
ゴールデン・ライオン・パブ／豊富な
種類のビールと名物フィッシュ＆
チップスなどのパブ・ランチも
お召し上がりいただけます。

最新のフィットネス器具が整っており、
スタジオではストレッチ、ピラティス、
ヨガ等のクラスが行われます。

スパ／屋内ハイドロ・プールもあります。
3層吹き抜けの優雅なグランド・ロビー。

ひときわ目を引くアールデコ調の寄木細工は
初代クイーン・エリザベスをモデルとした壁画です。

クイーンズ・ルーム／午後は弦楽四重奏やハープの
生演奏をバックにアフタヌーン・ティー、夜は社交ダンスが

開催される、洋上の社交場です。

洋上最大級の2階建ての図書館。
美しい螺旋階段は

一見の価値があります。

エンパイア・カジノ／ルーレット、
ブラックジャック等のテーブルゲームや
スロットマシンをお楽しみください。

ザ・ブック・ショップ／船に関する
書籍、記念品、ポストカード、

ポスター等を取り揃えております。

ロイヤル・コート・シアター／洋上初となるプライベート・
ボックス席を持つ、3階建ての本格的な劇場。

ダンス教室やフェンシング教室など
キュナードならではの催しも。

2024年春 東京発着クルーズ

いつかは乗ってみたい

クイーン・エリザベスで航く

クイーン・エリザベス

※写真は全てイメージです
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春爛漫 日本周遊と韓国 2024年3月28日(木)

▲

4月7日(日)�11日間 Q412

日付 寄港地 国名 入港 出港
1 3/28（木） 東京 日本 午後乗船 19：00

2 3/29（金） クルージング － －

3 3/30（土） 秋田	 日本 9：00 17：00

4 3/31（日） 金沢 日本 9：00 18：00

5 4/1（月） クルージング － －

6 4/2（火） 釜山 韓国 7：00 18：00

7 4/3（水） クルージング － －

8 4/4（木） 長崎 日本 6：30 17：00

9 4/5（金） クルージング － －

10 4/6（土） 清水 日本 8：00 20：00

11 4/7（日） 東京 日本 午前下船

クイーン・エリザベス　2024年春 東京発着クルーズ

日付 寄港地 国名 入港 出港
1 4/7（日） 東京 日本 午後乗船 19：00

2 4/8（月） クルージング － －

3 4/9（火） クルージング － －

4 4/10（水） 花蓮 台湾 10：00 18：00

5 4/11（木） 基隆 台湾 8：00 18：00

6 4/12（金） 石垣島 日本 6：30 18：00

7 4/13（土） 那覇 日本 8：00 18：00

8 4/14（日） クルージング － －

9 4/15（月） クルージング － －

10 4/16（火） 東京 日本 午前下船

春の沖縄リゾートと台湾クルーズ Q4132024年4月7日(日)

▲

4月16日(火)�10日間

日付 寄港地 国名 入港 出港
1 4/16（火） 東京 日本 午後乗船 19：00

2 4/17（水） クルージング － －

3 4/18（木） 神戸	 日本 9：00 17：00

4 4/19（金） 高知 日本 8：00 18：00

5 4/20（土） クルージング － －

6 4/21（日） 釜山 韓国 7：00 17：00

7 4/22（月） 長崎 日本 6：30 18：00

8 4/23（火） クルージング － －

9 4/24（水） 広島 日本 9：00 16：00

10 4/25（木） クルージング － －

11 4/26（金） 東京 日本 午前下船

新緑の西日本歴史名所巡り Q4142024年4月16日(火)

▲

4月26日(金)�11日間

※クルーズスケジュールや本船の運用により変更される場合がございます。予めご了承ください。

極上の時間を
◆	乗船時のウェルカム・ドリンクとチョコレート
◆	インスイート・ダイニング
　（客室内で専用ダイニングのメニューをご注
　		文いただけます）
◆	コンシェルジュ・サービス
◆	優先乗下船
◆	コートヤード／グリルズ・ラウンジ／グリル
ズ・テラスのご利用

クイーンズ・グリルのお客様へ
特別サービスのご案内
◆	バトラー・サービス
お荷物の荷解き、荷造りのお手伝い、夕食前
のカナッペのお届け、レストランのご予約など
がございましたらバトラーにご依頼ください。

◆	ディナー前のカナッペ・サービス
◆	インスイート・バー
ソフト・ドリンクの他、ワインボトル2本または
スピリッツ類からお選びいただいたものを補
充いたします。	※客室内のみご利用可

◆	書籍
◆	テンダーボートの優先乗下船（Q1～Q4）

乗船時のサービス
◆	優先乗船
　（クイーンズ・グリル、プリンセス・グリルの次にご案内）
客室サービス
◆	ミネラルウォーターの補充サービス
◆	専用のエスプレッソコーヒーマシンによるスペシャリ
ティコーヒー
◆	ワンランク上のバスローブ
ダイニングサービス
◆	ブリタニア・クラブ専用のシェフ監修の特別メニュー
◆	ゲリドンサービスによるフランベ料理の特別演出やク
ラシック・チーズコースのご案内
◆	アラカルト・メニューでのキュナードの人気料理のご
案内

上質のアメニティ
◆	地図　◆	コーヒーメーカー（ポッド式）
◆	柔らかいベロアのバスローブとスリッパ

ブリタニア・クラブの新特典グリルクラスの特典

金沢
伝統工芸品である九谷焼、加賀友禅、輪島塗
などを使用した作品が柱となって飾られてい
て、ターミナル内も楽しむことができます

©átoa

神戸
アクアリウムとアートが融合した新感覚の都
市型水族館アトアでは光、音、映像、香りなど
の演出によって異なる世界観を体感できます

石垣島
日本百景にも選ばれた川平湾は青から緑へ
と変化する美しいグラデーションで世界有数
の透明度を誇ります
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ゴールデンウィーク 新緑の日本周遊と韓国 Q4152024年4月26日(金)

▲

5月5日(日・祝)�10日間

日付 寄港地 国名 入港 出港
1 4/26（金） 東京 日本 午後乗船 22：00

2 4/27（土） クルージング － －

3 4/28（日） 青森	 日本 8：00 18：00

4 4/29（月・祝） 秋田 日本 8：00 18：00

5 4/30（火） クルージング － －

6 5/1（水） 釜山 韓国 7：00 17：00

7 5/2（木） 長崎 日本 7：00 17：00

8 5/3（金・祝） 鹿児島	 日本 8：00 17：00

9 5/4（土・祝） クルージング － －

10 5/5（日・祝） 東京 日本 午前下船

クイーン・エリザベス　2024年春 東京発着クルーズ

日付 寄港地 国名 入港 出港
1 5/5（日・祝） 東京 日本 午後乗船 19：00

2 5/6（月・休） クルージング － －

3 5/7（火） 別府	 日本 8：00 17：00

4 5/8（水） クルージング － －

5 5/9（木） 釜山 韓国 7：00 18：00

6 5/10（金） 佐世保 日本 7：00 18：00

7 5/11（土） クルージング － －

8 5/12（日） クルージング － －

9 5/13（月） 清水 日本 8：00 18：00

10 5/14（火） 東京 日本 午前下船

ビッグバンドボール 初夏の九州と韓国 2024年5月5日(日・祝)

▲

5月14日(火)�10日間 Q416

日付 寄港地 国名 入港 出港
1 5/14（火） 東京 日本 午後乗船 19：00

2 5/15（水） クルージング － －

3 5/16（木） 鹿児島	 日本 8：00 16：00

4 5/17（金） 済州島 韓国 7：30 18：00

5 5/18（土） クルージング － －

6 5/19（日） 基隆 台湾 8：00 18：00

7 5/20（月） クルージング － －

8 5/21（火） 長崎 日本 7：00 17：00

9 5/22（水） 油津（宮崎） 日本 8：00 18：00

10 5/23（木） クルージング － －

11 5/24（金） 東京 日本 午前下船

初夏の九州と済州島・台北クルーズ 2024年5月14日(火)

▲

5月24日(金)�11日間 Q417

※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。

★	船内は日本語スタッフも乗船いたします。　★	日本語の船内新聞やメニューをご用意いたします。
★	ブッフェレストランにて朝食時はご飯・おかゆ・味噌汁・漬物、昼食時は巻き寿司や麺類などの簡単な日本食をご提供する予定です。
　（メニューは変更となる場合がございます。）　
★	110ボルト・220ボルト、60サイクルの2穴もしくは3穴の電源プラグがあり、日本の自動変圧機能のある電気器具をご使用になれます。

客室アメニティ

日本語スタッフ

基本設備
◆	エアコン（客室で調整可能）　◆	電話　
◆	冷蔵庫　◆	テレビ
◆	セーフティ・ボックス（金庫）
◆	湯沸かしポット（コーヒー・紅茶メーカー）
◆	ヘアドライヤー
◆	バスタブ（グリルクラスのみ）
※車椅子対応のお部屋にはバスタブがございません。

共通のアメニティ
◆	タオル類（バス／フェイス／プール用）
◆	バスローブ　◆	スリッパ
◆	シャンプー・コンディショナー
◆	固形石けん、ボディーソープ　◆	ボディーローション
◆	ミネラルウォーター（グリルクラスは無料）
※		アメニティと設備は予告なしに変更される場合がございます。
あらかじめご了承ください。歯磨きセット、シェーバー、パジャマ
はございませんのでご注意ください。 （イメージ）

鹿児島
市の中心部を流れる甲突川などでは桜並木
の遊歩道があり、春には何百本もの桜が咲き
誇ります

©Truphotos,WeizhongDeng

長崎
稲佐山に新しくオープンしたスロープカーでは、
ロープウェイでは見ることのできない山と海両
方の異国情緒溢れる風景をご覧いただけます

※4/26（金）の乗船日、チェックインは19時まで。お仕事帰りでもご参加いただけます。

1930年～40年代のビッグバンドの雰囲気を
取り入れ、クイーン・エリザベス船内のミュー
ジシャンと英国のビッグバンドシーンの著名
ミュージシャンによって構成された18人編成
のオーケストラが演奏する華やかな音楽をお
楽しみいただける特別クルーズです

テーマクルーズ
～ビッグバンド・ボール～
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クイーン・エリザベス 特典のご紹介

海側バルコニー客室限定（BA〜CB）

早期予約特典 早 割

対象期間にご予約完了いただきますと、海側バルコニー客室限定にて、旅行代金から30,000円割引が適用されます。
※2名1室利用時、1人目・2人目のみ適用可能です。3名1室利用の場合、3人目の方は適用できません。
※ソロ・クルーズ特別代金、リピーター特典との併用はできません。　※キャンセル待ちは対象外です。

ご予約期間　2023年4月18日（火）まで

※早期予約特典、リピーター特典との併用はできません。　※数に限りがありますので、満室になり次第キャンペーン終了となります。

対象期間にご予約完了いただきますと、海側バルコニー客室限定にて、1名1室でご利用いただく場合、お1人様 
利用代金が通常2名1室利用代金の175％のところを150％にてご利用いただけます。

ご予約期間　2023年8月31日（木）まで

ご希望の階、中央・前方・後方、エレベーター近く、右舷・左舷などご希望がございましたらお申し付けください。
※混雑状況によりご希望に添えない場合がございます。また船会社の調整により変更となる場合がございます。

1. 客室番号のご希望を承ります。

1回目（17：30頃）、２回目（20：00頃）、オープンダイニング（レストラン営業時間内でのご利用）からお選びください。
※混雑状況によりご希望に添えない場合がございます。また船会社の調整により変更となる場合がございます。

2. 夕食回のご希望を承ります。

船内の見所を隈なくご案内するシップツアー、気軽に不明な点などをご質問、ご相談いただける受付デスク、郵船トラベル 
日本語船内新聞、寄港地の情報などをご案内いたします。
特に初めてクイーン・エリザベスにご乗船のお客様にとって心強い存在になるよう心をこめてご案内いたします。
※お客様が15名様以上ご参加の場合に限ります。

3. 郵船トラベルのお客様専用コーディネーターの乗船

過去キュナード・ラインにご乗船になり、リピーター会員に登録されたお客
様は対象期間にご予約完了いただきますと、オンボード・クレジット（注） 

をお付けいたします。
※ご予約時にリピーターである旨お申し出ください。
※2名1室利用時、1人目・2人目のみ適用可能です。3名1室利用の場合、3人目の方は適用できません。
※早期予約特典、ソロ・クルーズ特別代金との併用はできません。
※特典内容は予告なく変更となる場合がございます。
（注）	オンボード・クレジットとは、船内のショップやダイニングのビール代、スパ、キュナード主催の寄港

地観光ツアー等のお支払いなどにご利用いただけます。

ご予約期間　2023年4月18日（火）まで

キュナード・ワールドクラブメンバー（リピーター）特典

客室タイプ 2名1室利用時の
1名あたり（単位：USドル）

クイーンズ・グリル ＄300
プリンセス・グリル ＄250
海側バルコニー ＄150
海側／内側 ＄100
シングル ＄100

郵船トラベルクルーズセンターならではのこだわり

ソロ・クルーズ（シングル利用）特別代金 ソロ・クルーズ

郵船トラベルクルーズセンターのスタッフは、全員クルーズコンサルタント有資格者です。クルーズに熟知した専門
スタッフが、日頃より皆様のクルーズがより素晴らしいご体験となるようにお手伝いさせていただいております。
大手旅行会社には無いきめ細かいサービスや迅速な情報発信により、日本全国のリピーターの方からご支持を
いただいております。クルーズのご予約は、ぜひ専門の当社へ！ どうぞお気軽にお問い合わせください。
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コース番号 Q412 Q413 Q414 Q415 Q416 Q417

出発日・
コース名

3/28
春爛漫

日本周遊と
韓国
早 割

ソロ・クルーズ

4/7
春の沖縄

リゾートと
台湾クルーズ

早 割
ソロ・クルーズ

4/16
新緑の

西日本歴史
名所巡り

早 割
ソロ・クルーズ

4/26
GW新緑の
日本周遊と

韓国
早 割

ソロ・クルーズ

5/5
ビッグバンドボール

初夏の九州
と韓国
早 割

ソロ・クルーズ

5/14
初夏の九州
と済州島・

台北クルーズ
早 割

ソロ・クルーズ

日程 10泊11日 9泊10日 10泊11日 9泊10日 9泊10日 10泊11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）

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

クイーンズ・	
グリル
（1回制）

¥2,070,000
（¥4,140,000）

¥1,990,000
（¥3,980,000）

¥1,830,000
（¥3,660,000）

¥2,240,000
（¥4,480,000）

¥1,760,000
（¥3,520,000）

¥1,860,000
（¥3,720,000）

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 ¥1,740,000

（¥3,480,000）
¥1,670,000

（¥3,340,000）
¥1,580,000

（¥3,160,000）
¥1,910,000

（¥3,820,000）
¥1,520,000

（¥3,040,000）
¥1,600,000

（¥3,200,000）

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 ¥1,000,000

（¥2,000,000）
¥980,000

（¥1,960,000）
¥910,000

（¥1,820,000）
¥1,100,000

（¥2,200,000）
¥890,000

（¥1,780,000）
¥920,000

（¥1,840,000）

ペントハウス
（船体中央7F）約47㎡（バルコニー・バスタブ付） Q4 ¥960,000

（¥1,920,000）
¥900,000

（¥1,800,000）
¥860,000

（¥1,720,000）
¥1,040,000

（¥2,080,000）
¥830,000

（¥1,660,000）
¥870,000

（¥1,740,000）

クイーンズ�スイート�
（船体後方4、5、8F）約45㎡（バルコニー・バスタブ付） Q5 ¥910,000

（¥1,820,000）
¥880,000

（¥1,760,000）
¥820,000

（¥1,640,000）
¥990,000

（¥1,980,000）
¥810,000

（¥1,620,000）
¥840,000

（¥1,680,000）

クイーンズ�スイート�
（船体前・後方4、5、7、8F）約45㎡（バルコニー・バスタブ付） Q6 ¥850,000

（¥1,700,000）
¥820,000

（¥1,640,000）
¥770,000

（¥1,540,000）
¥900,000

（¥1,800,000）
¥720,000

（¥1,440,000）
¥810,000

（¥1,620,000）

プリンセス�スイート�
（船体中央7・8F）約31㎡（バルコニー・バスタブ付） P1 プリンセス・	

グリル
（1回制）

¥730,000
（¥1,460,000）

¥710,000
（¥1,420,000）

¥660,000
（¥1,320,000）

¥810,000
（¥1,620,000）

¥650,000
（¥1,300,000）

¥680,000
（¥1,360,000）

プリンセス�スイート�
（船体前方・中央4～6F）約31㎡（バルコニー・バスタブ付） P2 ¥680,000

（¥1,360,000）
¥650,000

（¥1,300,000）
¥600,000

（¥1,200,000）
¥770,000

（¥1,540,000）
¥610,000

（¥1,220,000）
¥640,000

（¥1,280,000）

クラブバルコニー�約24㎡
（バルコニー・シャワー付）

A1 ブリタニア・	
クラブ
（1回制）

¥530,000
（¥927,500）

¥510,000
（¥892,500）

¥480,000
（¥840,000）

¥580,000
（¥1,015,000）

¥470,000
（¥822,500）

¥480,000
（¥840,000）

A2 ¥520,000
（¥910,000）

¥470,000
（¥822,500）

¥450,000
（¥787,500）

¥570,000
（¥997,500）

¥440,000
（¥770,000）

¥460,000
（¥805,000）

海側バルコニー�約21㎡
（バルコニー・シャワー付）

BA

ブリタニア・	
レストラン
（2回制
または
オープン
ダイニング）

¥360,000※

（¥540,000）
¥340,000※

（¥510,000）
¥330,000※

（¥495,000）
¥380,000※

（¥570,000）
¥310,000※

（¥465,000）
¥300,000※

（¥450,000）
BB

BC
¥350,000※

（¥525,000）
¥330,000※

（¥495,000）
¥320,000※

（¥480,000）
¥370,000※

（¥555,000）
¥300,000※

（¥450,000）
¥290,000※

（¥435,000）
BD

BE
¥330,000※

（¥495,000）
¥320,000※

（¥480,000）
¥300,000※

（¥450,000）
¥350,000※

（¥525,000）
¥290,000※

（¥435,000）
¥270,000※

（¥405,000）
BF

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）

CA
¥320,000※

（¥480,000）
¥300,000※

（¥450,000）
¥280,000※

（¥420,000）
¥340,000※

（¥510,000）
¥280,000※

（¥420,000）
¥260,000※

（¥390,000）
CB

海側�約17㎡
（窓・シャワー付）

EB

¥300,000
（¥525,000）

¥260,000
（¥455,000）

¥270,000
（¥472,500）

¥330,000
（¥577,500）

¥250,000
（¥437,500）

¥250,000
（¥437,500）EC

EF

海側（視界が遮られます） 約17㎡
（窓・シャワー付）

FB
¥290,000

（¥507,500）
¥250,000

（¥437,500）
¥265,000

（¥463,750）
¥320,000

（¥560,000）
¥240,000

（¥420,000）
¥240,000

（¥420,000）
FC

デラックス（内側）�約19㎡
（シャワー付）

GA

¥280,000
（¥490,000）

¥240,000
（¥420,000）

¥260,000
（¥455,000）

¥300,000
（¥525,000）

¥230,000
（¥402,500）

¥220,000
（¥385,000）GB

GC

スタンダード（内側）�約14㎡
（シャワー付）

IA

¥260,000
（¥455,000）

¥230,000
（¥402,500）

¥230,000
（¥402,500）

¥290,000
（¥507,500）

¥210,000
（¥367,500）

¥200,000
（¥350,000）

ID

IE

IF

租税・手数料および港湾費用〈国際観光旅客税¥1,000含む〉 約¥16,475 約¥15,956 約¥16,078 約¥17,855 約¥15,726 約¥16,462

・2名1室利用時の大人1名あたりの代金、（ ）内は1名で利用した場合の大人1名あたりの代金です。
・3名1室利用の3人目の代金は正規代金の半額となります（1,000円未満は切り上げ）。内側および海側（視界が遮られます）は3名1室の設定はありません。
・2名1室利用はチップが代金に含まれています。3名1室利用の3人目は別途船内でお支払いください。
・租税、手数料および港湾費用は1名あたりの代金で、別途申し受けます。また現地事情により変更になる場合があります。（基準日 2022年12月15日）

※海側バルコニーは早期予約特典適用前の代金、ソロ・クルーズは特別代金適用後の代金となります。

2024年 春 
クイーン・エリザベス 
東京発着クルーズ
旅行代金表
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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･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2週間以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます｡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
成立いたします｡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｡）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12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いただきます｡
■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
しはいたしません。）
■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

（Q412､Q414､Q417） : 朝食10回､昼食9回､夕食10回
（Q413、Q415、Q416） : 朝食9回、昼食8回、夕食9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％
■添乗員　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12月15日を基準としています｡また､旅行代金は
2022年12月15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。

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｡

スタンダード（内側）
IA、ID、IE、IF

約14㎡
シャワー付

YTK-2022030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）

お問い合わせ・お申込みは下記クルーズセンターへ

旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第1267号（JATA正会員）
〒101-8422  東京都千代田区神田神保町2-2 ミレーネ神保町ビル
ホームページアドレス  https://www.ytk.jp

日本郵船グループ

東  京 03-5213-9987
〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 ミレーネ神保町ビル7階
総合旅行業務取扱管理者：福田 麻由子　E-mail：cctweb@ytk.co.jp

神  戸 078-251-6218
〒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-mail：ccu@ytk.co.jp

福  岡 092-475-0011
〒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：呉田 博之　E-mail：wfs@ytk.co.jp

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、ご遠慮なく左記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

客室カテゴリー

グリルクラス ブリタニアクラス
ペントハウス 
Q3、Q4

約47㎡
バルコニー＆バスタブ付

クラブ バルコニー
A1、A2

約24㎡
バルコニー＆シャワー付

クイーンズ スイート
Q5、Q6

約45㎡
バルコニー＆バスタブ付

海側バルコニー
BA、BB、BC、BD、BE、BF、CA、CB
※CAとCBは一部視界が遮られます

約21㎡
バルコニー＆シャワー付

プリンセス スイート
P1、P2

約31㎡
バルコニー＆バスタブ付

海側
EB、EC、EF、FB、FC
※FBとFCは一部視界が遮られます

約17㎡
窓＆シャワー付

※�全てのベッドは「ダブルベッド」または「ハリウッドツイン（隣り合い・間隔が空かない）」
にベッドのセッティングを指定することが可能です。ご予約時にお申し付けください。

※車椅子対応の客室は全てシャワーのみ（バスタブなし）となります。

クイーン・エリザベス専用
ホームページはこちら ＞＞＞
郵船トラベル�クイーン・エリザベス 検 索

※写真は全てイメージです


