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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。
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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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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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パンフレットに掲載された寄港時間は目安です｡日程･寄港時間等は天候･港湾等の事情により予告なく変更される場合があります｡

■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･募集し実施する旅行で､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､契約の内容･条件は､この書面によるほか､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｡
■旅行のお申込みと契約の成立時期
●当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ､申込金としてお一人様あたり旅行代金の
20％を添えてお申し込みください｡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､
当社が旅行契約の締結を承諾する旨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｡
■お申込み条件
●21歳未満の方は保護者の同行を条件とします。
●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､認
知症の方､食物アレルギー･動物犬)をお連れの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｡)あらためて当社からご案内申し上げま
すので､旅行中に必要となる措置の内容を具体的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｡
●当社は旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行､医師による｢お客様の
健康情報｣(所定書式)の提出､コースの一部について内容を変更することを条件とすることがあ
ります｡また､お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約の
お申し込みをお断りし､または旅行契約の解除をさせていただくことがあります｡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。

●生後6か月未満の乳幼児はご乗船いただけません｡
●クルーズの下船日に有効期間が6か月以上残っている旅券が必要です｡
※日本国籍でないお客様は､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90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
旅行日程に明示した船舶の運賃･料金･食事代･船内イベント参加費用
※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以下に例示します
租税､手数料および港湾費用､船内での有料サービス､飲料代､クリーニング代､電報･電話料等個
人的性質の諸費用及びそれに伴う税･サービス料､疾病･傷害に関する治療費及びそれに伴う諸
費用､乗船港まで及び下船港からの交通費･宅配便代･その他個人的費用､希望者のみ参加する各
寄港地でのオプショナルツアーの旅行代金､任意の旅行保険料並びに携帯品保険料､客室タイプ
変更による追加代金､規定を超えた超過手荷物料金､渡航手続関係諸費用(旅行印紙代､査証等)
■食事回数
(Q315､Q317､Q318) :朝食9回､昼食8回､夕食9回 (Q316) :朝食8回､昼食7回､夕食8回
■旅行契約内容の変更
当社は､天災地変､戦乱､暴動､運送･宿泊機関等の旅行サービス提供の中止､官公署の命令､当初
の運航計画によらない運送サービスの提供等の当社が関与しえない事由が生じた場合､契約内
容を変更することがあります｡
■旅行代金の額の変更
●当社は､利用する運輸機関の運賃･料金の大幅な改定により､旅行代金の額を変更することが
あります｡増額の場合は､旅行開始日の前日から起算してさかのぼって､15日目にあたる日より
前にお知らせします｡
●運送･宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる募集型企画旅行で､旅行契約の成立後に当
社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になった時は､旅行代金の額を変更するこ
とがあります｡取り消しによって利用人数が変更となった時は､取り消したお客様より所定の取
消料をいただきます｡

■取消料(お客様による旅行契約の解除)
●お客様はいつでも次に定める取消料を払って旅行契約を解除することができます｡ただし､契
約解除のお申し出は､営業時間内にお受けします｡
●当社の責任とならない各種ローンの取り扱い及びその他渡航手続き上の事由に基づき､お取
り消しになる場合も下記の取消料をお支払いいただきます｡

■旅程管理
添乗員は同行しませんが､船内では係員がお世話いたします｡
■最少催行人員:1名様
■旅行条件･旅行代金の基準
この旅行条件は2022年7月1日を基準としています｡また､旅行代金は2022年7月1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｡
●船舶航行規制､港湾､出入国管理､天候などの事情により､経路や出入国時間が変更となる場合
がございます｡
■個人情報の取り扱いについて
●当社は､旅行申込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､お客様との間の連
絡のために利用させていただくほか､当社の旅行契約上の責任､事故時の費用等を担保する保険
の手続き上必要な範囲内でそれら船舶･保険会社等に対し､あらかじめ電子的方法等で送付する
ことによって提出いたします｡お申込みいただく際には､これら個人データの提供についてお客
様に同意いただくものとします｡このほか､当社では､旅行保険等旅行に必要な当社と提携する
企業の商品やサービスのご案内､当社の商品やキャンペーンのご案内のために､お客様の個人情
報を利用させていただくことがあります｡

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､ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください｡

クイーン･エリザベス
2023年 春 日本発着クルーズ

寄港地 国名 入港 出港
1 4月19日(水) 横浜 日本 午後乗船 19:00
2 4月20日(木) クルージング ー ー
3 4月21日(金) 八代 日本 9:00 16:00
4 4月22日(土) 福岡 日本 9:00 18:00
5 4月23日(日) 釜山 韓国 7:00 18:00
6 4月24日(月) クルージング ー ー
7 4月25日(火) 金沢 日本 6:30 18:00
8 4月26日(水) 秋田 日本 9:00 17:00
9 4月27日(木) クルージング ー ー
10 4月28日(金) 横浜 日本 午前下船 ー

寄港地 国名 入港 出港
1 5月6日(土) 横浜 日本 午後乗船 19:00
2 5月7日(日) クルージング ー ー
3 5月8日(月) クルージング ー ー
4 5月9日(火) 基隆 台湾 8:00 18:00
5 5月10日(水) 花蓮 台湾 8:00 17:00
6 5月11日(木) 宮古島 日本 8:00 18:00
7 5月12日(金) 那覇 日本 8:00 18:00
8 5月13日(土) クルージング ー ー
9 5月14日(日) クルージング ー ー
10 5月15日(月) 横浜 日本 午前下船 ー

寄港地 国名 入港 出港
1 4月28日(金) 横浜 日本 午後乗船 22:00
2 4月29日(土) クルージング ー ー
3 4月30日(日) 鹿児島 日本 8:00 18:00
4 5月1日(月) クルージング ー ー
5 5月2日(火) 釜山 韓国 7:00 18:00
6 5月3日(水) 福岡 日本 6:30 22:00
7 5月4日(木) 長崎 日本 8:00 17:00
8 5月5日(金) クルージング ー ー
9 5月6日(土) 横浜 日本 午前下船 ー

■海外旅行保険への加入のすすめ
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込みの旅行取扱店にお問い合わせください｡

YTK-2022004

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､お申し込みください｡

旅行企画･実施

上記各営業所の営業時間: 月～金曜10:00～17:00(土･日･祝祭日休業)

♦取消料:

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 取消料

90日前まで 無料

89日前～61日前 旅行代金の20%

60日前～31日前 旅行代金の50%

30日前～15日前 旅行代金の75%

14日前～当日･連絡無しの取消 旅行代金の100%

寄港地 国名 入港 出港
1 5月15日(月) 横浜 日本 午後乗船 19:00
2 5月16日(火) クルージング ー ー
3 5月17日(水) 広島 日本 8:00 20:00
4 5月18日(木) クルージング ー ー
5 5月19日(金) 釜山 韓国 7:00 18:00
6 5月20日(土) 長崎 日本 6:30 18:00
7 5月21日(日) 油津(宮崎） 日本 8:00 19:00
8 5月22日(月) 高知 日本 8:00 19:00
9 5月23日(火) クルージング ー ー
10 5月24日(水) 横浜 日本 午前下船 ー

新緑の日本周遊と韓国 10日間 Q315 春の沖縄リゾートと台湾クルーズ 10日間 Q317

GW 新緑の九州と韓国 9日間 Q316 初夏の西日本歴史名所巡り 10日間 Q318

全コースチップ無料!! Q317 コース変更



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

春の沖縄
リゾートと台湾

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)

¥18,486 ¥16,852 ¥18,317 ¥18,925

(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

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

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｡
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｡)

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)  ※金額は変更になる場合があります


