
Alaska, by Cunard.

憧れの客船の代名詞  クイーン・エリザベスで航く

2022年 大自然の宝庫
アラスカクルーズ

東京・大阪・名古屋発着

2022年 6月
▲ ▲ 7月

日本人スタッフ
乗船（予定）

2名様より
出発保証

キュナード・ライン

特別
プロモーション

※オンボード・クレジット等

いつも新しい発見がある。いつも新しい発見がある。
いつも新しい発見がある。いつも新しい発見がある。
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①6/  4発 －
②6/14発 －

③7/  1発 －
④7/11発 －

大自然と
　野生動物に出会う　アラスカ、世界遺産グレーシャー・ベイクルーズ 12／9日間 

〈12／9日間コース共通〉
■最少催行人員／2名様�
■添乗員／�同行しませんが、船内では日本人スタッフ�

（コーディネーター）が乗船（予定）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／�12日間コース／Q�10回、W�10回、E�10回 �

���9日間コース／Q�� 7回、W���7回、E����7回 �
（機内食は除く）

＊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。

※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）。

憧れの客船の代名詞 クイーン・エリザベスで航く

出発日／2022年 ①6月  4日㈯～6月15日㈬ 12日間 
②6月14日㈫～6月25日㈯ 12日間

③7月  1日㈮～7月12日㈫ 12日間 
④7月11日㈪～7月22日㈮ 12日間

日次 スケジュール
1 （大阪・名古発）

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

日付変更線通過日付変更線通過
［09：15～11：30］着後J船会社手配の混乗車にて港へ

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

3 ❶6/4発 ❷6/14発 ❸7/1発 ❹ 7/11発
［12：00～21：00］
Cグレーシャー・ベイ 
（クルージング）
 〈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

ホエールウォッチング
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

［12：00～21：00］
Cグレーシャー・ベイ 
（クルージング）
 〈船中泊〉QWE

シトカ
（アラスカ州／米国）

［12：00］入港
B ：（例） 歴史の街シトカと

自然探訪
［19：00］出港 〈船中泊〉QWE

4 ヘインズ
（アラスカ州／米国）

［07：00］入港
B ：（例） チルカット公園自然

探訪ハイキング
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

［09：00～14：00］
ハバード・グレーシャー 
（クルージング）
 〈船中泊〉QWE

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

［10：00～15：00］
ハバード・グレーシャー 
（クルージング）
 〈船中泊〉QWE

5 ［10：00～15：00］
ハバード・グレーシャー 
（クルージング）
 〈船中泊〉QWE

スキャグウェイ
（アラスカ州／米国）

［06：00］入港
B ：（例） ホワイトパス列車

の旅
［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

ホエールウォッチング
［19：00］出港 〈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

ホエールウォッチング
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

6 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

ホエールウォッチング
［17：00］出港 〈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

［12：00～17：00］
ハバード・グレーシャー 
（クルージング）
 〈船中泊〉QWE

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

7 シトカ
（アラスカ州／米国）

［07：00］入港
B ：（例） 歴史の街シトカと

自然探訪
［17：00］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

自然探訪
［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）

［08：00］入港　
B ：（例） クジラ、野生生物

の観察クルーズ
［16：00］出港 〈船中泊〉QWE

［07：00～16：00］
Cグレーシャー・ベイ 
（クルージング）
 〈船中泊〉QWE

8 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
［18：00］出港 〈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
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

ケチカン
（アラスカ州／米国）

［11：00］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

ケチカン
（アラスカ州／米国）

［11：00］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
［18：00］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
［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〉Qrx

日付変更線通過日付変更線通過

12 東京着
（大阪・名古屋着）

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

日本人
スタッフ
乗船予定

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。
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大自然と
　野生動物に出会う　アラスカ、世界遺産グレーシャー・ベイクルーズ 12／9日間 

■   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）
出発日

キャビンタイプ

ご利用
レストラン

コースコード
末尾

ツアーコード：CE-MYCU-A0011□ ツアーコード：CE-MYCU-A0012□

12日間コース 9日間コース
①6/4 ②6/14 ③7/1 ④7/11 6/24発

スタンダード（内側） 約14㎡
シャワー付

ブリタニア・
レストラン

 A 298,000円［131,000円］ 318,000円［145,000円］ 268,000円［107,000円］

海側 約17㎡
窓・シャワー付  B 348,000円［168,000円］ 368,000円［175,000円］ 315,000円［138,000円］

海側バルコニー 約21㎡
バルコニー・シャワー付  C 368,000円［184,000円］ 398,000円［195,000円］ 348,000円［163,000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  D 648,000円［520,000円］ 678,000円［544,000円］ 598,000円［462,000円］

港湾費用等（変更となる場合がございます） 39,000円 27,000円
大阪・名古屋発着追加代金 20,000円 20,000円
プレミアム（上級）エコノミー利用追加代金 158,000円 138,000円
ビジネスクラス利用追加代金 288,000円 298,000円 218,000円 238,000円 228,000円

キャンセル料：キュナード・ライン 74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

出発日／2022年 6月24日㈮～7月2日㈯ 9日間
日次 スケジュール

1 6/24（金） （大阪・名古発）
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

日付変更線通過日付変更線通過
［09：15～11：30］
着後J船会社手配の混乗車にて港へ

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 6/25（土） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

3 6/26（日） ［12：00～21：00］
Cグレーシャー・ベイ（クルージング）
 〈船中泊〉QWE

4 6/27（月） アイシー・ストレート・
ポイント

（アラスカ州／米国）

［07：00］入港
B ：（例）クジラ、野生生物の観察クルーズ
［21：00］出港 〈船中泊〉QWE

5 6/28（火） 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 6/29（水） 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
［18：00］出港 〈船中泊〉QWE

7 6/30（木） ［終日］クルージング 〈船中泊〉QWE

8 7/1（金） 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〉Qrx

日付変更線通過日付変更線通過

9 7/2（土） 東京着
（大阪・名古屋着）

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

日本人
スタッフ
乗船予定

1 雄大な自然と動物たちに会える
ダイナミックなクルーズ

2 アラスカでは唯一Cグレーシャー・ベイ
にも入湾する貴重なコース

3 憧れの客船「クイーン・エリザベス」。 
そこは歴史と伝統を守り続けた英国の世界

おすすめポイント

※船内チップ…内側～海側バルコニーお１人様：1泊あたり11.50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。
※現地空港諸税（4,720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（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。

シトカ〈アラスカ州／米国〉
東南アラスカ随一の景勝地シトカは、“シトカ富士”
とも呼ばれるエッジカム山、そして聖ミカエル教会
の玉ねぎ型ドームと黄金に輝く十字架で有名な美
しい景観の町です。ダウンタウンには数多くのアー
トギャラリーや本屋、ギフトショップが並び、観光客
を迎えてくれます。

スキャグウェイ 
〈アラスカ州／米国〉

ゴールドラッシュ時代に誕
生した街・スキャグウェイ。
輸送手段として鉱業の発
展を支えた「ホワイトパス
列車」が、夏期のみ観光列
車として運行しています。
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キュナード・ワールドクラブ
メンバー（リピーター）特典
過去にキュナード・ラインにご乗船さ
れたお客様はさらに下記オンボード・
クレジット（お小遣い）プレゼント。

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＄ 350
プリンセス・グリル US＄ 300
海側バルコニー
クラブバルコニー US＄ 200
海側／内側
シングルルーム US＄ 150
※2名1室ご利用の場合、1・2人目に提供されます（3・

4人目は対象外）。
※1名1室ご利用の場合、2倍のオンボード・クレジット
が提供されます（シングルルームを除く）。
※オンボード・クレジットは、1回のクルーズでのみご利
用いただけます。現金とは交換できません。また、カジ
ノでのクレジットチャージとしてご利用できません。

2022年 クイーン・エリザベス アラスカクルーズが特別プロモーションへ2022年 クイーン・エリザベス アラスカクルーズが特別プロモーションへ!!!!
※プロモーションは2022年1月31日（月）までのご予約に適用（期日が延長される可能性があります）※プロモーションは2022年1月31日（月）までのご予約に適用（期日が延長される可能性があります）

オンボードクレジット／有料レストランへご招待
●�船内で利用できるオンボード・クレジット�
（お小遣い）プレゼント
客室カテゴリー クレジット額（お1人様）

船中7泊 船中10泊以上

クイーンズ・グリル US＄ 200 US＄ 300
プリンセス・グリル US＄ 150 US＄ 200
海側バルコニー US＄ 100 US＄ 150
海側／内側 US＄ 75 US＄ 100

●�船内の有料レストランにご招待（1回）�
※クルーズ中にそれぞれのレストランにて1回でご招待 
※ ご予約は乗船後各自でおとりください

有料レストラン カバーチャージ

ステーキハウス・アット・ 
ザ・ベランダ（夕食） US＄ 39.00➡ 無料

リド・テーマレストラン
（夕食） US＄ 19.50➡ 無料

対 象 2022/6/4、6/14、6/24、7/1発　アラスカ、世界遺産グレーシャー・ベイクルーズ 12／9日間
※オンボード・クレジットは、1部屋につき、1・2人目に提供されます（3・4人目は対象外）。
※オンボード・クレジットは、1名1室ご利用の場合、1名分のみ提供されます。
※オンボード・クレジットは、1回のクルーズでのみご利用いただけます。現金とは交換できません。また、 
カジノでのクレジットチャージとしてご利用できません。

※有料レストランをご利用いただけなかった場合、譲渡や払い戻しはできません。また、換金もできません。

※本プロモーションは数に限りがございます。期間内で
あっても終了する場合がございます。

※本プロモーションはキュナード・ワールド・クラブメン
バー（リピーター）特典との併用が可能です。

ケチカン 
〈アラスカ州／米国〉

アラスカ最南端の街・ケ
チカン。クリンキットイン
ディアンの故郷であるこ
の地には多くのトーテム
ポールがあり、ネイティブ
アメリカンの文化遺産が
数多く残っています。

氷河と大自然の宝庫 アラスカクルーズへの誘い
青く輝く氷河と海の動物たちに魅せられるアラスカ。
アラスカ唯一の世界遺産“グレーシャーベイ”では、氷河の眼前に迫り崩れ落ちる 
壮大な風景や、アザラシが乗った氷山、鯨の泳ぐ姿など動物の営みにも出会えます。 
ジュノー、ケチカンなど寄港する町 に々は、ネイティブ・アメリカンの文化が色濃く残っています。
広がる氷河と大自然、野生動物に出会うアラスカクルーズを是非ご検討ください。

■5月～7月のアラスカの気温
5～7月のジュノーやケチカンは少し肌寒いくらい
の気候。晴天の日中はTシャツ1枚でも歩けるほど
暖かく、乾燥しているので汗もほとんどかきません。

東南アラスカの最高・最低気温（平均）
5月 6月 7月

月最高気温（℃） 9 13 16
月最低気温（℃） 5 7 9

キナイ・フィヨルド国立公園／スワード〈アラスカ州／米国〉
スワード山の麓に広がる広さ24万ヘクタールの氷河で覆われたキナイ・フィヨルド
国立公園はアラスカでも人気の観光スポットです。

ブッチャート・ガーデン 
ビクトリア〈カナダ〉
毎年100万人近くの観光客が訪
れるビクトリアを代表する観光地
と言えば、ブッチャート・ガーデン。
「花の街ビクトリア」を象徴する広
大な庭園です。

▶

ジュノーを訪れる
多くの旅行者の楽し
みでもある氷河観察
やホエール・ウォッ
チングなどアラスカ
の自然を満喫できる
スポットが数多くあ
ります。

ジュノー〈アラスカ州／米国〉
アラスカで最も美しい街と言われる州都・ジュノー。 
北方約20kmにあるメンデンホール氷河では、湖へ流れ
出す氷河の美しくも雄大な風景を見ることができます。



※写真はすべてイメージです。　※サービスの内容は予告なく変更となる場合があります。
※スケジュールは一例であり、クルーズにより時間帯が異なります。詳しくは乗船後、船内新聞にてご確認ください。

クイーン・エリザベスの船旅を思う存分楽しんでいただく為の過ごし方のご提案です。
ご紹介している時間や内容は一例であり、楽しみ方は毎日変わるイベント等によって多種多様です。

忘れられない一日をお過ごしください。

クイーン・エリザベスで過ごすおすすめの1日

7：30 8：00
朝食を召し上がる前に身体を動かすのはいかがでしょう。  
いつもと違う海の上で朝から流す汗は気持ちの良いものです。

こだわりの朝食をお召し上がりください。  
観光に行かれる方は行く前の準備を始めておくと安心です。

朝食前にデッキをウォーキング 自然光が入る広 と々したジムでの 
エクササイズもおすすめ

海を眺めながら朝食 観光前、わからないことは 
パー サーズ・オフィスまで

10：00 15：30 17：45
寄港地ではオプショナルツアーなどでお楽
しみください。観光から戻ったら綺麗に清掃
されたお部屋で一息つくのも良いでしょう。

夕食までの時間はアフタヌーン・ティーを楽
しんだり夕暮れの海を眺めたり思い思いに
お過ごしください。

華やかなディナータイムを心ゆくまでご堪能
ください。乗船の記念に自分へのお土産探
しも忘れないでください。

寄港地の観光へ
  [オプショナルツアーは別途お申込みください]

生演奏を聴きながらアフタヌーン・ティー ゆっくりディナーをお楽しみください
 [それぞれ指定されたレストランでお楽しみください]

観光から戻ったらお部屋で少し休憩
朝・晩の清掃でいつも清潔

海風心地よい夕暮れのデッキ散策 船内のショップでお土産も忘れずに

19：30 21：00
時を忘れてショーを満喫するのはいかがでしょうか。
さらに船内では優雅な生演奏がいたるところから聞こえてきます。

夜はダンスタイムが素敵な夜を彩ります。
日常から離れて特別な時間をお楽しみください。

ショーを観に行く 船内のいたるところで生演奏が ダンスパーティーやディスコナイトへ

日本人
スタッフ
乗船予定



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。
［74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日前以上 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2021年10月10日
を基準としています。また、旅行代金は、2021年10月10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2021年10月10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2021年10月10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　https://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。　※船内の画像にはクイーン・メリー2のものも含まれます。

〒141-0031　東京都品川区西五反田8-3-6　TK五反田ビル3階
T-21-10-001

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。

客室数が限られているグリルクラスでは、ゆったりとした上質な客室やバルコニー、
バスルームにはバスタブを全室完備しています。

クイーンズ・グリル
Q1（グランド スイート）～Q6（クイーンズ スイート）客室

◦クイーンズ・グリルでの1回制のお食事
◦バトラーサービス
◦ジェットバス付の大理石バスルーム（ペンハリガンの限定アメニティ）
◦インスイート・バー（ワインまたはスピリット、ソフトドリンク）
◦下船時の優先下船
◦テンダーボートの優先乗下船（Q1～Q4）

プリンセス・グリル
　P1～ P2（プリンセス スイート）客室

◦プリンセス・グリルでの1回制のお食事
◦パーソナル・コンシェルジュ サービス

両グリル共通
◦�ザ・グリルズ・ラウンジ、ザ・コートヤード、ザ・グリルズ・テラスの
ご利用
◦乗船時の優先チェックイン　◦乗船時のウェルカム・ドリンク
◦フレッシュフルーツ　　　　◦上質のバスローブとスリッパ
◦ お好みの枕をお選びいただけるピロー・コンシェルジュ・メニュー

クイーンズ・グリルクイーンズ・グリル

プリンセス・グリルプリンセス・グリル

ザ・グリルズ・テラスザ・グリルズ・テラス

伝統のグリル・クラス特典伝統のグリル・クラス特典 Grill class

● 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
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）。バーお
よびダイニングでのアルコール飲料、美容院、エステ等には
12.5％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ワンポイントアドバイス
One point advice

Ship data
●就航年：2010年　●総トン数：90,900トン 
●全長：294m　●全幅：32.3m
●乗客定員：2,081人

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
英国女王エリザベス2世に命名されたクイーン・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。2018年の改装で客室やスパなどが一新されました。

Cabin／客室（一例）　　※ツインベッドに変更可�

スタンダード（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㎡　■  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

Queen Elizabeth


