
安心の添乗員同行 全観光付き

あなたに感動の船旅を

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

●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・宅配費用 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：2020年1月20日

旅行条件（要約）

船内生活と注意事項

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46,000円も徴収さ
せていただきます。ビ
ジネスクラスまたはプ
レミアムエコノミークラ
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

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の
責任者です。この旅行の契約に関して、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相談ください。

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２０１０号／日本旅行業協会（JATA）正会員

■�服装：船内では夕食時に2つのドレスコード（服装）【ガラ・イブニング／スマート・アタイアー】が指定されます。
日中はくつろいだ服装でお過ごしいただき、夜はエレガントに、あるいはゴージャスにファッションをお楽し
みください。船上のエレガントな雰囲気に合わせ、ご夕食時間以降は、下記のような服装をご準備ください。
　【ガラ・イブニング】 男性／タキシード、ディナージャケット、ダークスーツにネクタイ
 女性／イブニングドレス、カクテルドレス、和服など
　【スマート・アタイアー】 男性／ジャケット着用（ネクタイはなしでも可）
 女性／カクテルドレス、スーツ、ワンピース、パンツスーツなど
■�食事：フルコースで世界のグルメ料理がお楽しみいただけます。アラカルトから低カロリーメニューまで
多数メニューを取り揃えております。ダイニングルームでの食事の他、朝食、昼食、夜食のブッフェサー
ビスなどもございます。
■�ダイニングでの夕食時間：お泊まりいただく船室のカテゴリーにより、ご利用いただくレストランが異なり
ます（詳しくは旅行代金表をご参照ください）。ブリタニアレストランは2回制で、弊社では1回目がお取り
できるという確約はございませんので、あらかじめご了承ください。なお。2回目あるいは外国のお客様
とのテーブルをご希望される方は、お早めにお申し出ください。またクイーンズグリル、プリンセスグリル、

ブリタニアクラブは1回制です。
■�船内通貨：船内の通貨は、米国ドルとなります。お客様の便宜を図る上でも、ご乗船の際にお手持ちの
クレジットカードをあらかじめご登録することをお勧めいたします。バーのお飲み物、お買い物、船会社
による寄港地でのオプショナルツアーなどの代金は、自動的にお客様のキャビンに請求され、下船前に現
金（USドル）またはお客様のクレジットカードでお支払いいただけます。クレジットカードは、マスター、ビ
ザ、アメリカンエキスプレス、ダイナースがご利用いただけます。

■�船内新聞・メニュー：船内ではショーや映画、カルチャー教室、ゲーム、ダンスなど、さまざまなイベント、
プログラムが催され、どなたでも参加できます。これらの情報を記載した船内新聞が前日の夜、皆様の
お部屋に配られます。船内新聞は添乗員が、レストランのメニューと合わせて日本語に翻訳してご案内い
たしますので、ご安心ください。
■�船内チップ：本クルーズでは、船内チップは旅行代金に含まれております。なお、有料のお飲み物に対し
て15%、またカジノ、スパのご利用代金に対して12.5%のサービス料が自動的に加算されます。また、
クイーンズ・グリルのお客様にご利用いただけるバトラー・サービスへのチップは、お客さまのご判断に
お任せします。

●�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・ヴィクトリアで航く
秋光あふれる
スペイン・ポルトガル物語 16日間

2020年11月15日㊐～11月30日⺼

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！

キュナード・ライン
創業180周年記念クルーズ

（世界遺産ジェロニモス修道院／ 
リスボン・ポルトガル 5日目）

●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）

●�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※

※お好きな枕をお選びいただけます。

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

クイーンズ・グリル プリンセス・グリルペントハウス プリンセス スイート

ブリタニア・レストランバルコニーオーシャンビュースタンダード（内側）

サービスと
アメニティ〈一部〉

サービスとアメニティ〈一部〉 サービスとアメニティ〈一部〉

客室・レストランのご案内

※ベッドはツインに変更できます。

テレビやガイドブックなどでは分からない、知られていないスペインの様々な
魅力をスペイン政府観光局のご担当の方よりお話をいただく楽しいひととき
です。 本年創業5周年を迎える弊社クルーズバケーションとスペイン政府観
光局の特別企画です。お気軽にご参加ください。お席の都合上、先着順の
予約制とさせていただきます。下記までお申込みください。

協賛

知ればしるほど、面白い！見たい、行きたいスペイン！！
Más�Más：スペイン語で「もっともっと」「益々」の意

Más Más
SPAIN物語！

 ま　す ま　す

記
日 時：2020年3月12日（木）15:00 ～ 17:00
場 所：学士会館 307号室／東京都千代田区神田錦町3-28
定 員：２０名様（先着順・要予約）
お申込み先：株式会社クルーズバケーション
T E L：03-6274-6171（9:30 ～ 17:30 土日祝休）
E-MAIL：cvi@cruisevacation.jp
※お申込みの方には後日参加証をお送りします。
※ ご参加の方には、キュナード・ライン特製の粗品とスペインワインによる 

懇親会をご用意しております。

（ 世界遺産ロンダ／ 
スペイン・寄港地マラガ 10日目）

※燃油サーチャージは、旅行代金に含まれておりません。
（目安額21,000円　2020年1月20日現在）

ワイン片手に

他では聞けない

スペインの話を聞
こう！

楽しい話題が盛り沢
山の

ステキな2時間で
す！

クルーズバケ
ーション創業5周年

スペシャルイベント

参加費
無料

548,000円～1,588,000円
■旅行代金 （2名1室利用 大人お一人様）  成田発着 

	 〈IE：スタンダード（内側）〉	 〈Q4：ペントハウス〉



リスボン
（ポルトガル）

バレンシア
（スペイン）

カディス（スペイン）
（観光地 セビリア）

カルタヘナ
（スペイン）

日次 月日 寄港地 時間 スケジュール

1
2020年
11/15
（日）

成田空港
ロンドン
（イギリス）

午後
午後

ブリティッシュ･エアウェイズ直行便でロンドンへ。
着後、空港近くのホテルへ。
� 【ホテル泊】

2 11/16
（月）

ロンドン
（イギリス）

午前 専用車でサウサンプトンへ。

サウサンプトン
（イギリス）

昼頃
16:30

クイーン・ヴィクトリアにご乗船。
サウサンプトン出港。� 【船中泊】

3 11/17
（火） 終日航海 姉妹船クイーン・エリザベス同様、趣のある船内でゆったりとお

過ごしください。� 【船中泊】

4 11/18
（水） 終日航海

英国風パブ「ゴールデン・ライオンパブ」でのパブランチや午後の
アフタヌーンティータイム、船内イベントなどをお楽しみください。
� 【船中泊】

5 11/19
（木）

リスボン
（ポルトガル）

08:00

17:00

リスボン入港。
リスボン終日観光。迷路のような狭い路地も駆け抜ける路面電車
乗車とリスボンの美しい街並みを一望するテージョ川クルーズにご
案内。昼食は、ポルトガルの魚介の鍋料理「カタプラーナ鍋」を
お楽しみください。
リスボン出港。� 【船中泊】

6 11/20
（金）

カディス
（スペイン）

09:00

19:00

カディス入港。
カルメンの舞台となったセビリア終日観光。世界で3番目に大きい
世界遺産カテドラル、アラビアのロレンスの映画のロケ地として
使用されたスペイン広場やかつてのユダヤ人街サンタ・クルス街
などを観光。昼食は、創業1850年老舗レストラン「エンリケ・
ベセラ」★で、タパス（スペインのおつまみ料理）やアンダルシア
料理をお楽しみください。
カディス出港。� 【船中泊】

7 11/21
（土） 終日航海 船内イベントなどをお楽しみください。� 【船中泊】

8 11/22
（日）

バレンシア
（スペイン）

08:00

18:00

バレンシア入港。
スペイン第3の都市バレンシア半日観光。ゴシック様式の荘厳な
建物世界遺産ラ・ロンハ（絹の商品取引所）、キリストが最後の晩
餐で使用したといわれている聖杯が飾られているカテドラル、旧
市街の散策などをお楽しみください。
バレンシア出港。� 【船中泊】

9 11/23
（月）

カルタヘナ
（スペイン）

09:00

17:00

カルタヘナ入港。
カルタヘナ半日観光。古代ローマ時代に造られたローマ劇場跡や
旧市街に残る美しい街並みを散策します。
カルタヘナ出港。� 【船中泊】

10 11/24
（火）

マラガ
（スペイン）

09:00

21:00

マラガ入港。
白い家が並ぶ小さな村ミハスと断崖絶壁の街、スペイン最古の闘
牛場があるロンダ終日観光。昼食は、世界遺産の街ロンダのパラ
ドールでお楽しみください。
マラガ出港。� 【船中泊】

11 11/25
（水）

ジブラルタル
（英領）

07:00

14:00

ジブラルタル入港。
ジブラルタル半日観光。ジブラルタルを代表する岩山「ザ・ロック」
とフリーポート（自由港）であるため免税価格で買い物ができる旧
市街での自由散策にご案内します。
ジブラルタル出港。� 【船中泊】

12 11/26
（木） 終日航海 船内イベントなどをお楽しみください。� 【船中泊】

13 11/27
（金） 終日航海 船内イベントなどをお楽しみください。� 【船中泊】

14 11/28
（土）

サウサンプトン
（イギリス）

午前 下船後、専用車でロンドン市内へ。

ロンドン
（イギリス）

午後

夜

大英博物館をガイドと一緒に見学後、昼食は久しぶりに中華料理
をお楽しみください。午後は、フリータイムで思い、思いのお時
間をお過ごしください。お泊りは、観光やショッピングにも便利な
立地でありながら、閑静なプライベートの公園を持つハイアット・
リージェンシー�ロンドン�ザ・チャーチルです。
夕食は、全面ガラス張りのクルーズ船でビックベンやタワーブリッ
ジなどライトアップしたロンドンの夜景をご覧いただきながらのディ
ナークルーズをお楽しみください。
� 【ハイアット･リージェンシー�ロンドン�ザ・チャーチル泊】

15 11/29
（日）

ロンドン
（イギリス）

午前
午後

ホテルをチェックアウトし、空港へ。
ブリティッシュ・エアウェイズ直行便で成田へ。� 【機中泊】

16 11/30
（月） 成田空港 午前 通関後、解散。

食事：朝14回・昼13回・夕14回　最少催行人員：15名　添乗員：同行します。 利用航空会社：ブリッティシュ・エアウェイズ（確約）
利用ホテル： 11/15ヒルトン　ロンドンヒースローエアポート他同等クラス
 11/28　ハイアットリージェンシー　ロンドン　ザ･チャーチル（確約）
※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58,950円（うちポートチャージ46,000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：17,330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。
★11/20 セビリアでのランチ「エンリケ・ベセラ」、11/24 ロンダのパラドールは、予告なく貸切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。

■日程　2020年11月15日（日）〜11月30日（月） 16日間

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㎡） 	 548,000円	（220,000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㎡） 	 648,000円	（280,000円）
BE： バルコニー

（バルコニー・シャワー付・約21㎡） 	 748,000円	（340,000円）
P1： プリンセス スイート

（バルコニー・バスタブ付・約31㎡） 	1,298,000円	（840,000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㎡） 	1,588,000円	（1,140,000円） クイーンズ・

グリル

ビジネスクラス追加代金：520,000円〜　プレミアムエコノミー：200,000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）

※（　）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。

クイーン・ヴィクトリア
エレガントでクラシックな英国伝統の世界。
その世界をより洗練させ洋上に実現したクイーン・ヴィクトリア。
ユニークな寄港地を巡る伝統的なワールドクルーズを就航しています。

SHIP DATA
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

初代クイーン・エリザベスで顧客に愛されたバーの名前を継承した
ミッドシップス・ラウンジで美味しいお酒と楽しいひとときを。

ボックスシートもある3層吹き抜けの本格的な劇場で、毎晩様々な
ショーが繰り広げられます。

洋上のボールルーム「クイーンズ・ルーム」で、夜はオーケストラ
の生演奏でダンスパーティーを、午後は英国式アフタヌーンティー
をお楽しみいただけます。

歴史が息づくポルト
ガルの首都リスボ
ン。迷路のような路
地とケーブルカーが
印象的な旧市街や、
大航海時代の歴史
的偉業を伝える建造
物があり多くの観光
客が訪れます。

スペイン南部アンダルシア州
の州都セビリアは、人口70万
人のスペイン第4の都市。闘牛
やフラメンコで知られる情熱の
街です。大聖堂や1929年の
万博会場となったスペイン広
場は、ゴシック様式の見事な建
築が残されています。また、街
中にはイスラム時代の文化も
見受けられます。

ラ・ロンハ・デ・ラ・セダ「絹の商品取
引所」は、15世紀後半に建てら
れた商品取引所で、当時のバレ
ンシアの経済力の大きさを偲ば
せる建物です。商業の殿堂とし
て、機能的・実利的な側面を失う
ことなく、かつゴシック様式の極
めて象徴的特色を保持していま
す。1996年12月7日にユネスコ
の世界遺産に登録されました。

「白い村」のひとつミハスは、マラガ
からも近く、馬車のようなロバタク
シーが走るのどかな風景やおしゃれ
な土産物屋やカフェなどが並び、観
光地として人気のかわいらしい村で
す。また、16世紀に修道士が岩を掘
り抜いて造ったとされる小さな礼拝
堂や１９００年に造られた世界最小と
も言われる楕円形の闘牛場なども
入ってみることができます。

ローマ帝国の歴史の名残
が残る港湾都市です。街
の起源は、紀元前3世紀
頃に遡ります。毎年9月頃
に行われる「ローマ祭」で
は、市民がローマ人に扮し
て街を練り歩きます。スペ
イン海軍の重要な軍港で
あり、また養殖マグロ事業
の中心地でもあります。

グランドロビー

ミッドシップス・ラウンジ ロイヤル・コート・シアター クイーンズ・ルーム

5
日目

8
日目

10
日目

9
日目

6
日目

（リスボン旧市街・ポルトガル）

（世界遺産ラ・ロンハ・デ・ラ・セダ）

（スペイン広場／セビリア）

（ローマ劇場）

マラガ（スペイン）
（観光地 ミハス）

ロンドン 
ディナークルーズ
全面ガラス張りのクルー
ズ船で、ビッグベンやタ
ワーブリッジなど、ライト
アップされたテムズ川沿
いのロンドン各所の夜景
をご覧いただきながら、お
食事をお楽しみください。
美しいロンドンの夜景を
ご覧いただける大人気の
ディナークルーズです。

14
日目

©Bateaux London

ロンドン
サウサンプトン

リスボン

カディス

バレンシア
カルタヘナ
マラガ

ジブラルタル（英領）

地中海

大西洋

ポルトガル
スペイン

イギリス
●

●

●

●

●

●
●

●

カタプラーナ鍋

リスボンでのランチ

旅のポイント
クイーン・エリザベス号の姉妹船、クイーン・ヴィクトリア号で
のスペイン・ポルトガル・イギリス3ヵ国、7つの寄港地の
全観光付き、更に安心の添乗員同行、全16日間の大変お
得な料金のツアーです。

1.

2.サウサンプトンから出港し、大西洋から地中海を周遊し、秋
も深まったスペイン・ポルトガルの街を巡り、キリスト教建築と
イスラム建築との融合文化や街並みの美しさをご覧いただき
ます。更に各地で、特色あるレストランや地元料理をご用意
しました。リスボンのご昼食では、ポルトガル南部の名物鍋
料理魚介のカタプラーナ鍋、セビリア（寄港地カディス）では、
創業1850年の老舗レストラン「エンリケ・ベセラ」※でアンダル
シア料理、世界遺産の街ロンダ（寄港地マラガ）では、パラドー
ルでのご昼食、下船後のロンドンでは、ご昼食に久しぶりの
中華料理を。そしてツアー最後のご夕食は、ガラス張りの船
内からテムズ川に広がる美しいロンドンの夜景をご覧いただ
きながらの人気のディナークルーズをお楽しみください。
※「�エンリケ・ベセラ」、パラドールが予告なく、貸し切りまたはクロー
ズになった場合は、別のレストランにご案内いたします。


