
2019年 5月〜 12月  添乗員同行 おすすめクルーズ

クイーン・メリー ２
クイーン・ヴィクトリア 

　

株式会社 クルーズバケーション
あ な た に 感 動 の 船 旅 を

クイーン・エリザベス 
　

キュナード・ライン



クイーン・ヴィクトリアで航く
キール～サウサンプトン 7日間

成田発着  2019年 5 月 8 日（水）～ 5 月14日（火） 　
出発／入港 到着／出港 宿泊 食事

1 5 / 8（水）

成田発 英国航空にてロンドン（イギリス）へ 12:55 --- ---
ロンドン着 --- 17:20 ---
ロンドン発 英国航空にてハンブルグ（ドイツ）ヘ 19:00 --- ---
ハンブルグ　着後、専用車にてホテルへ --- 21:40 ホテル泊

2 5 / 9（木）
午前 市内観光（聖ミヒャエル教会（入場）、市庁舎と倉庫街（下車）） ▼

専用車でキール港へ ▼午後 クイーン・ヴィクトリア乗船
朝

乗

船

キール （ドイツ） --- 17:00 船中泊 昼 夕

3 5 /10（金） スカーゲン OP   （デンマーク） 9:00 17:00 船中泊 朝 昼 夕

4 5 /11（土） クルージング --- --- 船中泊 朝 昼 夕

5 5 /12（日）

サウサンプトン （イギリス）午前下船 --- --- 朝

下船後、専用車にてウインザー城観光（下車） ▼ロンドンへ ▼  
ロンドン市内車窓観光（ウェストミンスター寺院／バッキンガム宮殿 等）
ロンドン ホテル泊 昼 夕

6 5 /13（月） 午前、自由行動 ▼ホテルチェックアウト ▼

ヒースロー空港へ ▼英国航空にて帰国の途へ 15:45 --- 機中泊 朝

7 5 /14（火） 成田着　入国・通関手続き後、解散 --- 11:15 ---

◦発着地：成田／◦最少催行人員数：10名様／◦添乗員：同行いたします
◦食事：朝食5回、昼食4回、夕食4回／◦ 朝…朝食 昼…昼食  夕…夕食 …機内食 　
◦利用予定航空会社：英国航空（発着時間は変更になる場合があります）　
◦利用予定ホテル：裏表紙をご参照ください
OP  マークのついたツアーはすべて別料金でのご案内となります

クイーン・ヴィクトリアで航く
人気のノルウェーフィヨルド 11日間

羽田発成田着  2019年 6 月15日（土）～ 6 月25日（火）
出発／入港 到着／出港 宿泊 食事

1 6 /15（土）
羽田発 英国航空にてロンドン（イギリス）へ 8:50 --- ---
ロンドン　着後、専用車にてホテルへ --- 13:10 ホテル泊

2 6 /16（日）
午前 専用車でサウサンプトン港へ ▼

午後 クイーン・ヴィクトリア乗船
朝

乗

船

サウサンプトン （イギリス） --- 16:30 船中泊 昼 夕

3 6 /17（月） クルージング --- --- 船中泊 朝 昼 夕

4 6 /18（火） ハウゲスン OP   （ノルウェー） 9:00 17:00 船中泊 朝 昼 夕

5 6 /19（水）
オルデン OP   （ノルウェー） 8:00 17:00

船中泊 朝 昼 夕インヴィックフィヨルド（クルージング） 17:30 19:00
ノールフィヨルド（クルージング） 19:00 20:30

6 6 /20（木）
フロム OP   （ノルウェー） 8:00 17:30

船中泊 朝 昼 夕アウルランフィヨルド（クルージング） 18:00 19:30
ソグネフィヨルド（クルージング） 19:30 21:00

7 6 /21（金） ベルゲン OP   （ノルウェー） 8:00 15:00 船中泊 朝 昼 夕

8 6 /22（土） クルージング --- --- 船中泊 朝 昼 夕

9 6 /23（日）

サウサンプトン （イギリス）午前下船 --- --- 朝

下船後、専用車にてウインザー城観光（下車） ▼ロンドンへ ▼  
ロンドン市内車窓観光（ウェストミンスター寺院／バッキンガム宮殿 等）
ロンドン ホテル泊 昼 夕

10 6 /24（月） 午前、自由行動 ▼ホテルチェックアウト ▼

ヒースロー空港へ ▼英国航空にて帰国の途へ 15:45 --- 機中泊 朝

11 6 /25（火） 成田着 入国・通関手続き後、解散 --- 11:15 ---

◦発着地：成田または羽田／◦最少催行人員数：10名様／◦添乗員：同行いたします
◦食事：朝食9回、昼食8回、夕食8回／◦ 朝…朝食 昼…昼食  夕…夕食 …機内食 　
◦利用予定航空会社：英国航空（発着時間は変更になる場合があります）
◦利用予定ホテル：裏表紙をご参照ください
OP  マークのついたツアーはすべて別料金でのご案内となります

　
クイーン・ヴィクトリア ご旅行代金 2名1室利用／お1人様
メイン・ダイニング ブリタニア・レストラン プリンセス・グリル クイーンズ・グリル

クイーン・
ヴィクトリア
客室カテゴリー

ID
スタンダード内側

（約14m2/シャワー付）

EC
オーシャンビュー

（約17m2/シャワー付）

BE
バルコニー

（約21m2/シャワー・バルコニー付）

P2
プリンセス スイート

（約31m2/バスタブ・バルコニー付）

Q4
ペントハウス

（約45m2/バスタブ・バルコニー付）

租税、手数料
及び港湾費用
（別途）

2019年 5/8発 358,000円  408,000円 438,000円 ー 738,000円 18,662円
2019年 6/15発 498,000円 568,000円 598,000円 898,000円 1,168,000円 37,879円
※その他のカテゴリーはお問い合わせください。※シングルご利用および3、4人ご利用をご希望の場合はお問い合わせください。
◦租税、手数料および港湾費用：記載の金額は、2019年1月1日時点での金額となります。税額は予告なしに変更される場合があります。     
◦チップ：クイーンズ・グリルとプリンセス・グリルは1名1泊あたり13.5米ドル、その他は11.5米ドルが船内会計に自動的にチャージされます。代金は予告なく変更される場合があります。
◦航空燃油サーチャージ（目安　5/8発：31,630円　6/15発：28000円　＊2019年1月1日現在）が別途必要となります。      
◦ご旅行代金の他、下記がかかります。
　お一人様【5/8発】成田空港施設使用料（2,610円）【6/15発】羽田空港施設使用料（2,670円）、海外空港諸税【5/8発】（33,760円）【6/15発】17,740円）、国際観光旅客税（1,000円）

Highlights.　みどころ

Highlights.　みどころ

スカーゲン

サウサンプトン

キール
ハンブルグ

ハウゲスン

サウサンプトン

ベルゲン
フロム

オルデン

キール
ハンブルグから列車で1時間半のと
ころにあるキールはバルト海の玄関
口となる入江の街。長い間、造船や
海軍基地の町として知られていま
す。今日では学生の街としても有名
で都会的な雰囲気のある港街です。

スカーゲン
北海とバルト海がぶつかるユトラン
ド半島の最北端にあるスカーゲンの
町の建物の多くが黄色に統一されて
いて、この独特な黄色はスカーゲン
イエローと呼ばれ人々に親しまれて
います。

ノルウェーフィヨルド
ノルウェー語で「入り江」の意味を
持つフィヨルドは氷河の浸食作用に
よって形成された複雑な地形の湾や
入江です。高い崖に挟まれ青い水を
たたえた静かな入江をクルージン
グ。その美しい景観で人気のノール
フィヨルドや、ゾグネフィヨルドを
訪ねます。

ハウゲスン
北海にほど近いノルウェーの西端に
位置するハウゲスンは、人口3万人
ほどの静かで小さな街ですが、かつ
ては古代ヴァイキング時代のノル
ウェーの中心だった街。今では北海
のニシン漁や漁業によって栄えてい
ます。

キール ノルウェーフィヨルド

スカーゲン ハウゲスン

添乗員同行
クルーズ

添乗員同行
クルーズ

バッキンガム宮殿



Highlights.　みどころ
ビッグバンド・ボール
洋上一のボール・ルーム（ダンス・
ホール）で繰り広げられるビッグバ
ンド・ボールはクイーン・エリザベ
ス船上ならではの催し物。13人編
成のスウィングオーケストラの演奏
と歌手の甘い歌声に合わせて思い切
りダンスをお楽しみいただけます。

アムステルダム
「水の都」と呼ばれるアムステルダ
ムは街を幾重にも流れる運河が世界
遺産にも登録されています。石畳の
小道を走る自転車、古い建物や花で
飾られた窓々など、どこも魅力にあ
ふれています。オランダ出身の画家
レンブラントやフェルメール、ゴッ
ホの絵を間近に鑑賞できる美術館巡
りも楽しみです。

Highlights.　みどころ

ご旅行代金 2名1室利用／お1人様
メイン・ダイニング ブリタニア・レストラン プリンセス・グリル クイーンズ・グリル

クイーン・エリザベス
クイーン・ヴィクトリア
客室カテゴリー

ID
スタンダード内側

（約14m2/シャワー付）

EC
オーシャンビュー

（約17m2/シャワー付）

BE
バルコニー

（約21m2/シャワー・バルコニー付）

P2
プリンセス スイート

（約31m2/バスタブ・バルコニー付）

Q4
ペントハウス

（約45～47m2/バスタブ・バルコニー付）

租税、手数料
及び港湾費用
（別途）

2019年 10/2発 378,000円 428,000円 468,000円  ー 848,000円 24,125円
2019年 12/19発 348,000円 398,000円 438,000円 538,000円 638,000円 18,858円

メイン・ダイニング ブリタニア・レストラン プリンセス・グリル クイーンズ・グリル

クイーン・
メリー2

客室カテゴリー

IC
スタンダード内側

（約14m2/シャワー付）

EF
オーシャンビュー

（約15m2/シャワー付）

BV
バルコニー（船体内・屋根付）

（約25m2/シャワー・バルコニー付）

P2
プリンセス スイート

（約35m2/バスタブ・バルコニー付）

Q7
ペントハウス

（約47m2/バスタブ・バルコニー付）

租税、手数料
及び港湾費用
（別途）

2019年 10/3発 488,000円 538,000円 598,000円 928,000円 ー 56,317円
※その他のカテゴリーはお問い合わせください。※シングルご利用および3、4人ご利用をご希望の場合はお問い合わせください。
◦租税、手数料および港湾費用：記載の金額は、2019年1月1日時点での金額となります。税額は予告なしに変更される場合があります。    
◦チップ：クイーンズ・グリルとプリンセス・グリルは1名1泊あたり13.5米ドル、その他は11.5米ドルが船内会計に自動的にチャージされます。代金は予告なく変更される場合があります。
◦航空燃油サーチャージ（目安　10/2発：34,000円　10/3発：28,000円　12/19発：28,000円　＊2019年1月1日現在）が別途必要となります。   
◦ご旅行代金の他、右記がかかります。お一人様 成田空港施設使用料（2,610円）、海外空港諸税（10/2発：19,230円／10/3発：14,000円／12/19発：17,530円）、国際観光旅客税（1,000円） 

クイーン・メリー2で航く
秋のニューイングランド・カナダ 11日間
成田発着  2019年10月 3 日（木）～10月13日（日） 　

出発／入港 到着／出港 宿泊 食事

1 10/ 3（木）

成田発 エア・カナダにてモントリオール（カナダ）へ 17:30 16:30 ---
̶日付変更線通過̶
モントリオール着 ▼エア・カナダにてニューヨークへ 19:10 20:30 ---
ニューヨーク　着後、専用車にてホテルへ --- 夜 ホテル泊

2 10/ 4（金）
朝食後、専用車でニューヨーク港へ ▼午後 クイーン・メリー2乗船 朝

乗

船

ニューヨーク （アメリカ） --- 17:00 船中泊 昼 夕

3 10/ 5（土） クルージング --- --- 船中泊 朝 昼 夕

4 10/ 6（日） バー・ハーバー OP   （アメリカ） 8:00 18:00 船中泊 朝 昼 夕

5 10/ 7（月） クルージング --- --- 船中泊 朝 昼 夕

6 10/ 8（火） コーナー・ブルック OP   （カナダ） 9:00 17:00 船中泊 朝 昼 夕

7 10/ 9（水） セティル OP   （カナダ） 9:00 17:00 船中泊 朝 昼 夕

8 10/10（木） ケベックシティ OP   （カナダ） 12:00 --- 船中泊 朝 昼 夕

9 10/11（金）
ケベックシティ （カナダ）午前下船 --- --- 朝

下船後、専用車にてモントリオールへ 
ホテル泊 昼 夕

モントリオ－ル

10 10/12（土）
午前、自由行動 ▼ホテルチェックアウト ▼モントリオール空港へ ▼

エア・カナダ直行便にて帰国の途へ 14:05 --- 機中泊 朝

11 10/13（日） 成田着　入国・通関手続き後、解散 --- 15:50 ---

◦発着地：成田／◦最少催行人員数：10名様／◦添乗員：同行いたします
◦食事：朝食9回、昼食8回、夕食8回／◦ 朝…朝食 昼…昼食  夕…夕食 …機内食 　
◦利用予定航空会社：エア・カナダ（発着時間は変更になる場合があります）
◦利用予定ホテル：裏表紙をご参照ください
OP  マークのついたツアーはすべて別料金でのご案内となります

クイーン・エリザベスで航く
ショートクルーズの旅 8日間

成田発着  2019年10月 2 日（水）～10月 9 日（水） 　
出発／入港 到着／出港 宿泊 食事

1 10/ 2（水） 成田発 航空機にて欧州またはドバイ経由で
ロンドン（イギリス）へ

夜 --- ---

2 10/ 3（木）
ロンドン　 --- 午前

ホテル泊 昼 夕 
着後、専用車で ロンドン市内車窓観光
（ウェストミンスター寺院／バッキンガム宮殿 等）

3 10/ 4（金）
午前 自由行動 ▼専用車でサウサンプトン港へ ▼  
午後 クイーン・エリザベス乗船

朝

乗

船

サウサンプトン （イギリス） --- 16:30 船中泊 昼 夕

4 10/ 5（土） クルージング
（ビッグバンド・ボールをお楽しみください）

--- --- 船中泊 朝 昼 夕

5 10/ 6（日） アムステルダム OP   （オランダ） 6:00 --- 船中泊 朝 昼 夕 

6 10/ 7（月） アムステルダム OP   （オランダ） --- 11:59 船中泊 朝 昼 夕

7 10/ 8（火）
サウサンプトン （イギリス）午前下船 --- --- 朝

下船後、専用車にてウインザー城観光（下車） ▼ヒースロー空港へ ▼

航空機にて欧州またはドバイ経由 帰国の途へ 夕刻～夜 --- 機中泊 昼

8 10/ 9（水） 成田着　入国・通関手続き後、解散 --- 夕刻～夜 ---

◦発着地：成田／◦最少催行人員数：10名様／◦添乗員：同行いたします
◦食事：朝食5回、昼食6回、夕食5回／◦ 朝…朝食 昼…昼食  夕…夕食 …機内食 　
◦利用予定航空会社：トルコ航空／エールフランス／エミレーツ航空（発着時間は変更になる場合があります）
◦利用予定ホテル：裏表紙をご参照ください
OP  マークのついたツアーはすべて別料金でのご案内となります

サウサンプトン

アムステルダム

ニューヨーク

バー・ハーバー

コーナー・ブルック

セティル

モントリオール

ケベックシティ

紅葉のニューイングランド
10月になって気温がぐっと下がる
と、紅葉の始まりです。アメリカ東
部からカナダのセントローレンス川
沿岸の紅葉の美しさは特に有名で
す。ブナ、白樺、アスペンの木々は
オレンジ色に黄葉し、レッド・メー
プルやハゼノキは鮮やかな赤に紅葉
し太陽の光に輝く様は見事です。

セント・ローレンス川流域
オンタリオ湖を水源とする全長
1200kmに渡る大河、セント・ロー
レンス川の両岸に広がる紅葉や美し
い街々、自然溢れる小島の風景を眺
める時間はクルーズならではの醍醐
味。セント・ローレンス川を望む、
北米最古の城砦都市のケベックは、
フランス文化を色濃く残し、旧市街
は世界遺産にも登録されています。

添乗員同行
クルーズ

添乗員同行
クルーズ

ケベックシティ

モントリオール

イメージ

アムステルダム

     Big Band Ball



Highlights.　みどころ

プリンセス・グリル
（P1〜P2）
クイーン・エリザベス：約31m2
クイーン・メリー2：約35m2
クイーン・ヴィクトリア：約31m2

❖ツインベッド❖リビングエリ
ア❖バルコニー❖シャワー❖バ
スタブ（車椅子専用客室を除く）

 【アメニティ（抜粋）】
❖illyのコーヒーメーカー
❖ベロアのバスローブとスリッパ
❖ペンハリガンの高級
　バス・アメニティ
❖ご乗船時のスパークリング
　ワインとチョコレート
❖お客様専用の文房具

【専用レストラン】
❖プリンセス・グリル（1回制）

 【アメニティとサービス（抜粋）】
❖コートヤード、グリルズ・ラウン
　ジ、グリルズ・テラスのご利用
❖インスイート・ダイニング
❖コンシェルジュ・サービス
❖優先乗船

ブリタニア・クラブ
（A1〜A2）
クイーン・エリザベス：約24m2
クイーン・メリー2：約23m2
クイーン・ヴィクトリア：約24m2

❖ツインベッド❖リビングエリ
ア❖バルコニー❖バスルーム
（シャワー）

 【アメニティ（抜粋）】
❖ペンハリガンのアメニティ
❖ピロー・コンシェルジュ
   （快適な枕をご提案します）
❖ご乗船時のスパークリング
　ワイン

【専用レストラン】
❖ブリタニア・クラブ（1回制）

ブリタニア・レストラン
（BA〜LC）（BB〜KC／QM2のみ）
クイーン・エリザベス：約12～21m2
クイーン・メリー2：約14～25m2
クイーン・ヴィクトリア：約12～21m2

❖ツインベッド❖リビングエリ
ア❖バルコニー（一部客室）❖
バスルーム（シャワー）

  【アメニティ（抜粋）】
❖ターンダウン・サービス
　（お休み前のベッドメイク）
❖紅茶とコーヒーメーカー
　（湯沸かしポット）
❖バスローブとスリッパ
❖ご乗船時のスパークリング・
　ワイン（ハーフボトル）

【専用レストラン】
❖ブリタニア・レストラン
　（夕食時のみ２回制）

スタンダード内側

クイーン・ヴィクトリアで航く
ブルージュ ショートブレイク 7日間

成田発着  2019年12月19日（木）～12月25日（水） 　
出発／入港 到着／出港 宿泊 食事

1 12/19（木）
成田発 航空機にてロンドン（イギリス）へ 午後 夕刻～夜 ---

夕
ロンドン　着後、専用車にてホテルへ --- --- ホテル泊

2 12/20（金）
午前 専用車でサウサンプトン港へ ▼

午後 クイーン・ヴィクトリア乗船
朝

乗

船

サウサンプトン （イギリス） --- 16:30 船中泊 昼 夕

3 12/21（土） クルージング --- --- 船中泊 朝 昼 夕

4 12/22（日） ゼーブルージュ OP   （ベルギー） 8:00 17:00 船中泊 朝 昼 夕

5 12/23（月）

サウサンプトン （イギリス）午前下船 --- --- 朝

下船後、専用車にてウインザー城観光（下車） ▼ロンドンへ ▼ロンドン市内車窓観光
（ウェストミンスター寺院／バッキンガム宮殿 等）
ロンドン ホテル泊 昼 夕

6 12/24（火） 午前、自由行動 ▼ホテルチェックアウト ▼

ヒースロー空港へ ▼航空機で帰国の途へ 午前～午後 --- 機中泊 朝

7 12/25（水） 成田着　入国・通関手続き後、解散 --- 午前 ---

◦発着地：成田／◦最少催行人員数：10名様／◦添乗員：同行いたします
◦食事：朝食5回、昼食4回、夕食5回／◦ 朝…朝食 昼…昼食  夕…夕食 …機内食 　
◦利用予定航空会社：英国航空／フィンランド航空（発着時間は変更になる場合があります）
◦利用予定ホテル：裏表紙をご参照ください
OP  マークのついたツアーはすべて別料金でのご案内となります

プリンセス スイート

クラブ バルコニー

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

バルコニー

オーシャンビュー

ご乗船中は、下記のお食事を
無料でお召し上がりいただけます

＊客室とペアになった、専用レストランでの
　朝食・昼食・夕食 
＊リドレストラン（ビュッフェ・レストラン）で
　のお食事　
＊24時間のルームサービス
＊ゴールデン・ライオンでの英国風パブランチ
＊クイーンズ・ルームでのアフタヌーン・ティー
★コートヤードでのお食事（プリンセス・グリル、
　クイーンズ・グリルのお客様のみ）

※船内のスペシャリティ・レストラン、テーマ・レストランはご予約制で、有料となります。
※船内の一部のお飲み物は有料となります。
※各レストラン・バー、パブ、アフタヌーンティー等の営業時間は船内新聞でご確認ください。

サウサンプトン

ゼーブルージュ

ブルージュ
ベルギーのブルージュは、歴史地区
が世界遺産に登録されている人気の
観光地。運河が縦横無尽に通った運
河と橋の街で、「北のベネチア」と
も言われています。ギルドハウスと
鐘楼、州庁舎などに囲まれたマルク
ト広場やべギン会修道院等、中世の
街並みが残っています。

クリスマスマーケット
ブルージュのクリスマスマーケット
は、街の中心部にあるマルクト広場
とブルグ広場が中心。マルクト広場
にはスケートリンクが登場し、世界
遺産の鐘楼を眺めながら楽しいひと
時が過ごせます。クリスマスの飾り
付けで賑わい寒さも忘れます。

専用レストランについて
キュナードは古き良き時代の伝統を引き継ぎ、客室のカテゴリーの名前がメイン・ダイニン
グ名（専用レストラン名）となっております。プリンセス・グリルとクイーンズ・グリル、ブ
リタニア・クラブのお客様は営業時間内のお好きな時間にお召し上がりいただけます。ブリ
タニア・レストランのお客様のみ夕食時は2回制となり、1回目（18:00～）と2回目（20:30～）
の指定されたお時間にお召し上がりいただけます。
※船内のアメニティの内容は各カテゴリーで変更となる場合があります。

添乗員同行
クルーズ

伝統のグリルクラス
Cunard's Grill Class /Britannia Experiences.

キュナードではご宿泊いただく客室のカテゴリーと専用のレストラン
を組み合わせています。20 世紀前半、客船アキタニアの時代に確立さ
れたキュナードの古き良き伝統を今に継承しています。

イメージ

ブルージュ



クイーン・ヴィクトリア
コーンウォール公爵夫人に命名され、2007年にデビューし
たクイーン・ヴィクトリア。英国伝統のエレガンスを受け継
ぎ、20世紀初頭に席巻したエドワーディアン調で纏められ
た船内は多くのファンを魅了しています。

クイーン・メリー2
英国女王エリザベス2世により命名され、2004年にデビューし
た世界唯一の大型ラグジュアリー船です。キュナード史上最大
の15万トン、洋上唯一のプラネタリウムや洋上最大級のボール
ルームを擁し、世界最高峰のサービスでおもてなししています。

クイーン・エリザベス
英国女王エリザベス2世により命名され、2010年にデビューし
た3代目です。憧れの客船の代名詞として広く知られ、今も世
界中の羨望を集めています。ロビーには第2代スノードン伯爵
による寄木細工が飾られるなど、英国王室と縁の深い客船です。

クイーンズ・ルーム

キュナード・ラインは 178 年以上もの
間、船旅の象徴としてあり続けてきま
した。感動的で、忘れられない珠玉の
船旅へ出発しましょう。

船内は、昼も夜もエレガントな雰囲気
に満たされています。午後はクイーン
ズ・ルームで英国伝統のアフタヌーン
ティーをどうぞ。一流のサービスの証、
ホワイトスター・サービスのバッジを
付け、白手袋を嵌めた礼儀正しいス
チュワードがおもてなしいたします。

The Ultimate Experience.

キュナードの船上で
至高の洋上体験を

優雅なナイトライフ
夕刻からは艶やかなドレスが船内を彩
り、華やかなムードに一変します。生演
奏をバックにテーマに合わせた装いをし
てダンスをする「テーマナイト」が催さ
れ、ロイヤル・コート・シアターでは、
英国の名門ウエストエンドのミュージカ
ルも上演されます。夢のような夜のひと
ときをお楽しみください。 ロイヤル・コート・シアター

ゴールデン・ライオン

プール・デッキ

CUNARD FLEET.



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に関
する責任者です。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、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。

2019年 5月〜 12月  添乗員同行 おすすめクルーズ

事前予約制  クルーズ説明会のご案内
説明会お申込み先：（株）クルーズバケーション ☎0120-900-220
クルーズに精通したスタッフが説明します。席に限りがございますので、上記も
しくは最寄りの旅行会社へ必ず事前にお申込みください。

東京会場
第1回／2月9日（土） 14：00～15：30
第2回／2月13日（水） 14：00～15：30
株式会社クルーズバケーション 会議室　
〒104-0061 東京都中央区銀座8-8-1 第7セントラルビル7階

大阪会場
第1回／2月16日（土） 14：00～15：30
NSE 貸会議室 堂島淀屋橋店　
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング B1
※上記日時以外でのクルーズ説明会をご希望の方は、ご希望の日時をご連絡ください。
株式会社クルーズバケーション会議室で行います。

旅行企画・実施

株式会社 クルーズバケーション
〒 104-0061 

東京都中央区銀座8-8-1 第7セントラルビル7階

 観光庁長官登録旅行業 第 1 種 第 2010 号
日本旅行業協会（JATA）会員

受託販売（お問い合わせ・お申し込み）

取消料について（お客様による旅行契約の解除）

《フライ＆クルーズ約款》

【5/8発・10/2発・12/19発】
取消日 取消料

旅行開始日の
前日より起算

60日前まで 無料
59～45日前 旅行代金の10%
44～15日前 旅行代金の25%
14～8日前 旅行代金の37.5%
7日前～当日まで 旅行代金の50%

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%

【6/15発・10/3発】
取消日 取消料

旅行開始日の
前日より起算

75日前まで 無料
74～57日前 旅行代金の10%
56～29日前 旅行代金の25%
28～15日前 旅行代金の37.5%
15日前～当日まで 旅行代金の50%

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%

＊ご注意
出発日・コースの変更は、取消・再予約となり、取消料の対象と
なります。

お客様の解除権
※お客様は、表で定める取消料をお支払いいただくことにより、い
つでも旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行
契約の解除期日」とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日・営業
時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。

※旅行契約成立後に「お部屋（キャビン）」を変更される場合も取消料
の対象となります。

※当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消
の場合も取消料をいただきます。

※渡航の期日までに渡航に必要な書類が用意できず出発できない場
合でも､ 取消料をいただきます。

クイーン・メリー 2 （151,400トン）
就航：2004年　改装：2016年
船籍：英国領バミューダ　乗客定員数：2,691人　　
全長：345m　最大幅：39.9m　喫水：9.7m
巡航速度：28ノット　最大速度：30ノット　

クイーン・エリザベス （90,900トン）
就航：2010年　改装：2018年11月
船籍：英国領バミューダ　乗客定員数：2,081人　　
全長：294m　最大幅：32.3m　喫水：7.9m
巡航速度：21.7ノット　最大速度：23.7ノット　

クイーン・ヴィクトリア （90,746トン）
就航：2007年　改装：2017年
船籍：英国領バミューダ　乗客定員数：2,061人　　
全長：294m　最大幅：32.3m　喫水：7.9m
巡航速度：18ノット　最大速度：23.7ノット　

募集型企画旅行契約
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・募集し実施する募集型企画旅行です。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（以下「旅行契約」といいます）を締結することになります。旅行条件は下記によ
る他、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型
企画旅行契約の部によります。　

お申込み方法と契約成立時期
＊お申込金
お一人様につきご旅行代金の20％を頂きます。ご旅行のお申し込みは所定のお申込書にご記入のうえ、申込金額を添え
てお申し込みください。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いたします。旅行のお申し
込みは当社が契約の締結を承諾し、申込書と申込金を頂いた時点で成立します。
＊旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃　●旅行日程に含まれる送迎バス等の料金　
●旅行日程に明示した食事代（一部有料）　●添乗員同行コースの同行費用
＊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ません。その一部を例示します。
①スペシャリティ・レストラン等、有料レストランのご利用代金並びにアルコール類等、有料のお飲み物代金
②オプショナルツアー（ショア・エクスカーション）代金
③船内でのチップ
④クリーニング並びにスパ等の有料サービスのご利用代金
⑤電話代並びにインターネットご利用代金
⑥そのほか個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
⑦租税、手数料及び港湾費用等
⑧ご自宅から集合・解散場所までの交通費並びに宿泊費用　
＊旅行残金のお支払い
旅行残金は、各出発日の取消料が発生する日より前にお支払い下さい。
取消料発生後の間際のお申込みの場合は、当社が指定する期日までにお支払いください。

海外旅行保険加入のおすすめ

安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられますようお勧めいたします。
ご希望のお客様には、保険加入手続きの便宜をおはかりします。

このパンフレットについて

＊旅行条件基準日：2019年1月1日
＊掲載画像はすべてイメージで実際とは異なる場合があります。
＊スケジュールは天候・現地事情などにより変更になる場合がございます。予めご了承ください。

旅行条件（要約） お申込みの際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認のうえ、お申込みください。

利用予定ホテル

ロンドン
❖コプソーン・タラ
❖ミレミアム・グロスター
❖ヒルトン・ロンドン・ケンジントン

❖メリア・ホワイトハウス
❖ザ・タワー
❖ホリディイン・ケンジントンフォーラム

ハンブルグ ❖ホリディイン・ハンブルグ ❖ラディソンブルー

ニューヨーク
❖ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウン
❖ウェリントンホテル

❖ヒルトン・タイムズスクエア
❖シェラトン・ニューヨーク
　タイムズスクエア

モントリオール

❖ノボテル・
　モントリオールセンター
❖コンフォート スイーツ・
　ダウンタウン

❖ダブルツリー・ヒルトン
　モントリオール
❖ホテルエスプレッソ
　モントリオール・ダウンタウン

※ホテルの詳細についてはお問い合わせください。

時間帯の目安
早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

4:00 6:00 8:00 12:00 16:00 18:00 23:00 4:00

SHIP FACT.


