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ようこそ、キュナードへ

ホワイト・スター・サービス

1840年に大西洋横断定期航路の運航開始をした歴史ある客船会社であるキュナードは、

世界で唯一、英国王室より客船に女王陛下の名称を付けることが許された客船会社として知られています。

キュナードが保有するクイーン・エリザベス、クイーン・メリー2、クイーン・ヴィクトリアの3隻は、

約180年に及ぶ歴史と英国の伝統に彩られた比類ないラグジュアリーなクルーズ体験を提供し続け、

世界中のセレブリティに時を超えて愛され続けてきました。

英国女王エリザベス2世に命名されたクイーン・エリザベスは、

キュナード伝統のエレガンスとサービスを受け継ぎつつ、快適な設備で皆様をお迎えしております。

初めてご乗船される方も、何度もご乗船いただいているキュナーダーも、クイーン・エリザベスで唯一無二の体験をお楽しみください。

ホワイト・スター・サービスは、高品質なサービスを定める基準として採用され続けてきました。

タイタニックを所有していたホワイト・スター・ラインと1934（昭和9）年に合併、その高品質なサービスと名前を承継しました。

キュナードの全てのクルーは「ホワイト・スター・アカデミー」で学び、

船舶についての知識やサービスの全てにおいて高いレベルでお応えできるよう訓練されています。

胸元のロゴ・バッジは、長い伝統と格式を誇る、比類なきサービスの証です。

ようこそ、キュナードへ

ホワイト・スター・サービス

1840年に大西洋横断定期航路の運航開始をした歴史ある客船会社であるキュナードは、

世界で唯一、英国王室より客船に女王陛下の名称を付けることが許された客船会社として知られています。

キュナードが保有するクイーン・エリザベス、クイーン・メリー2、クイーン・ヴィクトリアの3隻は、

約180年に及ぶ歴史と英国の伝統に彩られた比類ないラグジュアリーなクルーズ体験を提供し続け、

世界中のセレブリティに時を超えて愛され続けてきました。

英国女王エリザベス2世に命名されたクイーン・エリザベスは、

キュナード伝統のエレガンスとサービスを受け継ぎつつ、快適な設備で皆様をお迎えしております。

初めてご乗船される方も、何度もご乗船いただいているキュナーダーも、クイーン・エリザベスで唯一無二の体験をお楽しみください。

ホワイト・スター・サービスは、高品質なサービスを定める基準として採用され続けてきました。

タイタニックを所有していたホワイト・スター・ラインと1934（昭和9）年に合併、その高品質なサービスと名前を承継しました。

キュナードの全てのクルーは「ホワイト・スター・アカデミー」で学び、

船舶についての知識やサービスの全てにおいて高いレベルでお応えできるよう訓練されています。

胸元のロゴ・バッジは、長い伝統と格式を誇る、比類なきサービスの証です。



比類なき洋上の体験
歴史と伝統を守り、革新を続けたキュナード。クイーン・エリザベスの船上で夢のようなひとときを。

グランド・ロビー

クイーンズ・ルームアフタヌーン・ティーロイヤル・コート・シアター

スペシャリティ・レストラン

専用ダイニング　

アクティビティ、スパ、フィットネス

エンターテインメント

カフェ、パブ、バー、ラウンジ



キュナードの客船には多くの客室カテゴリーがあります。 
英国の古き良き時代の伝統を今に継承し、客室カテゴリーごとに専用のメイン・ダイニングを組み合わせています。

客室カテゴリーと客室レイアウト

グリルクラス ブリタニアクラス

マスター スイート　

ペントハウス　

クイーンズ スイート　

　トーイス  ドンラ グ

 ルリ グ・ ズンーイク

クラブ バルコニー　

ブリタニア・クラブ 

ブリタニア 

海側バルコニー　

プリンセス スイート　

 ルリ グ・スセンリプ

海側バルコニー限定特別プランを
ご用意しております

グリルクラスの特典

極上の時間を

上質のアメニティ

クイーンズ・グリルのお客様へ
特別サービスのご案内

海側　

デラックス（内側）　

スタンダード（内側）　
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テーマ
クルーズ

2023年 春の日本発着

テーマクルーズ  

新緑の日本周遊と韓国 10日間

ゴールデンウィーク 新緑の九州と韓国 9日間  

横浜～釜山 5日間

北海道とウラジオストク 10日間

初夏の西日本歴史名所巡り 10日間

釜山～横浜 6日間

1.122 mm
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クイーン・エリザベス デッキプラン

前方▶



前方▶
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Q315 Q316 Q317 Q318

4/19 4/28 5/6 5/15

新緑の
日本周遊と韓国

GW新緑の
九州と韓国

北海道と
ウラジオストク

初夏の西日本
歴史名所めぐり

9泊10日 8泊9日 9泊10日 9泊10日

キャビンタイプ
客室
タイプ

ご利用
レストラン

2名1室利用
(1名1室利用)

2名1室利用
(1名1室利用)

2名1室利用
(1名1室利用)

2名1室利用
(1名1室利用)

グランド スイート
(船体後方6･7F) 約128㎡ (バルコニー･バスタブ付)

Q1
¥1,752,000
(¥3,504,000)

¥1,750,000
(¥3,500,000)

¥1,752,000
(¥3,504,000)

¥1,943,000
(¥3,886,000)

マスター スイート
(船体中央7F) 約102㎡ (バルコニー･バスタブ付)

Q2
¥1,535,000
(¥3,070,000)

¥1,500,000
(¥3,000,000)

¥1,535,000
(¥3,070,000)

¥1,698,000
(¥3,396,000)

ペントハウス
(船体中央4～6･8F) 約47㎡ (バルコニー･バスタブ付)

Q3
¥883,000

(¥1,766,000)
¥950,000

(¥1,900,000)
¥883,000

(¥1,766,000)
¥970,000

(¥1,940,000)

ペントハウス
(船体中央7F) 約47㎡ (バルコニー･バスタブ付)

Q4
¥856,000

(¥1,712,000)
¥900,000

(¥1,800,000)
¥856,000

(¥1,712,000)
¥943,000

(¥1,886,000)

クイーンズ スイート
(船体後方) 約45㎡ (バルコニー･バスタブ付)

Q5
¥800,000

(¥1,600,000)
¥830,000

(¥1,660,000)
¥800,000

(¥1,600,000)
¥863,000

(¥1,726,000)

クイーンズ スイート
(船体前方･後方) 約45㎡ (バルコニー･バスタブ付)

Q6
¥700,000

(¥1,400,000)
¥720,000

(¥1,440,000)
¥700,000

(¥1,400,000)
¥719,000

(¥1,438,000)

P1
¥645,000

(¥1,290,000)
¥660,000

(¥1,320,000)
¥645,000

(¥1,290,000)
¥645,000

(¥1,290,000)

P2
¥600,000

(¥1,200,000)
¥630,000

(¥1,260,000)
¥600,000

(¥1,200,000)
¥600,000

(¥1,200,000)

A1
¥465,000
(¥813,750)

¥490,000
(¥857,500)

¥465,000
(¥813,750)

¥465,000
(¥813,750)

A2
¥450,000
(¥787,500)

¥470,000
(¥822,500)

¥450,000
(¥787,500)

¥450,000
(¥787,500)

BA
¥332,000
(¥528,000)

¥374,000
(¥654,500)

¥332,000
(¥528,000)

¥332,000
(¥528,000)

BB
¥322,000
(¥513,000)

¥369,000
(¥645,750)

¥322,000
(¥513,000)

¥322,000
(¥513,000)

BC
¥318,000
(¥507,000)

¥360,000
(¥630,000)

¥318,000
(¥507,000)

¥318,000
(¥507,000)

BD
¥316,000
(¥504,000)

¥355,000
(¥621,250)

¥316,000
(¥504,000)

¥316,000
(¥504,000)

BE
¥311,000
(¥496,500)

¥350,000
(¥612,500)

¥311,000
(¥496,500)

¥311,000
(¥496,500)

BF
¥305,000
(¥487,500)

¥345,000
(¥603,750)

¥305,000
(¥487,500)

¥305,000
(¥487,500)

CA
¥300,000
(¥480,000)

¥335,000
(¥586,250)

¥300,000
(¥480,000)

¥300,000
(¥480,000)

CB
¥300,000
(¥480,000)

¥330,000
(¥577,500)

¥300,000
(¥480,000)

¥300,000
(¥480,000)

EB
¥275,000
(¥481,250)

¥300,000
(¥525,000)

¥275,000
(¥481,250)

¥275,000
(¥481,250)

EC
¥270,000
(¥472,500)

¥290,000
(¥507,500)

¥270,000
(¥472,500)

¥270,000
(¥472,500)

EF
¥265,000
(¥463,750)

¥285,000
(¥498,750)

¥265,000
(¥463,750)

¥265,000
(¥463,750)

FB
¥260,000
(¥455,000)

¥280,000
(¥490,000)

¥260,000
(¥455,000)

¥260,000
(¥455,000)

FC
¥255,000
(¥446,250)

¥275,000
(¥481,250)

¥255,000
(¥446,250)

¥255,000
(¥446,250)

GA
¥250,000
(¥437,500)

¥270,000
(¥472,500)

¥250,000
(¥437,500)

¥250,000
(¥437,500)

GB
¥245,000
(¥428,750)

¥265,000
(¥463,750)

¥245,000
(¥428,750)

¥245,000
(¥428,750)

GC
¥240,000
(¥420,000)

¥260,000
(¥455,000)

¥240,000
(¥420,000)

¥240,000
(¥420,000)

IA
¥235,000
(¥411,250)

¥255,000
(¥446,250)

¥235,000
(¥411,250)

¥235,000
(¥411,250)

ID
¥230,000
(¥402,500)

¥250,000
(¥437,500)

¥230,000
(¥402,500)

¥230,000
(¥402,500)

IE
¥227,000
(¥397,250)

¥245,000
(¥428,750)

¥227,000
(¥397,250)

¥227,000
(¥397,250)

IF
¥225,000
(¥393,750)

¥240,000
(¥420,000)

¥225,000
(¥393,750)

¥225,000
(¥393,750)

¥16,341 ¥14,896 ¥16,191 ¥16,729

出発日･コース名

コース番号

クイーンズ･
グリル

★｢早期予約特典｣適応代金　★｢ソロ･クルーズ早期予約特典｣適応代金
･｢早期予約特典｣および｢ソロ･クルーズ早期予約特典｣は2022年8月31日までに海側バルコニーをご予約のお客様に適用となります｡
･上記代金は､2名1室利用時の大人1名あたりの代金､または､2名1室利用部屋を1名で利用した場合の大人1名あたりの代金です(日本円表記)｡ただし､1人利用客室の販売数には､制限があります
ので予めご了承ください｡予約状況によっては､利用できない場合もあります｡予約時にご確認ください｡ ･租税､国際観光旅客税､手数料及び港湾費用:1名あたりの代金で､別途申し受けます｡※国
際観光旅客税は出国1回につき､お一人様¥1,000を徴収いたします｡本ページに掲載の対象コース(コース番号:Q315､Q316､Q317､Q318)にお申し込みの場合はクルーズ代金にチップ代金が含まれ
ます｡(3名1室または4名1室利用時の3人目4人目の方は別途チップを申し受けます) ･3名1室または4名1室利用時の3人目4人目の方の代金は正規代金の半額となります｡(3名1室､4名1室利用可
能なお部屋カテゴリーについてはお問い合わせください｡)

(2022年8月31日まで有効)

デラックス(内側) 約19㎡
(シャワー付)

スタンダード(内側) 約14㎡
(シャワー付)

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

租税･手数料および港湾費用〈国際観光旅客税¥1,000含む〉
(別途申し受けます)

プリンセス スイート 約31㎡
(バルコニー･バスタブ付)

クラブバルコニー 約24㎡
(バルコニー･シャワー付)

海側バルコニー 約21㎡
(バルコニー･シャワー付)

海側バルコニー(視界が遮られます) 約21㎡
(バルコニー・シャワー付)

海側 約17㎡
(窓･シャワー付)

海側(視界が遮られます) 約17㎡
(窓･シャワー付)

日程


