
クイーン・エリザベスで航く

2020年秋 東京発/着クルーズ

ⓒ東京都港湾局　イメージ

2020年オープン！
「東京国際クルーズターミナル」

2020年7月14日、オリンピックイヤーに新しく開港する「東京国際クルーズターミナル」を利用する、キュナード・ライン初の東京発/着クルーズとなります。

2020年9月 10月発

キュナード社イメージ



キュナードへ、ようこそ
キュナードの船旅は、その175年を超える歴史の中で、

いつの時代もラグジュアリーな船の旅の象徴として輝き続けてきました。

船内に一歩足を踏み入れると、古き良き英国の面影が随所で感じられ、

オーシャンライナーの黄金時代を想像させます。

時を超えて愛され続けているキュナードの歴史と伝統を感じる船旅を、

郵船トラベルがご案内いたします。 （イメージ）

2020年9月8日（火） 

▲
 9月28日（月） 21日間

（成田または羽田・関空発／バンクーバー乗船・東京下船 ： 船中19泊）
日次 月日（曜） 寄港地／スケジュール 入港 出港

1 9/8（火）

成田または羽田、関空発
（16:00～19:00）直行便にて、
バンクーバー着（09:00～12:00）
現地日本語係員が、港へご案内。
バンクーバー� カナダ 午後乗船 17：00

2 9/9（水） インサイド・パッセージ（クルージング） 08：00 17：00
3 9/10（木） ケチカン� アメリカ 08：00 17：00
4 9/11（金） ジュノー� アメリカ 14：00 22：00
5 9/12（土） スキャグウェイ� アメリカ 07：00 18：00
6 9/13（日） ハバード・グレーシャー（クルージング） 13：00 17：00
7 9/14（月） クルージング — —
8 9/15（火） アンカレッジ� アメリカ 08：00 17：00
9 9/16（水） コディアック� アメリカ 09：00 18：00
10 9/17（木）

クルージング — —
11 9/18（金）

12 9/19（土） 日付変更線通過（日付が1日進みます） — —
13 9/20（日）

クルージング — —14 9/21（月）

15 9/22（火）

16 9/23（水）

17 9/24（木） 釧路� 日本 06：00 18：00
18 9/25（金） 青森� 日本 09：00 22：00
19 9/26（土） 函館� 日本 07：00 18：00
20 9/27（日） クルージング — —
21 9/28（月） 東京� 日本 午前下船
●最少催行人員 ： 2名様
●添乗員 ： 同行いたしません。
●食事 ： 朝食19回、昼食18回、夕食19回（機内食は含みません）
●利用予定航空会社 ： エアカナダ、日本航空いずれか

旅行代金（2名様1室利用・お一人様代金）� （　）内はお一人様で1室ご利用の場合の代金

キャビンタイプ
内側
約14m2

（シャワー付）

海側
約17m2

（シャワー付）

海側バルコニー
（船体中央）
約21m2

（バルコニー、シャワー付）

クラブバルコニー
約24m2

（バルコニー、シャワー付）

P1・P2 ： プリンセススイート
約31m2

（バルコニー、バスタブ付）

Q4 ： ペントハウス
（船体中央7階）
約45～47m2

（バルコニー、バスタブ付）

ご利用レストラン ブリタニア・レストラン ブリタニア・クラブ プリンセス・グリル クイーンズ・グリル

旅行代金 698,000円
（968,000円）

728,000円
（1,028,000円）

898,000円
（1,308,000円）

1,098,000円
（1,678,000円）

1,428,000円
（2,558,000円）

1,828,000円
（3,308,000円）

租税・手数料及び港湾費用 お一人様　28,150円
※ 航空機ビジネスクラス追加代金：480,000円
※ 別途、国内空港施設使用料（成田：2,610円、羽田：2,570円、関空：3,040円）、燃油サーチャージ：14,000円【いずれも2018年12月21日現在】、国際観光旅客税1,000円を申し受けます。ご出発前に確定し、別途ご請求させていただきます。
※ 船内チップ：クラブバルコニー、海側バルコニー、海側、内側のお客様は、お一人様1泊あたりUS$11.50 で、自動的にお客様の船内会計に計上されます。ペントハウス、プリンセス・スイートのお客様は、クルーズ代金にチップが含
まれております。尚、バーやサロンなどでは、全ての客室カテゴリにおいて、料金の15%が別途チップとして加算されます。

① バンクーバー・アラスカ・東京クルーズ 〈Q027〉

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
ンには、クルーズの黄金時代から語り継がれてきた伝統
のホワイトスター・サービスがあります。白い手袋を身に
つけたクルーが並んでお出迎えする挨拶から、客室の
ターンダウンサービスを行うルームスチュアードまで、洗
練された英国式のサービスをお約束いたします。

至高の英国式おもてなし

（イメージ）

キュナードの船上では、常に優雅な時が
流れています。昼はリラックスしたムード
だった船内が、夜は煌めく社交界へと姿
を変えます。フォーマルウェアの着用率
が高いキュナードでは、華やかなイベント
が毎夜開催されます。比類ない夢のよう
な極上の時間をお過ごしください。

時を超えた極上の時間

（イメージ）

※ 上記イメージは、いずれもオプショナルツアー（別料金）での観光予定箇所です。
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ケチカン（イメージ）〈航路〉



2020年9月28日（月） 

▲
 10月7日（水） 10日間

（東京乗下船 ： 船中9泊）
日次 月日（曜） 寄港地 入港 出港

1 9/28（月） 東京� 日本 午後乗船 18：00

2 9/29（火） クルージング — —

3 9/30（水） 秋田� 日本 08：00 17：00

4 10/1（木） 金沢� 日本 09：00 18：00

5 10/2（金） 境港� 日本 08：00 23：59

6 10/3（土） クルージング — —

7 10/4（日） 釜山� 韓国 06：00 17：00

8 10/5（月） 長崎� 日本 06：30 17：00

9 10/6（火） クルージング — —

10 10/7（水） 東京� 日本 午前下船

●最少催行人員 ： 1名様
●添乗員 ： 同行いたしません。
●食事 ： 朝食9回、昼食8回、夕食9回

旅行代金（2名様1室利用・お一人様代金）� （　）内はお一人様で1室ご利用の場合の代金

キャビンタイプ
内側
約14m2

（シャワー付）

海側
約17m2

（シャワー付）

海側バルコニー
（船体中央）
約21m2

（バルコニー、シャワー付）

クラブバルコニー
約24m2

（バルコニー、シャワー付）

P1・P2 ： プリンセススイート
約31m2

（バルコニー、バスタブ付）

Q4 ： ペントハウス
（船体中央7階）
約45～47m2

（バルコニー、バスタブ付）

ご利用レストラン ブリタニア・レストラン ブリタニア・クラブ プリンセス・グリル クイーンズ・グリル

旅行代金 234,000円
（409,500円）

312,000円
（546,000円）

373,000円
（652,750円）

463,000円
（810,250円）

655,000円
（1,310,000円）

818,000円
（1,636,000円）

租税・手数料及び港湾費用 お一人様　13,450円
※ 別途、国際観光旅客税1,000円を申し受けます。ご出発前にご請求させていただきます。
※ 船内チップ：本クルーズにつきましては、全ての客室にて、クルーズ代金に含まれております。尚、バーやサロンなどでは、料金の15%が別途チップとして加算されます。

② 秋の日本周遊と韓国クルーズ 〈Q028〉

2020年10月7日（水） 

▲
 10月16日（金） 10日間

（東京乗下船 ： 船中9泊）
日次 月日（曜） 寄港地 入港 出港

1 10/7（水） 東京� 日本 午後乗船 18：00

2 10/8（木）クルージング — —

3 10/9（金） 釧路� 日本 07：00 17：00

4 10/10（土）クルージング — —

5 10/11（日）コルサコフ� ロシア 05：00 18：00

6 10/12（月） 小樽� 日本 08：00 17：00

7 10/13（火） 青森� 日本 08：00 22：00

8 10/14（水） 函館� 日本 07：00 18：00

9 10/15（木）クルージング — —

10 10/16（金） 東京� 日本 午前下船

●最少催行人員 ： 1名様
●添乗員 ： 同行いたしません。
●食事 ： 朝食9回、昼食8回、夕食9回

旅行代金（2名様1室利用・お一人様代金）� （　）内はお一人様で1室ご利用の場合の代金

キャビンタイプ
内側
約14m2

（シャワー付）

海側
約17m2

（シャワー付）

海側バルコニー
（船体中央）
約21m2

（バルコニー、シャワー付）

クラブバルコニー
約24m2

（バルコニー、シャワー付）

P1・P2 ： プリンセススイート
約31m2

（バルコニー、バスタブ付）

Q4 ： ペントハウス
（船体中央7階）
約45～47m2

（バルコニー、バスタブ付）

ご利用レストラン ブリタニア・レストラン ブリタニア・クラブ プリンセス・グリル クイーンズ・グリル

旅行代金 190,000円
（332,500円）

277,000円
（484,750円）

343,000円
（600,250円）

429,000円
（750,750円）

611,000円
（1,222,000円）

766,000円
（1,532,000円）

租税・手数料及び港湾費用 お一人様　14,700円
※ 別途、国際観光旅客税1,000円を申し受けます。ご出発前にご請求させていただきます。
※ 船内チップ：本クルーズにつきましては、全ての客室にて、クルーズ代金に含まれております。尚、バーやサロンなどでは、料金の15%が別途チップとして加算されます。

③ 北海道周遊とサハリンクルーズ 〈Q029〉

※ 上記イメージは、オプショナルツアー（別料金）での観光予定箇所です。

※ 上記イメージは、いずれもオプショナルツアー（別料金）での観光予定箇所です。
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海東龍宮寺（イメージ）
ⓒ Korea Tourism Organization

グラバー園（イメージ）

五稜郭（イメージ）ⓒ Goryokaku Tower

（イメージ）

〈航路〉

〈航路〉



2020年10月16日（金） 

▲

10月25日（日） 10日間
（東京乗下船 ： 船中9泊）

日次 月日（曜） 寄港地 入港 出港
1 10/16（金） 東京� 日本 午後乗船 18：00
2 10/17（土） クルージング — —
3 10/18（日） 神戸� 日本 08：00 18：00
4 10/19（月） 高知� 日本 08：00 18：00
5 10/20（火） クルージング — —
6 10/21（水） 釜山� 韓国 06：00 17：00
7 10/22（木） 長崎� 日本 06：30 18：00
8 10/23（金） 鹿児島� 日本 08：00 18：00
9 10/24（土） クルージング — —
10 10/25（日） 東京� 日本 午前下船
●最少催行人員 ： 1名様
●添乗員 ： 同行いたしません。
●食事 ： 朝食9回、昼食8回、夕食9回

旅行代金（2名様1室利用・お一人様代金）� （　）内はお一人様で1室ご利用の場合の代金

キャビンタイプ
内側
約14m2

（シャワー付）

海側※
約17m2

（シャワー付）

海側バルコニー
（船体中央）
約21m2

（バルコニー、シャワー付）

クラブバルコニー
約24m2

（バルコニー、シャワー付）

P1・P2 ： プリンセススイート
約31m2

（バルコニー、バスタブ付）

Q3 ： ペントハウス
（船体中央4/5/6/8階）

約45～47m2
（バルコニー、バスタブ付）

ご利用レストラン ブリタニア・レストラン ブリタニア・クラブ プリンセス・グリル クイーンズ・グリル

旅行代金 234,000円
（409,500円）

282,000円
（493,500円）

373,000円
（652,750円）

463,000円
（810,250円）

655,000円
（1,310,000円）

900,000円
（1,800,000円）

租税・手数料及び港湾費用 お一人様　10,800円
※ 海側客室は、一部視界が遮られます。
※ 別途、国際観光旅客税1,000円を申し受けます。ご出発前にご請求させていただきます。
※ 船内チップ：本クルーズにつきましては、全ての客室にて、クルーズ代金に含まれております。尚、バーやサロンなどでは、料金の15%が別途チップとして加算されます。

④ 秋の歴史探訪！高知・長崎・鹿児島と韓国クルーズ 〈Q030〉

旅行代金（2名様1室利用・お一人様代金）� （　）内はお一人様で1室ご利用の場合の代金

キャビンタイプ
内側
約14m2

（シャワー付）

海側※
約17m2

（シャワー付）

海側バルコニー
（船体中央）
約21m2

（バルコニー、シャワー付）

クラブバルコニー
約24m2

（バルコニー、シャワー付）

P1・P2 ： プリンセススイート
約31m2

（バルコニー、バスタブ付）

Q3 ： ペントハウス
（船体中央4/5/6/8階）

約45～47m2
（バルコニー、バスタブ付）

ご利用レストラン ブリタニア・レストラン ブリタニア・クラブ プリンセス・グリル クイーンズ・グリル

旅行代金 238,000円
（328,000円）

288,000円
（428,000円）

328,000円
（498,000円）

398,000円
（628,000円）

588,000円
（1,068,000円）

728,000円
（1,358,000円）

租税・手数料及び港湾費用 お一人様　10,000円
※ 海側客室は、一部視界が遮られます。　※ 航空機ビジネスクラス追加代金：250,000円
※ 別途、海外空港税：3,680円、燃油サーチャージ：3,430円【いずれも2018年12月21日現在】、国際観光旅客税1,000円を申し受けます。ご出発前に確定し、別途ご請求させていただきます。
※ 船内チップ：クラブバルコニー、海側バルコニー、海側、内側のお客様は、お一人様1泊あたりUS$11.50 で、自動的にお客様の船内会計に計上されます。ペントハウス、プリンセス・スイートのお客様は、クルーズ代金
にチップが含まれております。尚、バーやサロンなどでは、全ての客室カテゴリにおいて、料金の15%が別途チップとして加算されます。

2020年10月25日（日） 

▲
 11月1日（日） 8日間

（東京乗船・香港下船／成田または羽田・関空・中部着 ： 船中7泊）
日次 月日（曜） 寄港地／スケジュール 入港 出港

1 10/25（日） 東京� 日本 午後乗船 18：00
2 10/26（月）

クルージング — —
3 10/27（火）
4 10/28（水） 那覇� 日本 08：00 18：00
5 10/29（木） 石垣� 日本 08：00 18：00
6 10/30（金） クルージング — —
7 10/31（土） 香港� 中国 06：00 船中泊

8 11/1（日）

香港� 中国 午前下船
下船後、現地日本語係員
が、香港市内観光�
（○黄大仙、○ガーデンオブ�
スターズ）へご案内。�
飲茶のご昼食後、空港へ。�
香港発（14:30～17:00）
直行便にて、成田または�
羽田、関空、中部着（19:00
～21:30）着後、解散。

●最少催行人員 ： 2名様 ○＝下車観光
●添乗員 ： 同行いたしません。
●食事 ： 朝食7回、昼食7回、夕食7回（機内食は含みません）
●利用予定航空会社 ：  キャセイパシフィック航空、日本航空、 

全日空、香港航空いずれか

⑤ 沖縄・香港クルーズ 〈Q031〉

※ 上記イメージは、いずれもオプショナルツアー（別料金）での観光予定箇所です。
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香港

高知城（イメージ）
ⓒ（公財）高知県観光コンベンション協会

甘川洞文化村（イメージ）
ⓒ Korea Tourism Organization

香港（イメージ）

石垣島・川平湾（イメージ）〈航路〉

〈航路〉



CABIN PLAN ／客室案内（一例）

ブリタニア・レストラン利用

プリンセス・グリル利用 クイーンズ・グリル利用

内側
約14m2　シャワー付

海側 ※一部視界が遮られるお部屋もございます。
約17m2　シャワー付

海側バルコニー（船体中央）
約21m2　バルコニー・シャワー付

プリンセススイート
約31m2

バルコニー・バスタブ付

ペントハウス
約45～47m2

バルコニー・バスタブ付

内側・海側・海側
バルコニーのおもてなし

● ウェルカムドリンク
　（ハーフボトル1部屋1本）

プリンセス・グリルのおもてなし

●  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
●  コンシェルジュサービス　●  ウェルカムドリンク（フルボトル）とチョコレート
●  フレッシュフルーツ　●  上質のバスローブとスリッパ
●  ピロー・コンシェルジュ・メニュー（お好みの枕をお選びいただけます）
●  専用のステーショナリー　●  インスイート・ダイニング

クイーンズ・グリルのおもてなし

●  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・コンシェルジュサービス　●  ディナー前のカナッペサービス
●  ウェルカムドリンク（フルボトル）とチョコレート
●  フレッシュフルーツ　●  上質のバスローブとスリッパ　●  ジェットバス
●  ピロー・コンシェルジュ・メニュー（お好みの枕をお選びいただけます）
●  専用のステーショナリー　●  インスイート・ダイニング　●  インスイートバー

ダイニングは、客室のカテゴリーによって4カ所
に分かれています（下表）。プライベート感や
サービスなど雰囲気は少々異なりますが、どの
ダイニングも華やかです。気軽に食べたい時は
「リド・レストラン」（ビュッフェ）やルームサービスも
ご利用いただけます。客室タイプによってメイン
ダイニングは指定されますが、他の船内施設や
エンターテイメントなど船内サービスに格差はご
ざいません。

優雅な専用ダイニングと多彩なサブレストラン

ダイニング 客室カテゴリ ダイニングの説明・案内

クイーンズ・グリル ペントハウス Qクラスのお客様向けの1回制グリル。手前には専用のラウンジ、バーカウンターがある。

プリンセス・グリル プリンセススイート Pクラスのお客様向けの1回制グリル。手前には専用のラウンジ、バーカウンターがある。

ブリタニア・クラブ クラブバルコニー クラブバルコニーのお客様向けの1回制レストラン。

ブリタニア・レストラン 内側／海側／海側バルコニー 内側／海側／海側バルコニーのお客様が利用する「ブリタニア・レストラン」。2回制。

● 日本語サービス

● 日本食

通常日本人ホステスが乗船し船内で皆様のサポートをいたします。船内新聞や船内で配布
するレター、レストランのメニューなど各種案内物も英語のものに加えて日本語をご用意して
おります。日本人ホステスが対応するホスピタリティデスクが設置されている時間帯もござい
ますので個人旅行でも安心してご参加いただけます。
（予告なしに変更になる場合があります。）

朝・昼食時にビュッフェコーナーにて、簡単な日本食（白飯・
おかゆ・お漬物・焼き魚等）が用意される予定です。

日本のお客様向けサービス

※バルコニー付客室のm2数には、バルコニーの面積を含みます。　※おもてなしの内容は、船側の事情により予告なく変更となる場合がございます。

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

イメージ
イメージ

お部屋の一例（イメージ） お部屋の一例（イメージ）

お部屋の一例（イメージ）

お部屋の一例（イメージ）

お部屋の一例（イメージ）
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旅 行 企 画 ・ 実 施

ご案内とご注意
■ご予約について
● 同室の3～4人目代金はコース、ご利用の客室のカテゴリーにより異なりま
す。ただし、カテゴリー、予約状況によっては利用できない場合があります。
● 租税・手数料及び港湾費用：旅行代金には、租税・手数料及び港湾費用は
含まれておりません。旅行出発日の75日前までに確定し、ご請求させて頂
きます。それ以降に為替変動等による過不足が生じましても追加徴収又は
返金はありません。
● 航路や出入港時間は、船舶航行規制、港湾、出入国管理などの事情および
天候などの理由により、寄港地の変更または、抜港・出入港時間の変更、寄
港順入替となる場合がございます。
● お部屋番号、位置、レストラン（2回制）の食事回の指定はできません。
● 各寄港地のオプショナルツアーは別料金となります。
■渡航手続きについて
旅行に必要な旅券（パスポート）、査証（ビザ）、再入国許可及び各種証明
書の取得については、お客様自身で行って頂きます。これらの手続代行に
ついては、販売店が渡航手続き料金をいただいてお受けいたします。
日本国籍ではないお客様は、ご自身で自国・渡航先国の大使館、入国管理
事務所へお問合せください。
●旅券（パスポート）について：当パンフレットに掲載している旅行には、日
本帰国時点で有効期間が6か月以上残っている旅券が必要です。
● 査証（ビザ）について：①Q027は、カナダ・アメリカ入国に際して、電子
渡航認証（アメリカ/ESTA/14US$、カナダ/eTA/７カナダドル）の取得
が必要です。ご旅行時点で、有効のESTAとeTAをお持ちでない方は各
国大使館のWEBサイトよりご自身で取得されるか販売店にご相談くださ
い。③Q029は、ロシア査証の取得が必要です。船会社主催のオプショ
ナルツアーに参加の場合は査証取得を免除される場合がございます。詳
細は、ご参加者様へ追ってご案内致します。他のコースは、日本国籍の
方は、査証の取得は不要です。

■航空機について
●ビジネスクラスについて
　基本コースのご予約と同時にお申し出ください。座席のご希望も併せて
予約時にお申し出ください。お申し込み後の手配のため、ご希望に沿え

ない場合があります。予約をお取りできず、基本コース自体を取り消す場
合、お申し出時期によっては取消料が必要となります。
●共同運航便について
　利用航空会社によっては、他航空会社との共同運航便となることがあり
ます。この場合、他航空会社の機材及び客室乗務員となることもあります。
詳しくは最終日程表でご確認ください。

■海外の空港税等について ＜①Q027⑤Q031＞
航空機の乗降地、経由地及び為替レートによって合計金額が異なることが
あります。お支払いいただく合計金額は、ご出発の75日前に確定し、ご請
求させて頂きます。それ以降の為替変動による追加徴収、返金は致しません。
■燃油サーチャージについて＜①Q027⑤Q031＞
旅行代金には燃油サーチャージ14,000円＜①Q027＞、3,430円＜⑤
Q031＞（2018年12月21日現在の目安）は含まれておりません。旅行出発
日の75日前までに確定し、ご請求させて頂きます。それ以降に為替変動等
による過不足が生じましても追加徴収又は返金はありません。また、燃油
サーチャージの確定までに燃油サーチャージが廃止となった場合、当社は
請求を取りやめます。
■国際観光旅客税について
●観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財
源を確保するために、「国際観光旅客税」が創設されました。「国際観光
旅客税」は、船舶又は航空会社が、チケット代金に上乗せする等の方法で、
2019年1月7日以降に日本から出国するお客様から徴収（出国１回につ
き1,000円）するものです。

■海外危険情報及び衛生状況について
●渡航先（国又は地域）によっては、「外務省海外危険情報」等により国・地
域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申込の際に
海外危険情報に関する書面をお渡し致します。また、「外務省海外安全
ホームページ（https://www.anzen.mofa.go.jp/）」でもご確認できま
す。旅行日程・滞在先・連絡先等を登録すると、滞在先の最新の危険情
報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省海外旅行登録システム
「たびレジ」（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/）への登録をお
勧めします。また、テロ・誘拐対策に関する「海外旅行のテロ・誘拐対策」

（https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/counter-terrorism.
pdf）をご確認ください。
●渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ
（http://www.forth.go.jp/）」でご確認ください。

■個人情報の取り扱い
当社らは、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報に
ついて、お客様との連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申し込
み頂いた旅行において運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関等について
は当該パンフレット記載の日程表及び最終日程表に記載されています。）の
提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要
な範囲内で利用させて頂きます。その他、当社らは、①当社及び当社の提
携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内とその手続き②旅行
参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サー
ビスの提供⑤統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させて頂くこと
があります。
当社は、お申し込み頂いた旅行の手配の為に、運送・宿泊機関等及び手配代
行者に対し、お客様の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、パ
スポート番号等の個人情報を、予め郵便、電子的方法等で送付することによっ
て提供致します。また、当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜の為、
お客様の氏名、性別、パスポート番号、及び搭乗される航空便名等を土産
物店に予め郵便、電子的方法等で送付することによって提供致します。
■お客様の健康情報について
本ご旅行では参加者全員に健康アンケートの提出をお願いしています。また、
医師による診断書の提出をお願いする場合がありますのでご協力ください。
■海外旅行保険への加入について
ご旅行中に病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかること
があります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が
大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障
害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入する
ことをお勧めします。海外旅行保険についてはお申し込みの旅行取扱店に
お問い合わせください。

健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・
動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介
助犬）をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必

要となる旨をお申し出ください（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。）。
当社は可能な範囲でこれに応じます。尚、お客様のお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措
置に要する費用はお客様の負担となります。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取り引きの責任者です。このご旅行の契約に
関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

東京203-5213-9987 〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8階
総合旅行業務取扱管理者：生田隆雄   Eメールアドレス cct@ytk.co.jp

横浜2045-640-6560 〒231-0002 横浜市中区海岸通3-9 横浜郵船ビル3階
総合旅行業務取扱管理者：菅知範   Eメールアドレス ccy@ytk.co.jp

名古屋2052-561-1354 〒450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1　名古屋国際センタービル18階
総合旅行業務取扱管理者：齋藤愛弓   Eメールアドレス ccn@ytk.co.jp

大阪206-6251-5881 〒541-0053 大阪市中央区本町3-2-6 本町ドリームビル7階
総合旅行業務取扱管理者：廣政有香  Eメールアドレス  cck@ytk.co.jp

神戸2078-251-6218 〒651-0085 神戸市中央区八幡通4-2-18 昭和住宅・福本ビル5階
総合旅行業務取扱管理者：谷維人  Eメールアドレス  ccu@ytk.co.jp

福岡2092-475-0011 〒812-0018 福岡市博多区住吉4-3-2 博多エイトビル5階
総合旅行業務取扱管理者：吉川健二  Eメールアドレス  wfs@ytk.co.jp

お問い合わせ・お申し込みは下記クルーズセンターまで

上記各営業所の営業時間：月〜金曜 09：30〜18：00（土・日・祝日休業）

観光庁長官登録旅行業第1267号
〒101-8422  東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8階
ホームページアドレス  https://www.ytk.jp

旅行条件（要約）　（詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申込みください。）
■募集型企画旅行契約
この旅行は、郵船トラベル株式会社（以下「当社」といいます。）が企画・実施
する旅行であり、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。また、旅行
条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお
渡しする確定書面（最終旅行日程表）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。
■旅行のお申し込みと契約の成立時期 
●当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて、当社所定
の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、申込金として旅行代金の
20%以上を添えてお申し込み頂きます。申込金は旅行代金をお支払い頂
くときに、その一部として取り扱います。また、旅行契約は、当社らが契
約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
●当社らは、電話、郵便、ファクシミリ及び電子メールその他の通信手段
による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合、予
約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知し
た日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをして
頂きます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場
合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。
●旅行契約は、電話によるお申込の場合には、申込金を当社らが受領した
ときに、また、郵便、ファクシミリ又は電子メール等でお申し込みの場合
には、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通
知を出したときに成立致します。また、電話、郵便、ファクシミリ、電子
メールその他の通信手段でお申し込みの場合であっても、クレジットカー
ド決済による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話
又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発したときに成立し、
当社らが電子メール等の電子承諾通知による方法により通知する場合
は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。

■旅行代金のお支払い 
旅行代金（又は申込金を差し引いた残金）は、旅行開始日の前日から起算し
て遡って75日目に当たる日より前にお支払い頂きます。
■旅行代金に含まれるもの 

＜①Q027、⑤Q031＞
旅行日程に明示した航空（エコノミークラス）、船舶等の運送機関の運賃・
料金、送迎バス等の料金、観光料金（バス料金・ガイド料金・入場料を含
む）、食事料金（税・サービス料金を含む）、航空会社規定の手荷物運搬料
金、団体行動中のチップ、ペントハウス、プリンセススイートのお客様の船
内チップ
 ＜②Q028③Q029④Q030＞
旅行日程に明示した船舶等運送機関の運賃・料金、食事料金（税・サービス
料金を含む）、全ての客室カテゴリのお客様の船内チップ
※お客様のご都合により、旅行代金に含まれるものを一部利用されなくて
も払い戻しは致しません。
■旅行代金に含まれないもの 
＜①Q027、⑤Q031＞
航空会社の規定を超えた超過手荷物料金、個人的性質の諸費用（クリーニ
ング代、電話料等）、傷害・疾病に関する医療費、渡航手続関係諸費用（旅
券印紙代、査証料、予防接種料金等）、日本国内における自宅から発着港・
空港等集合・解散地点までの交通費や宿泊費等、希望者のみが参加するオ
プショナル・ツアーの料金、日本の空港の空港施設使用料等、海外の空港、
運送機関が課す付加運賃・料金（燃油サーチャージなど）、国際観光旅客税、
租税・手数料及び港湾費用、クラブバルコニー・海側バルコニー・海側・内側
のお客様の船内チップ
＜②Q028③Q029④Q030＞
個人的性質の諸費用（クリーニング代、電話料等）、傷害・疾病に関する医
療費、渡航手続関係諸費用（旅券印紙代、査証料、予防接種料金等）、日
本国内における自宅から発着港等集合・解散地点までの交通費や宿泊費
等、希望者のみが参加するオプショナル・ツアーの料金、国際観光旅客税、
租税・手数料及び港湾費用
■取消料  
お客様は右記に記載した取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行
契約を解除することができます。但し、契約解除のお申し出は、お申し込
みの旅行取扱店の営業時間内にお受けします。

※取消料の基準となる旅行代金とは、旅行代金に追加代金を加算し、割引
代金を減じた合計金額となります。
※お客様の取消により1人１部屋となった場合、1名様1室利用の場合のご
旅行代金との差額が必要となります。
■当社の責任 
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合には、当社
は責任を負いません。（ア）天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じ
る旅行日程の変更もしくは旅行の中止（イ）運送・宿泊機関等の事故、火災
により発生する損害（ウ）運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれ
らのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止（エ）官公署の命令、
外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程
の変更、旅行の中止（オ）自由行動中の事故（カ）食中毒（キ）盗難（ク）運送
機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる
旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
■旅行条件・旅行代金の基準   
この旅行条件は2018年12月21日を基準としています。また、旅行代金は
2018年12月21日現在の有効なものとして公示されている運賃・規則を基
準として算出しています。

取消料について

＜②Q028③Q029④Q030＞
取　消　日 取消料

旅行開始の日の前日から
起算してさかのぼって

74日～ 57日前まで 旅行代金の20％
56日～ 29日前まで 旅行代金の50％
28日～ 15日前まで 旅行代金の75％
14日前以降 旅行代金の100％

＜①Q027、⑤Q031＞
取　消　日 取消料

旅行開始の日の前日から
起算してさかのぼって

74日～ 57日前まで 旅行代金の10％
56日～ 29日前まで 旅行代金の25％
28日～ 15日前まで 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％

 2019年11月30日（土）まで にご予約の上、申込金をお
支払いいただいたワールドクラブメンバーのお客様にはク
ルーズ期間・ご利用の客室カテゴリーに応じて、下記の金
額のオンボード・クレジットをキャビンに付与いたします。
2名1室にてご予約いただき、1名様のみリピーターの場
合、初乗船のご同行者様にも当特典が適用となります。

※上記金額は2人部屋を1～2名で利用した場合の1名様あたりの金額となります。 ※3～4名で1室利用時の3～4人目は対象外となります。 
※1名1室利用の場合は2倍となります。 ※2005年以前ご乗船分は船会社にて履歴の確認ができず、特典を付与できない場合がございます。

客室カテゴリー 付与金額

クイーンズスイート以上 US$ 500
プリンセススイート US$ 400
海側バルコニー＆クラブバルコニー US$ 250
海側＆内側 US$ 200

キュナード・ワールドクラブ
メンバー（リピーター）特典

リピーターの
お客様へ
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世界で最も有名な客船

クイーン・エリザベス

就航 ： 2010年（2018年11月改装）
全長 ： 294m　全幅 ： 32.25m
旅客定員 ： 2,081名　総トン数 ： 90,900トン
船籍 ： 英国領バミューダ
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