
あなたに感動の船旅を

クイーン・エリザベスで航く
ニューイヤークルーズ
ベルギー・オランダ・フランス9日間〔船内5泊〕

アムステルダムダイニング

2018年12月28日
成田発着

ご予約はお早目に
売切れ間近！

〜588,000円
（プリンセス・スイート）

448,000円
（内側）

ご旅行代金（2名1室／お一人様）

2018年12月28日（金）～2019年1月5日（土）

●出発地／成田
●最少催行人員／15名様　●添乗員／成田より同行いたします。
●食事／朝7回・昼6回・夕5回（機内食除く）　●日本発着時利用予定航空会社／フィンエアー
●利用予定ホテル／〈ロンドン〉ヒルトン ロンドン ウェンブリー、ホリデイ・インロンドン ウェ

ンブリー、ヒルトン ロンドン メトロポール、ヒルトン ロンドン オリンピア、コプソーン タラ 
ホテル ロンドン ケンジントン

●旅程 OP：オプショナルツアーあり（別料金）
日次 日程 現地時間 スケジュール【宿泊地】 食事

1 12/28（金）

午前

夜

成田発。空路、ヨーロッパ内都市乗り継ぎにて
ロンドン（イギリス）へ
ロンドン着。着後、専用車にてホテルへ  
 【ロンドン泊】

2

午前 朝食後、専用車にてサウサンプトン（イギリス）へ移動 

12/29（土） 午後
16：30

サウサンプトンよりクイーン・エリザベスに乗船
出港 【船内泊】 朝 昼 夕

3 12/30（日） 08:00
18:00

ゼーブルージュ（ベルギー）入港 OP
出港 【船内泊】 朝 昼 夕

4 12/31（月） 08:00 アムステルダム（オランダ）入港 OP  【船内泊】 朝 昼 夕

5 1/1（火） 01:00 アムステルダム出港。終日航海 【船内泊】 朝 昼 夕

6 1/2（水） 08:00
19:00

シェルブール（フランス）入港 OP  
出港 【船内泊】 朝 昼 夕

7
1/3（木） 午前 サウサンプトン入港。下船

下船後、専用車にてロンドン市内観光（昼食付）
 【ロンドン泊】 朝 昼

8 1/4（金） 午前 朝食後、空港へ。空路、ヨーロッパ内都市乗り
継ぎにて帰国の途へ 【機内泊】 朝

9 1/5（土） 午前 成田着。通関後、解散。

クイーン・エリザベス乗船

※上記日程は港湾等の事情、気象、海況、現地事情などにより変更になる場合があります。

ご旅行条件
ロンドン

サウサンプトン

シェルブール

ゼーブルージュ

アムステルダム

おすすめのポイント
人気のクイーン・エリザベス船上で迎える２０１９年のお正月！

1.  船上だから味わえる年末年始のイベント！ 
船上で繰り広げられる、ダンスパーティや大晦日のカウントダウン

2.  初めての方でも安心、日本より添乗員が同行 
ツアー担当者が添乗員として同行いたします。ご予約～ご帰国まで、 
あらゆるご相談に対応いたします

3.  船内には、日本人スタッフ乗船 
食事メニューや船内新聞を日本語訳でご案内

4.  下船後、ロンドン市内に１泊、新年のロンドンの街をお楽しみください

※写真はすべてイメージです。



お 問 い 合 わ せ ・ お 申 込 み は （ご予約時に旅行条件書〈全文〉をお渡ししますので、ご確認のうえ、お申込みください。）

〈本誌掲載の写真はすべてイメージです〉

受託販売

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの責任者です。この旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

旅行企画・実施：観光庁長官登録旅行業 第一種 第２０１０号　日本旅行業協会（JATA）会員

株式会社クルーズバケーション

●お申込金：お一人様につきご旅行代金の20%　旅行のお申込みは所定のお申込み書にご記入のうえ、申込金額を添えてお申込みください。申込金は旅行代金または、取消
料もしくは、違約料の一部として充当します。　●この旅行は株式会社クルーズバケーション（以下当社）が企画・募集し実施する企画旅行です。この旅行に参加されるお客様は
当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。募集型企画旅行は当社が契約の締結を承諾し、申込書と申込金をいただいた時に成立します。●旅行代金に含まれるも
の：クルーズ代金（クルーズ期間中の船内における全食事を含む。但し有料レストランおよびアルコール等一部の飲み物は別料金）●旅行代金に含まれないもの（前項の他は旅行
代金に含まれていません。その一部を例示します）：①アルコールなどの飲料の代金、クリーニング、電話料、インターネット通信料 ②追加飲食など個人的性質の諸費用および
それに伴う税・サービス料 ③ご自宅から集合・解散場所までの交通費や宿泊費用 ④船内でのチップ ⑤租税・手数料および港湾費用　●旅行条件基準日：2018年5月1日

取消料について　フライ＆クルーズ約款

旅行開始日 
前日から起
算して

59日前〜45日前まで 旅行代金の10%
44日前〜15日前まで 旅行代金の25%
14日前〜8日前まで 旅行代金の37.5%
7日前〜当日 旅行代金の50%

旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%

プリンセス・スイート 海側バルコニー 海側 スタンダード内側

キュナードについて
　1840年、大西洋横断の定期船運航を開始した
キュナード。客船としてだけではなく、英国王室公
認の郵便事業を担う船としても活躍してきました。
1922年に業界初の世界一周クルーズを行うなど、
様々な「洋上初」の夢あふれる船旅を生みだし、今
日のクルーズ客船のベースを築いてきました。
　また、英国王室とのゆかりの深さから、保有する客船に女王の名を冠することが
許された世界で唯一のクルーズラインとしても有名です。英国の歴史と伝統が詰まっ
たキュナードの女王船で、夢の旅へ船出してみてはいかがでしょうか。

伝統のホワイトスター・サービス
　船長をはじめ、乗客と直接接することのない乗組
員に至るまで、全員が「お客さまおよび同僚に常に
敬意をもって接すること」「お客さまのリクエストには
ノーと言わないこと」「乗務中の船とサービスについて
常に学ぶこと」など10カ条を記載したカードを船長
以下乗組員全員が携帯し、胸にはホワイトスター・
バッジを着用。これは乗務員の誇りとなっています。

時を超えたエレガントな夜
　船上では、常に優雅な時が流れています。日中はリラックスした船内が、夜は煌め
く社交界へ姿を変えます。本格的なボールルーム『ク
イーンズ・ルーム』では、生演奏でワルツやタンゴを
楽しみ、『ロイヤル・コート・シアター』では本場ウエス
トエンドのミュージカルや多彩なステージを鑑賞。
比類のないエレガントな世界に身を委ね、キュナー
ドならではのナイトライフをお過ごしください。

●�クイーンズ・グリルでの1回制のお食事�
（客室でのインルーム・ダイニングも可能です）
●�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
●バトラー・サービス
●コンシェルジェ・サービス
●優先乗船サービス
●毎日お部屋に届けられるカナッペ・サービス
●�乗船時のウェルカム・シャンパン（フル
ボトル）とチョコレート・オペラ・プレート
●ジェットバス（車椅子対応客室を除く）
●ピロー・コンシェルジュ・メニュー※

●�プリンセス・グリルでの1回制のお食事�
（客室でのインルーム・ダイニングも可能です）
●�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
●コンシェルジェ・サービス
●優先乗船サービス
●�乗船時のウェルカム・ドリンク（フルボトル）
とチョコレート・オペラ・プレート
●ピロー・コンシェルジュ・メニュー※

サービスとアメニティ〈一部〉

4つのカテゴリー
キュナードの船は創業当初からカテゴリー制を受け継いでおり、客室の 
カテゴリーにより、利用するダイニングが異なります。
ダイニングは「クイーンズ・グリル」「プリンセス・グリル」「ブリタニア・クラブ」 
「ブリタニア・レストラン」と4つに分かれております。

●�ブリタニア・レストランでのお食事�
（夕食のみ2回制となります）
●�乗船時のウェルカム・ドリンク�
（ハーフボトル）

●ブリタニア・クラブでの1回制のお食事
●乗船時のウェルカム・ドリンク（フルボトル）
●ピロー・コンシェルジュ・メニュー※

クイーンズ・グリル

ブリタニア・クラブ

プリンセス・グリル

ブリタニア・レストラン

グランド・ロビー 〈イメージ〉

〈イメージ〉 〈イメージ〉

ロイヤル・コート・シアター〈イメージ〉

〈イメージ〉

※お好きな枕をお選びいただけます。

旅行保険加入のおすすめ
海外募集型企画旅行契約約款特別補償規定によ
り、当社はお客様がご旅行中にこうむられた損害
については一定の範囲で補償させて頂きますが、
傷害・疾病死亡等については補償致しません。安
心してご旅行頂くためにお客様ご自身及び携行品
等に必ず保険をかけられますようお勧め致します。

旅行条件（要約）

※ビジネスクラスご希望の場合は、お問い合わせ下さい。
※その他のカテゴリーについては、お問い合わせ下さい。

■客室タイプ・旅行代金（大人お1人様・2名1室・エコノミークラス利用）
客室タイプ ご利用レストラン 旅行代金

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

448,000円

海側（約17㎡：シャワー付） 468,000円

海側バルコニー（約23㎡：シャワー・バルコニー付） 498,000円

プリンセス・スイート（約31㎡：バスタブ・バルコニー付） プリンセス・グリル 588,000円

租税・手数料および港湾費用 10,504円

船内チップ
1人1泊当たり グリルグラス $13.5 
 その他 $11.5

※航空燃油サーチャージ（目安29,000円：5月1日現在）が別途必要となります。
※お一人様、成田空港施設使用料（2,610円）、海外空港税（16,980円予定）、租税・

手数料および港湾費用（ご旅行代金表参照）、航空燃油サーチャージ（上記参照）
は含まれておりません。別途事前に申し受けますので、予めご了承ください。

※航空機ビジネスクラスのご利用は、日本発着の国際線のみとなります。

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
4:00 4:006:00 8:00 12:00 16:00 18:00 23:00

到着時間帯の目安

※税額・船内チップ料金は2018年5月1日現在のものとなります。予告なく変更になる場合もございます。（船内チップは船内会計に自動的チャージされます）

クイーン・エリザベス　SHIP DATA
◆就航：2010年（2018年11月改装予定） 
◆乗客定員：2,081人　◆総トン数：90,900トン 
◆全長：294m　◆全幅：32.3m

現代のクイーン・エリザベスは2010年のデビューで、3代目。初代の 
クイーン・エリザベスをイメージしアールデコ様式を現代風にデザイン 
した内装は、多くのクルーズファンを魅了しています。


