
あなたに感動の船旅を

2020年8月24日月～9月5日土
598,000円～1,280,000円
■旅行代金 （2名1室利用 大人お一人様・成田発羽田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〉

3大特典！！キュナード・ライン
創業180周年記念

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！

タリン旧市街（タリン）

クイーン・ヴィクトリアで航く
夏の北欧・ロシア5ヵ国を巡る
ベスト
シーズ

ン バルト海クルーズ 13日間

ピョートル大帝 夏の宮殿
（サンクトペテルブルグ）

ホルステン門（リューベック） エルミタージュ美術館（サンクトペテルブルグ） 市庁舎（ハンブルグ）

ニューハウン運河
（コペンハーゲン）

安心の
添乗員同行 全観光付き

成田発
羽田着

バルト海とは、スウェーデン、フィンランド、ロシア、
バルト三国（エストニア、ラトヴィア、リトアニア）、ポー
ランド、ドイツに囲まれた北の地中海です。ゴットラ
ンド島（スウェーデン）は、この海域の最大の島です。
穏やかな海をゆったりとクルージングしながら、北欧
の歴史や中世の面影が残る世界遺産の街並みを巡
ります。更に、ロシアの観光で一番のハイライトとな

る街、古都サンクトペテルブルグには１停泊しますの
で、世界三大美術館であるエルミタージュ美術館も
ゆっくりとご覧いただくことができます。
各寄港地の気温は、２２～２３℃前後とべストシーズ

ンです。猛暑の夏を飛びだして、快適なバルト海クルー
ズは、ぜひ、お勧めです。ご乗船いただくクイーン・ヴィ
クトリア号は、あのクイーン・エリザベス号の姉妹船です。

SHIP DATA： 
クイーン・ヴィクトリア
乗客定員 ： 2,061 人
船籍 ： 英領バミューダ
就航 ： 2007 年（2017 年改装）
総トン数 ： 90,746トン
全長 ： 294m　全幅 ： 32.3m

バルト海クルーズの魅力
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キュナード・ライン
創業180周年記念クルーズ



日次 月日 寄港地 時間 スケジュール

1
2020年
8/24
（月）

成田空港
ハンブルグ
（ドイツ）

午前
夕刻

成田空港よりヨーロッパ都市乗り継ぎ、ハンブルグへ。
到着後、空港近くのホテルへ。
� 【ホテル泊】

2 8/25
（火） ハンブルグ

午前 「北のベネチア」と呼ばれ、ドイツの海の玄関口、ドイツ第2の都
市、ハンブルグ半日観光。ネオ・ルネッサンス式の市庁舎やバロッ
ク式の聖ミヒャエル教会、赤レンガ倉庫街などを観光し港へ。

午後
19:00

クイーン・ヴィクトリアにご乗船。
ハンブルグ出港。� 【船中泊】

3 8/26
（水） 終日航海

船内イベントをお楽しみください。また、ゴールデン・ライオン
パブでのパブランチや、アフタヌーンティーをお楽しみいただ
くことも可能です。� 【船中泊】

4 8/27
（木）

コペンハーゲン
（デンマーク）

07:00

午後
18:00

コペンハーゲン入港。�
「北欧のパリ」と比喩されるコペンハーゲン半日観光。
人魚姫の像、ゲヒィオンの噴水、アマリエンボー宮殿、世界
最古の歩行者天国ストロイエでの散策をお楽しみください。
ご希望の方は、添乗員がニューハウン運河近辺の自由散策に
ご案内いたします。
コペンハーゲン出港。� 【船中泊】

5 8/28
（金） 終日航海 船内イベントをお楽しみください。� 【船中泊】

6 8/29
（土）

ヴィズビー
（ゴットランド島）
（スウェーデン）

09:00

午後
17:00

ヴィズビー入港。
バルト海に浮かぶスウェーデン最大の島ゴッドランド島の世界遺産
ヴィズビー旧市街を現地のガイドと一緒に散策にご案内します。
船内でお寛ぎいただくか、自由散策などをお楽しみください。
ヴィズビー出港。� 【船中泊】

7 8/30
（日）

タリン
（エストニア）

09:00

午後
17:00

タリン入港。
世界遺産古都タリン半日観光。中世のハンザ同盟都市として
繁栄を残す街。トーンペア城、アレクサンドル･ネフスキー聖堂、
旧市庁舎のあるラエコヤ広場などを観光します。
船内でお寛ぎいただくか、自由散策などをお楽しみください。
タリン出港。� 【船中泊】

8 8/31
（月）

サンクトペテルブルグ
（ロシア）

〜1泊停泊いたします〜

07:00

昼頃

午後

停泊

サンクトペテルブルグ入港。
150を超える噴水がある美しい庭園で知られるピョートル大帝
の夏の宮殿にご案内します。
プーチン大統領の誕生日会も行われたレストラン「ポドヴォリ
エ」★にてロシア料理をお楽しみください。
サンクトペテルブルグ市内に戻り、聖イサク寺院、血の教会な
どを観光。
� 【船中泊】

9 9/1
（火） サンクトペテルブルグ

午前

午後
18:00

世界三大美術館のひとつエルミタージュ美術館をゆっくりご覧
いただきます。
船内でお寛ぎください。
サンクトペテルブルグ出港。� 【船中泊】

10 9/2
（水） 終日航海 本クルーズ中の最後の終日航海日です。クイーン・ヴィクトリ

アでのクルージングをご満喫ください。� 【船中泊】

11 9/3
（木）

キール（ドイツ） 午前 下船。

リューベック

ハンブルグ

午後

夕刻

専用車で「バルト海の女王」と呼ばれた世界遺産古都リューベック
へ。（約1時間）リューベックのシンボル、ホルステン門、黒レンガ
造りで風格のある市庁舎、バッハも通い詰めたというパイプオル
ガンのあるマリエン教会など美しい街並みを観光します。
昼食は、中世の船員ギルトハウスがそのままレストランになっ
た「シャッファーゲゼルシャフト」★で北ドイツの名物料理をお
楽しみください。旧市街を散策後、ハンブルグへ。�
お泊りは、アウセンアルスター湖を見渡すクラシカルなホテル「ケン
ピンスキーホテルアトランティック�ハンブルグ」です。�【ホテル泊】

12 9/4
（金） ハンブルグ 午前

午後
ホテルをチェックアウト後、専用車でハンブルグ空港へ。
ヨーロッパ都市経由乗り継ぎ羽田へ。� 【機中泊】

13 9/5
（土） 羽田空港 午後 羽田空港着。通関後、解散。

食事：朝11回・昼10回・夕11回　最少催行人員：12名　添乗員：同行します。 利用航空会社：エールフランス航空、フィ
ンランド航空他　利用ホテル：8/24ハンブルグ　レオナルドホテル ハンブルグ エアポート他同等クラスの空港付近のホテル
9/3ハンブルグ　ケンピンスキーホテルアトランティック ハンブルグ（確約）
※船内チップ：旅行代金に含まれております。　※租税、手数料及び港湾費用55,864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：17,170円、燃油サーチャージ：27,600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。
★8/31サンクトペテルブルグでのランチ「ポドヴォリエ」、9/3リューベックでのランチ「シャッファーゲゼルシャフト」は、予告
なく貸し切りまたはクローズとなる場合がございます。その場合は、他のレストランにご案内いたします。予めご了承ください。
※本クルーズではロシア査証の取得が必要となります。

■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 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

●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

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㎡） 598,000円（200,000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㎡） 638,000円（230,000円）

BE：バルコニー（バルコニー・シャワー付・約21㎡） 698,000円（260,000円）

P1：プリンセススイート（バルコニー・バスタブ付・約31㎡） 998,000円（580,000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45㎡） 1,280,000円（780,000円）
クイーンズ・
グリル

ビジネスクラス追加代金：555,000円〜 ※ご予約のタイミングにより料金が変わる場合がございます。

■旅行代金 （2名1室利用�大人お一人様・成田発羽田着エコノミークラス）

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

※（　）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。




