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あなたに感動の船旅を

迫力の大氷河アラスカクルーズと

花の街ビクトリア、緑あふれるバンクーバー 12日間
2020年8月20日㊍～8月31日⺼

SHIP DATA：クイーン・エリザベス
乗客定員 ： 2,081 人　船籍 ： 英領バミューダ
就航 ： 2010 年（2018 年改装）　総トン数 ： 90,900トン
全長 ： 294m　全幅 ： 32.3m

安心の
添乗員同行

絶景列車「ホワイト・パス＆
ユーコン鉄道」乗車観光付

キュナード・ライン
創業180周年記念クルーズ

成田発着

ホワイト・パス＆ユーコン鉄道 
について（スキャグウェイ）

アラスカの大自然を駆け抜けるホ
ワイトパス＆ユーコン鉄道は、ス
キャグウェイからカナダのユーコン
準州のホワイトホースを結ぶ山岳
鉄道です。本クルーズでは、海抜
0メートルのスキャグウェイから標
高873メートルのアメリカとカナダ
の国境（ホワイト・パス峠）までの
約32kmを一気に駆け上がる大人
気の観光コースに乗車します。

魅力の観光ポイント

498,000円～1,428,000円
■旅行代金 （2名1室利用 大人お一人様・成田発着エコノミークラス）

 〈IE：スタンダード内側〉 〈Q4：ペントハウス〉

ブッチャートガーデン 
について（ビクトリア）

東京ドーム約5個分の広
大な敷地に700種類以
上、100万株以上の植
物が植えられ、毎年100
万人以上の観光客が訪れ
る大庭園です。 園内の
花々を眺めながら本格的
なアフタヌーンティーで
優雅なひと時をお楽しみ
ください。

キュナード・ライン創業180周年記念

3大特典！！
1.  キュナードオリジナル180周年記念ノート（お一人様１冊）
2. 船内チップ無料サービス（代金に含まれています）
3.  1室あたり180ドルのオンボード・クレジット

（船上で使用できるお小遣い）プレゼント！

クイーン・エリザベスで航く

世界遺産 グレッシャー・ベイ

青く光る壮大な氷の壁、荒 し々い海岸線が続くフィヨルド…海岸氷河（直接海に流れ
込んでいる氷河）がこれほど集中しているのはアラスカ以外はありません。
本クルーズでは、バンクーバーからスキャグウェイまで約1,600kmも続く『インサイド・パッ

セージ』を通航し、約42km続く狭い水路からなるフィヨルド『トレーシー・アーム』や16も
の氷河が湾に流れ込み、1日に2隻しか入湾が許可されていない『グレッシャー・ベイ』
などクルーズでしか体験できないポイントを巡ります。
約4000年前の氷河期にできた氷河の崩壊を目の当たりにすることができれば、その
迫力に圧倒されます。是非、本クルーズでご体験ください！

壮大な大自然に圧倒されるアラスカクルーズの魅力



日次 月日 寄港地 時間 スケジュール

1
2020年
8/20
（木）

成田空港

バンクーバー
（カナダ）

夕刻

朝

エア・カナダ直行便にてバンクーバーへ。� 【機中泊】
 日付変更線通過 

バンクーバー着。着後、専用車で約130年前に造られ、東京ドー
ム約85個分の広さを持つ「スタンレーパーク」を観光。バンクー
バーの街にいながらカナダの大自然をご満喫ください。

午後
17:00

クイーン・エリザベスにご乗船。
バンクーバー出港。� 【船中泊】

2 8/21
（金）

インサイド・
パッセージ

（景観クルージング）

08:00

17:00

バンクーバーからスキャグウェイまで約1600km続く、風光明
媚な航路のクルージングをお楽しみください。フィヨルドが作り
出す海岸線の美しさや左右に迫る緑の森林地帯、クジラやア
ザラシや熊に出会えるチャンスもあり、目が離せません。
� 【船中泊】

3 8/22
（土）

トレーシー・アーム
（景観クルージング）

07:30
11:30

狭い水路には、切り立った渓谷が続き、最深部ではツイン（2
つの）氷河を目の当たりにすることができます。

ジュノー 
（アメリカ）

14:00

22:00

ジュノー入港。
OP「メンデンホール氷河の探検」（約3時間･$46～）や自由
行動をお楽しみください。
ジュノー出港。� 【船中泊】

4 8/23
（日）

スキャグウェイ 
（アメリカ）

〈ホワイト・パス
列車観光付〉

07:00

18:00

スキャグウェイ入港。�
深い峡谷を超え、氷河や滝を見つつ、ヘアピンカーブを描くレー
ルを走る「ホワイト・パス列車の旅」をお楽しみください。★
スキャグウェイ出港。� 【船中泊】

5 8/24
（月）

グレッシャー・ベイ
（景観クルージング）

07:00

17:00

グレッシャー・ベイ（氷河湾）と呼ばれる湾の西側には、標高
4000mを超える山々が続き、急な斜面から海抜０ｍに流れる
氷河は圧巻です。
� 【船中泊】

6 8/25
（火）

シトカ 
（アメリカ）

08:00

17:00

シトカ入港。
OP「ラッコや野生動物を訪ねて」（約3時間・＄135～）や自
由行動をお楽しみください。
シトカ出港。� 【船中泊】

7 8/26
（水）

ケチカン 
（アメリカ）

08:00

18:00

ケチカン入港。
OP「トーテムバイト州立公園と木こりショー」（約4時間・$82
～）や自由行動をお楽しみください。
ケチカン出港。� 【船中泊】

8 8/27
（木） 終日航海 船内イベントをお楽しみください。� 【船中泊】

9 8/28
（金）

ビクトリア 
（カナダ）

〈オリジナル観光付〉

09:00

18:00

ビクトリア入港。
「ブッチャートガーデンとアフタヌーンティーの終日観光」を専
用車と日本語ガイドでお楽しみください。ブッチャートガーデン
は、花の街ビクトリアを代表する世界的に知られる大庭園です。
またブッチャート家の邸宅を改装したダイニング・レストランで
庭園を眺めながらのアフタヌーンティーは大人気です。
ビクトリア出港。� 【船中泊】

10 8/29
（土）

午前 下船後、ノースバンクーバーへ。

バンクーバー 
（カナダ）

〈オリジナル観光付〉 午後

夜

TV番組にも度々登場する長さ約140m高さ約70mのキャピラ
ノ渓谷にかかるキャピラノ吊り橋にご案内します。シーバス（水
上バス）でバンクーバー市の中心地へ。バンクーバーを代表す
る人気スポット「グランビル・アイランド」で、お土産を買ったり、
地元グルメの昼食を各自でお楽しみください。（自由食）。
お泊りは、街の中心地に位置し、目抜き通りロブソンストリー
トにも徒歩圏内、2018年に改装され、機能性と快適さがよ
り充実した「ハイアットリージェンシー　バンクーバー」です。
夕食は、地元レストランでシーフード料理をお召し上がりください。
� 【ハイアットリージェンシー　バンクーバー泊】

11 8/30
（日）

バンクーバー 
（カナダ）

午前
午後

ホテルをゆっくりチェックアウトし、その後、空港へ。
エア・カナダ直行便で成田へ。� 【機中泊】

 日付変更線通過 

12 8/31
（月） 成田空港 午後 通関後、解散。

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
〒104-0061  東京都中央区銀座8-8-1 第7セントラルビル7階
電話：03-6274-6171　FAX：03-3573-7570
営業時間：9:30～ 17:30（土・日・祝日休業）
総合旅行業務取扱管理者：小林 進

食事：朝10回・昼9回・夕10回　最少催行人員：12名　添乗員：同行します。 利用航空会社：エア・カナダ（確約）　 利用ホテル：
ハイアットリージェンシーバンクーバー（確約）
※ OP は、船会社主催の寄港地観光ツアー（別料金・英語ガイド・混乗車）となります。料金は昨年の参考料金です。今後、
金額や内容が変更になる場合がございます。なお、料金は、予約状況に応じての変動制です。
★船会社主催のオプショナルツアーを利用しての観光です。（混乗）
※船内チップ：クルーズ代金に含まれております。　※租税、手数料及び港湾費用59,059円（うちポートチャージ35,000円）、
成田空港施設使用料：2,660円、国際観光旅客税：1,000円、海外空港税：3,860円、燃油サーチャージ：21,000円は残
金の際にご請求させていただきます。今後、料金、為替レートの変動などにより金額が変わる場合がございます。
※アメリカ電子渡航査証（ESTA）、カナダ電子渡航査証（eTA）の取得が必要となります。

客室タイプ 旅行代金 利用レストラン

I E：スタンダード（内側）（シャワー付・約14㎡） 498,000円（158,000円）

ブリタニア・
レストランEC：オーシャンビュー（シャワー付・約17㎡） 528,000円（218,000円）

BE：バルコニー（バルコニー・シャワー付・約21㎡） 588,000円（278,000円）

P1：プリンセススイート（バルコニー・バスタブ付・約31㎡） 1,180,000円（798,000円）
プリンセス・
グリル

Q4：ペントハウス（バルコニー・バスタブ付・約47㎡） 1,428,000円（989,000円）
クイーンズ・
グリル

ビジネスクラス追加代金：280,000円

■旅行代金 （2名1室利用�大人お一人様・成田発着エコノミークラス）

※（　）は、船室・ホテル客室をお一人様利用の場合の追加代金です。

■客室とレストランのご案内

グリルクラス
クイーンズ・グリル

プリンセス・グリル

ブリタニア・レストラン

※ベッドはツインに変更できます。※ブリタニア・レストランのみ夕食は1回目
（18:00～）と2回目（20:30～）指定の2回制です。

クイーンズ・グリル

プリンセス・グリル

ブリタニア・レストラン

ペントハウス

プリンセススイート

バルコニー

オーシャンビュー スタンダード（内側）

●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寄港地でのオプショナルツアー代 ③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 ④ご自宅から集合・解散場所までの交通費や宿泊費用 ⑤租税・手数料および
港湾費用 ⑥空港関係諸費用・燃油サーチャージ ⑦査証代 など ●旅行条件基準日：2019年12月25日

旅行条件（要約）
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。

取消料について

旅行開始日�
の前日から�
起算

74日前～57日前 旅行代金の10%
56日前～29日前 旅行代金の25%
28日前～15日前 旅行代金の37.5%
14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%

※所定の取消料と
あわせて、ポート
チャージ35,000
円も徴収させてい
ただきます。ビジ
ネスクラス追加費
用にも左記の取消
料がかかります。

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

時間帯の目安


