2019 年2 月23日

羽田・関空・福岡発 北九州着

英国キュナード社フラッグシップ

［憧れの大型客船］クイーン・メリー2 で 航く

上海〜北九州クルーズ
2019年2月23日（土）〜2019年3月1日（金）7日間（船中6泊）

198,000 〜438,000

■ご旅行代金
（お一人様／2名1室利用）

円

（スタンダード内側）

円

（クイーンズ・スイート）

北九州港
初入港！
天津

羽田
北九州

関空

福岡
上海

クイーン・メリー2 SHIP DATA
◆就航：2004年1月
（2016年5月改装）
◆乗客定員：2,691人 ◆総トン数：151,400トン
◆全長：345m ◆全幅：39.9m ◆船籍：英国バミューダ
クイーン・メリー２は英国女王エリザベス2 世により命名され、2004 年（平成 16 年）にデ
ビューしてから、
ラグジュアリーな船の旅を創り続けてました。
キュナード史上最大の15万
に大改装を経て再デ
トンを誇る世界唯一の大型ラグジュアリー客船、2016年（平成28年）
ビューしました。
アールデコ様式の美しい装飾に彩られた壮麗な船内では、世界最高峰の
サービスを提供しています。洋上唯一のプラネタリウムや洋上最大規模のボールルームを備
え、名実ともにキュナードのフラッグシップ
（旗艦）
としてあり続けています。
また、今秋、9月上
旬から10月中旬までカナダ・ニューイングランドを訪れます。
（例年、9月下旬から10月上旬
まで、
秋のセント・ローレンス川を彩る紅葉をご覧いただけます）

上田寿美子（うえだすみこ）
クルーズライター
日本外国特派員協会会員
日本旅行作家協会会員

上田寿美子さん

おすすめのポイント

SUMIKO UEDA

日本におけるクルーズライターのパイオニアとして、約 30 年に
わたりクルーズ旅行の楽しさを書籍や雑誌を通して伝え続ける。
外国客船の進水式や、命名式に日本代表のジャーナリストとし
て招待されるなど、世界的に活動。客船や旅行会社などのク
ルーズセミナー講師も務める。2015 年、2016 年、2017 年
にテレビ「マツコの知らない豪華客船の世界」にゲスト出演。放
送直後、数々のクルーズ会社のサーバーがダウンするなど、大
きな反響を呼ぶ。2013 年からクルーズ・オブ・ザ・イヤー選考
委員。著書に「豪華客船はお気に召すまま」
（情報センター出版
局）、
「世界のロマンチッククルーズ」
（弘済出版社）、
「ゼロからわ
かる豪華客船で行くクルーズの旅」( 産業編集センター )、「上田
寿美子のクルーズ！万才」
（クルーズトラベラーカンパニー）など。
2017 年３月より朝日新聞デジタル「クルーズへの招待状」連載。

2019年グランドクルーズの区間クルーズ

1. 初めての方でも安心！
添乗員同行（上海国際空港〜北九州港まで）
2. 日本語スタッフが乗船！
船内新聞や食事メニューを日本語訳でご案内！
3. 「マツコの知らない豪華客船の世界」でおなじみ
クルーズライター 上田寿美子さん乗船・講演！
4. クルーズ船は全部入ってこんなにお得！
移動費

食費

宿泊費

イベント・ショー
※写真はすべてイメージです。

あなたに感動 の 船旅を

日程
日次

ご旅行代金（お一人様代金／2名1室利用）

OP ：オプショナルツアーあり
（別料金）
日程

都市名

現地時間

スケジュール
【宿泊地】

食事

1

羽田／関空
空路、羽田、関西、福岡より上海へ。
午前
朝
福岡発
2/23（土）
上海着
午後 上海着後、港へ。乗船。
（中国） 23:00 出港。
【船中泊】

2

2/24（日）

終日クルージング

【船中泊】 朝

昼 夕

3

2/25（月）

終日クルージング

【船中泊】 朝

昼 夕

4

2/26（火）

天津
（中国）

5

2/27（水）

天津
OP 例：北京市内観光
（中国） 17:00 出港。

6

2/28（木）

7

3/1（金）

6:00 入港。OP 例：天津市内観光
（天津停泊）

【船中泊】
【船中泊】

終日クルージング
北九州

朝 昼 夕

朝 昼 夕

【船中泊】 朝

8:00 入港。

夕

昼 夕

客室タイプ

ご利用レストラン

旅行代金

198,000円

スタンダード内側
（シャワー付）／約14㎡

（95,000円）

ブリタニア・レストラン

海側バルコニー（船体内・屋根付）
（シャワー・バルコニー付）／約25㎡

238,000円

（130,000円）

368,000円

プリンセス・スイート
（バスタブ・バルコニー付）／約35㎡

プリンセス・グリル

（290,000円）

クイーンズ・スイート
（バスタブ・バルコニー付）／約47㎡

クイーンズ・グリル

（340,000円）

航空機ビジネスクラス利用
追加代金
※
（

438,000円

お問い合わせください

）
内はシングル利用追加ご旅行代金

朝

下船後、入国・通関手続き。解散。

※スケジュールは天候・現地事情により変更になる場合がございます。
※3/1
（金）
は、
JR小倉駅までシャトルバスが運行されます。
※ご希望の方は、
JR小倉駅からJR各指定席等の手配および北九州空港、
福岡空港から各方面の航空券の
手配を承ります。

ご旅行条件
●出発地：羽田・関空・福岡
●最少催行人数：15名様 ●添乗員：同行いたします。
●利用予定航空会社：中国東方航空、
中国国際航空、
全日空、
日本航空
●食事：朝食6回・昼食5回・夕食6回
（機内食は除く）

客室タイプ

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。
グランド・ロビー

スタンダード内側

海側バルコニー

プリンセス・スイート

伝統のホワイトスター・サービス

クイーンズ・スイート

洋上で唯一のプラネタリウム！

クラシックコンサートやショー、
映画、各種レクチャーも開催いたします！
ゴールデン・ライオン・パブ

英国のパブを洋上に
再現した人気施設も！

イルミネーションズ

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。
〈イメージ〉

※燃油サーチャージ（目安3,500円：12月1日現在）が別途必要となります。
※お一人様、国内空港施設使用料・旅客保安サービス料(羽田発：2,670円／関西発：3,040円／福岡発：970円）、航空保険料（460円）、国際観光旅客税
（1,000円）、政府関連税及び寄港地諸税（38,000円）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。
※旅券（パスポート）の残存期間は旅行の最終日より6か月が必要になりますのでご注意ください。
船内チップ

1人1泊当たり グリルクラス $13.5
その他
$11.5

※税額・船内チップ料金は2018年12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
に自動的にチャージされます）

到着時間帯の目安
早朝
4:00

朝

6:00

午前 午後 夕刻

夜

取消料について フライ＆クルーズ約款
59日前〜45日前まで 旅行代金の10%
旅行開始日 44日前〜15日前まで 旅行代金の25%
前日から起
14日前〜8日前まで 旅行代金の37.5%
算して
7日前〜当日

深夜

8:00 12:00 16:00 18:00 23:00 4:00

旅行開始後又は無連絡不参加

旅行条件（要約）
●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
（日
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日本国内の空港施設使用料。旅行日程中の空港税、航空燃油サーチャージ、港湾税等。
本国内通行税を含む） ⑤船内でのチップ ●旅行条件基準日：2018 年 12 月 1 日

お 問 い 合 わ せ ・ お 申 込 み は

旅行代金の50%
旅行代金の100%

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。

（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。）
受託販売

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

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。
〈本誌掲載の写真はすべてイメージです〉

〈イメージ〉

