレーシャーベイクルーズ

東京着 アラスカ C 
グレーシャーベイと太平洋
横断、日本クルーズ

コース
コード

❶ 6/2発　❷ 6/12発
❺ 8/29発 ❸ 6/22発 コース

コード ❹ 8/11発 コース
コード 9/7発

内側
約14㎡／シャワー付

ブリタニア・
レストラン

 90050A 288,000円
［150,000円］

348,000円
［197,000円］

428,000円
［257,000円］

898,000円
［820,000円］

268,000円
［137,000円］

298,000円
［157,000円］

378,000円
［210,000円］

458,000円
［270,000円］

948,000円
［850,000円］

278,000円
［140,000円］

 90051A 378,000円
［150,000円］

468,000円
［210,000円］

558,000円
［280,000円］

938,000円
［740,000円］

348,000円
［127,000円］

 A0057A 398,000円
［257,000円］

海側
約17㎡／窓・シャワー付

 90050B 298,000円
［157,000円］

318,000円
［167,000円］

 90051B 398,000円
［160,000円］

 A0057B 448,000円
［297,000円］

海側バルコニー
約21㎡
バルコニー・シャワー付

 90050C 368,000円
［207,000円］

378,000円
［210,000円］

 90051C 468,000円
［210,000円］

 A0057C 535,000円
［360,000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

 90050D 828,000円
［730,000円］

848,000円
［747,000円］

 90051D 888,000円
［700,000円］

 A0057D 1,168,000円
［1,100,000円］

港湾費用等（変更となる場合がございます） 39,000円 35,000円 69,000円
大阪・名古屋発着追加代金 20,000円 15,000円
札幌発／着追加代金 25,000円 20,000円
ビジネスクラス利用追加代金 ① 6/2発　③ 6/22発　 168,000円　　② 6/12発　118,000円　　④ 8/11発　⑤ 8/29発　198,000円 148,000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。

※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）。〈11月29日までのご予約の場合は無料〉
※成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,660円／子供1,600円）および羽田空港施設使用料（大人2,610
円／子供1,300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（①～⑤4,040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（①27,400円、②③25,800円、④19,800円、⑤25,600円、9/7発：28,140円）
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。

東京着 アラスカCグレーシャーベイと
太平洋横断、日本クルーズ 22日間 

2020年 グランドクルーズ（アラスカ・北米）　 　クイーン・エリザベスで航く

出発日／2020年 9月7日㈪～9月28日㈪ 22日間
日次 スケジュール

1 9/7（月） （大阪・名古屋・札幌発）
東京発

バンクーバー着
（カナダ）

空路H国内線にて東京へ
［16：30～18：30］空路H直行便にてバンクーバーへ

日付変更線通過
［09：15～11：30］着後J日本語係員と共に専用車にてホテルへ
 〈バンクーバー泊〉rxx

2 9/8（火） 出発まで自由行動
［午前］日本語係員と共に専用車にて港へ

バンクーバー ［昼頃］ クイーン・エリザベス乗船 　
［17：00］出港 〈船中泊〉QWx

3 9/9（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

4 9/10（木） ケチカン
（アラスカ州／米国）

［08：00］入港　B ：（例）トーテムバイト州立公園とケチカンハイライト
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 9/11（金） ジュノー
（アラスカ州／米国）

［09：30］入港　B ：（例）メンデンホール氷河とサーモンベイク
［20：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 9/12（土） 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

7 9/13（日） ［07：00～17：00］Cグレーシャー・ベイ（クルージング）
 〈船中泊〉QWE

8 9/14（月） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

9 9/15（火） アンカレッジ
（アラスカ州／米国）

［08：00］入港　B ：（例）キナイ・フィヨルド国立公園を訪ねて
［17：00］出港 〈船中泊〉QWE

10 9/16（水） コディアック
（アラスカ州／米国）

［09：00］入港　B ：（例）コディアックの歴史と野生生物の探訪
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

11 9/17（木） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

12 9/18（金） 日付変更線通過（日付が1日進みます）
［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

14

～

17

9/20（日）

～

9/23（水）

［終日］クルージング
 〈船中泊〉QWE

18 9/24（木） 釧路 ［06：00］入港　B ：オプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

19 9/25（金） 青森 ［09：00］入港　B ：オプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［22：00］出港 〈船中泊〉QWE

20 9/26（土） 函館 ［07：00］入港　B ：オプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

21 9/27（日） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

22 9/28（月） 東京 ［午前］入港　朝食の後、下船
解散 Qxx

日本人
ホステス
乗船

1 大自然の宝庫アラスカからアリューシャン列島、
太平洋を横断して東京までの壮大なクルーズ

2 アラスカでは唯一の
Cグレーシャーベイにも入湾します

3 東京着となりますので、わずらわしい
航空機の移動も最小限ですみます

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／エア・カナダ（エコノミークラス）
■利用ホテル／バンクーバー（スーペリアクラス）

センチュリープラザ、コーストコールハーバーバイアパ、
ダグラスホテルバンクーバー、シェラトンウォールセンター、
ハイアットリージェンシーフェアモントホテル

■食事（機内食は除く）／Q20回、W19回、E18回

＊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。

※カナダ入国に際してETA、米国入国に際しESTA（いずれも電子渡航認証）が必要です（有料）。

燃油サーチャージ込

トーテムバイト州立
公園／ケチカン 
〈アラスカ州／米国〉

閑静な森林地帯の中にある、
トーテムバイト州立公園。それ
ぞれのトーテムポールに特別
な意味がこめられています。

180周年記念特別プロモーション
対象コース

180周年記念特別プロモーション
対象コース
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■出発日／2020年 10月16日（金）～10月25日（日）
日次 スケジュール

1 10/16（金） 東京 ［午後］集合
［午後］  クイーン・エリザベス乗船 
［18：00］出港 【船中泊】Xwe

2 10/17（土） ［終日］クルージング 【船中泊】qwe

3 10/18（日） 神戸 ［08：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［18：00］出港 【船中泊】qwe  

4 10/19（月） 高知 ［08：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［18：00］出港 【船中泊】qwe  

5 10/20（火） ［終日］クルージング 【船中泊】qwe

6 10/21（水） 釜山
（韓国）

［06：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［17：00］出港 【船中泊】qwe  

7 10/22（木） 長崎 ［06：30］入港　Bオプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［18：00］出港 【船中泊】qwe  

8 10/23（金） 鹿児島 ［08：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［18：00］出港 【船中泊】qwe  

9 10/24（土） ［終日］クルージング 【船中泊】qwe

10 10/25（日） 東京 ［午前］入港　朝食後、下船
解散 qXX

■最少催行人員／2名様
■添乗員／  同行しませんが船内では 

名鉄観光のお客様専任 
コーディネーターと 
船会社の日本人ホステス 
（スタッフ）がお世話いたします

■食事／Q 9回、W 9回、E 9回
＊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

東京
●

鹿児島

高知
神戸

長崎

釜山
●

●

●

●

●

韓国

日本

日本人ホステス
名鉄観光

コーディネーター

乗船

■出発日／2020年 9月28日（月）～10月7日（水）
日次 スケジュール

1 9/28（月） 東京 ［午後］集合
［午後］  クイーン・エリザベス乗船 
［18：00］出港 【船中泊】Xwe

2 9/29（火） ［終日］クルージング 【船中泊】qwe

3 9/30（水） 秋田 ［08：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［17：00］出港 【船中泊】qwe  

4 10/1（木） 金沢 ［09：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［18：00］出港 【船中泊】qwe  

5 10/2（金） 境港／米子 ［08：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［23：59］出港 【船中泊】qwe  

6 10/3（土） ［終日］クルージング 【船中泊】qwe

7 10/4（日） 釜山
（韓国）

［06：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［17：00］出港 【船中泊】qwe  

8 10/5（月） 長崎 ［06：30］入港　Bオプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［17：00］出港 【船中泊】qwe  

9 10/6（火） ［終日］クルージング 【船中泊】qwe

10 10/7（水） 東京 ［午前］入港　朝食後、下船
解散 qXX

■最少催行人員／2名様
■添乗員／  同行しませんが船内では 

名鉄観光のお客様専任 
コーディネーターと 
船会社の日本人ホステス 
（スタッフ）がお世話いたします

■食事／Q 9回、W 9回、E 9回
＊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

東京
●

秋田

金沢

長崎

釜山

●

●境港
●●

●

韓国

日本

日本人ホステス
名鉄観光

コーディネーター

乗船

■出発日／2020年 10月7日（水）～10月16日（金）
日次 スケジュール

1 10/7（水） 東京 ［午後］集合
［午後］  クイーン・エリザベス乗船 
［18：00］出港 【船中泊】Xwe

2 10/8（木） ［終日］クルージング 【船中泊】qwe

3 10/9（金） 釧路 ［07：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［17：00］出港 【船中泊】qwe  

4 10/10（土） ［終日］クルージング 【船中泊】qwe

5 10/11（日） コルサコフ
（ロシア）

［05：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［18：00］出港 【船中泊】qwe  

6 10/12（月・祝） 小樽 ［08：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［17：00］出港 【船中泊】qwe  

7 10/13（火） 青森 ［08：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［22：00］出港 【船中泊】qwe  

8 10/14（水） 函館 ［07：00］入港　Bオプショナルツアー、散策等でお楽しみください
［18：00］出港 【船中泊】qwe  

9 10/15（木） ［終日］クルージング 【船中泊】qwe

10 10/16（金） 東京 ［午前］入港　朝食後、下船
解散 qXX

■最少催行人員／2名様
■添乗員／  同行しませんが船内では 

名鉄観光のお客様専任 
コーディネーターと 
船会社の日本人ホステス 
（スタッフ）がお世話いたします

■食事／Q 9回、W 9回、E 9回
＊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

東京
●

小樽
函館
青森

釧路

コルサコフ

●
●
●

●

●

日本

ロシア

日本人ホステス
名鉄観光

コーディネーター

乗船

■旅行代金表／横浜発着 （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 9/28発 コースコード 10/7発 コースコード 10/16発

IF 内側
約14㎡（シャワー付）

ブリタニア・
レストラン

 40010A 207,000円
［155,250円］

 40011A 174,000円
［130,500円］

 40012A 207,000円
［155,250円］

EF 海側
約17㎡（シャワー付）

 40010B 294,000円
［220,500円］

 40011B 261,000円
［195,750円］

 40012B 294,000円
［220,500円］

BF 海側バルコニー（前方・後方）
約21㎡（バルコニー・シャワー付）

 40010C 337,000円
［252,750円］

 40011C 304,000円
［228,000円］

 40012C 337,000円
［252,750円］

BC 海側バルコニー（中央）
約21㎡（バルコニー・シャワー付）

 40010D 365,000円
［273,750円］

 40011D 329,000円
［246,750円］

 40012D 365,000円
［273,750円］

P2 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  40010E 630,000円

［630,000円］
 40011E 587,000円

［587,000円］
 40012E 630,000円

［630,000円］

Q6 クイーンズスイート
約45㎡（バルコニー・バスタブ付）

クイーンズ・
グリル  40010F 701,000円

［701,000円］
 40011F 657,000円

［657,000円］
 40012F 701,000円

［701,000円］

租税・手数料 13,450円 14,730円 10,860円

キャンセル料：74日前パターン　詳細は、裏表紙をご覧ください。

日本周遊と韓国 10日間 北海道周遊とサハリン 10日間 歴史探訪!高知・長崎・鹿児島と韓国 10日間

B 佛國寺／慶州〈韓国〉 B サハリン州郷土博物館〈ロシア〉 長崎港に停泊するクイーン・エリザベス〈長崎県〉

【全コース共通】
※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。
※船内チップ…クルーズ代金に含ま
れます。

※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。

B 金沢〈石川県〉
加賀百万石の城下町として栄えたこの
地には、今でも古くからの町家や寺社
が数多く残っています。また日本三大
名園のひとつ、兼六園も人気の観光地。
五大醤油の産地に由来する和食の名
店で食事をするのもおススメです。

B 函館〈北海道〉
北方警備の要として江
戸幕府が建造した五
稜郭は函館を代表す
る建造物で、近接のタ
ワーから星形の城郭を
一望できます。

B 高知〈高知県〉
美しい清流や「桂浜」「室戸岬」「足摺
岬」など太平洋を望む絶景スポット。そ
して幕末の志士ゆかりの地が点在する
など歴史スポットも多い高知県。さらに
美味しい海の幸も楽しめます。

Cabin／客室（一例）　※全てツインベッドに変更可能�

内側スタンダード
■約14㎡　■  シャワー付

海側スタンダード
■約17㎡　■  窓・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

クイーンズスイート
■約45㎡　■  バスタブ・バルコニー付
※画像はペントハウスです。

キュナード・ワールドクラブメンバー
（リピーター）特典

過去キュナード・ラインにご乗船になりリピーター会員に登録
されたお客様が2019年11月29日㈮までにご予約・ご予約金
をお支払いいただいた場合、下記金額のオンボード・クレジット
（船内でご利用いただけるクレジット）をお付けします。

キャビンタイプ クレジット額（お1人様）

クイーンズ・グリル US＄ 500
プリンセス・グリル US＄ 400
海側バルコニー US＄ 250
海側スタンダード
内側スタンダード
シングルルーム

US＄ 200

※上記金額は2人部屋を1～2名で利用した場合の1名様あたりの金額となり
ます。 ※3～4名で1室利用時の3～4人目は対象外となります。 ※1名1室利用
の場合はお1人様のみの付与となります。 ※2005年以前ご乗船分は現船取
扱会社にて履歴の確認ができず、特典を適用できない場合がございます。 

1
憧れの客船の代名詞「クイーン・エリザベス」による
2020年開港の「東京国際クルーズターミナル」発着
クルーズ

2

美しい船内は大理石や高級木材がふんだんに 
使われ、シャンデリアやアール・デコ調のモダンな
寄木細工の壁画など英国の雰囲気を随所で体感

3 基本的な船内チップが無料となるお得なクルーズ
（通常１泊当たり11.50 〜 13.50米ドル）

4
船内には名鉄観光のお客様専任コーディネーターと
船会社の日本人ホステス（スタッフ）が乗船。
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

おすすめポイント

同キャビンタイプの中でも
代金が異なるキャビンもご
用意しています。また、これ
以外の上級キャビンもご予
約可能です。ご希望の場合
はお問い合わせください。

日本の美・再発見の
旅へようこそ。

B 兼六園／金沢〈石川県〉



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
※団体行動中の心付※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）

●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。
［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9月20日
を基準としています。また、旅行代金は、2019年9月20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9月20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・車での移動
◆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ください。（現地空港税及
び燃油サーチャージの合算額は2019年9月20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

※本パンフレットに掲載の画像は全てイメージです。

〒141-0031　東京都品川区西五反田8-3-6　TK五反田ビル3階
T-19-09-005

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。

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
さながらの上
演など忘れら
れない思い出
をご提供。

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。

● 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
● 電子湯沸かしポット

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
●〈2020年グランドシリーズ〉
　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）。

　［11月29日までのご予約の場合は無料。一部コースは除外
で有料となります。］

●〈秋の日本発着クルーズ〉
　基本的な船内チップが無料となります。
●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
ビス料が加算されます。

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

ワンポイントアドバイス

One point advice

約180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

英国の伝統を受け継ぐ世界で最も有名な客船 
クイーン・エリザベス

現在の「クイーン・エリザベス」は、2010年に就航した3代目。
船内には名付け親でもあるエリザベス女王の肖像画が飾ら
れ、英国の伝統を受け継ぐ上品な雰囲気に包まれています。

Ship data
●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

キュナード・ワールドクラブ 
メンバー（リピーター）特典

船内でご利用いただけるクレジットをお付けします。 
詳しくはお問い合わせください。


