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キュナードへ、ようこそ

世界的に権威ある賞を多数受賞しています 

キュナードはブリタニアが1840年の北大西洋横断定期航路に就航してから、いつの時代も船の旅の象徴と

してあり続けてきました。現在保有するクイーン・メリー2、クイーン・エリザベス、クイーン・ヴィクト

リアの3船は、2019年にキュナード史に残る壮大な旅へ出発します。フラッグシップのクイーン・メリー2

は中東とアジアを中心に周遊するグランドクルーズへ。クイーン・ヴィクトリアは伝統的なワールドクルー

ズに出発します。そして日本で最も愛される客船として有名なクイーン・エリザベスは、キュナード初の日

本一周クルーズ、25年ぶりに再開するアラスカクルーズ、オセアニアクルーズなど魅力的なクルーズが多く

予定されています。

2019年のクルーズは、初めてご乗船される方も何度もご乗船されているキュナーダーにとっても、今まで

にない驚きと感動に満ちた忘れられない旅になるでしょう。

クイーン・エリザベス命名式の英国女王エリザベス2世

◆2017 ベルリッツ クルージング&クルーズシップ ガイド◆
ラージ リゾートシップ 部門 最優秀賞
ラグジュアリー客室 部門 最優秀賞
クルーズシップ スパ 部門 最優秀賞

◆2017 トラベル＋レジャー  ワールズベスト アワード◆
メガシップ クルーズライン 部門 最優秀賞

◆  
2017 ポートホール クルーズマガジン  

◆
 

リーダース チョイス アワード

大西洋横断 スケジュール 部門 最優秀賞
ワールドクルーズ スケジュール 部門 最優秀賞
船上エンリッチメントプログラム 部門 最優秀賞

◆2017 ピープルズ クルーズ アワード ◆
フォーマルナイツ 部門 最優秀賞
最も魅力的な客船 部門 最優秀賞
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クイーン・エリザベス

クイーン・エリザベスは憧れの客船の代名詞として世界

中で知られています。2010年に英国女王エリザベス2世

により命名された3代目です。処女航海は29分14秒で

完売し、キュナード史上最速販売記録を樹立しました。

美しい船内は大理石や高級木材がふんだんに使われ、中

央に位置するグランド・ロビーの燦めくシャンデリアの

下、英国女王エリザベス2世の唯一の甥リンリー子爵に

よるアール・デコ調のモダンな寄木細工の壁画が飾られ

ています。また、女流画家イザベル・ピーチーによる女

王の肖像画や、先代のクイーン・エリザベス2から引き

継いだ黄金の女王の彫像など、船内では英王室との縁を

随所に感じられます。2018年秋には改装を予定しています。

初の日本一周クルーズ
Japan Circumnavigation

2019年4月には初の日本一周クルーズと、 ゴールデン

ウィークに広島と長崎を巡るクルーズの2本が予定され

ています。春爛漫の美しい日本をご堪能ください。
（横浜発着クルーズ…P.34）

25 年ぶりのアラスカクルーズ
Alaska Cruises

1990年代、キュナードの客船だったサガフィヨルドは、

唯一アラスカをクルーズしていました。25年ぶりに復活

するアラスカクルーズは、バンクーバーを出発しダイナ

ミックな氷河や美しいフィヨルドを周遊、19世紀のゴー

ルドラッシュの面影が残る美しい街も訪れます。大自然

の魅力溢れるアラスカをどうぞお楽しみください。
（アラスカクルーズ…P.38）
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ペトラ遺跡「クイーン・ヴィクトリア」命名式のコーンウォール公爵夫人

クイーン・メリー 2クイーン・ヴィクトリア

英国女王エリザベス2世により命名され2004年にデビューしてから、比類のない船の旅を創り続けたクイーン・

メリー2。キュナード史上最大の15万トンを誇る世界唯一の大型ラグジュアリー客船で、洋上初のキャニオ

ンランチ・スパクラブ、洋上唯一のプラネタリウム、洋上最大のダンスフロア（ボールルーム）を擁し、長

期間のクルーズでも飽きることはありません。船内はアール・デコ調のデザインで統一され、グランド・ロビー

の上部にはジョン・マッケンナによる大きなレリーフが飾られています。2016年6月、約1億3,200万ドル（約

149億円）を投じた大規模改装が行われ、再デビューを果たしました。クイーン・メリー2は名実ともにキュ

ナードのフラッグシップ（旗艦）としてあり続けています。

クイーン・ヴィクトリアはコーンウォール公爵夫人（カミラ夫人）により命名され2007年にデビューしました。

船内は20世紀初頭に世界を席巻した英国のエドワーディアン調で纏められ、壮麗なレリーフが壁面に飾ら

れたグランド・ロビーやロンドンにあるビッグ・ベンの時計塔を製作したデント社による大時計のあるロイ

ヤル・アーケードなど、英国の雰囲気を随所で感じていただけるでしょう。2017年に改装された船内はクイー

ン・ヴィクトリアの持つエレガントな英国らしさはそのままに、より洗練されました。オーシャンライナー

の黄金期を彷彿とさせるエレガントで暖かいインテリアは、多くのファンを魅了し続けています。

グランドクルーズ
Grand Cruises

スエズ運河をキュナードの客船と往復する特別な体験

ができる唯一の旅です。サウサンプトンから地中海を経

てスエズ運河を通過、アラビア海を航海しインド洋を

横断します。マラッカ海峡を抜けアジアへ。香港、中国、

韓国を周遊し折り返す全95日間の旅です。

（グランドクルーズ…P.46）

伝統のワールドクルーズ
World Cruises

伝統的な航路で、西周りで地球を一周します。大西洋

を横断、パナマ運河を通過し北米の都市を寄港した後、

ポリネシアを航海します。その後オセアニアを周遊しア

ジアからインド洋の美しい珊瑚礁を辿って、南アフリカ

から再び大西洋に戻る全108日間の壮大な旅です。

（ワールドクルーズ…P.40）
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キュナード・ヒストリー
The History of Cunard

世界最速の称号「ブルーリボン」の獲得、「世界初」「洋上初」を冠したクルーズや船内設備

キュナードの175年以上続く伝統は、革新の歴史でもありました

1840（天保11年）

1839年に創業者のサミュエル・キュナードは、
英国政府との郵便輸送契約を獲得。「イギリス
北アメリカ王室郵便汽船会社」を設立し1840年
2月6日に1番船「ブリタニア」が進水しました。
英国政府の郵便事業船「ロイヤル・メイル・シッ
プ（R.M.S.）」を冠し、7月4日午後2時に初の
北大西洋横断定期航路へ出発。航路は、リバプー
ル～ハリファックス～ボストンでした。

1936（昭和11年）

5月、初代クイーン・メリーがデビュー。8月に西
航30.14ノット、東航30.63ノットを記録、世界最
速記録の称号「ブルー・リボン」を獲得しました。
1938年に英女王エリザベス2世の母、エリザベス
王妃の命名によりクイーン・エリザベスも進水、「ク
イーン」の名を冠した客船が続く時代の幕開けで
した。1949年には「キュナード・スチームシップ」
が発足。当時は船の旅の黄金時代でした。

1912（明治45年）

4月10日、ホワイトスター・ラインの「タイタニック」
が処女航海でニューヨークへ向けサウサンプトン
を出発。途中、14日の深夜に氷山に衝突し沈没
しました。いち早く、キュナードの「カルパチア」
が生存者866名を救助。その後1934年にはホワ
イトスター・ラインは合併され、「キュナード-ホ
ワイトスター・ライン」が発足しました。その高
品質なサービスは現在のキュナードの「ホワイト
スター・サービス」へと受け継がれています。

1990（平成2年）

1990年、キュナードは創立150周年を迎え、ク
イーン・エリザベス2は7月17日に記念の英国
周遊クルーズに出発。7月27日、スピッドヘッ
ドで同僚船「ヴィスタフィヨルド」と共に英女
王エリザベス2世が出席された観閲式に参列し
ました。そして1998年にキュナードはカーニバ
ル・グループの傘下になりました。

1922（大正11年）

第一次世界大戦では提供した客船20隻を焼失。 
1921年には「シシア」「ラコニア」が、1922年
5月にはキュナード初の英王妃の名を冠した「ベ
レンガリア」がデビューしました。
11月にはアメリカン・エキスプレスのチャーター
で「ラコニア」が西回り130日間にも及ぶ、世
界初の世界一周クルーズへ出港しました。パナ
マとスエズの両運河を抜ける世界初の航路で、
12月に横浜、翌年1月に神戸に寄港しました。
また、東京朝日新聞大正11年12月28日付には

「キュナード社のモルタニア號」（モーレタニア）
が「自己のレコードを破って天下の耳目を驚か
した」との記事が残っています。

2015（平成27年）

2004年にクイーン・メリー2が、2007年にクイー
ン・ヴィクトリアが、そして2010年にはクイーン・
エリザベス（3代目）がデビュー。
2015年5月25日に行われた175周年記念式典で
は3船がリバプールでランデブーし、キュナード・
ビルの前で華やかに祝いました。
そして2017年秋に4隻目となる新造船計画が発
表され2022年にデビューが予定されています。

1881（明治14年）

1878年に株式公開、「キュナード汽船会社」を
発足しました。エジソンが白熱電球を実用化し
た2年後、1881年に初の鋼船「セルビア」が就
航。全ての船室に電灯照明を導入しました。船
内の設計は、当時の北大西洋航路船の原型でし
た。1884年には「アンブリア」がデビュー。

1975（昭和50年）

1月、クイーン・エリザベス2初の世界一周クルー
ズへ出発。日本へは3月5日～6日に神戸、3月
7日～10日に横浜に寄港しました。横浜では、
1日で1万8千人以上もの人がひとめ見たさに大
桟橋へ詰めかけ、ターミナルは何度も入場制限
がかかる大変な人気でした。延べ50万人が訪れ、
クイーン・エリザベスは夢の豪華客船だと日本
で広く知られる機会となりました。
その後、1982年にフォークランド紛争が勃発。
第一次・第二次世界大戦と同様に、クイーン・
エリザベス2も兵員輸送に投入されました。

サミュエル・キュナード
（1787～1865）

初代「クイーン・エリザベス」命名式のエリザベス王妃

創立150周年記念クルーズで、リバプールに初入港し
たクイーン・エリザベス2　写真提供：世界の艦船

1983年、超音速旅客機「コンコルド」をチャーター
キュナード＆コンコルドを商品化

創立150周年記念の封筒　写真提供：世界の艦船

フォークランド紛争時、クイーン・エリザベス2は兵員輸送に投入された

初代「クイーン・メリー」

「クイーン・エリザベス2」のクイー
ンズ・ルーム。中央にある女王の胸
像は、現在のクイーン・エリザベス
に受け継がれている

「クイーン・メリ－2」命名式の
英国女王エリザベス2世

「タイタニック」の生存者を救助した「カルパチア」

初めて英王妃の名を冠した「ベレンガリア」 世界最速の称号「ブルーリボン」を獲得した「モーレタニア」（1907年デビュー）

「ラコニア」初の世界一周クルーズの広告 「ラコニア」のクレスト
「R.M.S.」を冠している

「シシア」のラウンジ

「カルパチア」の乗務員

キュナード175周年記念式典ではキュナード・ビル前に3つの赤い
ファンネルが揃った（ロイヤル・ランデブー）

北大西洋定期横断航路1番船「ブリタニア」

キュナード汽船会社の
船主旗

全室に電灯が導入された「セルビア」の広告 初の冷蔵装置を導入した「アンブリア」
高速船としても期待されていた

横浜停泊中の「クイーン・エリザベス2」（1975年） 写真提供：神奈川新聞社
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で

グリルクラスは175年以上も続く古き良き時代の伝統を

継承しています。ご宿泊いただくお部屋のカテゴリー毎

に、メイン・ダイニングルームを組み合わせています。

クイーンズ・グリル
Queens Grill

洋上最高峰の比類なき体験、クイーンズ・グリル。

広 と々して洗練されたデザインの客室に

1回制の専用ダイニングでは

一流シェフの贅を尽くしたコース料理や、

お好みに合わせたアラカルトをお召し上がりいただけます。

総面積200m2以上、独立したリビングのあるお部屋
◆

バトラー・サービス
（お部屋毎に専属のバトラーが付き、快適な旅のお手伝いをいたします）

◆

ジェットバスタブが付いた、大理石のバスルーム　
◆

お部屋内でも専用ダイニングと同じメニューを召し上がれる
インスイート・ダイニング

◆

インスイート・バー
（ワイン又はスピリット、ソフトドリンク）

プリンセス・グリル
Princess Grill

プリンセス・グリルで最高級のラグジュアリー体験を。

エレガントな客室に1回制の専用ダイニング、

豪華で多彩なコース料理やアラカルトを

お召しがりいただけます。

総面積31m2～48m2、リビングエリアのあるお部屋
◆

パーソナル・コンシェルジュ サービス
◆

グリルクラスのお客様のみご利用いただける
グリルズ・ラウンジ、

コートヤード、グリルズ・テラス
◆

ピロー・コンシェルジュ・メニュー
（9種類から最適な枕をご用意いたします）

アメニティとサービスの詳細はP.55をご参照ください。

伝統のグリルクラス

専用ダイニング（クイーンズ・グリル）

クイーンズ スイート

専用ダイニング（プリンセス・グリル）

グリルズ・ラウンジバトラー
1110

伝統のグリルクラス

 ※代金に含まれるサービスについてはP.54をご参照ください。。※サービスの内容は予告なく変更となる場合があります。※コートヤードはクイーン・エリザベスとクイーン・ヴィクトリアにございます。



ブリタニア・クラブ
Britannia Club

ブリタニア・クラブは、スタイリッシュで居心地のよい客

室に、1回制の専用ダイニングのブリタニア・クラブ・レ

ストランがペアとなった、スタイリッシュなハイ・スタン

ダードクラスです。ウェルカム・スパークリングワインで

お客様をお迎えし、肌触りのよいバスローブやスリッパ、

コーヒーメーカーやミニバー、フラットスクリーンTVを

揃えており、上質で快適なクルーズライフをお楽しみい

ただけます。お休み前のベッドメイキングと枕元にチョコ

レートが置かれるターンダウン・サービスの他、ルームサー

ビスは24時間いつでもご利用いただけます。また、お客

様の心地よい眠りのために上質なベッドリネンを使用して

おり、9種類の枕から最適な枕をお選びいただけるピロー

コンシェルジュ・メニューもございます。専用ダイニング

のブリタニア・クラブ・レストランでは、毎日趣向を凝ら

した選りすぐりのコース料理やアラカルトを営業時間内の

お好きな時にどうぞお召し上がりください。

ブリタニア・レストラン
Britannia Restaurant

上品なスタンダード・クラスがブリタニア・レストランです。

バルコニー、オーシャンビュー、スタンダード（内側）の

3カテゴリーからお選びいただけます。ブリタニア・レスト

ラン専用の2名様の客室ではキングサイズまたはツインベッ

ドをお選びいただけます。シングルルームにはセミダブル

サイズのベッドが設置されています。専用ダイニングは、

2層吹き抜けの壁面にタペストリーやレリーフなど壮麗な

アートが飾られ、開放感に溢れています。夕食時のみ2回

制で、1回目または2回目のいずれかのお時間に、日替わり

のアラカルトメニューをお召し上がりいただけます。

アメニティとサービスの詳細はP.55をご参照ください。

 ※代金に含まれるサービスについてはP.54をご参照ください。
※サービスの内容は予告なく変更となる場合があります。

専用ダイニング（ブリタニア・レストラン）

クラブ バルコニー（ブリタニア・クラブ）

専用ダイニング（ブリタニア・クラブ）

総てが上質のブリタニア
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世界中からご乗船されるお客様に、食通をも唸らせるエ

レガントな美食でおもてなししています。専用ダイニング

の他にも気軽に軽食をお召し上がりいただけるビュッフェ

や、一流シェフが監修するスペシャリティ・レストランな

ど多彩なレストランからお選びいただけます。お気の召す

ままにお好きなものをどうぞお召し上がりください。

ザ・ベランダで
至高のフランス料理を堪能

The Verandah

初代クイーン・エリザベス、クイーン・メリーの船内にあっ

た「ベランダ・グリル」の名前を受け継いだスペシャリティ・

レストランです。一流シェフが監修し、フランス各地の

料理の特色を生かした絶妙な味をお楽しみください。

※要予約・有料

ビュッフェ・レストラン
Buffet Restaurant

リド・レストランとキングス・コートは開放感のあるビュッ

フェ形式のレストランです。屋外のテラスからは海を眺望

できます。ディナータイムはビュッフェの一部が有料のテー

マ・レストランとなり、イタリア料理・アジア料理・南米料理・

インド料理など、世界の美食をお楽しみいただけます。

※リド・レストランはクイーン・エリザベスとクイーン・ヴィク
トリアに、キングス・コートはクイーン・メリー2にございます。

ゴールデン・ライオン
Golden Lion

英国スタイルのパブ、ゴールデン・ライオンでは、名物の

フィッシュ・アンド・チップスをどうぞ。本場のギネスビー

ルと一緒にお召し上がりください。

※客室のミニバーなど一部を除き、アルコール類は有料となります。
 ※代金に含まれるサービスについてはP.54をご参照ください。
※サービスの内容は予告なく変更となる場合があります。

お気に召すままにお好きなものを

リド・レストラン（クイーン・ヴィクトリア） ゴールデン・ライオン

ザ・ベランダ
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船上は毎日が新しい発見と可能性の連続です。デッキで

の早朝ヨガ・クラス、ダンスホストから学ぶ社交ダンス・

クラス、洋上で唯一体験可能なフェンシング、演劇や写真、

アートのワークショップなど、気軽にご参加いただけます。

また、デッキのリクライニングチェアでの読書や、青空と

海を望むジャグジーやプールで日常の喧噪から離れ、開

放感に身を委ねてみてはいかがでしょうか。

伝統のアフタヌーン・ティー
Afternoon Tea

生演奏が流れ優雅な雰囲気に溢れるクイーンズ・ルーム

では毎日午後、白手袋を嵌めたスチュワードがサーブする

英国伝統のアフタヌーン・ティーをお楽しみいただけます。

洋上最高級のスパ
Royal Spa / Canyon Ranch SpaClub®

「ロイヤル・スパ※」「キャニオンランチ・スパクラブ※」

で癒しのひとときをお過ごしください。一流セラピストの

施術と最高級のリラクゼーション体験をどうぞ。

キュナード・インサイト

著名な俳優や映画監督、作家、スポーツ選手、政治家、

音楽家など多彩な分野からゲストを招聘し、特別講義やス

ペシャル・ライブを開催する洋上随一のプログラムです。

ホワイトスター・サービス
WHITE STAR SERVICE 

最高峰のサービスの基準としてあり続けるホワイトスター・

サービス。クルーの胸元にあるロゴ・バッジは伝統と格式を

誇る比類なきサービスの証です。

※クイーン・エリザベスとクイーン・ヴィクトリアには「ロイヤル・スパ」、
クイーン・メリー2には「キャニオンランチ・スパクラブ」がございます。

※代金に含まれるサービスについてはP.54をご参照ください。
※サービスおよびプログラムの内容は予告なく変更となる場合があります。

アフタヌーン・ティー サー・サミュエルズ

ロイヤル・アーケード

キュナード・インサイト（プレゼンテーション）

専属のダンス・ホストによるダンス教室 ロイヤル・スパ

優雅に寛ぐ、至福のひととき
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キュナードのナイトライフは艶やかなフォーマルウェアに

ドレスアップしたゲストが船内を彩るエレガントな雰囲

気で満たされています。キャプテン主催のウェルカム・

パーティーの合図とともに夜の宴が始まります。

キュナードの顔、クイーンズ・ルームでは趣向を凝らし

たテーマナイトが定期的に開催されています。オーケス

トラの生演奏のもと、ダンスホストのリードでワルツやタ

ンゴをどうぞお楽しみください。

テーマナイト
Themed Ball

テーマナイトは「 テーマが予め決められたダンスパー

ティー」です。参加されるお客様はテーマに因んだ服装

やアクセサリーを身に付け、またとない機会を盛大に楽

しまれています。その日のテーマナイトに関連した小物

が販売されたり、小物を作る講座もございます。

ブラック・アンド・ホワイト・ボール／キュナード・ボール

キュナード伝統のテーマナイトで、

白または黒を基調にした装いがテーマです。
　

マスカレード・ボール（仮面舞踏会）

ベネチアンマスクと扇子で装います。
　

アスコット・ボール

英国アスコット競馬がテーマで男性はシルクハット、

女性は華やかな帽子で装います。「ハット・パレード」が名物。
　

インターナショナル・ボール

国際的な雰囲気で、和装もお勧めです。

テーマナイトは上記の他、クリスマス・ボールやニューイヤー・ボールなど
季節をテーマにしたものなど多数ございます。テーマナイトの詳細はお問い合せください。

エレガントな夜に魅せられて

クイーンズ・ルーム　写真提供：海事プレス
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ロイヤル・コート・シアター

コモドアー・クラブ

ローラン・ペリエ・シャンパン・ラウンジ ジンの蒸留器／ミッドシップス・ラウンジ グランド・ロビー

世界最高峰のショーやカジノでの運試し、生演奏が流れ

るバーやラウンジで語らう優雅なひととき。

最も洗練された洋上のナイトライフをお楽しみください。

ロイヤル・コート・シアター
Royal Court Theatre

ロイヤル・コート・シアターでは、英国ミュージカルの

最高峰ウエストエンドの名作や、マジックショー、寄港

地に因んだゲストミュージシャンの特別コンサートなど、

世界で最も洗練されたエンターテインメントの数々をお

楽しみいただけます。クイーン・エリザベスとクイーン・

ヴィクトリアにはボックス席がございます（要予約・有料）。

ラウンジ／バー
Lounges and Bars

一流のミュージシャンが奏でるジャズやクラシックの生

演奏が流れる中、アップルトン・エステートのラムやニッ

カウィスキーなど世界最高級の美酒やカクテルをお楽し

みいただけます。

コモドアー・クラブ

Commodore Club

コモドアーは最も重責を担うキャプテン（船長）の中から選ば

れる最高位の称号です。その名を冠したコモドアー・クラブで

は、個性豊かな歴代のコモドアーをイメージしたシグネチャー・

カクテルなどをお楽しみいただけます。

ローラン・ペリエ・シャンパン・ラウンジ

クイーン・メリー2とクイーン・ヴィクトリアの「ローラン・ペリエ・

シャンパン・ラウンジ」では、無料のカナッペと最高級のシャ

ンパン、ローラン・ペリエをフルラインでご用意しています。

3クイーンズ・ジン

クイーン・ヴィクトリアのミッドシップス・ラウンジには、洋上

初のジンの蒸留器「3Queens GIN」もございます。

 ※代金に含まれるサービスについてはP.54をご参照ください。

最も洗練されたエンターテインメント
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クイーン・エリザベス
2019 年  グランドクルーズ

2019年のグランドクルーズは、風光明媚な港湾都市、手

つかずの大自然や迫力ある絶景、歴史に彩られた文化遺

産など、魅力に溢れた珠玉の寄港地を訪れます。

母港サウサンプトンを出発し、美しい海岸沿いを周遊し

ながらカナリア諸島を経てアフリカ大陸へ。美しい珊瑚

礁の海岸が続くインド洋を経て、都市と自然が共存する

オーストラリアとニュージーランドを巡ります。その後ソ

ロモン海、フィリピンを経由し待望のキュナード初の日

本一周クルーズへ。グランドクルーズの最後は、キュナー

ドの客船としては25年ぶりとなるアラスカクルーズへ出

発します。

クイーン・エリザベスと巡る、忘れがたい数々の感動的

な瞬間が待っています。

出雲大社
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フリーマントル

メルボルン

アデレードバッセルトン

アフリカクルーズ

寄港地 国名 入港 出港

1 / 3（木） サウサンプトン イギリス 午後乗船16:30

1 / 4（金） クルージング --- ---

1 / 5（土） ヴィーゴ スペイン 9:00 17:00

1 / 6（日） クルージング --- ---

1 / 7（月） マデイラ島 ポルトガル領 8:00 17:00

8（火）～15（火）クルージング --- ---

1 /16（水） ウォルビスベイPA ナミビア 6:30 17:00

1 /17（木） クルージング --- ---

1 /18（金）
ケープタウン 南アフリカ

6:30 船中泊

1 /19（土） 午前下船 ---

❖Q902❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥1,056,000～
P2 プリンセス スイート ￥778,000～
BE バルコニー ￥402,000～
EC オーシャンビュー ￥340,000～
IE スタンダード（内側） ￥272,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥7,847
代金の適用条件・ご注意…P.54　PA…錨泊

寄港地 国名 入港 出港

1 /19（土） ケープタウン 南アフリカ 午後乗船23:00

1 /20（日） クルージング --- ---

1 /21（月） ポート・エリザベス 南アフリカ 4:00 20:30

22（火）～25（金）クルージング --- ---

1 /26（土） レユニオン レユニオン 7:00 19:00

1 /27（日） ポート・ルイス モーリシャス 8:00 19:00

28（月）～2/3（日）クルージング --- ---

2 / 4（月） フリーマントル（パース） オーストラリア 午前下船 ---

❖Q903❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥1,137,000～
P2 プリンセス スイート ￥784,000～
BE バルコニー ￥457,000～
EC オーシャンビュー ￥406,000～
IE スタンダード（内側） ￥301,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥9,425
代金の適用条件・ご注意…P.54

クイーン・エリザベス
サウサンプトン～ケープタウン

17日間
Ｑ902  2019年1月3日（木）～1月19日（土）

クイーン・エリザベス
ケープタウン～フリーマントル

17日間
Ｑ903  2019年1月19日（土）～2月4日（月）

◇ ハイライト ◇

◆ウォルビスベイ
　赤褐色の砂紋を刻む砂丘が1,000km以上

も続く世界遺産・ナミブ砂漠。湿地帯に
は、ピンクフラミンゴの大群が生息して
います。一斉に飛翔し空を桃色に染める
光景に出会えるかもしれません。

◆ポート・ルイス
  「インド洋の貴婦人」と称され美しい珊瑚礁

と世界遺産ル・モーン・ブラバンは必見です。

◇ ハイライト ◇
◆バッセルトン
  マーガレットリバー・クルーズの玄関港で

南半球一長い木製の桟橋を列車が走る映
画のような景観が魅力です。マーガレッ
トリバーはプレミアムワインの名産地です。

◆アデレード
  南オーストラリア州の州都で1900年代初め

に建造された史跡が残る美しい街で、ヴィ
クトリア・スクエアやセントピーターズ大
聖堂など建築と豊かな緑の景観が魅力です。

花咲き誇るマデイラと
アフリカの野生の王国、

インド洋の珊瑚礁を巡る旅

クラシックなオーシャンライナーの航路は、
聖地サンチャゴ・デ・コンポステーラへの
玄関港、ヴィーゴから始まります。「ガー
デン・アイランド」と呼ばれるほど美しい
庭園を持つマデイラ島を訪れ、赤道を超え
南アフリカへ。ウォルビスベイには世界最
古の砂漠、ナミブ砂漠があり地平線まで
美しい砂紋が続いています。ケープタウン
では標高約1,086mもあるテーブルマウン
テンの山頂から大西洋とインド洋が一望で
きます。またステレンボッシュなど郊外の
ワイナリーも注目されています。ポート・
エリザベスではシャムワリ動物保護区のサ
ファリツアーが人気です。インド洋を望む
ビーチと珊瑚礁が魅力のレユニオンや世界
遺産ル・モーン・ブラバンの美しい景色を
望むポート・ルイスにも寄港し、豪州フリー
マントルへ向かいます。

サウサンプトン

ケープタウン
フリーマントル

ヴィーゴ

マデイラ島

ウォルビスベイ

ポート・エリザベス

ポート・ルイス
レユニオン

ナミブ砂漠

アデレード

ポート・エリザベス

オセアニアクルーズ

寄港地 国名 入港 出港

2 / 4（月）フリーマントル（パース）オーストラリア 午後乗船22:00
2 / 5（火）バッセルトンM A オーストラリア 8:00 18:00

6（水）～7（木）クルージング --- ---

2 / 8（金）アデレード オーストラリア 午前下船 ---

❖Q904A❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥430,000～
P2 プリンセス スイート ￥293,000～
BE バルコニー ￥167,000～
EC オーシャンビュー ￥145,000～
IE スタンダード（内側） ￥109,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥4,053
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港　A…錨泊

寄港地 国名 入港 出港

2 / 4（月） フリーマントル（パース）オーストラリア 午後乗船22:00

2 / 5（火） バッセルトンM A オーストラリア 8:00 18:00

6（水）～7（木）クルージング --- ---

2 / 8（金） アデレード オーストラリア 9:00 18:00

2 / 9（土） クルージング --- ---

2 /10（日） メルボルン  オーストラリア 午前下船 ---

❖Q904❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥626,000～
P2 プリンセス スイート ￥420,000～
BE バルコニー ￥230,000～
EC オーシャンビュー ￥198,000～
IE スタンダード（内側） ￥137,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥7,476
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港　A…錨泊

クイーン・エリザベス
フリーマントル～アデレード

5日間
Ｑ904A  2019年2月4日（月）～2月8日（金）

クイーン・エリザベス
フリーマントル～メルボルン

7日間
Ｑ904  2019年2月4日（月）～2月10日（日）

2524 ※このパンフレットに記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。 ※代金に含まれるサービスについてはP.54をご参照ください。

クイーン・エリザベス　オセアニアクルーズクイーン・エリザベス　アフリカクルーズ



寄港地 国名 入港 出港

2 /13（水）アデレード オーストラリア 午後乗船17:00

2 /14（木）クルージング --- ---

2 /15（金）ホバート（タスマニア）M オーストラリア 10:00 21:00
2 /16（土）クルージング --- ---

2 /17（日）メルボルン  オーストラリア 午前下船 ---

❖Q905B❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥431,000～
P2 プリンセス スイート ￥294,000～
BE バルコニー ￥176,000～
EC オーシャンビュー ￥151,000～
IE スタンダード（内側） ￥113,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥5,934
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港

寄港地 国名 入港 出港

2 /10（日）メルボルン  オーストラリア 午後乗船18:00

2 /11（月）クルージング --- ---

2 /12（火）カンガルー島M A オーストラリア 8:00 18:00

2 /13（水）アデレード オーストラリア 7:00 17:00

2 /14（木）クルージング --- ---

2 /15（金）ホバート（タスマニア）M オーストラリア 10:00 21:00
2 /16（土）クルージング --- ---

2 /17（日）メルボルン  オーストラリア 午前下船 ---

❖Q905❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥730,000～
P2 プリンセス スイート ￥490,000～
BE バルコニー ￥293,000～
EC オーシャンビュー ￥251,000～
IE スタンダード（内側） ￥184,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥9,318
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港　A…錨泊

寄港地 国名 入港 出港

2 /13（水）アデレード オーストラリア 午後乗船17:00

2 /14（木）クルージング --- ---

2 /15（金）ホバート（タスマニア）M オーストラリア 10:00 21:00
2 /16（土）クルージング --- ---

2 /17（日）メルボルン  オーストラリア 7:00 18:00

2 /18（月）バーニー M オーストラリア 8:00 18:00

2 /19（火）クルージング --- ---

2 /20（水）シドニー  オーストラリア 午前下船 ---

❖Q905C❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥767,000～
P2 プリンセス スイート ￥521,000～
BE バルコニー ￥303,000～
EC オーシャンビュー ￥256,000～
IE スタンダード（内側） ￥194,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥13,533
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港

クイーン・エリザベス
アデレード～メルボルン

5日間
Ｑ905B  2019年2月13日（水）～2月17日（日）

クイーン・エリザベス
アデレード～シドニー

8日間
Ｑ905C  2019年2月13日（水）～2月20日（水）

クイーン・エリザベス
メルボルン発着

8日間
Ｑ905  2019年2月10日（日）～2月17日（日）

◇ ハイライト ◇

◆ホバート
　タスマニアの州都ホバートは豊かな自然

に囲まれた美しい港 町です。 豪 州で最
も歴史あるコロニアル様式の建物が並ぶ
バッテリー・ポイント、展望台からの光
景を楽しめるウェリントン山、オーストラ
リア最古のブルワリーや、高級タスマニ
ア産シングルモルトウィスキーの醸造所、
ワイナリーが隣接されたアート・ギャラ
リーなどユニークな魅力に溢れています。

◆カンガルー島
　面積は東京都の約2倍、オーストラリア

で3番目に大きいカンガルー島。ありのま
まの自然と、外来種の影響を受けずに済
んだ野生動物が生息する楽園です。カン
ガルーやワラビーなどの動物に出会える
ほか、珍しい野生のオーストラリア・ア
シカが生息するシール・ベイも有名です。

独自の進化を遂げた野生動物が生息する自然と
都市が共存するオーストラリア

作家マーク・トゥエインが「ワンダー・オブ・ザ・ワールド」とシドニーを評したように、
オーストラリアは驚きと感動に満ちています。外来種から守られ独自の進化を遂げたカ
ンガルーなどオーストラリアを代表する動物たち、原生林が残る広大な自然、アボリジ
ニの伝承文化、そして欧米からの入植者が建造した美しい建築物など数々の魅力に溢れ
ています。マーガレットリバー・クルーズの玄関港バッセルトン、19世紀の建造物が今
も残り「教会の街」としても知られるアデレード、トレンドが集まる瀟洒な都市メルボ
ルンでは街の魅力を存分に味わいます。カンガルー島は野生動物の楽園です。珍しい野
生のオーストラリア・アシカを間近で見る、エキサイティングな体験をお楽しみください。
タスマニア最大都市ホバートは、コロニアル様式の建物の景観が今に残る風光明媚な街
です。フレシネ半島にある世界10大ビーチに数えられるワイングラス・ベイや、原生林
が残る世界遺産のタスマニア原生地域では手つかずの自然が造る感動的な光景を一望で
きます。また、クレイドル・マウンテン国立公園への玄関港、タスマニア州の小さな美
しい街バーニーも訪れます。

カンガルー島

ホバート

寄港地 国名 入港 出港

2 / 8（金） アデレード オーストラリア 午後乗船18:00

2 / 9（土） クルージング --- ---

2 /10（日） メルボルン  オーストラリア 7:00 18:00

2 /11（月） クルージング --- ---

2 /12（火） カンガルー島M A オーストラリア 8:00 18:00

2 /13（水） アデレード オーストラリア 午前下船 ---

❖Q904C❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥603,000～
P2 プリンセス スイート ￥409,000～
BE バルコニー ￥232,000～
EC オーシャンビュー ￥205,000～
IE スタンダード（内側） ￥160,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥7,256
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港　A…錨泊

クイーン・エリザベス
アデレード発着

6日間
Ｑ904C  2019年2月8日（金）～2月13日（水）

アデレード

メルボルン

シドニー

バーニー

カンガルー島

ホバート

タスマニア原生地域

寄港地 国名 入港 出港

2 /17（日） メルボルン  オーストラリア 午後乗船18:00

2 /18（月） バーニーM オーストラリア 8:00 18:00

2 /19（火） クルージング --- ---

2 /20（水） シドニー  オーストラリア 午前下船 ---

❖Q906❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥342,000～
P2 プリンセス スイート ￥233,000～
BE バルコニー ￥134,000～
EC オーシャンビュー ￥112,000～
IE スタンダード（内側）  ￥87,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥7,880
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港　

クイーン・エリザベス
メルボルン～シドニー

4日間
Ｑ906  2019年2月17日（日）～2月20日（水）

2726 ※このパンフレットに記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。※上記日程以外のクルーズもございます。巻末のクルーズカレンダーをご参照ください。

クイーン・エリザベス　オセアニアクルーズ



寄港地 国名 入港 出港

2 /20（水） シドニー  オーストラリア 午後乗船19:00

21（木）～22（金）クルージング --- ---

2 /23（土） フィヨルドランド（クル－ジング） 7:00 17:00

2 /24（日） ダニーデン ニュージーランド 9:00 18:00

2 /25（月） アカロアM A ニュージーランド 8:00 18:00

2 /26（火） ウェリントン ニュージーランド 8:00 18:00

2 /27（水） クルージング --- ---

2 /28（木） オークランド ニュージーランド 7:00 21:00

3 / 1（金） ベイ・オブ・アイランズ A ニュージーランド 8:00 18:00

2（土）～3（日）クルージング --- ---

3 / 4（月） シドニー  オーストラリア 午前下船 ---

❖Q907❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥1,257,000～
P2 プリンセス スイート ￥845,000～
BE バルコニー ￥472,000～
EC オーシャンビュー ￥382,000～
IE スタンダード（内側） ￥281,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥25,808～
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港　A…錨泊

寄港地 国名 入港 出港

2 /28（木） オークランド ニュージーランド 午後乗船21:00

3 / 1（金） ベイ・オブ・アイランズ A ニュージーランド 8:00 18:00

2（土）～3（日）クルージング --- ---

3 / 4（月） シドニー オーストラリア 6:30 19:00
3 / 5（火） クルージング --- ---

3 / 6（水） ホバート（タスマニア） オーストラリア 8:00 18:00
3 / 7（木） ポート・アーサーM A オーストラリア 8:00 18:00
3 / 8（金） クルージング --- ---

3 / 9（土） シドニー  オーストラリア 午前下船 ---

❖Q907C❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥939,000～
P2 プリンセス スイート ￥635,000～
BE バルコニー ￥356,000～
EC オーシャンビュー ￥288,000～
IE スタンダード（内側） ￥224,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥18,467
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港　A…錨泊

寄港地 国名 入港 出港

2 /20（水） シドニー  オーストラリア 午後乗船19:00

21（木）～22（金）クルージング --- ---

2 /23（土） フィヨルドランド（クル－ジング） 7:00 17:00

2 /24（日） ダニーデン ニュージーランド 9:00 18:00

2 /25（月） アカロアM A ニュージーランド 8:00 18:00

2 /26（火） ウェリントン ニュージーランド 8:00 18:00

2 /27（水） クルージング --- ---

2 /28（木） オークランド ニュージーランド 午前下船 ---

❖Q907A❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥863,000～
P2 プリンセス スイート ￥577,000～
BE バルコニー ￥328,000～
EC オーシャンビュー ￥268,000～
IE スタンダード（内側） ￥207,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥19,108
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港　A…錨泊

寄港地 国名 入港 出港

3 / 4（月） シドニー オーストラリア 午後乗船19:00
3 / 5（火） クルージング --- ---

3 / 6（水） ホバート（タスマニア） オーストラリア 8:00 18:00
3 / 7（木） ポート・アーサーM A オーストラリア 8:00 18:00
3 / 8（金） クルージング --- ---

3 / 9（土） シドニー  オーストラリア 午前下船 ---

❖Q908❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥528,000～
P2 プリンセス スイート ￥356,000～
BE バルコニー ￥200,000～
EC オーシャンビュー ￥167,000～
IE スタンダード（内側） ￥138,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥13,849
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港　A…錨泊

クイーン・エリザベス
シドニー発着

13日間
Q907  2019年2月20日（水）～3月4日（月）

クイーン・エリザベス
オークランド～シドニー

10日間
Q907C  2019年2月28日（木）～3月9日（土）

クイーン・エリザベス
シドニー～オークランド

9日間
Q907A  2019年2月20日（水）～2月28日（木）

クイーン・エリザベス
シドニー発着

6日間
Q908  2019年3月4日（月）～3月9日（土）

最も美しいニュージーランドの
壮大な景色を洋上から望む

世界最大級のニュージーランドの国立公園、フィヨルドランドには、小説「ジャングル・
ブック」で知られる英国の作家キップリングが「世界8番目の不思議」と評した世界遺
産、ミルフォード・サウンドがあります。船上から望む、フィヨルドのダイナミックな
光景をお楽しみください。スコットランド文化の影響を色濃く残す街ダニーデンは鉄道
駅から観光列車が走っています。タイアロア・ヘッドには世界で唯一人の住む本土に作
られたアホウドリのコロニーもあります。アカロアはフランス入植者の影響を強く受け
たニュージーランド随一のフランス風の港町で、ニュージーランド南島最大の都市クラ
イストチャーチへの玄関港です。アカロア湾には世界最小のイルカ、ヘクターズ・ドルフィ
ンが生息しています。首都ウェリントンでは、名物のケーブルカーに乗車し、展望台か
ら美しい街を一望できます。そして、世界有数の景勝地、ベイ・オブ・アイランズでは
風光明媚な景色と「ホール・イン・ザ・ロック」の絶景をご堪能いただけます。

シドニー

ホバート

ポート・
アーサー

ダニーデン

アカロア

ウェリントン

ベイ・オブ・アイランズ

オークランド

フィヨルドランド

ミルフォード・サウンド ベイ・オブ・アイランズ

オークランド

◆ベイ・オブ・アイランズ
　ニュージーランド有数の観光地で風光明

媚な美しい島々が並ぶ絶景が魅力です。

◆ダニーデン
　街のシンボル、ダニーデン鉄道駅はタイ

エリ峡谷鉄道の出発駅です。観光列車か
ら望む絶景をお楽しみいただけます。

◆フィヨルドランド国立公園
　12,500km2にも及ぶ広大な国立公園で、

世界遺産に登録されています。
　ニュージーランド南島・南西部にある
「テ・ワヒポウナム（マオリ族の言葉で
「翡翠の地」の意）」の大部分を占め、
氷河期に形成されたフィヨルドの風光明
媚な景色は必見です。

鉄道駅／ダニーデン

◇ ハイライト ◇

2928 ※このパンフレットに記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。※上記日程以外のクルーズもございます。巻末のクルーズカレンダーをご参照ください。

クイーン・エリザベス　オセアニアクルーズ



寄港地 国名 入港 出港

3 / 9（土）シドニー  オーストラリア 午後乗船17:00

3 /10（日）クルージング --- ---

3 /11（月）バーニー オーストラリア 7:00 17:00
3 /12（火）メルボルン  オーストラリア 午前下船 ---

❖Q909❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥350,000～
P2 プリンセス スイート ￥224,000～
BE バルコニー ￥129,000～
EC オーシャンビュー ￥113,000～
IE スタンダード（内側） ￥86,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥7,880
代金の適用条件・ご注意…P.54

寄港地 国名 入港 出港

3 /18（月） メルボルン  オーストラリア 午後乗船18:00
19（火）～21（木）クルージング --- ---

3 /22（金）
ピクトンM  ニュージーランド 8:00 17:00
マールボロ・サウンド（クル－ジング） 17:30 19:00

3 /23（土）
ウェリントン ニュージーランド

6:00 船中泊
3 /24（日） --- 18:00
3 /25（月） アカロア A ニュージーランド 8:00 18:00
3 /26（火） ダニーデン ニュージーランド 8:00 17:00
3 /27（水） フィヨルドランド（クル－ジング） 7:30 18:00
28（木）～29（金）クルージング --- ---

3 /30（土）メルボルン  オーストラリア 午前下船 ---

❖Q911❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥1,257,000～
P2 プリンセス スイート ￥845,000～
BE バルコニー ￥472,000～
EC オーシャンビュー ￥382,000～
IE スタンダード（内側） ￥281,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥19,205
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港　A…錨泊

寄港地 国名 入港 出港

3 /12（火）メルボルン  オーストラリア 午後乗船18:00
3 /13（水）クルージング --- ---

3 /14（木）
ホバート（タスマニア） オーストラリア

8:00 船中泊
3 /15（金） --- 18:00
3 /16（土）ポート・アーサーA オーストラリア 8:00 18:00
3 /17（日）クルージング --- ---

3 /18（月）メルボルン  オーストラリア 午前下船 ---

❖Q910❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥649,000～
P2 プリンセス スイート ￥431,000～
BE バルコニー ￥241,000～
EC オーシャンビュー ￥209,000～
IE スタンダード（内側） ￥153,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥9,571
代金の適用条件・ご注意…P.54　A…錨泊

クイーン・エリザベス
シドニー～メルボルン

4日間
Q909  2019年3月9日（土）～3月12日（火）

クイーン・エリザベス
メルボルン発着

13日間
Q911  2019年3月18日（月）～3月30日（土）

クイーン・エリザベス
メルボルン発着

7日間
Q910  2019年3月12日（火）～3月18日（月）

◇ ハイライト ◇

◆メルボルン
　オーストラリア第2の都市で、豪州屈指

の要港です。19世紀建造の荘厳な教会や、
郊外には美しい海岸線が続く「グレート・
オーシャン・ロード」もあります。

◆マールボロ・サウンド
　美しい入り江や切り立った崖が混在する

独特の景観を持つ景勝地です。有名な英
国の冒険家、キャプテン・クックも嵐か
らの避難に利用したと伝えられています。

ウェリントン

メルボルン

マールボロ・サウンド

寄港地 国名 入港 出港

3 /30（土）メルボルン  オーストラリア 午後乗船18:00
3 /31（日） クルージング --- ---

4 / 1（月） シドニー  オーストラリア 6:30 19:00
4 / 2（火） クルージング --- ---

4 / 3（水） ブリスベン オーストラリア 午前下船 ---

❖Q912A❖3日間❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥238,000～
P2 プリンセス スイート ￥158,000～
BE バルコニー ￥83,000～
EC オーシャンビュー ￥68,000～
IE スタンダード（内側） ￥58,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥6,659
代金の適用条件・ご注意…P.54　

❖Q912B❖5日間❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥459,000～
P2 プリンセス スイート ￥311,000～
BE バルコニー ￥161,000～
EC オーシャンビュー ￥137,000～
IE スタンダード（内側） ￥120,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥11,595
代金の適用条件・ご注意…P.54　

❖Q912C❖3日間❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥228,000～
P2 プリンセス スイート ￥159,000～
BE バルコニー ￥83,000～
EC オーシャンビュー ￥74,000～
IE スタンダード（内側） ￥58,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥8,167
代金の適用条件・ご注意…P.54

クイーン・エリザベス
メルボルン～ブリスベン 5日間／3日間

Q912A  2019年3月30日（土）～4月1日（月） メルボルン発 3日間
Q912B  2019年3月30日（土）～4月3日（水） メルボルン発 5日間
Q912C  2019年4月 1 日（月）～4月3日（水） シドニー発 3日間

瀟洒な都市と
初秋のフィヨルドを満喫

瀟洒なオーストラリアの大都市、ニュージー
ランド・フィヨルド、タスマニアの原生林
など多彩な魅力が詰まった初秋のオセアニ
アを満喫いただけるクルーズです。
オーストラリア・ヴィクトリア州の州都、
メルボルンはガーデン・シティ（庭園都市）
として知られる風光明媚な美しい街で、19
世紀中頃の建造物が街を彩っています。
ピクトンはニュージーランド南島の玄関港
で、マールボロ・サウンドは地殻変動で
沈んだ渓谷部に太平洋からの海水が流れ
込んでできあがった、複雑に入り組んだ
フィヨルドです。垂直に切り立った緑の断
崖と波の穏やかな入り江が混在する景勝
地で、船上から望む、美しいフィヨルドの
光景をお楽しみください。また、ウェリン
トン、アカロア、ダニーデン、フィヨルド
ランド国立公園も訪れ、ニュージーランド
南島の魅力を存分に味わえます。タスマ
ニアの港町バーニーは世界遺産のあるクレ
イドル・マウンテン国立公園への玄関港で、
体長わずか30cmの世界最小のフェアリー・
ペンギンも生息しています。

シドニー

ブリスベン

メルボルン

バーニー

ホバート

ダニーデン

アカロア

ピクトン ウェリントン
フィヨルド
ランド

ポート・
アーサー

3130 ※このパンフレットに記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。※上記日程以外のクルーズもございます。巻末のクルーズカレンダーをご参照ください。

クイーン・エリザベス　オセアニアクルーズ



「南太平洋物語」の著者でピューリッツァー賞作家のジェームズ・ミッチェナーは「この美しさは水上のフェアリー・テールだ」とシドニー
を評しています。都市のシンボルのオペラハウス、物語から抜け出たような美しい建築物、緑豊かな自然の景観、18世紀の探検家たちが
訪れた歴史ある名跡など数々の魅力に溢れています。ブリスベンはブーゲンビリアの咲く美しい亜熱帯の都市です。足を延ばして青い空
と白いビーチが水平線まで続くゴールド・コーストも楽しめます。熱帯雨林に覆われた豊かな自然と美しい珊瑚礁で彩られたパプアニュー
ギニアには、ツリーカンガルーや世界最大のチョウが生息し、少数部族は今も伝統を守って暮らしています。フィリピン・ボラカイ島は純
白のパウダーサンドが約4kmにも渡って続く美しいホワイトビーチがあり、世界ベストビーチにも選定されています。マニラはスペイン統
治時代の影響が色濃く残るカラフルな都市です。フィリピン最古のバロック様式の教会で、世界遺産に認定されたサン・アグスティン教
会は見所のひとつです。歴史と文化、緑豊かな自然に彩られた魅力的な東南アジアを満喫した後は春爛漫の横浜へ向かいます。

シドニー～横浜

寄港地 国名 入港 出港

4 / 1（月） シドニー  オーストラリア 午後乗船19:00
4 / 2（火） クルージング --- ---

4 / 3（水） ブリスベン オーストラリア 7:00 18:00
4（木）～5（金）クルージング --- ---

4 / 6（土） アロタウ パプアニューギニア 8:00 18:00
4 / 7（日） クルージング --- ---

4 / 8（月） ラバウル パプアニューギニア 8:00 17:00
9（火）～12（金）クルージング --- ---

4 /13（土） ボラカイ島 M A フィリピン 8:00 18:00
4 /14（日） マニラ フィリピン 7:00 21:00
15（月）～18（木）クルージング --- ---

4 /19（金） 横浜  日本 午前下船 ---

M…初寄港　A…錨泊

❖Q912D❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥1,514,000～
P2 プリンセス スイート ￥1,028,000～
BE バルコニー ￥552,000～
EC オーシャンビュー ￥480,000～
IE スタンダード（内側） ￥356,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥32,395
代金の適用条件・ご注意…P.54

クイーン・エリザベス
シドニー～横浜

19日間
Ｑ912D  2019年4月1日（月）～4月19日（金）

横浜

シドニー

ブリスベン

アロタウ

ラバウル

ボラカイ島

マニラ

※このパンフレットに記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。

サン・アグスティン教会／マニラ

パプアニューギニア

ボラカイ島

珊瑚海とソロモン海が交差する赤道直下のパプアニューギニア、
美しいパウダーサンドが続く世界ベストビーチのフィリピンを抜け、春爛漫の横浜へ

シドニー
3332

クイーン・エリザベス　オセアニア・アジアクルーズ



横浜発着クルーズ

※このパンフレットに記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。

陽春の日本の美を再発見。初の日本一周と
ゴールデンウィークの山陽、九州を巡る祝賀の旅

寄港地 入港 出港

4 /19（金） 横浜  午後乗船18:00
4 /20（土）クルージング --- ---

4 /21（日） 函館M 8:00 18:00
4 /22（月）秋田M 8:00 17:00
4 /23（火）金沢M 9:00 18:00
4 /24（水）境港M 8:00 17:00
4 /25（木）釜山（韓国） 7:00 17:00
4 /26（金）八代M 8:00 17:00
4 /27（土）クルージング --- ---

4 /28（日）横浜  午前下船 ---

❖Q913❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥798,000～
P2 プリンセス スイート ￥588,000～
BE バルコニー ￥366,000～
EC オーシャンビュー ￥315,000～
IE スタンダード（内側） ￥202,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥15,885
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港

寄港地 入港 出港

4 /28（日）横浜  午後乗船18:00
4 /29（月）クルージング --- ---

4 /30（火）広島 8:00 18:00
5 / 1（水）クルージング --- ---

5 / 2（木）釜山（韓国） 7:00 19:00
5 / 3（金）長崎 6:00 17:30
5 / 4（土）クルージング --- ---

5 / 5（日）横浜  午前下船 ---

❖Q914❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥655,000～
P2 プリンセス スイート ￥483,000～
BE バルコニー ￥301,000～
EC オーシャンビュー ￥259,000～
IE スタンダード（内側） ￥167,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥10,871
代金の適用条件・ご注意…P.54

クイーン・エリザベス
日本一周クルーズ

10日間
Ｑ913  2019年4月19日（金）～4月28日（日）

クイーン・エリザベス
ゴールデンウィーク・クルーズ 

8日間
Ｑ914  2019年4月28日（日）～5月5日（日）

日本の美・再発見の旅へようこそ。出発地の横浜は、森鴎外が「今は百舟百千舟 泊る處ぞ見よや」と横浜市歌で謳った世界の要港です。
北海道や東北では例年4月下旬から桜が開花します。函館のシンボル五稜郭は桜の名所として有名で、また、秋田・角館の武家屋敷は
春になると日本一とも呼ばれる枝垂れ桜で覆われます。金沢は日本三名園の兼六園、ひがし茶屋街など風情と趣があり小京都と称され
ています。鳥取の港町、境港は海外でも高く評価される日本庭園を持つ足立美術館や、足を延ばし出雲大社へも参拝できます。韓国
第2の都市釜山では活気に溢れた市内や世界遺産の仏国寺などの名所、韓国料理などの食文化もお楽しみいただけます。八代では風格
漂う熊本城へ。日本三名城の一つでもあり戦国武将・加藤清正によって江戸時代初期に完成しました。そして、ゴールデンウィーク・
クルーズでは世界遺産の地・広島、活気溢れる都市・釜山、古くから外国へ開かれていた街・長崎を新緑の美しい時期に訪れます。

横浜発着クルーズによせて 横 浜 市 長

林 文子
2019年に開港160年を迎える横浜港では、クイー
ン・エリザベスの寄港に向け、大黒ふ頭で新たな
客船ターミナルの整備を進めています。横浜の美
しいインナーハーバーを見渡せるターミナルに皆
様をお迎えできることを、心待ちにしております。

◇ ハイライト ◇

◆函館
　北方警備の要として江戸幕府が建造した

五稜郭は函館を代表する建造物で、近接
のタワーから星形の城郭を一望できます。

◆秋田
　角館には幕末から明治にかけ、格式ある

武家屋敷群が建造・移築されました。例
年4月下旬から見頃の枝垂れ桜が有名です。

◆金沢
　加賀藩の歴代藩主によって形づくられた

日本三名園の兼六園や、ひがし茶屋街な
どがある日本情緒溢れる美しい街です。

◆境港
　50,000坪の美しい日本庭園がある足立美術

館があります。また、福の神でもある大国
主大神を祀る出雲大社へも参拝できます。
　

◆熊本・八代
　熊本城は日本三名城のひとつで本殿など

5棟の建造物が国宝に指定されています。
また青井阿蘇神社へも参拝できます。

五稜郭

武家屋敷御門／角館 横浜

横浜

函館

秋田

金沢

境港釜山

八代

横浜
広島

長崎

釜山

厳島神社／広島
3534

クイーン・エリザベス　横浜発着クルーズ



西南・中南アラスカの大自然に出会う

地球上でも類のない、雄大なアラスカの大自
然は多くの人 を々魅了しています。西南アラ
スカのコディアック島は約9500km2に及ぶア
ラスカ州最大の島で、島の2/3を占める保護
区には約3500頭のコディアック・ベアーや
240種類の鳥類が生息しています。アンカレッ
ジは地球最北の都市の一つで、近郊のチュ
ガッチ国立公園は1500m以上の山 と々広大
な原生林に囲まれた壮大な景観が魅力です。

横浜～バンクーバー

※このパンフレットに記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。

日本情緒溢れる新緑の東北と北海道を満喫し
アラスカのダイナミックな手つかずの自然を巡る

寄港地 国名 入港 出港

5 / 5（日） 横浜  日本 午後乗船18:00
5 / 6（月） クルージング --- ---

5 / 7（火）青森M  日本 8:00 22:00
5 / 8（水）室蘭M 日本 8:00 22:00
9（木）～11（土）クルージング --- ---

5 /12（日）日付変更線通過（日付が1日戻ります）
13（月）～14（火）クルージング --- ---

5 /15（水）コディアックM A アメリカ 6:00 17:00
5 /16（木） アンカレッジM アメリカ 8:00 17:00
5 /17（金）クルージング --- ---

5 /18（土）ジュノーM アメリカ 13:00 21:00
5 /19（日） クルージング --- ---

5 /20（月） インサイド・パッセージ（クルージング）8:00 17:00
5 /21（火）バンクーバー M カナダ 午前下船 ---

❖Q915A❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥1,128000～
P2 プリンセス スイート ￥847,000～
BE バルコニー ￥470,000～
EC オーシャンビュー ￥378,000～
IE スタンダード（内側） ￥293,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥24,331～
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港　A…錨泊

クイーン・エリザベス
横浜～バンクーバー

17日間
Ｑ915A  2019年5月5日（日）～5月21日（火）

クイーン・エリザベスとともに日本とアラスカを周遊するクルーズで、新緑の日本とアラスカの大自然をご堪能いただけます。
ゴールデンウィーク最終日に横浜港を出発し、青森と室蘭に寄港します。青森は岩木山の残雪と美しいコントラストを作る弘前城の風
光明媚な光景が魅力です。北海道・室蘭は太平洋を一望できる地球岬の絶景や、足を延ばし札幌の名所もお楽しみいただけます。
室蘭から太平洋を横断しアラスカ西南部を目指します。アラスカ最大の島コディアックには7000年以上前からアルティーク族（エス
キモー）が暮らし、自然と共存する先住民の伝統文化や島の大部分を占める雄大な自然が魅力です。コディアック・ベアーやラッコな
どの野生動物も生息しています。アラスカ州最大都市・アンカレッジは、かつてはキャプテン・クックが周辺を通過し、20世紀初頭
にアラスカ鉄道が建設基地を設けたことで発展しました。都市と手つかずの自然が共存し多くの人々を魅了しています。ジュノーはア
ラスカ州の州都で1000メートル級の険しい山々に囲まれ、街にはゴールドラッシュの面影が残っています。メンデンホール氷河は約
3840km2もあるジュノー氷原の主要氷河の一つです。インサイド・パッセージはバンクーバーからスキャグウェイの約1600kmに及ぶ
風光明媚な航路で、氷河によって形成されました。多くの野生動物が生息し悠々と泳ぐクジラやシャチ、空に舞うハクトウワシなどが
見られるかもしれません。カナダ西海岸最大都市バンクーバーは、多民族が共生する文化が生み出した景観と、郊外の緑豊かな自然が
織りなす美しい都市です。カナダ・プレイスの近くにあるギャスタウンはバンクーバー発祥の地と言われ、多くの観光客が訪れています。

横浜

バンクーバー

青森

室蘭

コディアック

アンカレッジ

ジュノー

メンデンホール氷河／ジュノー

カナダ・プレイス／バンクーバー

弘前城／青森

コディアック・ベアー

ジュノー

3736 ※このパンフレットに記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。

クイーン・エリザベス　横浜～バンクーバー



バンクーバー

ジュノー

トレーシー
アームシトカ

ビクトリア

スキャグウェイ

ハバード・
グレーシャー

アイシー・
ストレート・
ポイント

ケチカン

アラスカクルーズ

※このパンフレットに記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。

キュナード 25 年ぶりのアラスカクルーズヘ
花々で彩られたカナダの都市とダイナミックなアラスカの氷河を堪能する

寄港地 国名 入港 出港

1 バンクーバーM カナダ 午後乗船17:00
2 インサイド・パッセージ（クルージング） 8:00 17:00

3
トレーシー・アーム（クルージング） 7:30 11:30
ジュノー アメリカ 14:00 22:00

4 スキャグウェイM アメリカ 7:00 18:00
5 ハバード・グレーシャー （クルージング） 13:00 17:00
6 アイシー・ストレート・ポイントM（クルージング） 7:00 17:00
7 シトカM アメリカ 8:00 17:00
8 ケチカンM アメリカ 8:00 18:00
9 インサイド・パッセージ（クルージング） 8:00 17:00
10 ビクトリアM カナダ 7:00 23:59
11 バンクーバー カナダ 午前下船 ---

❖Q915B❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥1,217,000～
P2 プリンセス スイート ￥728,000～
BE バルコニー ￥348,000～
EC オーシャンビュー ￥261,000～
IE スタンダード（内側） ￥188,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥26,733
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港（Q915B）

クイーン・エリザベス
アラスカクルーズ

11日間
Ｑ915B  2019年5月21日（火）～5月31日（金）
Ｑ916  2019年5月31日（金）～6月10日（月）⃝

クイーン・エリザベス
アラスカクルーズ

11日間
Ｑ917  2019年6月10日（月）～6月20日（木）⃝
Ｑ918  2019年6月20日（木）～6月30日（日）⃝

1980年代から1990年代初頭にかけてキュナードの客船だったサガフィヨルドはアラスカクルーズで活躍していました。2019年、クイー
ン・エリザベスは初めてアラスカを巡ります。最新のトレンドと先住民の文化で彩られたカナダのブリティッシュ・コロンビア州の都
市、巨大な氷河が眼前に迫る圧巻のハバード・グレーシャーの光景とアラスカの手つかずの雄大な自然を存分に楽しめる、魅力に溢れ
たクルーズです。インサイド・パッセージではクイーン・シャーロット諸島など大小の島々からなる風光明媚な景色が連なるフィヨル
ドの絶景が見られます。ジュノーはアラスカで最も美しい街とも呼ばれています。ジュノー山とロバーツ山に囲まれ、19世紀の建造物
が今も残っています。スキャグウェイは19世紀のゴールドラッシュに建造された個性的な街並みと、ホワイトパス・ユーコン鉄道から
望む峡谷の絶景が魅力です。アイシー・ストレート・ポイント（アイシー海峡）では悠々と泳ぐクジラに出会えるかもしれません。そ
して、船上から望む全長122kmに及ぶハバード・グレーシャーの巨大な氷河が崩落するダイナミックな光景は、地球の営みそのもので、
感動的です。シトカは「ロシアのアメリカ」とも呼ばれ、ロシアによって統治された歴史と文化が残る街です。アラスカ最南端の都市
ケチカンはクリンキット族の言葉で「羽を広げた鷲」を意味し、先住民の文化とウォーターフロントの自然豊かな美しい景観をお楽し
みいただけます。また、世界最大の温帯雨林を擁するトンガス国立森林公園の玄関港でもあります。ビクトリアはカナダ・バンクーバー
島最南端の都市です。英国の影響が色濃く残る街並みは花々で彩られ、ガーデン・シティの名の通り美しい景観を作り出しています。

ハバード・グレーシャー

ビクトリア

スキャグウェイケチカン

アイシー・ストレート・ポイント

Q915B／Q916

寄港地 国名 入港 出港

1 バンクーバー カナダ 午後乗船17:00
2 インサイド・パッセージ（クルージング） 8:00 17:00
3 ケチカン アメリカ 7:00 16:00

4
トレーシー・アーム（クルージング） 7:30 11:30
ジュノー アメリカ 14:00 22:00

5 スキャグウェイ アメリカ 7:00 20:00

6 アイシー・ストレート・ポイント（クルージング） 7:00 17:00

7 ハバード・グレーシャー （クルージング） 8:00 12:00
8 シトカ アメリカ 7:00 16:00
9 クルージング --- ---

10 ビクトリア カナダ 10:00 23:59
11 バンクーバー カナダ 午前下船 ---

⃝Q916　5/31（金）発は9日目が変更となります
9 クルージング --- ---

⃝Q918　6/20（木）発は10日目の出港時間が変更となります。

10 ビクトリア カナダ 10:00 18:00

⃝Q916 ⃝Q917 ⃝Q918
代金はお問い合わせください。

3938 ※このパンフレットに記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。

クイーン・エリザベス　アラスカクルーズ



 

 

香港

シンガポール

ケープタウン

サウサンプトン

ハミルトン

アピア

ヌクアロファ

タウランガ

ベイ・オブ・
アイランズ

エアリー・ビーチ

ダーウィン
バリ島

フーミー
ニャチャン

チャンメイ

マラッカ

コロンボ

ヴィクトリア

ポートルイス

レユニオン

ポート・エリザベス

ウォルビスベイ

グラン・カナリア島

シドニー

ブリスベン

オークランド

ポート・カナベラル

アルバ島
カルタヘナ

パナマ運河

プンタレナス

カボ・サン・
ルーカス

ホノルル

アピアへ

ホノルルから

サンフランシスコ

フォート・
ローダーデール

ワールドクルーズの世界へようこそ。クイーン・ヴィクトリアは1922年から続くワールドクルーズの歴史と伝統を受
け継ぎ、西回り航路で地球を一周する冒険の旅へ出かけます。26のユネスコ世界遺産のある地域を訪れ、計24ヶ国
40港に寄港します。ワールドクルーズでしか味わえない最高の瞬間をクイーン・ヴィクトリアの船上でお迎えください。

寄港地 国名 入港 出港

1 /10（木） サウサンプトン イギリス 午後乗船 17:00

11（金）～16（水）  クルージング --- ---

1 /17（木） ハミルトン 英領バミューダ 9:30 15:30

18（金）～19（土）  クルージング --- ---

1 /20（日） ポート・カナベラル アメリカ 6:00 20:00

1 /21（月） フォート・ローダーデール アメリカ 6:00 20:00

22（火）～23（水）  クルージング --- ---

1 /24（木） アルバ島 オランダ領 7:00 18:00

1 /25（金） クルージング --- ---

1 /26（土） カルタヘナ コロンビア 7:00 16:00

1 /27（日） パナマ運河通過（クルージング） 7:00 17:00

1 /28（月） クルージング --- ---

1 /29（火） プンタレナス コスタリカ 3:00 15:30

30（水）～2/1（金）  クルージング --- ---

2 / 2（土） カボ・サン・ルーカスA メキシコ 7:00 17:00

3（日）～4（月）  クルージング --- ---

2 / 5（火）
サンフランシスコ アメリカ

8:00 船中泊
2 / 6（水） --- 20:00

7（木）～10（日）  クルージング --- ---

2 /11（月） ホノルル（オアフ島） アメリカ 8:00 18:00

12（火）～13（水）  クルージング --- ---

2 /14（木） 日付変更線通過（日付が1日進みます） --- ---

2 /16（土） クルージング --- ---

2 /17（日） アピア サモア 9:00 18:00

寄港地 国名 入港 出港

2 /18（月） クルージング --- ---

2 /19（火） ヌクアロファ トンガ 9:00 17:00

20（水）～21（木）  クルージング --- ---

2 /22（金） タウランガ ニュージーランド 5:00 22:45

2 /23（土） オークランド ニュージーランド 8:00 22:00

2 /24（日） ベイ・オブ・アイランズ A ニュージーランド 8:00 18:00

25（月）～26（火）  クルージング --- ---

2 /27（水） シドニーA オーストラリア 6:30 船中泊
2 /28（木） シドニー オーストラリア --- 21:00

3 / 1（金） クルージング --- ---

3 / 2（土） ブリスベン オーストラリア 7:00 19:00

3 / 3（日） クルージング --- ---

3 / 4（月） エアリー・ビーチA オーストラリア 8:00 18:00

5（火）～7（木）  クルージング --- ---

3 / 8（金） ダーウィン オーストラリア 9:00 19:00

9（土）～10（日）  クルージング --- ---

3 /11（月） バリ島 A インドネシア 7:00 18:00

12（火）～14（木）  クルージング --- ---

3 /15（金） フーミー（ホーチミン） ベトナム 7:00 17:00

3 /16（土） ニャチャンA ベトナム 8:00 18:00

3 /17（日） クルージング --- ---

3 /18（月）
香港 中国

8:00 船中泊
3 /19（火） --- 22:00

3 /20（水） クルージング --- ---

寄港地 国名 入港 出港

3 /21（木） チャンメイ ベトナム 7:00 18:00

22（金）～23（土）  クルージング --- ---

3 /24（日） シンガポール シンガポール 8:00 19:00

3 /25（月） マラッカM A マレーシア 8:00 18:00

26（火）～28（木）  クルージング --- ---

3 /29（金） コロンボ スリランカ 7:00 20:00

30（土）～4/1（月）  クルージング --- ---

4 / 2（火） ヴィクトリア セーシェル 8:00 20:00

3（水）～4（木）  クルージング --- ---

4 / 5（金） ポートルイス モーリシャス 7:00 19:00

4 / 6（土） レユニオン レユニオン 7:00 17:00

7（日）～9（火）  クルージング --- ---

4 /10（水） ポート・エリザベス 南アフリカ 5:30 20:00

4 /11（木） クルージング --- ---

4 /12（金）
ケープタウン 南アフリカ

6:00 船中泊
4 /13（土） --- 17:00

4 /14（日） クルージング --- ---

4 /15（月） ウォルビスベイ PA ナミビア 6:00 17:00

16（火）～23（火）  クルージング --- ---

4 /24（水） グラン・カナリア島（カナリア諸島） スペイン領 8:00 18:00

25（木）～27（土）  クルージング --- ---

4 /28（日） サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

M…初寄港　A/PA…錨泊　日程内の太字は区間クルーズの発着地です。

❖V904F❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥8,661,000～
P2 プリンセス スイート ￥5,919,000～
BE バルコニー ￥3,248,000～
EC オーシャンビュー ￥2,863,000～
IE スタンダード（内側） ￥2,148,000～

  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥118,843
代金の適用条件・ご注意…P.54

フルクルーズご乗船の特典がございます。詳細はP.54をご参照ください。

クイーン・ヴィクトリア　
2019年 ワールドクルーズ  108日間

 V904F   2019年1月10日（木）～4月28日（日） 

サンフランシスコ

4140 ※このパンフレットに記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。

クイーン・ヴィクトリア　2019 年 ワールドクルーズ



区間クルーズ 　

 

サンフランシスコ

ブリスベン

香港

シドニー

アルバ島
カルタヘナ

パナマ運河

プンタレナス

ホノルル

ベイ・オブ・
アイランズ

エアリー・
ビーチ アピア

ヌクアロファ
ダーウィン

バリ島

チャンメイ

シンガポール
フーミー
ニャチャン

タウランガオークランド

カボ・サン・
ルーカス

フォート・
ローダーデール

パナマ運河

グレート・バリア・リーフ

寄港地 国名 入港 出港

1 /21（月） フォート・ローダーデール アメリカ 午後乗船20:00
22（火）～23（水）クルージング --- ---

1 /24（木） アルバ島 オランダ領 7:00 18:00
1 /25（金） クルージング --- ---

1 /26（土） カルタヘナ コロンビア 7:00 16:00
1 /27（日） パナマ運河通過（クルージング） 7:00 17:00
1 /28（月） クルージング --- ---

1 /29（火） プンタレナス コスタリカ 3:00 15:30
30（水）～2/1（金）クルージング --- ---

2 / 2（土） カボ・サン・ルーカスA メキシコ 7:00 17:00
3（日）～4（月）クルージング --- ---

2 / 5（火）
サンフランシスコ アメリカ

8:00 船中泊
2 / 6（水） 午前下船 ---

❖V905❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥1,338,000～
P2 プリンセス スイート ￥887,000～
BE バルコニー ￥470,000～
EC オーシャンビュー ￥443,000～
IE スタンダード（内側） ￥355,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥43,658
代金の適用条件・ご注意…P.54　A…錨泊

寄港地 国名 入港 出港

2 / 6（水） サンフランシスコ アメリカ 午後乗船20:00
7（木）～10（日）クルージング --- ---

2 /11（月） ホノルル (オアフ島） アメリカ 8:00 18:00
12（火）～13（水）クルージング --- ---

2 /14（木） 日付変更線通過 (日付が1日進みます） --- ---

2 /16（土） クルージング --- ---

2 /17（日） アピア サモア 9:00 18:00
2 /18（月） クルージング --- ---

2 /19（火） ヌクアロファ トンガ 9:00 17:00
20（水）～21（木）クルージング --- ---

2 /22（金） タウランガ ニュージーランド 5:00 22:45
2 /23（土） オークランド ニュージーランド 8:00 22:00
2 /24（日） ベイ・オブ・アイランズ A ニュージーランド 8:00 18:00
25（月）～26（火）クルージング --- ---

2 /27（水） シドニーA オーストラリア 6:30 船中泊
2 /28（木） シドニー オーストラリア 午前下船 ---

❖V906❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥1,881,000～
P2 プリンセス スイート ￥1,288,000～
BE バルコニー ￥739,000～
EC オーシャンビュー ￥654,000～
IE スタンダード（内側） ￥477,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥30,487
代金の適用条件・ご注意…P.54　A…錨泊

寄港地 国名 入港 出港

2 /23（土） オークランド ニュージーランド 午後乗船22:00
2 /24（日） ベイ・オブ・アイランズ A ニュージーランド 8:00 18:00
25（月）～26（火）クルージング --- ---

2 /27（水） シドニーA オーストラリア 6:30 船中泊
2 /28（木） シドニー オーストラリア --- 21:00
3 / 1（金） クルージング --- ---

3 / 2（土） ブリスベン オーストラリア 午前下船 ---

❖V906E❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥727,000～
P2 プリンセス スイート ￥498,000～
BE バルコニー ￥265,000～
EC オーシャンビュー ￥220,000～
IE スタンダード（内側） ￥160,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥14,101
代金の適用条件・ご注意…P.54　A…錨泊

寄港地 国名 入港 出港

2 /28（木） シドニー オーストラリア 午後乗船21:00
3 / 1（金） クルージング --- ---

3 / 2（土） ブリスベン オーストラリア 7:00 19:00
3 / 3（日） クルージング --- ---

3 / 4（月） エアリー・ビーチA オーストラリア 8:00 18:00
5（火）～7（木）クルージング --- ---

3 / 8（金） ダーウィン オーストラリア 9:00 19:00
9（土）～10（日）クルージング --- ---

3 /11（月） バリ島 A インドネシア 7:00 18:00
12（火）～14（木）クルージング --- ---

3 /15（金） フーミー（ホーチミン） ベトナム 7:00 17:00

3 /16（土） ニャチャンA ベトナム 8:00 18:00

3 /17（日） クルージング --- ---

3 /18（月）
香港 中国

8:00 船中泊

3 /19（火） 午前下船 ---

❖V907❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥1,559,000～
P2 プリンセス スイート ￥1,052,000～
BE バルコニー ￥577,000～
EC オーシャンビュー ￥500,000～
IE スタンダード（内側） ￥375,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥28,973
代金の適用条件・ご注意…P.54　A…錨泊

寄港地 国名 入港 出港

2 /28（木） シドニー オーストラリア 午後乗船21:00
3 / 1（金） クルージング --- ---

3 / 2（土） ブリスベン オーストラリア 7:00 19:00
3 / 3（日） クルージング --- ---

3 / 4（月） エアリー・ビーチA オーストラリア 8:00 18:00
5（火）～7（木）クルージング --- ---

3 / 8（金） ダーウィン オーストラリア 9:00 19:00
9（土）～10（日）クルージング --- ---

3 /11（月） バリ島 A インドネシア 7:00 18:00
12（火）～14（木）クルージング --- ---

3 /15（金） フーミー（ホーチミン） ベトナム 7:00 17:00

3 /16（土） ニャチャンA ベトナム 8:00 18:00

3 /17（日） クルージング --- ---

3 /18（月）
香港 中国

8:00 船中泊

3 /19（火） --- 22:00
3 /20（水） クルージング --- ---

3 /21（木） チャンメイ ベトナム 7:00 18:00
22（金）～23（土）クルージング --- ---

3 /24（日） シンガポール シンガポール 午前下船 ---

❖V907B❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥1,957,000～
P2 プリンセス スイート ￥1,322,000～
BE バルコニー ￥729,000～
EC オーシャンビュー ￥635,000～
IE スタンダード（内側） ￥472,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥33,388
代金の適用条件・ご注意…P.54　A…錨泊

クイーン・ヴィクトリア
フォート・ローダーデール～
サンフランシスコ　17日間

 V905  2019年1月21日（月）～2月6日（水）

クイーン・ヴィクトリア
サンフランシスコ～シドニー

22日間
 V906  2019年2月6日（水）～2月28日（木）

クイーン・ヴィクトリア
オークランド～ブリスベン

8日間
 V906E  2019年2月23日（土）～3月2日（土）

クイーン・ヴィクトリア
シドニー～香港

20日間
 V907  2019年2月28日（木）～3月19日（火）

クイーン・ヴィクトリア
シドニー～シンガポール

25日間
 V907B  2019年2月28日（木）～3月24日（日）

◇ ハイライト ◇

◆カルタヘナ
　かつてはエメラルドをはじめ南米の富を

集め、スペインへ送る中継港でした。
  カリブ海を望む美しい港町で、スペイン

の植民地の影響を色濃く残す趣のある旧
市街は世界遺産に登録されています。

◆パナマ運河
　カリブ海と太平洋を結ぶ全長約80kmに

も及ぶ海運の要衝、パナマ運河。海抜差
が最大で26mもあり、閘門で水位を変
化させながら時間をかけて通過します。
水位が揃い、ゆっくりと閘門が開く感動
の瞬間は、船上でしか味わえない、クルー
ズならではの醍醐味です。

カルタヘナ

パナマ運河の扉が開く
感動の瞬間に立ち会う

カリブを経てパナマ運河を通過し、北米を
経由して南太平洋からアジアを目指すこの
クルーズでは、雄大な自然とモザイクのよ
うな多様な文化をお楽しみいただけます。
カラフルな住宅が建ち並ぶ活気のある町ア
ルバ、旧市街が世界遺産となっているカル
タヘナのカリブ諸国を訪れ、パナマ運河で
は水位の変わる閘門を通過する、クルーズ
でしか体験できない感動の瞬間に立ち会い
ます。カボ・サン・ルーカスやサンフラン
シスコでは北アメリカの雄大な自然と都市
が織りなす景観を、ポリネシアの文化が残
るホノルルやアピア、ヌクアロファでは美
しいビーチからの眺望もお楽しみいただけ
ます。オセアニアの美しい珊瑚礁を堪能し
た後は、バリ島の豊かな自然、東西文化
が融合した都市ホーチミン、活気溢れる
香港など、魅力溢れるアジアを周遊します。

ホノルル

4342 ※このパンフレットに記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。※上記日程以外のクルーズもございます。巻末のクルーズカレンダーをご参照ください。

クイーン・ヴィクトリア　2019 年 ワールドクルーズ



寄港地 国名 入港 出港

2 /28（木） シドニー オーストラリア 午後乗船21:00

3 / 1（金） クルージング --- ---

3 / 2（土） ブリスベン オーストラリア 7:00 19:00

3 / 3（日） クルージング --- ---

3 / 4（月） エアリー・ビーチA オーストラリア 8:00 18:00
5（火）～7（木）クルージング --- ---

3 / 8（金） ダーウィン オーストラリア 9:00 19:00

9（土）～10（日）クルージング --- ---

3 /11（月） バリ島 A インドネシア 7:00 18:00

12（火）～14（木）クルージング --- ---

3 /15（金） フーミー（ホーチミン） ベトナム 7:00 17:00

3 /16（土） ニャチャンA ベトナム 8:00 18:00

3 /17（日） クルージング --- ---

3 /18（月）
香港 中国

8:00 船中泊
3 /19（火） --- 22:00

3 /20（水） クルージング --- ---

3 /21（木） チャンメイ ベトナム 7:00 18:00
22（金）～23（土）クルージング --- ---

3 /24（日） シンガポール シンガポール 8:00 19:00

3 /25（月） マラッカM A マレーシア 8:00 18:00
26（火）～28（木）クルージング --- ---

3 /29（金）コロンボ スリランカ 7:00 20:00
30（土）～4/1（月）クルージング --- ---

4 / 2（火） ヴィクトリア セーシェル 8:00 20:00
3（水）～4（木）クルージング --- ---

クイーン・ヴィクトリア
シドニー～サウサンプトン

60日間
 V907D  2019年2月28日（木）～4月28日（日）

クイーン・ヴィクトリア
香港～ケープタウン

25日間
 V908  2019年3月19日（火）～4月12日（金）

クイーン・ヴィクトリア
香港～サウサンプトン

41日間
 V908B  2019年3月19日（火）～4月28日（日）

クイーン・ヴィクトリア
シンガポール～サウサンプトン

36日間
 V908D  2019年3月24日（日）～4月28日（日）

寄港地 国名 入港 出港

4 / 5（金） ポートルイス モーリシャス 7:00 19:00

4 / 6（土） レユニオン レユニオン 7:00 17:00

7（日）～9（火）クルージング --- ---

4 /10（水）ポート・エリザベス 南アフリカ 5:30 20:00

4 /11（木） クルージング --- ---

4 /12（金）
ケープタウン 南アフリカ

6:00 船中泊
4 /13（土） --- 17:00

4 /14（日） クルージング --- ---

4 /15（月）ウォルビスベイPA ナミビア 6:00 17:00

16（火）～23（火）クルージング --- ---

4 /24（水）グラン・カナリア島
（カナリア諸島）

スペイン領 8:00 18:00

25（木）～27（土）クルージング --- ---

4 /28（日）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

❖V907D❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥4,518,000～
P2 プリンセス スイート ￥3,125,000～
BE バルコニー ￥1,707,000～
EC オーシャンビュー ￥1,480,000～
IE スタンダード（内側） ￥1,106,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥49,451
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港　A/PA…錨泊

寄港地 国名 入港 出港

3 /19（火） 香港 中国午後乗船22:00
3 /20（水） クルージング --- ---

3 /21（木） チャンメイ ベトナム 7:00 18:00
22（金）～23（土）クルージング --- ---

3 /24（日） シンガポール シンガポール 8:00 19:00

3 /25（月） マラッカM A マレーシア 8:00 18:00
26（火）～28（木）クルージング --- ---

3 /29（金）コロンボ スリランカ 7:00 20:00
30（土）～4/1（月）クルージング --- ---

4 / 2（火） ヴィクトリア セーシェル 8:00 20:00
3（水）～4（木）クルージング --- ---

4 / 5（金） ポートルイス モーリシャス 7:00 19:00

4 / 6（土） レユニオン レユニオン 7:00 17:00

7（日）～9（火）クルージング --- ---

4 /10（水）ポート・エリザベス 南アフリカ 5:30 20:00

4 /11（木） クルージング --- ---

4 /12（金）ケープタウン 南アフリカ 午前下船 ---

❖V908❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥1,916,000～
P2 プリンセス スイート ￥1,307,000～
BE バルコニー ￥741,000～
EC オーシャンビュー ￥652,000～
IE スタンダード（内側） ￥470,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥18,685
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港　A…錨泊

寄港地 国名 入港 出港

3 /19（火） 香港 中国午後乗船22:00
3 /20（水） クルージング --- ---

3 /21（木） チャンメイ ベトナム 7:00 18:00
22（金）～23（土）クルージング --- ---

3 /24（日） シンガポール シンガポール 8:00 19:00

3 /25（月） マラッカM A マレーシア 8:00 18:00
26（火）～28（木）クルージング --- ---

3 /29（金）コロンボ スリランカ 7:00 20:00
30（土）～4/1（月）クルージング --- ---

4 / 2（火） ヴィクトリア セーシェル 8:00 20:00
3（水）～4（木）クルージング --- ---

4 / 5（金） ポートルイス モーリシャス 7:00 19:00

4 / 6（土） レユニオン レユニオン 7:00 17:00

7（日）～9（火）クルージング --- ---

4 /10（水）ポート・エリザベス 南アフリカ 5:30 20:00

4 /11（木） クルージング --- ---

4 /12（金）
ケープタウン 南アフリカ

6:00 船中泊
4 /13（土） --- 17:00

4 /14（日） クルージング --- ---

4 /15（月）ウォルビスベイPA ナミビア 6:00 17:00

16（火）～23（火）クルージング --- ---

4 /24（水）グラン・カナリア島
（カナリア諸島）

スペイン領 8:00 18:00

25（木）～27（土）クルージング --- ---

4 /28（日）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

❖V908B❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥2,964,000～
P2 プリンセス スイート ￥2,079,000～
BE バルコニー ￥1,137,000～
EC オーシャンビュー ￥986,000～
IE スタンダード（内側） ￥736,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥23,646
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港　A/PA…錨泊

寄港地 国名 入港 出港

3 /24（日） シンガポール シンガポール 午後乗船19:00

3 /25（月） マラッカM A マレーシア 8:00 18:00
26（火）～28（木）クルージング --- ---

3 /29（金）コロンボ スリランカ 7:00 20:00
30（土）～4/1（月）クルージング --- ---

4 / 2（火） ヴィクトリア セーシェル 8:00 20:00
3（水）～4（木）クルージング --- ---

4 / 5（金） ポートルイス モーリシャス 7:00 19:00

4 / 6（土） レユニオン レユニオン 7:00 17:00

7（日）～9（火）クルージング --- ---

4 /10（水）ポート・エリザベス 南アフリカ 5:30 20:00

4 /11（木） クルージング --- ---

4 /12（金）
ケープタウン 南アフリカ

6:00 船中泊
4 /13（土） --- 17:00

4 /14（日） クルージング --- ---

4 /15（月）ウォルビスベイPA ナミビア 6:00 17:00

16（火）～23（火）クルージング --- ---

4 /24（水）グラン・カナリア島
（カナリア諸島）

スペイン領 8:00 18:00

25（木）～27（土）クルージング --- ---

4 /28（日）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

❖V908D❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q4 ペントハウス ￥2,567,000～
P2 プリンセス スイート ￥1,808,000～
BE バルコニー ￥983,000～
EC オーシャンビュー ￥852,000～
IE スタンダード（内側） ￥640,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥18,420
代金の適用条件・ご注意…P.54　M…初寄港　A/PA…錨泊

◇ ハイライト ◇

◆バリ島
　サンスクリット語で「捧げる」を意味す
る言葉が語源といわれるバリ島は、世界
遺産にも登録されたタマン・アユン寺院
や、洋上の奇岩に建てられたタナロット
寺院など、17世紀前後に建設された歴
史的な宗教建造物が今に残る、亜熱帯の
美しいリゾートです。

◆マラッカ
　マラッカは東西交易の要衝として古くか
ら栄え、15世紀に興隆したマラッカ王
国と16世紀初頭のポルトガルとオラン
ダの支配の歴史に、華僑の文化が混じり
合う多文化の都市です。歴史都市群はマ
レーシア初の世界遺産に登録されました。

◆ヴィクトリア
　大小110以上の島々で成り立つセーシェ
ル。珊瑚礁が隆起して出来たアルダブラ
環礁や、ヴァレ・ド・メ渓谷などの絶
景は世界遺産に登録されています。
　また、真珠の養殖場もあり、ブラック・
パールはマヘ島の特産です。

タナロット寺院／バリ島

緩やかに変化する文化と
手つかずの自然を満喫する

シドニーからサウサンプトンを目指すこの
クルーズは、美しい自然の絶景、のどか
な港町やエネルギッシュな大都市の景観
が万華鏡のように移り変わっていく姿をご
堪能いただけます。船上から望むグレート・
バリア・リーフの広大な景色や、不夜城・
香港の100万ドルの夜景は必見です。
ベトナムの歴史や文化にも触れ、シンガ
ポールでは大都市の魅力を満喫、マラッカ
では歴史の影響を受けた多文化が織りな
す景観もお楽しみください。マラッカ海峡
を抜け、遺跡の街コロンボを楽しんだ後は、

「洋上の貴婦人」とも称されるインド洋を
巡ります。ヴィクトリアは太陽に照らされ
た美しい珊瑚礁とビーチの景観が魅力で
す。旅の最後は南アフリカのサバンナやナ
ミブ砂漠の絶景に出会い、カナリア諸島を
経由してサウサンプトンへ戻ります。

 

香港

シドニー

フーミー

ニャチャン

チャンメイ

サウサンプトン

グラン・カナリア島

ウォルビスベイ

ケープタウン ポート・エリザベス

レユニオン ポートルイス

ヴィクトリア

コロンボ

マラッカ

シンガポール

ブリスベン

エアリー・ビーチ

ダーウィン
バリ島

グエン朝王宮午門／フエ（チャンメイ）香港

ヴィクトリア／セーシェル

4544 ※このパンフレットに記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。※上記日程以外のクルーズもございます。巻末のクルーズカレンダーをご参照ください。

クイーン・ヴィクトリア　2019 年 ワールドクルーズ



サウサンプトンサウサンプトンサウサンプトンサウサンプトン

ドバイドバイ

シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールシンガポール

香港

上海

カディス
ピレウスピレウス

チビタベッキアチビタベッキアチビタベッキアチビタベッキア

バルセロナバルセロナバルセロナ

リスボンリスボン

リマソールリマソールリマソール

ハイファハイファ

アカバ

ドーハドーハドーハ

マスカットマスカット
ゴア

アブダビアブダビ
サラーラサラーラ

コロンボ

プーケットプーケット

コタキナバルコタキナバルコタキナバルコタキナバルコタキナバル

天津

仁川仁川

ニャチャンニャチャンニャチャン

フーミーフーミー

ポートケランポートケラン

ランカウイ島

チェンナイチェンナイ

コーチン

西帰浦市西帰浦市西帰浦市西帰浦市

ペナン

ポートサイド
（スエズ運河）（スエズ運河）

シェイク・ザイード・グランドモスク／アブダビ

外灘／上海

寄港地 国名 入港 出港

1 /10（木）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30

11（金）～12（土）  クルージング --- ---

1 /13（日）カディス スペイン 8:00 17:30

14（月）～16（水）  クルージング --- ---

1 /17（木）ピレウス（アテネ） ギリシャ 7:00 20:00

1 /18（金）クルージング --- ---

1 /19（土）
ハイファ イスラエル

8:00 船中泊

1 /20（日） --- 22:00

1 /21（月）
ポートサイド エジプト

23:00 船中泊

1 /22（火）
--- 2:00

スエズ運河通過（クルージング） 3:45 13:45

スエズ エジプト 14:50 15:00

23（水）～28（月）  クルージング --- ---

1 /29（火）ドバイ アラブ首長国連邦 6:00 20:00

1 /30（水）ドーハM カタール 8:00 18:00

1 /31（木）クルージング --- ---

2 / 1（金）マスカット オマーン 8:00 18:00

2（土）～3（日）  クルージング --- ---

2 / 4（月）ゴア（マルマガオ）M インド 6:00 17:00

2 / 5（火）クルージング --- ---

2 / 6（水）コロンボ スリランカ 7:00 20:00

7（木）～8（金）  クルージング --- ---

2 / 9（土）プーケットA タイ 8:00 20:00

2 /10（日）ペナンPA マレーシア 9:00 18:00

2 /11（月）クルージング --- ---

寄港地 国名 入港 出港

2 /12（火）
シンガポール シンガポール

7:00 船中泊

2 /13（水） --- 12:00

2 /14（木）クルージング --- ---

2 /15（金）コタキナバル A マレーシア 8:00 18:30

16（土）～17（日）  クルージング --- ---

2 /18（月）
香港 中国

7:00 船中泊

2 /19（火） --- 18:00

20（水）～21（木）  クルージング --- ---

2 /22（金）
上海 中国

4:00 船中泊

2 /23（土） --- 23:00

24（日）～25（月）  クルージング --- ---

2 /26（火）
天津 中国

6:00 船中泊

2 /27（水） --- 20:00

2 /28（木）クルージング --- ---

3 / 1（金）仁川 韓国 7:00 17:00

3 / 2（土）西帰浦市（済州島）M 韓国 9:00 18:00

3（日）～4（月）  クルージング --- ---

3 / 5（火）香港 中国 7:00 18:00

3 / 6（水）クルージング --- ---

3 / 7（木）ニャチャンA ベトナム 8:00 18:00

3 / 8（金）フーミー（ホーチミン） ベトナム 9:00 21:30

3 / 9（土）クルージング --- ---

3 /10（日）
シンガポール シンガポール

8:00 船中泊

3 /11（月） --- 17:00

3 /12（火）ポートケラン（クアラルンプール） マレーシア 7:00 18:00

寄港地 国名 入港 出港

3 /13（水）ペナンPA マレーシア 8:00 18:00

3 /14（木）ランカウイ島 マレーシア 7:00 17:00

15（金）～16（土）  クルージング --- ---

3 /17（日）チェンナイM インド 6:00 18:00

18（月）～19（火）  クルージング --- ---

3 /20（水）コーチン インド 6:00 18:00

21（木）～23（土）  クルージング --- ---

3 /24（日）アブダビ アラブ首長国連邦 7:00 19:00

3 /25（月）ドバイ アラブ首長国連邦 6:00 19:00

26（火）～27（水）  クルージング --- ---

3 /28（木）サラーラ オマーン 7:00 16:00

29（金）～31（日）  クルージング --- ---

4 / 1（月）アカバ ヨルダン 8:00 23:59

4 / 2（火）
スエズ エジプト

23:00 船中泊

4 / 3（水）
--- 4:00

スエズ運河通過（クルージング） 5:30 14:00

ポートサイド エジプト 16:00 17:00

4 / 4（木）リマソール キプロス 8:00 17:30

5（金）～6（土）  クルージング --- ---

4 / 7（日）チビタベッキア（ローマ） イタリア 7:00 19:00

4 / 8（月）クルージング --- ---

4 / 9（火）バルセロナ スペイン 7:00 17:00

4 /10（水）クルージング --- ---

4 /11（木）リスボン ポルトガル 9:00 19:00

12（金）～13（土）  クルージング --- ---

4 /14（日）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

M…初寄港　A/PA…錨泊　日程内の太字は区間クルーズの発着地です。

❖M903D❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q5 クイーンズ スイート ￥6,126,000～
P1 プリンセス スイート ￥5,107,000～
BF バルコニー ￥2,887,000～
BY バルコニー（船体内・屋根付） ￥2,501,000～
EF オーシャンビュー ￥2,217,000～
IE スタンダード（内側） ￥1,761,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥242,456

代金の適用条件・ご注意…P.54

フルクルーズご乗船の特典がございます。詳細はP.54をご参照ください。

大都市から美しい小さな港まで、まるで宝石箱のように燦めく海のシルクロードを辿るクルーズへようこそ。
クイーン・メリー2のグランドクルーズは、中東と東アジアの魅力を発見します。42のユネスコ世界遺産のある地
域を訪れ、計25ヶ国36港に寄港します。全長190km以上もあるスエズ運河も往復するエキゾチックで壮大な旅です。

クイーン・メリー 2　
2019 年 グランドクルーズ  95 日間 

  M903D   2019年1月10日（木）～4月14日（日）   

4746 　※このパンフレットに記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。

クイーン・メリー 2　2019 年 グランドクルーズ



区間クルーズ 　

日本ーエジプト友好橋／スエズ運河

寄港地 国名 入港 出港

1 /10（木） サウサンプトン イギリス 午後乗船16:30

11（金）～12（土）クルージング --- ---

1 /13（日） カディス スペイン 8:00 17:30

14（月）～16（水）クルージング --- ---

1 /17（木） ピレウス（アテネ） ギリシャ 7:00 20:00

1 /18（金） クルージング --- ---

1 /19（土）
ハイファ イスラエル

8:00 船中泊

1 /20（日） --- 22:00

1 /21（月）
ポートサイド エジプト

23:00 船中泊

1 /22（火）
--- 2:00

スエズ運河通過（クルージング） 3:45 13:45

スエズ エジプト 14:50 15:00

23（水）～28（月）クルージング --- ---

1 /29（火）ドバイ アラブ首長国連邦 午前下船 ---

❖M903❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q5 クイーンズ スイート ￥1,080,000～
P1 プリンセス スイート ￥898,000～
BF バルコニー ￥508,000～
BY バルコニー（船体内・屋根付） ￥431,000～
EF オーシャンビュー ￥401,000～
IE スタンダード（内側） ￥336,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥82,299
代金の適用条件・ご注意…P.54

寄港地 国名 入港 出港

1 /10（木） サウサンプトン イギリス 午後乗船16:30

11（金）～12（土）クルージング --- ---

1 /13（日） カディス スペイン 8:00 17:30

14（月）～16（水）クルージング --- ---

1 /17（木） ピレウス（アテネ） ギリシャ 7:00 20:00

1 /18（金） クルージング --- ---

1 /19（土）
ハイファ イスラエル

8:00 船中泊

1 /20（日） --- 22:00

1 /21（月）
ポートサイド エジプト

23:00 船中泊

1 /22（火）
--- 2:00

スエズ運河通過（クルージング） 3:45 13:45

スエズ エジプト 14:50 15:00

23（水）～28（月）クルージング --- ---

1 /29（火）ドバイ アラブ首長国連邦 6:00 20:00

1 /30（水）ドーハM カタール 8:00 18:00

1 /31（木）クルージング --- ---

2 / 1（金） マスカット オマーン 8:00 18:00

2（土）～3（日）クルージング

クイーン・メリー 2
サウサンプトン～ドバイ

20日間
M903  2019年1月10日（木）～1月29日（火）

クイーン・メリー 2
サウサンプトン～シンガポール

34日間
M903A  2019年1月10日（木）～2月12日（火）

地中海から圧巻のスエズ運河を通過し
紅海を抜けてアラビアの幻想的な世界を旅する

文化と歴史が織りなす中東とアジアを探訪する旅へようこそ。地中海ではアテネのアクロポリス遺跡など古代の遺産に出会い、要衝ポー
トサイドへ。古代の世界7不思議で唯一現存するギザ・大ピラミッドへの玄関港で、全長190km以上に及ぶスエズ運河の出発地です。
2001年には日本−エジプト友好橋が開通し、対岸を結ぶ要所となっています。左右を砂漠に挟まれた運河を通過するダイナミックな体
験はクルーズならでは。運河から紅海を経由し、アラビア海をクルージングします。幻想的な摩天楼と砂漠に彩られたドバイや、ペル
シャ湾に面しモダンなイスラム建築が建ち並ぶドーハでは、昔ながらの文化と高層ビルが共存する今のアラビアをお楽しみいただけま
す。また、マスカットは「アラビアの宝石」とも呼ばれ、スルタンカブース・グランドモスクはカブース国王の即位30周年を記念し
て建造されました。圧倒的なスケールの美しいモスクは必見です。そしてアラビア海からインドを目指します。ゴアはポルトガル領だっ
た16世紀にリスボンを模して造られ、街に残る教会群は世界遺産として登録されています。その後、かつて「セイロン」と呼ばれた
スリランカの首都コロンボ、美しいビーチと岩礁の景観が印象的なプーケット、18世紀イギリスの植民地時代の影響を街に残し「東洋
の真珠」と称されるペナンを訪れます。そして、コロニアル建築とユニークな現代建築が共存するシンガポールへ向かいます。

◇ ハイライト ◇

◆スエズ運河
　地中海と紅海を繋ぐ全長190km以上も

ある世界三大運河のひとつです。左右を
砂漠に挟まれ、遠く地平線を望む雄大な
光景を船上から一望できます。

◆マスカット
　「アラビアの宝石」とも呼ばれる美しい

街です。世界最大規模のペルシャ絨毯を
贅沢に使用した、スルタンカブース・グ
ランドモスクの荘厳な内装は必見です。

◆ハイファ
　複数の文化が融合したユニークな都市

で、バハーイー教の庭園や郊外の東エル
サレムにはイスラムの聖地で世界遺産の
岩のドームがあります。

スルタンカブース・グランドモスク／マスカット

サウサンプトン

ドバイ

シンガポール

カディス
ピレウス

ハイファ

ドーハ

マスカット

コロンボ

プーケット

ゴア

ペナン

ポートサイド
（スエズ運河）

アテネ

寄港地 国名 入港 出港

2 / 4（月）ゴア（マルマガオ）M インド 6:00 17:00

2 / 5（火）クルージング --- ---

2 / 6（水）コロンボ スリランカ 7:00 20:00

7（木）～8（金）クルージング --- ---

2 / 9（土）プーケットA タイ 8:00 20:00

2 /10（日）ペナン PA マレーシア 9:00 18:00

2 /11（月）クルージング --- ---

2 /12（火）シンガポール シンガポール 午前下船 ---

❖M903A❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q5 クイーンズ スイート ￥2,074,000～
P1 プリンセス スイート ￥1,728,000～
BF バルコニー ￥978,000～
BY バルコニー（船体内・屋根付） ￥843,000～
EF オーシャンビュー ￥757,000～
IE スタンダード（内側） ￥610,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥96,983
代金の適用条件・ご注意…P.54  M…初寄港  A/PA…錨泊

❖クルーズ カレンダー❖

掲載クルーズの他にも魅力的なクルーズが多数ございます
巻末のクルーズカレンダーもご覧ください

4948 ※このパンフレットに記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。
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寄港地 国名 入港 出港

1 /29（火）ドバイ アラブ首長国連邦 午後乗船20:00

1 /30（水）ドーハM カタール 8:00 18:00

1 /31（木）クルージング --- ---

2 / 1（金） マスカット オマーン 8:00 18:00

2（土）～3（日）クルージング --- ---

2 / 4（月）ゴア（マルマガオ）M インド 6:00 17:00

2 / 5（火）クルージング --- ---

2 / 6（水）コロンボ スリランカ 7:00 20:00

7（木）～8（金）クルージング --- ---

2 / 9（土）プーケットA タイ 8:00 20:00

2 /10（日）ペナン PA マレーシア 9:00 18:00

2 /11（月）クルージング --- ---

2 /12（火）シンガポール シンガポール 午前下船 ---

❖M904A❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q5 クイーンズ スイート ￥1,001,000～
P1 プリンセス スイート ￥837,000～
BF バルコニー ￥476,000～
BY バルコニー（船体内・屋根付） ￥418,000～
EF オーシャンビュー ￥362,000～
IE スタンダード（内側） ￥279,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥16,959
代金の適用条件・ご注意…P.54  M…初寄港  A/PA…錨泊

寄港地 国名 入港 出港

2 /12（火）
シンガポール シンガポール

午後乗船船中泊
2 /13（水） --- 12:00

2 /14（木）クルージング --- ---

2 /15（金）コタキナバル A マレーシア 8:00 18:30

16（土）～17（日）クルージング --- ---

2 /18（月）
香港 中国

7:00 船中泊
2 /19（火） 午前下船 ---

❖M904D❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q5 クイーンズ スイート ￥504,000～
P1 プリンセス スイート ￥421,000～
BF バルコニー ￥241,000～
BY バルコニー（船体内・屋根付） ￥212,000～
EF オーシャンビュー ￥184,000～
IE スタンダード（内側） ￥143,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥7,077
代金の適用条件・ご注意…P.54  A…錨泊

クイーン・メリー 2
ドバイ～シンガポール

15日間
M904A  2019年1月29日（火）～2月12日（火）

クイーン・メリー 2
シンガポール～香港

8日間
M904D  2019年2月12日（火）～2月19日（火）

アラビア海から
海のシルクロードを辿る

エキゾチックな現代の海のシルクロードを
辿る旅です。アラビア海は、紀元前から
通商の航路として繁栄してきました。東
シナ海へのルートは、中国の絹を求め旅
した海のシルクロードでもありました。
ドバイはパーム・ジュメイラを見下ろす摩
天楼が沿岸に聳える幻想的な砂漠の都市
です。ドーハはスタイリッシュなイスラム
現代建築が魅力で、世界遺産に登録され
た城塞「アル・ズバラ」もあります。そ
して「アラビアの宝石」マスカットを経
由しアラビア海を横断。ゴアでは多文化
の影響を色濃く残す教会群を、プーケッ
トでは透明度の高い美しいビーチとロング
テールボートから岩礁を望む絶景をご堪
能ください。そして、ユニークな仏教寺
院が集う、多文化の都市ペナン島、東南
アジア最大都市シンガポール、手つかず
の大自然と多くの野生動物が生息するコ
タキナバルに寄港し、香港へ向かいます。

◇ ハイライト ◇

◆ドバイ
　世界一の高さを誇る、ブルジュ・ハリファ

と巨大な摩天楼が沿岸に聳え、郊外には
砂漠が広がる幻想的な都市です。

◆コタキナバル
　郊外の熱帯雨林にはオランウータンなど

が生息し、人気のリバークルーズはマン
グローブの茂る大自然を巡ります。

◆シンガポール
　東南アジアの商業の中心として発展し、

個性的なデザインの高層ビルと多文化の
歴史的建造物が融合した世界都市です。

ドーハ

ドバイ 香港

シンガポール

コタキナバルペナン

プーケットコロンボ

ゴア

マスカット

ドーハ

プーケット

パーム・ジュメイラ／ドバイ

極楽寺／ペナン島

ボム・ジェズ・バシリカ／ゴアマリーナベイ・サンズ／シンガポール
5150 ※このパンフレットに記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。
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◇ ハイライト ◇

◆天津／北京
　紀元前から近代に至るまで、明・清朝の

旧皇宮だった紫禁城や天壇など歴史的な
世界遺産のある北京や、約6000kmに及
ぶ万里の長城への玄関港・天津は、古代
文化と都市の魅力に溢れた世界都市です。

　
◆チェンナイ
　かつてはマドラスと呼ばれ、世界遺産に

登録された7世紀頃のマハーバリプラム
の建造物群やカーパーレーシュワラ寺院
が残るインド中世建築発祥地の1つです。

寄港地 国名 入港 出港

3 /11（月） シンガポール シンガポール 午後乗船17:00

3 /12（火）ポートケラン
（クアラルンプール）

マレーシア 7:00 18:00

3 /13（水）ペナンPA マレーシア 8:00 18:00

3 /14（木）ランカウイ島 マレーシア 7:00 17:00

15（金）～16（土）クルージング --- ---

3 /17（日） チェンナイM インド 6:00 18:00

18（月）～19（火）クルージング --- ---

3 /20（水）コーチン インド 6:00 18:00

21（木）～23（土）クルージング --- ---

3 /24（日）アブダビ アラブ首長国連邦 7:00 19:00

3 /25（月）ドバイ アラブ首長国連邦 午前下船 ---

❖M906C❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q5 クイーンズ スイート ￥1,001,000～
P1 プリンセス スイート ￥837,000～
BF バルコニー ￥476,000～
BY バルコニー（船体内・屋根付） ￥418,000～
EF オーシャンビュー ￥362,000～
IE スタンダード（内側） ￥279,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥29,967
代金の適用条件・ご注意…P.54  M…初寄港  PA…錨泊

寄港地 国名 入港 出港

3 /25（月）ドバイ アラブ首長国連邦 午後乗船19:00

26（火）～27（水）クルージング --- ---

3 /28（木）サラーラ オマーン 7:00 16:00

29（金）～31（日）クルージング --- ---

4 / 1（月） アカバ ヨルダン 8:00 23:59

4 / 2（火）
スエズ エジプト

23:00船中泊
4 / 3（水） --- 4:00

4 / 3（水） スエズ運河通過（クルージング） 5:30 14:00

4 / 3（水） ポートサイド エジプト 16:00 17:00

4 / 4（木） リマソール キプロス 8:00 17:30

5（金）～6（土）クルージング --- ---

4 / 7（日） チビタベッキア（ローマ） イタリア 7:00 19:00

4 / 8（月） クルージング --- ---

4 / 9（火） バルセロナ スペイン 7:00 17:00

4 /10（水）クルージング --- ---

4 /11（木）リスボン ポルトガル 9:00 19:00

12（金）～13（土）クルージング --- ---

4 /14（日） サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

❖M907❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q5 クイーンズ スイート ￥1,136,000～
P1 プリンセス スイート ￥944,000～
BF バルコニー ￥535,000～
BY バルコニー（船体内・屋根付） ￥453,000～
EF オーシャンビュー ￥421,000～
IE スタンダード（内側） ￥354,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥83,869         
代金の適用条件・ご注意…P.54

寄港地 国名 入港 出港

3 /11（月） シンガポール シンガポール 午後乗船17:00

3 /12（火）ポートケラン
（クアラルンプール）

マレーシア 7:00 18:00

3 /13（水）ペナンPA マレーシア 8:00 18:00

3 /14（木）ランカウイ島 マレーシア 7:00 17:00

15（金）～16（土）クルージング --- ---

3 /17（日） チェンナイM インド 6:00 18:00

18（月）～19（火）クルージング --- ---

3 /20（水）コーチン インド 6:00 18:00

21（木）～23（土）クルージング --- ---

3 /24（日）アブダビ アラブ首長国連邦 7:00 19:00

3 /25（月）ドバイ アラブ首長国連邦 6:00 19:00

26（火）～27（水）クルージング --- ---

3 /28（木）サラーラ オマーン 7:00 16:00

29（金）～31（日）クルージング --- ---

4 / 1（月） アカバ ヨルダン 8:00 23:59

4 / 2（火）
スエズ エジプト

23:00船中泊

4 / 3（水）
--- 4:00

スエズ運河通過（クルージング） 5:30 14:00

ポートサイド エジプト 16:00 17:00

4 / 4（木） リマソール キプロス 8:00 17:30

クイーン・メリー 2
シンガポール～ドバイ

15日間
M906C  2019年3月11日（月）～3月25日（月）

クイーン・メリー 2
ドバイ～サウサンプトン

21日間
M907  2019年3月25日（月）～4月14日（日）

クイーン・メリー 2
シンガポール～サウサンプトン

35日間
M906D  2019年3月11日（月）～4月14日（日）

寄港地 国名 入港 出港

5（金）～6（土）クルージング --- ---

4 / 7（日） チビタベッキア（ローマ） イタリア 7:00 19:00

4 / 8（月） クルージング --- ---

4 / 9（火） バルセロナ スペイン 7:00 17:00

4 /10（水）クルージング --- ---

4 /11（木）リスボン ポルトガル 9:00 19:00

12（金）～13（土）クルージング --- ---

4 /14（日） サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

❖M906D❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q5 クイーンズ スイート ￥2,130,000～
P1 プリンセス スイート ￥1,775,000～
BF バルコニー ￥1,004,000～
BY バルコニー（船体内・屋根付） ￥865,000～
EF オーシャンビュー ￥777,000～
IE スタンダード（内側） ￥627,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥111,560
代金の適用条件・ご注意…P.54  M…初寄港  PA…錨泊

寄港地 国名 入港 出港

2 /19（火）香港 中国午後乗船18:00

20（水）～21（木）クルージング --- ---

2 /22（金）
上海 中国

4:00 船中泊
2 /23（土） --- 23:00

24（日）～25（月）クルージング --- ---

2 /26（火）
天津 中国

6:00 船中泊
2 /27（水） --- 20:00

2 /28（木）クルージング --- ---

3 / 1（金） 仁川 韓国 7:00 17:00

3 / 2（土） 西帰浦市（済州島）M 韓国 9:00 18:00

3（日）～4（月）クルージング --- ---

3 / 5（火） 香港 中国午前下船 ---

❖M905❖クルーズ代金表
カテゴリー 代  金
Q5 クイーンズ スイート ￥1,011,000～
P1 プリンセス スイート ￥845,000～
BF バルコニー ￥481,000～
BY バルコニー（船体内・屋根付） ￥422,000～
EF オーシャンビュー ￥365,000～
IE スタンダード（内側） ￥283,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥27,970
代金の適用条件・ご注意…P.54  M…初寄港

クイーン・メリー 2
香港発着
15日間

M905  2019年2月19日（火）～3月5日（火）

天壇／北京

歴史と文化、自然に彩られた
東洋の魅力を堪能する

活気に満ちた東アジアから異国情緒溢れ
る中東、圧巻のスエズ運河を通過しヨー
ロッパを目指す壮大な旅です。上海では
ネオンが輝く外灘や豫園商城、北京では
天壇や紫禁城など、歴史に彩られた風光
明媚な景観をお楽しみいただけます。ペト
ロナス・ツインタワーなどの現代建築とイ
スラム建築が共存する都市クアラルンプー
ル、英国の影響を色濃く残すペナン島、
太古の森が佇む自然豊かなランカウイ島を
巡り、魅惑のマレーシアを探訪します。極
彩色のヒンズー教寺院のあるチェンナイ、
香料貿易で栄えたコーチンなど魅力的なイ
ンドも訪れます。そしてアラビア半島へ。
アブダビの壮大なモスクやアカバのペトラ
遺跡が魅力の中東を巡り、再びスエズ運
河を通過してサウサンプトンへ帰ります。

サウサンプトン

ドバイ

シンガポール

香港

チビタベッキア
バルセロナ

リスボン
リマソール

アカバ

アブダビ
サラーラ

ニャチャン

天津

上海

仁川

西帰浦市

フーミー

ポートケラン

ランカウイ島

チェンナイ

コーチン

ペナン

ポートサイド
（スエズ運河）

コーチン

マハーバリプラムの石彫寺院／チェンナイ

5352 ※このパンフレットに記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。※上記日程以外のクルーズもございます。巻末のクルーズカレンダーをご参照ください。
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客室アメニティ

サービス
クイーンズ

グリル
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

バトラー・サービス ⃝ − − −
コンシェルジュ・サービス ⃝ ⃝ − −

ご乗船時のウェルカム・ドリンク
シャンパン

と
チョコレート

スパークリング
ワインと

チョコレート

スパークリング
ワイン

スパークリング
ワイン

（ハーフボトル）
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※1からお選びいただいたものを補充いたします）

⃝ − − −

ディナー前のカナッペ・サービス ⃝ − − −
毎日のフレッシュ・フルーツ ⃝ ⃝ 要リクエスト 要リクエスト
1日2回のスチュワード・サービス（ハウスキーピング） ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
ターンダウン・サービス

（お休み前のベッドメイキングサービス/チョコレート付き）
⃝ ⃝ ⃝ ⃝

船内設備
サテライトTV（多言語の映画や音楽番組など） ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
ダイレクトダイヤル式の電話 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
冷蔵庫 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
紅茶とコーヒーメーカー（湯沸かしポット） ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
illy（イリー）のコーヒーマシーン ⃝ ⃝ − −
ヘアドライヤー ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
セーフティ・ボックス（金庫） ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
iPad※2 ⃝ − − −
お客様専用のステーショナリー ⃝ ⃝ − −
書籍/地図 書籍と地図 地図のみ − −
船内新聞（Daily Programme.） ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
ピロー・コンシェルジュ・メニュー ⃝ ⃝ ⃝
バスルーム内の設備 バスタブとシャワー バスタブとシャワー シャワーのみ シャワーのみ
柔らかいベロアのバスローブとスリッパ ⃝ ⃝ − −
バスローブとスリッパ − − ⃝ ⃝
ペンハリトンのトイレタリー ラグジュアリー ラグジュアリー ⃝ ⃝
電源ソケット（交流220V：英国式3ピン／110V：2ピン） ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

ダイニング
24時間のルームサービス ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
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） ⃝ ⃝ − −

各カテゴリー 専用のダイニング・レストラン※3
クイーンズ・グリル

（1回制）
18:30〜21:00

プリンセス・グリル
（1回制）

18:30〜21:00

ブリタニア・クラブ
（1回制）

18:30〜21:00

ブリタニア・レストラン
（夕食時のみ2回制）

1回目…18:00
2回目…20:30

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・エリザベスとクイーン・ヴィクトリア ） ⃝ ⃝ − −

グリルズ・ラウンジ／グリルズ・テラスのご利用
（クイーン・メリー2 ） ⃝ ⃝ − −

乗船・下船
優先乗船 ⃝ ⃝ − −
優先下船 ⃝ − − −
テンダーボートの優先ご利用（Q1〜Q4） ⃝ − − −

上記⃝印はすべてクルーズ代金に含まれています。（その他に含まれるサービスは左頁をご確認ください）
※1…客室内のみご利用いただけます。
※2…客室内のiPadはクイーン・メリー2のQ1～Q4カテゴリー、クイーン・エリザベスとクイーン・ヴィクトリアはQ1～Q2カテゴリーでご利用いただけます。
※3…専用ダイニングの営業時間は目安です。（1回制/18:30～21:00、2回制/1回目18:00、2回目20:30）当日の営業時間は船内新聞でご確認ください。

※記載のサービス・アメニティは予告無く変更となる場合があります。

客室サービス
◆お選びいただいた客室とアメニティのご利用
　（詳細は右頁をご参照ください）

エンターテインメントとアクティビティ
◆キャプテン主催のカクテルパーティーご招待

◆船内プログラムのご参加

◆スイミングプール、ホイールプール、ジム、スポー
ツ・デッキのご利用。バスケットボール、輪投げ、
パドル・テニスとシャッフルボード等のご利用

◆キュナード・インサイト（詳細はP.17）のご参加

◆ロイヤルコート・シアターでの観劇

◆イルミネーションズ（クイーン・メリー2）または、
ロイヤルコート・シアター（クイーン・エリザ
ベス／クイーン・ヴィクトリア）での映画鑑賞

◆一流の歌手やソリスト、専属バンドやジャズ・
アンサンブルが奏でる船内での生演奏

◆ライブラリー、カードルーム（パズル）のご利用

◆チルドレンズ・クラブのご利用と、アクティビ
ティへのご参加

ダイニング
◆下記のビュッフェ・レストランのお食事

　リド・レストラン
（クイーン・エリザベス／クイーン・ヴィクトリア）

キングス・コート
（クイーン・メリー2）

◆リド・レストランまたはキングス・コートでの、
コーヒー、紅茶、ミネラルウォーター、フルーツ・
ジュースのお飲み物

◆クイーンズ・ルーム、キングス・コート、リド・
レストランで毎日15：30頃より行われる、伝統
のアフタヌーン・ティー

グリルクラスのお客様    
◆コートヤードでのお食事

クルーズ代金に含まれるサービス 

充実した客室設備に最高級のお食事、一流のエンターテインメント。 下記の魅力的なサービスのすべてが代金に含まれています。

クルーズ代金に含まれないサービス
◆チップ
◆スパ、美容室のご利用
◆クリーニングまたはランドリーサービス
◆カジノ
◆ブティック等、船内でのお買い物
◆ボックス席（ロイヤル・コート・シアター）
◆船内のラウンジ、バー、パブ等で提供される

ワインやスピリッツ、カクテル等のアルコール
類、スペシャリティ・コーヒーと紅茶

◆シャンパン・アフタヌーン・ティー
◆スペシャリティ・レストランのカバーチャージ
◆海外旅行保険
◆オプショナルツアー代金、寄港地観光代金

対象クルーズ
クイーン・ヴィクトリア【V903C、V904F、V905C】　クイーン・メリー2【M902A・M903D】

◆乗船の歓迎レセプションのご招待 ◆ワールドクルーズ・コンシェルジュとプライベート・ラウンジのご利用
◆特別記念ギフトの贈呈 ◆ガラ・ディナー（寄港地でのガラ・ディナー）のご招待
◆カクテル・パーティーのご招待 ◆チップ無料サービス

※日程の詳細はV904F……P.40，M903D……P46、その他は巻末のクルーズカレンダーをご参照ください。

ご乗船の特典

フルクルーズにご乗船されるお客様には数々の特典をご用意しております。

クルーズ代金の適用条件とご注意

◆表示代金は2人部屋を2名で使用する場合の1名当たりの各カテゴリー最低
代金です（日本円（¥）表示）。
各カテゴリー毎の代金は出発日により異なるため、お問い合わせください。
◆表示代金はキュナード・ラインが最初にクルーズ代金を発表した際（2017年

12月1日現在）の代金です。
　代金は予約状況により変動いたしますので、予約時にご確認ください（お早

目の予約をお勧めいたします）。
◆2人部屋を1名で使用する場合の代金は下記の通りです。

クイーン・メリー2  Q1〜P2：200% A1〜I F：175%
クイーン・ヴィクトリア Q1〜P2：200% A1〜I F：175%
クイーン・エリザベス  Q1〜P2：200% A1〜I F：175%

※ただし、予約状況によっては変更になる場合があります。

◆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ご利用いただけない場合があります。
◆租税、手数料及び港湾費用：1名当たりの代金で、別途申し受けます。また、

現地事情により予告なしに変更になる場合があります。
◆チップ：船上での通常のサービスに対するチップは、クイーンズ・グリルお

よびプリンセス・グリルをご利用のお客様は1人1泊当たり$13.50、その他の
カテゴリーは$11.50で、自動的にお客様の船内会計に計上されます。バーや
ラウンジなどでは代金の15%が別途サービス料として加算されます。
◆ユーロ圏内のクルーズ等、一部免税品販売がない航路もございます。
◆日程に船中泊が含まれる場合、下船日は規定の最終日となります。
◆チェックインは通常12時〜16時頃までとなっております。ご自身のチェック

イン時間につきましてはeチケットをご確認ください。

※サービスおよびプログラムの内容は予告なく変更となる場合があります。 5554
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※各カテゴリーのアメニティ一覧はP.55をご参照ください。　※上記は平均面積で、客室により広さが異なります。

クイーン・エリザベス　客室

クイーンズ・グリル 
 Queens Grill（Q1~Q6）　

ブリタニア・クラブ  
Britannia Club（A1~A2）　

プリンセス・グリル
 Princess Grill（P1~P2）　

ブリタニア・レストラン   
Britannia Restaurant（BA~LC）　

グランド スイート

クラブ バルコニー／バルコニー

オーシャンビュー

デラックス（内側）

シングル（オーシャンビュー）

ペントハウス

プリンセス スイート

グランド スイート

ペントハウス

クイーンズ スイート

プリンセス スイート

グランド スイート
［約128m2 ］

Q1

マスター スイート
［約102m2 ］

Q2

◆ベッドルーム 
◆リビングルーム
◆ダイニングルーム
◆バルコニー 
◆バスルーム
　（シャワー、ジェットバス）

プリンセス スイート［約31m2 ］
P1, P2
◆ツインベッド 
◆リビングエリア
◆バルコニー 
◆バスルーム（シャワー、バスタブ/車椅子対応客室を除く）

クラブ バルコニー

バルコニー

Q1

A1

EB

GA

KC

Q4

P1

オーシャンビュー

デラックス（内側）

シングル（オーシャンビュー）

クラブ バルコニー［約24m2 ］
A1, A2

◆ツインベッド 　◆リビングエリア 
◆バルコニー  　  ◆バスルーム（シャワー）

バルコニー
［約21m2 ］

BA, BB, BC, BD, BE, BF

◆ツインベッド 
◆リビングエリア 
◆バルコニー  
◆バスルーム　（シャワー）

オーシャンビュー
［約17m2 ］

EB, EC, EF

◆ツインベッド 
◆リビングエリア
◆バスルーム（シャワー）

オーシャンビュー
（一部視界が遮られます）
［約17m2 ］

FB, FC

◆ツインベッド 　
◆リビングエリア 
◆バスルーム（シャワー）

デラックス（内側）
［約19m2 ］

GA, GB, GC

◆ツインベッド 
◆リビングエリア 
◆バスルーム（シャワー）

スタンダード（内側）
［約14m2 ］

IA, ID, IE, IF

◆ツインベッド 
◆リビングエリア 
◆バスルーム（シャワー）

シングル
（オーシャンビュー）
［約13m2 ］

KC

◆リビングエリア 
◆バスルーム（シャワー）

シングル（内側）
 ［約15m2 ］ 
LC

◆リビングエリア 
◆バスルーム（シャワー）

バルコニー
（一部視界が遮られます）
［約21m2 ］

CA, CB

◆ツインベッド 
◆リビングエリア
◆バルコニー 
◆バスルーム（シャワー）

ペントハウス
［約47m2 ］

Q3, Q4

◆ベッドルーム 
◆リビングエリア
◆バルコニー 
◆バスルーム
　（シャワー、ジェットバス）

クイーンズ スイート
［約45m2 ］

Q5, Q6

◆ベッドルーム 
◆リビングエリア
◆バルコニー 
◆バスルーム
　（シャワー、ジェットバス/
 　車椅子対応客室を除く）
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CONNEXIONS

デッキ 12 ▲ ▲デッキ 6

前方

▲  

前方

▲  

デッキ 11 ▲ ▲デッキ 5

デッキ 10 ▲ ▲デッキ 4

デッキ 9 ▲
▲デッキ 3

デッキ 8 ▲ ▲デッキ 2

デッキ 7 ▲ ▲デッキ 1

❖ グリルズ・テラス（2階）

❖ プリンセス・グリル

ティーンズ・アウトドアエリア アドミラルズ・ラウンジ

スパ受付
ロイヤル・スパ&

フィットネスセンター

❖ クイーンズ・グリル

ブリタニア・レストラン（2階）

ブリタニア・レストラン（1階） クイーンズ・ルーム

ボヤージセールス・オフィスツアー・オフィス

図書室
（2階）

ロイヤル・コート・シアター
（2階）

ロイヤル・コート・シアター
（1階）

図書室
（1階）

コネクションズ2＆3 ロイヤル・アーケード
プロムナード・デッキ

チルドレンズ・アウトドアエリア ロイヤル・スパ（施術室）
コモドアー・クラブ

❖ グリルズ・ラウンジ
ゲーム・デッキ

ザ・ゾーン（ティーンエリア）

リド・バー リド・レストラン

チャーチルズ（シガー・ラウンジ）

サーマルスイート
フォトギャラリー＆スタジオ

ブリタニア・クラブ カフェ・カリンシア ザ・エンパイア
カジノ

グランド・ロビー

グランド・ロビー

キュナード・プレイス
クイーンズ・
アーケード

ロイヤル・コート・シアター
（ボックス席／3階）

グランド・ロビー

パーサーズ・オフィス

ミッドシップス・バー

コネクションズ1

パビリオン・プールリド・プール

ザ・プレイゾーン（チルドレンズエリア）

リド・グリル ガーデン・ラウンジ パビリオン・バー
美容室

リド・レストラン

ランドリー

ランドリー

ヨット・クラブ

❖ グリルズ・テラス（1階）

L エレベーター

† 3人目のベッドが上段
ベッドのお部屋

＋ 3人目のベッドがソファー
ベッドのお部屋

‡ 3・4人目のベッドが
ソファーベッドと上段
ベッドのお部屋

▲  車椅子対応のお部屋
○ 操舵室の張り出しに
より陰になるお部屋
（7001・7002）

◆ 前方に窓があるオー
シャンビューのお部屋
（6001・6002）

● 船体の鉄板により一部
視界が遮られるお部屋
（4001～ 4042）

× 救命ボートにより一部
視界が遮られるお部屋

＊ 救命ボートにより視界
が遮られるお部屋

     　Ship Facts

就航 :2010年
改装 :2018年 11月予定
船籍 :英国領バミューダ
総トン数 :90,900 トン
乗客定員数 :2,081人

巡航速度 :21.7 ノット
最大速度 :23.7 ノット
全長 :294m
最大幅 :32.3m
喫水 :7.9m

クイーンズ・グリル 方 向 デッキ

Q1 グランド スイート 後 6,7

Q2 マスター スイート 中 7

Q3 ペントハウス 中 4,5,6,8

Q4 ペントハウス 中 7

Q5 クイーンズ スイート 後 4,5,8

Q6 クイーンズ スイート 前 /後 4,5,7,8

プリンセス・グリル 方 向 デッキ

P1 プリンセス スイート 中 7,8

P2 プリンセス スイート 前 /中 4,5,6

ブリタニア・クラブ 方 向 デッキ

A1 クラブ バルコニー 中 8

A2 クラブ バルコニー 中 8

ブリタニア・レストラン 方 向 デッキ

BA バルコニー 中 5,6,7

BB バルコニー 中 5,6,7,8

BC バルコニー 中 4,8

BD バルコニー 後 5,6,7

BE バルコニー 前 /後 4,5,6,
7,8

BF バルコニー 前 4,8

CA バルコニー（※） 中 5

CB バルコニー（※） 中 4,5

EB オーシャンビュー 中 1

EC オーシャンビュー 中 /後 1

EF オーシャンビュー 前 1,6

FB オーシャンビュー（※） 中 4

FC オーシャンビュー（※） 中 4

GA デラックス（内側） 中 6,8

GB デラックス（内側） 中 1

GC デラックス（内側） 中 1

IA スタンダード（内側） 中 7,8

ID スタンダード（内側） 後 5,6,7

IE スタンダード（内側） 前 /後 4,5,6,8

IF スタンダード（内側） 前 4,8

KC シングル（オーシャンビュー） 前 2

LC シングル（内側） 前 2

方向 :前方…前　中央…中　後方…後　
（※）：一部視界が遮られます／CA,CB,FB,FC

❖…グリル・クラスのお客様専用の設備となります。

※上記のデッキプランは見取図の目的でのみ作成されており、実際の縮尺とは異なりますのでご了承ください。
※2017年12月現在のデッキプランで、2018年11月に改装予定です。

ロイヤル・スパ&
フィットネスセンター

ランドリー

ランドリー

ランドリー

カード・ルーム

ザ・ベランダ

ショップ アート・ギャラリー

ゴールデン・ライオン
（英国風パブ）

❖ コートヤード

クイーン・エリザベス　デッキプラン
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クイーンズ・グリル 
 Queens Grill（Q1~Q6）　

ブリタニア・クラブ  
Britannia Club（A1~A2）　

プリンセス・グリル
 Princess Grill（P1~P2）　

ブリタニア・レストラン   
Britannia Restaurant（BA~LC）　

※各カテゴリーのアメニティ一覧はP.55をご参照ください。　※上記は平均面積で、客室により広さが異なります。

グランド スイート

クラブ バルコニー／バルコニー

オーシャンビュー

スタンダード（内側）

シングル（オーシャンビュー）

クイーンズ スイート

プリンセス スイート

グランド スイート

ペントハウス

クイーンズ スイート

プリンセス スイート

クイーン・ヴィクトリア　客室

グランド スイート
［約123m2 ］

Q1

マスター スイート
［約102m2 ］

Q2

◆ベッドルーム 
◆リビングルーム
◆ダイニングルーム
◆バルコニー 
◆バスルーム
　（シャワー、ジェットバス）

ペントハウス
［約45m2 ］

Q3, Q4

◆ベッドルーム 
◆リビングエリア
◆バルコニー 
◆バスルーム
　（シャワー、ジェットバス/
　車椅子対応客室を除く）

クイーンズ スイート
［約45m2 ］

Q5, Q6

◆ベッドルーム 
◆リビングエリア
◆バルコニー 
◆バスルーム
　（シャワー、ジェットバス/
　車椅子対応客室を除く）

プリンセス スイート［約31m2 ］
P1, P2
◆ツインベッド 
◆リビングエリア
◆バルコニー 
◆バスルーム（シャワー、バスタブ/車椅子対応客室を除く）

クラブ バルコニー

バルコニー

オーシャンビュー

スタンダード（内側）

シングル（オーシャンビュー）

クラブ バルコニー［約24m2 ］
A1, A2

◆ツインベッド 　◆リビングエリア 
◆バルコニー  　  ◆バスルーム（シャワー）

バルコニー
［約21m2 ］

BA, BB, BC, BD, BE, BF

◆ツインベッド 
◆リビングエリア 
◆バルコニー  
◆バスルーム（シャワー）

オーシャンビュー
［約17m2 ］

EB, EC, EF

◆ツインベッド 
◆リビングエリア
◆バスルーム（シャワー）

オーシャンビュー
（一部視界が遮られます）
［約17m2 ］

FB, FC

◆ツインベッド 　
◆リビングエリア 
◆バスルーム（シャワー）

デラックス（内側）
［約19m2 ］

GA, GB, GC

◆ツインベッド 
◆リビングエリア 
◆バスルーム（シャワー）

スタンダード（内側）
［約14m2 ］

IA, ID, IE, IF

◆ツインベッド 
◆リビングエリア 
◆バスルーム（シャワー）

シングル
（オーシャンビュー）
［約12m2 ］

KC

◆リビングエリア 
◆バスルーム（シャワー）

シングル（内側）
［約15m2 ］ 

LC

◆リビングエリア 
◆バスルーム（シャワー）

バルコニー
（一部視界が遮られます）
［約21m2 ］

CA, CB
◆ツインベッド 
◆リビングエリア
◆バルコニー 
◆バスルーム（シャワー）

Q1

A1

EB

IA

KC

Q5

P1

6160
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前方

▲  

デッキ 12 ▲

デッキ 11 ▲

デッキ 10 ▲

デッキ 9 ▲

デッキ 8 ▲

デッキ 7 ▲

▲デッキ 6

前方

▲  

▲デッキ 5

▲デッキ 4

▲デッキ 3

▲デッキ 2

▲デッキ 1

❖ グリルズ・テラス（2階）

❖ プリンセス・グリル

ティーンズ・アウトドアエリア アドミラルズ・ラウンジ

スパ受付
ロイヤル・スパ&

フィットネスセンター

❖ クイーンズ・グリル

ブリタニア・レストラン（2階）

ブリタニア・レストラン（1階） クイーンズ・ルーム

ツアー・オフィス

図書室
（2階）

図書室
（1階）

コネクションズ2&3 ロイヤル・アーケード
プロムナード・デッキ

チルドレンズ・アウトドアエリア ロイヤル・スパ（施術室）
コモドアー・クラブ

❖ グリルズ・ラウンジ
スポーツ・デッキ

ザ・ゾーン（ティーンエリア）

リド・バー リド・レストラン

チャーチルズ（シガー・ラウンジ）

サーマルスイート フォトギャラリー&スタジオ

ブリタニア・クラブ チャート・ルーム

グランド・ロビー

グランド・ロビー

ボヤージセールス・オフィス

ロイヤル・コート・シアター
（ボックス席/3階）

グランド・ロビー

パーサーズ・オフィス

ミッドシップス・ラウンジ

コネクションズ1

パビリオン・プールリド・プール

ザ・プレイゾーン（チルドレンエリア）

リド・グリル ウィンター・ガーデン パビリオン・バー
美容室

リド・レストラン

ランドリー

ランドリー

ヨット・クラブ

❖ グリルズ・テラス（1階）

     　Ship Facts

就航 :2007年
改装 :2017年 6月
船籍 :英国領バミューダ
総トン数 :90,746 トン
乗客定員数 :2,061人

巡航速度 :18 ノット
最大速度 :23.7 ノット
全長 :294m
最大幅 :32.3m
喫水 :7.9m

クイーンズ・グリル 方 向 デッキ

Q1 グランド スイート 後 6,7

Q2 マスター スイート 中 7

Q3 ペントハウス 中 4,5,6,8

Q4 ペントハウス 中 /後 7,8

Q5 クイーンズ スイート 後 4,5

Q6 クイーンズ スイート 前 /後 4,5,7

プリンセス・グリル 方 向 デッキ

P1 プリンセス スイート 中 7,8

P2 プリンセス スイート 前 /中 4,5,6

ブリタニア・クラブ 方 向 デッキ

A1 クラブ バルコニー 中 7,8

A2 クラブ バルコニー 中 8

ブリタニア・レストラン 方 向 デッキ

BA バルコニー 中 5,6,7

BB バルコニー 中 5,6,7,8

BC バルコニー 中 4,8

BD バルコニー 後 5,6,7

BE バルコニー 前 /後 4,5,6,
7,8

BF バルコニー 前 4,8

CA バルコニー（※） 中 5

CB バルコニー（※） 中 4,5

EB オーシャンビュー 中 1

EC オーシャンビュー 中 /後 1

EF オーシャンビュー 前 1,6

FB オーシャンビュー（※） 中 4

FC オーシャンビュー（※） 中 4

GA デラックス（内側） 中 6,8

GB デラックス（内側） 中 1

GC デラックス（内側） 中 1

IA スタンダード（内側） 中 4,5,6,
7,8

ID スタンダード（内側） 後 5,6,7

IE スタンダード（内側） 前 /後 4,5,6,8

IF スタンダード（内側） 前 4,8

KC シングル（オーシャンビュー） 前 2

LC シングル（内側） 前 2

方向 :前方…前　中央…中　後方…後　
（※）:一部視界が遮られます/CA,CB,FB,FC

❖…グリル・クラスのお客様専用の設備となります。

ロイヤル・スパ&
フィットネスセンター

ランドリー

ランドリー

ランドリー

カード・ルーム

ザ・ベランダ

書店 アート・ギャラリー

ゴールデン・ライオン
（英国風パブ）

L エレベーター

† 3人目のベッドが上段
ベッドのお部屋

+ 3人目のベッドがソファー
ベッドのお部屋

¥ 3・4人目のベッドがソ
ファーベッドのお部屋

‡ 3・4人目のベッドが
ソファーベッドと上段
ベッドのお部屋

▲  車椅子対応のお部屋

○ 操舵室の張り出しに
より陰になるお部屋
（7001・7002）

◆ 前方に窓があるオー
シャンビューのお部屋
（6003・6004）

● 船体の鉄板により一部
視界が遮られるお部屋
（4001～ 4042）

× 救命ボートにより一部
視界が遮られるお部屋

* 救命ボートにより視界
が遮られるお部屋

ロイヤル・コート・シアター
（2階）

ロイヤル・コート・シアター
（1階）

ザ・エンパイア
カジノ

クイーンズ・
アーケード

❖ コートヤード

クイーン・ヴィクトリア　デッキプラン

※上記のデッキプランは見取図の目的でのみ作成されており、実際の縮尺とは異なりますのでご了承ください。
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Q1

クラブ バルコニー［約23m2 ］
A1, A2

◆ツインベッド 　◆リビングエリア 
◆バルコニー  　  ◆バスルーム（シャワー）

オーシャンビュー
（一部視界が遮られます）
［約15m2 ］

EF 

◆ツインベッド 
◆リビングエリア 
◆バスルーム（シャワー）

アトリウムビュー（内側） 
［約15m2 ］

HB

◆ツインベッド 
◆リビングエリア 
◆バスルーム（シャワー）

スタンダード（内側）
［約14m2～15m2 ］

IA, IB, IC, IE, IF

◆ツインベッド 
◆リビングエリア 
◆バスルーム（シャワー）

シングル
（オーシャンビュー）
［約17m2 ］

KB, KC

◆ベッド（クイーンサイズ） 
◆リビングエリア 
◆バスルーム
 （シャワー）

クイーンズ・グリル
 Queens Grill（Q1~Q7）　

ブリタニア・クラブ     
Britannia Club（A1~A2）　

プリンセス・グリル
 Princess Grill（P1~P2）　

ブリタニア・レストラン  
Britannia Restaurant（BB~KC）　

※各カテゴリーのアメニティ一覧はP.55をご参照ください。　※上記は平均面積で、客室により広さが異なります。

グランド デュープレックス

クラブ バルコニー

バルコニー（船体内・屋根付）

オーシャンビュー

スタンダード（内側）

シングル（オーシャンビュー）

ペントハウス

プリンセス スイート

グランド デュープレックス

クイーンズ スイート

ペントハウス

プリンセス スイート

クイーン・メリー 2　客室

グランド 
デュープレックス
［約209m2 ］

Q1

デュープレックス
アパートメント
［約111m2～146m2］

Q2

◆ベッドルーム 
◆リビングルーム
◆ダイニングルーム
◆バルコニー 
◆バスルーム
（シャワー、ジェットバス）

ロイヤル スイート
［約74m2 ］

Q3

ペントハウス
［約70m2 ］

Q4

クイーンズ スイート
［約47m2 ］

Q5, Q6, Q7

◆ベッドルーム 
◆リビングエリア
◆バルコニー （Q3を除く）
◆バスルーム
（シャワー、ジェットバス/
車椅子対応客室を除く）

プリンセス スイート
［約35m2 ］

P1, P2

◆ツインベッド 
◆リビングエリア
◆バルコニー 
◆バスルーム
（シャワー、バスタブ）

バルコニー（一部視界が遮られます）
［約23m2 ］

DB, DC, DF

◆ツインベッド
◆リビングエリア 
◆バルコニー  　
◆バスルーム（シャワー）

バルコニー
［約23m2 ］

BB, BC, BF 

◆ツインベッド 
◆リビングエリア 
◆バルコニー  
◆バスルーム（シャワー）

バルコニー（船体内・屋根付）
［25m2 ］

BU, BV, BY, BZ 

◆ツインベッド 
◆リビングエリア 
◆バルコニー  
◆バスルーム（シャワー）

Q1

Q4

A2

BV

EF

IF

KC

P1

シングル（オーシャンビュー）

クラブ バルコニー

バルコニー（船体内・屋根付）

シングル（オーシャンビュー）

6564
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8.013
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8.017
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8.021
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8.025
8.027
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8.005
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山路を登りながら

GRAND
LOBBY

(LOWER)

2.002

2.018

2.016

2.014

2.012
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2.008

2.006

2.004

PHOTO 
GALLERY

KB

前方

▲  

▲デッキ 7

前方
▲  

▲デッキ 6

▲デッキ 5

▲デッキ 4

▲デッキ 3&3L

▲デッキ 2&3L

デッキ 13 ▲

デッキ 12 ▲

デッキ 11 ▲

デッキ 10 ▲

デッキ 9 ▲

デッキ 8 ▲

サンデッキ

ボードウォーク・カフェ

❖グリルズ・テラス

パビリオンプール&バー

❖ プリンセス・グリル

ベイビー・ゾーン

クイーンズ・ルーム
サー・サミュエルズ（ゴディバ・カフェ）

ザ・エンパイア・カジノ

グランド・ロビー（2階）

ブリタニア・レストラン（2階）

ブリタニア・レストラン（1階）

ランドリー

イルミネーションズ（プラネタリウム）

ザ・プレイゾーン

G32（ナイトクラブ）

G32（ナイトクラブ）

❖ グリルズ・ラウンジ
キャニオンランチ・スパクラブ

フィットネス・センター

カリンシア・ラウンジカリンシア・ラウンジ
スパ受付

アトランティック・ルーム

ランドリー

ランドリー

ランドリー

チャーチルズ（シガー・ラウンジ）コンシェルジュ・ラウンジ

フォト・ギャラリー
ゴールデン・ライオン（英国風パブ）

パーサーズ・オフィス

書店
図書室

リラクゼーション・ラウンジ
展望デッキ

フォト・スタジオ

コモドアー・クラブ

キャニオンランチ・スパクラブ

ボードルーム

美容室

展望デッキ
ケンネル

ホイールプール

ザ・フェアウェイズ（ゴルフ・シミュレーター）

アート・ギャラリー

ボヤージ・セールス・オフィス キュナード・コネクションズ
ツアー・オフィス

グランド・ロビー

ショップ

ブリタニア・クラブ

イルミネーションズチャート・ルーム ローラン・ペリエ
シャンパン・ラウンジ ロイヤル・コート・シアター

     　Ship Facts

就航 :2004年
改装 :2016年 5月
船籍 :英国領バミューダ
総トン数 :151,400トン
乗客定員数 :2,691人

巡航速度 :28 ノット
最大速度 :30 ノット
全長 :345m
最大幅 :39.9m
喫水 :9.7m

❖…グリル・クラスのお客様専用の設備となります。

※デッキ1は掲載されておりませんが、メディカルセンター（医務室）とテンダーボート乗船ラウンジがあります。
※ロイヤル・スイート（Q3/デッキ10前方）には、バルコニーはございません。
※上記のデッキプランは見取図の目的でのみ作成されており、実際の縮尺とは異なりますのでご了承ください。

❖ クイーンズ・グリル

ザ・キッズゾーン/ティーン・ゾーン
ランドリー

ミノウズ（子供用プール）

キングス・コート

L エレベーター

+ 3人目のベッドがソファー
ベッドのお部屋

● 3・4人目のベッドがダ
ブル・ソファーベッド1
台のお部屋

▲ 車椅子対応のお部屋

■ 3・4人目のベッドが上
段ベッド2台のお部屋

❖ Q2スイートの1階

＊ 救命ボートにより視界
が遮られるお部屋
コネクティング・ルーム

クイーンズ・グリル 方 向 デッキ

Q1 グランド デュープレックス 後 9,10

Q2 デュープレックスアパートメント 後 9,10

Q2 クイーン·メリー ⁄エリザベス·スイート 前 10

Q3 ロイヤル スイート 前 10

Q4 ペントハウス 中/後 9,10

Q5 クイーンズ スイート 中/後 9,10,11
Q6 クイーンズ スイート 前 9,10

Q7 クイーンズ スイート 中/後 8,9

プリンセス・グリル 方 向 デッキ

P1 プリンセス スイート 中 10

P2 プリンセス スイート 前 10

ブリタニア・クラブ 方 向 デッキ
A1 クラブ バルコニー 中 12

A2 クラブ バルコニー 前 12,13

ブリタニア・レストラン 方 向 デッキ
BB バルコニー 中 11

BC バルコニー 中 8,11

BF バルコニー 前 8,11,12

BU バルコニー（船体内・屋根付） 中 4,5,6

BV バルコニー（船体内・屋根付） 中 4,5,6

BY バルコニー（船体内・屋根付） 後 4,5,6

BZ バルコニー（船体内・屋根付） 前 4,5,6

DB バルコニー（視界が遮られます） 中 8

DC バルコニー（視界が遮られます） 中 8

DF バルコニー（視界が遮られます） 前 8

EF オーシャンビュー 前/後 4,5,6

HB アトリウムビュー（内側） 中 5,6

IA スタンダード（内側） 中 10

IB スタンダード（内側） 中 5,6,10

IC スタンダード（内側） 中 4,5,6
11,12

IE スタンダード（内側） 前/後 4,5,6
9,10

IF スタンダード（内側） 前 4,5,6
11,13

KB シングル（オーシャンビュー） 中 2

KC シングル（オーシャンビュー） 中 3

方向 :前方…前　中央…中　後方…後　

スポーツ・センター ザ・ルックアウト
（14デッキ）

テラス・プール

ザ・ベランダ

テラス・バー

ランドリー

クイーン・メリー 2　デッキプラン
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ビザ（査証）／パスポート／予防接種
クルーズ終了時にお客様のパスポートの有効残存期
間が6ヶ月以上あることをご確認ください。
寄港地への上陸、オプショナルツアーなどでパスポー
ト及び査証、予防接種証明書、健康診断書などの
書類が必要になります。お客様にて取得と携行をお
願いいたします。詳細はお申し込みの旅行代理店ま
でお問い合わせください。

船内通貨
パーサーズ・オフィスでは、一部の国の通貨の現
金の両替を行います。すべての船内での通貨は、
米ドルとなります。ご乗船の際にクレジットカード
を予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、寄港地でのオプショナルツアー
などの代金は、自動的にお客様の船内会計に計上
され、下船時、現金またはクレジットカードでお支
払いいただきます。

チップ 
クルーズ中は、下記チップの目安に表記したチップ
料金が自動的に船内会計に計上されます。チップ
は、客室の係員、ダイニングルームのウェイターに
配分されます。ただし、チップはあくまでもお客様
の任意によるものです。下記金額の増減をご希望
の際は船内のパーサーズ・オフィスにて承ります。

チップの目安（全クルーズ）
・グリルクラスの客室をご利用のお客様 :

お 1 人様 / 1 泊当たりUS$13.50
・その他の客室をご利用のお客様 :

お 1 人様 / 1 泊当たりUS$11.50
※上記チップ金額は2017年12月1日現在のもので予告

なしに変更になる場合があります。
・バーおよびダイニングルームでのアルコール飲料

には15%のサービス料が加算されます。
・カジノ、スパ等ではお客様の任意で直接チップを

お渡しください。

寄港地での服装
寄港地観光には動きやすい服装と履き慣れた靴で
お出かけください。冷房や気温の下がる朝夕に備
え、どのクルーズでもカーディガン等をお持ちくだ
さい。寺院、教会などを訪問する場合、男女とも
肩や足を隠す服装をお勧めいたします。雨の場合
に備え、レインコートや傘のご用意もお忘れなく。
眼鏡を使用の方は、スペアもご持参ください。

ショア・エクスカーション
（寄港地でのオプショナルツアー）
ご乗船前にお送りするパンフレットで各ツアーの詳
細をご案内します。また、ご出発前にインターネッ
ト予約が可能です（クレジットカードでのお支払い
が必要となります）。船内でもお申し込みいただける
場合もありますが、定員数が限られているツアーが
多いため、早めのお申し込みをお勧めいたします。
ツアー料金は船内会計に計上されます（全てのツ
アーはキュナードではなく現地の独立業者により運
営されています）。

インターネット及び電子メールのアクセス
船内のコンピュータセンターにてインターネットをご
利用いただけます。一部の客室と多くのパブリック
ルームで、無線LANが受信できるご自身の端末（ス
マートフォン、PC、 iPadなど）へのインターネット
接続（有料）も可能です。

言語
船内で公式のアナウンスに使われている言語は英
語となります。日本語対応乗務員が予定されてい
るクルーズもございます。詳細はお問い合わせくだ
さい。

禁煙規則
客室内および客室の専用バルコニーは禁煙となり
ます。船内のパブリックエリアでは、オープンデッ
キの指定されたエリア以外は全面禁煙となりますの
でご了承ください。葉巻はチャーチルズ（シガー・
ラウンジ）とオープンデッキの指定されたエリアの
み喫煙可能です。

医療設備
急病・ケガなどの事故に対する基本的な医療設備
は船内に完備していますが、持病や長期治療の為
の設備ではございません。特別な医療上の配慮が
必要な場合は、必ずご予約前にその詳細をキュナー
ド・ラインに書面にてご連絡願います。船内の医療
設備は限られています。十分な対処ができないこと
もありますのでご了承ください。また、寄港地での
医療ケアは必ずしも迅速に供給できるものではあり
ません。船内でかかった治療費・薬の代金などは、
お客様の船内会計に計上されます。また、乗船中、
妊娠24週目に入る妊婦の方はお断りしています。

船内での服装
日中はカジュアルな服装でお過ごしいただけます
が、夕食の際は船上のエレガントな雰囲気に合わ
せ、レストランに出かけるような服装をご用意くだ
さい。フォーマル・ナイトの回数はクルーズの長さ
により異なります。服装に関するご案内は、毎日船
内新聞でお知らせします。
夕刻以降の服装の基準は次の通りです。

フォーマル

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 など

女
性

イブニングドレス、
カクテルドレス、和服 など

インフォーマル

男
性

ジャケット着用
（ネクタイは無しでも可）

女
性

カクテルドレス、スーツ、
ワンピース など

より快適にお過ごしいただくためにキュナード・ワールドクラブ

キュナードでの初めてのクルーズを終えると、「キュナード・ワールドクラブ」のメンバーにお迎えいたします。

次回のクルーズから、乗船回数/日数に応じてオンボード・クレジットや限定割引など様々な特典をご用意しております。

シルバー ゴールド プラチナ ダイヤモンド

1回目のクルーズ終了後

◆一部クルーズのワールドクラブ・
メンバー割引

◆特別なオファーのご案内
◆ワールドクラブ・デスクのご利用

 など

2回目または20泊以上のクルーズ
終了後に昇格

◆シルバー・メンバーの特典
◆ゴールド・メンバーピンの贈呈
◆キュナード・ワールドクラブ 
   カクテルパーティーのご招待
◆インターネット無料接続（最大2時間）

 など

7回目または70泊以上のクルーズ
終了後に昇格

◆ゴールド・メンバー以下の特典
◆プラチナ・メンバーピンの贈呈
◆インターネット無料接続（最大4時間）
◆シニア・オフィサー・パーティー

のご招待（6泊以上のご利用）
◆乗船時の優先チェックイン
◆下船ラウンジのご利用
◆ドライクリーニングとランドリー

20%割引
 など

15回目または150泊以上のクルー
ズ終了後に昇格

◆プラチナ・メンバー以下の特典
◆ダイヤモンド・メンバーピンの贈呈
◆インターネット無料接続（最大8時間）
◆オンボードセールスの優先予約
◆ザ・ベランダの無料ランチ、又

はキングス・コートでの無料の
夕食（6泊以上のご利用で1乗船
につき1回）

◆ワールドクラブ・デスクの特別
電話番号のご案内

◆下船時の優先チェックアウト
 など

※ワールドクラブ・メンバーの方はご予約時にワールドクラブ・メンバーシップ番号をお申し出ください。ご予約時にお申し出がない場合、特典はお受けできませんのでご注意ください。
※港湾設備の関係上、優先チェックイン・チェックアウトが行われない場合もあります。

キュナードは、クルーズの前後でご利用いただけるホテルを厳選してご用意しています。

洗練されたサービスと居心地の良さ、便利なロケーションのホテルをどうぞご利用ください。

ホテル・プログラム

ケープタウン
ベルモンド・マウント・ネルソン ★★★★★

フラッグシップ・コレクション
1泊 £ 300～ 延泊（1泊） £ 200～

ドバイ
ソフィテル・ザ・パーム ★★★★★

フラッグシップ・コレクション
1泊 £ 280～ 延泊（1泊） £ 230～

香港
ザ・ペニンシュラ ★★★★★

フラッグシップ・コレクション
1泊 £ 420～ 延泊（1泊） £ 340～

シンガポール
マンダリン・オリエンタル ★★★★★

フラッグシップ・コレクション
1泊 £ 250～ 延泊（1泊） £ 200～

シドニー
フォーシーズンズ・シドニー ★★★★★

フラッグシップ・コレクション
1泊 £ 280～ 延泊（1泊） £ 200～

サンフランシスコ
フェアモント・サンフランシスコ ★★★★★

スタンダード・コレクション
1泊 £ 240～ 延泊（1泊） £ 200～

※上記代金は２人部屋を２名でご利用の場合の１名当たりの料金です。１人部屋をご希望の方はお問い合わせください。
※上記代金には、空港／ホテル／港間のトランスファー、ポーター代金、税金が含まれています。原則的に他のお客様と混載になりますので、予めご了承ください。
※料金はご宿泊時期により異なります。予約時にご確認ください。
※満室等の際は同等クラスのホテルに振替えられる場合があります。 
※チェックインは通常午後３時以降となります。アーリー・チェックインをご希望の方は１泊余分にお取りいただく場合もあります。 
※万が一お取消しになる場合は、ジェネラル・インフォメーションに記載されているクルーズと同様の取消料が適用されます。
※キュナード・ラインは上記ホテルの保有および運営はしておりません。 
※トランスファー・サービスのみをご提供する「トランスファー・プログラム」をご希望の場合はお問い合せください。
※代金はポンド建てです。予約時に円に換算してご請求となります。
※上記以外の寄港地でもホテルをご用意しています。詳細はお問い合わせください。
※フラッグシップ・コレクションプランの各ホテルでは数々の特典をご用意しています。特典の詳細はお問い合わせください。

ケープタウン

6968 ※ホテルプログラム、キュナード・ワールドクラブおよび上記の内容は予告なく変更となる場合があります。

より快適にお過ごしいただくためにキュナード・ワールドクラブ／ホテル・プログラム



キュナード・ラインは、Carnival plc.の商標です。

責任
お客様、およびお荷物の輸送についての規約と条件は、お客
様に事前にお渡しする書類に記載されているか、またはお客様
の要請により送付されるキュナード運送約款に準拠します。運
送約款はキュナードとお客様との間ですべて同意したものとみ
なされます。キュナードとお客様間の権利と責任を定めている
この運送約款の内容をすべてお読みください。キュナードは、
自らの見解および裁量により妥当と判断するあらゆる理由によ
り、お客様にかかるあらゆる損害または損失に対する責任を負
うことなく、あらゆる予定航海または旅程をあらゆる方法にお
いて取消しまたは変更する権利を有します。キュナードはまた、
船舶全体のチャーターその他のあらゆる理由により、クルーズ
の予約金または料金全額を受取っている/いないに関わらず予
約を取消しできる権利を有します。その場合のキュナードの責
任は、受け取った金額をお客様に返金することのみです。万が
一お客様が予定航海に乗り遅れた場合、その理由に関わらず、
かかる航海の出発港および次の寄港地の港に乗船時間までに
到着する責任はお客様にあるものとします。キュナードは自ら
の見解により、お客様がご自身の安全や福祉、健康面におい
て危険を及ぼす、または他の乗客または乗務員の安全や福祉、
快適な船旅の享受に支障を来たす可能性があると判断した場
合、かかるお客様の乗船または航海の継続を拒否する権利を
有します。

予約金
ご予約から7日間以内に20%の予約金をお支払いいただきま
す。キュナードの裁量により、上記より短い期間が指定される
場合もあります。期間内に予約金が支払われなかった場合、
客室は取消しの対象となります。

全額のお支払い　　　　　　
31泊以上のクルーズは出航の120日前、7～30泊のクルーズ
は出航の75日前、6泊以下のクルーズは出航の60日前までに
キュナードにクルーズ代金全額をお支払いいただく必要があり
ます。規定された期日までにクルーズ代金全額が支払われな
かった場合、ご予約は取消しの対象となります。すべてのご予
約は、期限内に全額支払われた場合にのみ保証されます。30
泊以下のクルーズでは出航の90～31日以内、31泊以上のク
ルーズでは出航の120～31日以内にご予約いただいた場合は、
ご予約から24時間以内に、出航の30日以内にご予約いただ
いた場合は、予約時に全額をお支払いただきます。

取消し/払戻しの規定
日数に応じ、以下の規定が適用されます。
◆6泊以下のクルーズに適用されるキャンセル料 :
取消書面受け取りから出航までの日数　　キャンセル料 　  
60日前まで ………………………………無料  
59日～45日 ………………………………全料金の 20%    
44日～15日 ………………………………全料金の 50%  
14日～8日 ………………………………全料金の 75%  
7日～当日・連絡無しのキャンセル ……全料金の100%     

◆7～30泊のクルーズに適用されるキャンセル料 :
取消書面受け取りから出航までの日数　　キャンセル料 　  
75日前まで ………………………………無料  
74日～57日 ………………………………全料金の 20% 
56日～29日 ………………………………全料金の 50%  
28日～15日 ………………………………全料金の 75%  
14日～当日・連絡無しのキャンセル ……全料金の100%          

※31泊以上のクルーズにつきましてはお問い合せください。

上記の取消し規定は、クルーズ料金、地上手配、オプション
のホテル、ショア・エクスカーションを含む寄港地での各種ア
クティビティにも適用されます。クルーズ以外の予約のみを取
消しされた場合、航空会社または他の交通輸送会社、ツアー
会社、陸上サービス運営者またはホテル運営者によって科せ
られるキャンセル料のお支払いはお客様の責任となりますので
ご了承ください。

※期間限定の特別プロモーションが発表される場合があります。
特別プロモーションのクルーズおよびツアーは、お支払い後は
100%のキャンセル料がかかり、払戻しは一切いたしかねます
ので予めご了承ください。

払戻し
払戻しの裁決に当たり、クルーズに関するすべての書類をキュ
ナードまでご返却いただく必要があります。クルーズ、航空会
社、地上手配、ホテル、ランドツアーおよびショア・エクスカー
ションをわずかでもご利用になった場合、そのお客様は払戻し
の対象とはなりません。すべての払戻し請求は、キュナードの
最終審理によって裁定されるものとします。

船内会計の精算方法
お支払いはすべて米ドルのみとなります。お支払いにはアメリ
カン・エキスプレス、ビザ、ダイナースクラブ、マスターカー
ドがご利用いただけます。船内で生じたお支払いはすべて下船
前にご精算いただきます。

お荷物と貴重品
キュナードはお客様のお荷物の保護に最善を尽くしますが、最
終的にお荷物およびその他の個人所有物の紛失、損傷、置き
忘れに対するキュナードの責任は運送約款に準ずるものとしま
す。キュナードは、お預かりした/していないにかかわらず、
お荷物中に含まれているカメラ機材、PC、宝石類、現金、そ
の他の壊れやすい物や、貴重品に対して一切責任を負いませ
ん。こうした物品および医薬品、処方薬は、船内、船外共に
お客様ご自身の責任によりお持ち運びいただくようお願いいた
します。お客様は、客室内のセーフティボックスを無料にてご
利用いただけます。お客様ご自身の安全のため、すべてのお
客様およびお荷物は、警備員による安全検査を受けることが
義務付けられています。

成人同伴の小児
21歳未満のお子様には成人の同伴が義務付けられています。
航海時に1歳未満の乳児はご乗船できません。 なお、プライベー
トのベビーシッターはいたしかねますのでご了承ください。

乗船・下船
通常船舶には、指定されている乗船時間より乗船が可能となっ
ています。周辺設備の都合上、最終書類に記載された乗船時
刻以前にはご到着にならないようお願いいたします。下船当日
は、ホテルマネージャーの指示に従って客室をお空けいただき
ます。お客様がご自身で飛行機の手配をされる場合は、税関
/入管の通過後より、空港まで3～4時間の余裕をお持ちいた
だくようお願いいたします。キュナードは乗船日にオプション
として港へのトランスファーやホスピタリティーサービスを提
供しています。グループトランスファーには大型バスまたはミ
ニバスを使用します。個人トランスファーは1～3人用には高
級セダン、4～8人用には高級バンを使用します。ホスピタリ
ティーサービスが可能な所では乗船前、空港からホテルまでの
トランスファーを提供します。その際、お荷物はホテルから船
まで直接お運びいたします。詳細はお申し込みの旅行会社にお
問い合せください。

身体障がいをお持ちのお客様/
特別なお食事を必要とされるお客様について
キュナードは、身体障がいをお持ちの方のご乗船も歓迎いた
します。ただし、船舶構造上の理由により、車椅子を必要と
される方および視覚障がいをお持ちの方にとっては、特定のエ
リアヘのアクセスが困難な場合があります。こうした事情によ
り、障がいをお持ちの方が安全かつ快適にお過ごしいただけな
い可能性があるエリアでは、ご同伴者を伴われることをお勧め
いたします。寄港地によってはテンダーでの上陸となる場合が
あります。その場合キャプテンの権限により、車椅子使用の
お客様はテンダーにご乗船いただけませんので予めご了承くだ
さい。障がいをお持ちの旨、お客様より事前にお知らせいただ
いた場合、キュナード予約課は、車椅子が通過できる幅広い
出入口や浴室、その他適切な設備を備えた客室を手配いたし
ます。キュナードはまた盲導犬など、障がいをお持ちの方が必
要とされる動物の乗船も歓迎いたします。適切な手配を行うた
め、こうした動物の乗船をご希望のお客様は、ご予約時にお
知らせいただく必要があります。特定の寄港地および国では、
法律または慣習により、動物の下船が許可されない場合があ
ります。必要な証明書/健康診断書類は、お客様の責任にて
ご用意いただきます。詳しい情報および必要条件は、寄港地
の税関または行政機関にお尋ねください。継続的な医療措置
を必要とされるお客様は、安全に航海できる旨を記した医師の
証明書が必要な場合があります。お食事面で特別な配慮を必
要とされるお客様は、ご予約時または出航の最低6週間前ま

でにその旨お知らせください。キュナードはこうしたお客様の
ご希望に沿うことができるよう、できる限りの努力をいたしま
す。

他社によって提供されるサービス
このパンフレットに記載された寄港地ツアーおよびサービス
（ホテルプログラム、トランスファー、ショア・エクスカーショ
ン等を含む）は、すべて独立業者が受託契約をして運営して
います。寄港地でのすべてのアクティビティに関し、キュナー
ドはチケット販売の代行者に過ぎません。航空会社やツアー
会社、陸上サービス/ツアー運営者、ホテル運営者、船内の
医師を含む（ただしこれらに限らない）独立業者はキュナード
の代理店または従業員ではないため、かかる業者に関連して、
またはかかる業者との取決めの結果として生じる行為または不
作為に対し、キュナードは一切賠償の義務または責任を負うも
のではありません。

海外旅行に必要な書類と健康に関する情報
寄港地への上陸およびツアーに必要なパスポートおよび査証、
予防接種証明書、健康診断書などの必要書類は、お客様の責
任で取得および携行をお願いいたします。クルーズ終了時にお
客様のパスポートの有効残存期間が6ヶ月以上あることをご確
認ください。これらの必要条件に関しては、事前に旅行会社
でお尋ねください。アメリカ国内の港で下船する場合、アメリ
カ国土安全保障省の要請により、下船後のアメリカ国内の滞
在先住所の提出が求められます。予防接種に関する要項は寄
港地により大きく異なり、また、予告なく変更される場合があ
ります。キュナードは、海外へ渡航されるすべてのお客様に、
A型肝炎、腸チフス、ポリオ、ジフテリア、破傷風に対する
予防接種を考慮されるようお勧めいたします。世界保健機構
〔WHO〕承認の国際予防接種証明書は、すべての寄港地にお
いて認められています。キュナードはすべてのお客様に、出航
までに十分間に合うよう余裕を持って、ご予定の航海地域に
適切とされる予防接種、特にマラリアおよび黄熱病に対する
適切な予防について、かかりつけの医師または厚生労働省等
の公衆衛生機関にお問い合わせいただくよう強くお勧めいたし
ます。推奨されたあらゆるマラリア予防の薬剤は、ご乗船前
に入手いただく必要があります。

アット・イーズ・ウェイバープログラム
（取消料免除プログラム・お荷物の補償） 

本プログラムは予約金のお支払い時に加入していただ
く必要があり、以降の加入は受け付けません。
最終支払期限後の予約については、このプログラムは
ご利用いただけません。また、一度支払われた加入料は、
いかなる事由によっても払い戻しはできません。
❖取消料免除プログラム
取消料免除プログラムにご加入いただきますと、乗船
日当日の深夜から起算して72時間前※までにカーニバ
ル・ジャパンまでお電話または書面で予約取消しのご
連絡をいただいた場合、取消料が免除になります。
※カーニバル・ジャパンの営業時間内（土日祝日を除
く10:00～18:00）のみ受付可能です。
❖お荷物の補償
キュナードのご旅行期間中に乗船客のお手荷物が紛失、
または破損された場合、一人あたり最大54,000円の支
払いの申し立てを行うことができます。
この補償は乗船客のお手荷物の紛失や破損のみ対象と
なり、航空券、現金、カメラ、宝飾品、貴重品、ラジ
オ、各種チケットを船内で紛失された場合には適用さ
れません。キュナードは、飛行中および寄港地観光中
（キュナード主催の寄港地観光、個人観光いずれの場合
も）のお手荷物の紛失や破損については一切の責任を
負いかねます。手荷物の紛失および破損があった場合、
その時点でカーニバル・ジャパンまでお申し出ください。
また下船後10日以内にご連絡ください。
❖加入料
一人当たりのクルーズ代金が575,000円以下の場合
……クルーズ代金の10%
一人当たりのクルーズ代金が575,001円以上の場合
……クルーズ代金の8%

掲載外のクルーズもございます

最新情報はウェブサイトへ

www.cunard.jp

　　  www.facebook.com/CunardJP

 www.youtube.com/wearecunard

このパンフレットに記載された情報は、2017年12月1日現在のものです。このパンフレットの掲載写真はすべてイメージです。
船舶の詳細およびその他すべての情報は、キュナード・ラインの裁量によって予告なく変更される場合があります。
キュナード・ラインは、ワールズ・リーディング・クルーズラインズTMのメンバーです。

クイーン・メリー 2
No. 出発日 タイトル 日数 頁
M902 1/ 3（木）東廻り大西洋横断 8 日間 ---

M902A 1/ 3（木）ニューヨーク発着 109日間 ---

M903 1/10（木）サウサンプトン～ドバイ 20日間 P.49

M903A 1/10（木）サウサンプトン～シンガポール 34日間 P.49

M903B 1/10（木）サウサンプトン～香港 41日間 ---

M903D 1/10（木）サウサンプトン発着 95日間 P.46

M904 1/29（火）ドバイ～香港 22日間 ---

M904A 1/29（火）ドバイ～シンガポール 15日間 P.51

M904C 1/29（火）ドバイ発着 56日間 ---

M904D 2 /12（火）シンガポール～香港　 8 日間 P.51

M904G 2 /12（火）シンガポール発着　 28日間 ---

M905 2 /19（火）香港発着　 15日間 P.52

M905D 2 /23（土）上海～シンガポール 17日間 ---

M905E 2 /23（土）上海～サウサンプトン 51日間 ---

M906 3 / 5（火）香港～ドバイ　 21日間 ---

M906B 3 / 5（火）香港～サウサンプトン　 41日間 ---

M906C 3 /11（月）シンガポール～ドバイ　 15日間 P.52

M906D 3 /11（月）シンガポール～サウサンプトン　35日間 P.53

M907 3 /25（月）ドバイ～サウサンプトン 21日間 P.53

M908 4 /14（日）西廻り大西洋横断 8 日間 ---

クイーン・エリザベス
No. 出発日 タイトル 日数 頁
Q902 1/ 3（木）サウサンプトン～ケープタウン 17日間 P.24

Q903 1/19（土）ケープタウン～フリーマントル 17日間 P.24

Q904 2 / 4（月）フリーマントル～メルボルン 7 日間 P.25

Q904A 2 / 4（月）フリーマントル～アデレード 5 日間 P.25

Q904B 2 / 8（金）アデレード～メルボルン 3 日間 ---

Q904C 2 / 8（金）アデレード発着 6 日間 P.26

Q905 2 /10（日）メルボルン発着 8 日間 P.26

Q905A 2 /10（日）メルボルン～アデレード 4 日間 ---

Q905B 2 /13（水）アデレード～メルボルン 5 日間 P.26

Q905C 2 /13（水）アデレード～シドニー 8 日間 P.27

Q906 2 /17（日）メルボルン～シドニー 4 日間 P.27

Q907 2 /20（水）シドニー発着 13日間 P.28

Q907A 2 /20（水）シドニー～オークランド 9 日間 P.28

Q907B 2 /20（水）シドニー発着 18日間 ---

Q907C 2 /28（木）オークランド～シドニー 10日間 P.28

Q908 3 / 4（月）シドニー発着 6 日間 P.29

Q909 3 / 9（土）シドニー～メルボルン 4 日間 P.30

Q909A 3 / 9（土）シドニー～メルボルン 10日間 ---

Q910 3 /12（火）メルボルン発着 7 日間 P.30

Q910A 3 /12（火）メルボルン発着 19日間 ---

Q911 3 /18（月）メルボルン発着 13日間 P.30

Q911A 3 /18（月）メルボルン～シドニー 15日間 ---

Q912A 3 /30（土）メルボルン～シドニー 3 日間 P.31

Q912B 3 /30（土）メルボルン～ブリスベン 5 日間 P.31

Q912C 4 / 1（月）シドニー～ブリスベン 3 日間 P.31

Q912D 4 / 1（月）シドニー～横浜 19日間 P.33

Q913 4 /19（金）日本一周クルーズ 10日間 P.35

Q914 4 /28（日）ゴールデンウィーク・クルーズ 8 日間 P.35

Q915A 5 / 5（日）横浜～バンクーバー 17日間 P.37

Q915B 5 /21（火）アラスカクルーズ 11日間 P.39

Q916 5 /31（金）アラスカクルーズ 11日間 P.39

Q917 6 /10（月）アラスカクルーズ 11日間 P.39

Q918 6 /20（木）アラスカクルーズ 11日間 P.39

クイーン・ヴィクトリア
No. 出発日 タイトル 日数 頁
V903 1/ 8（火）ハンブルグ～サウサンプトン 3 日間 ---

V903C 1/ 8（火）ハンブルグ発着 112日間 ---

V904 1/10（木）
サウサンプトン～
 フォート・ローダーデール

12日間 ---

V904A 1/10（木）
サウサンプトン～
 サンフランシスコ

28日間 ---

V904B 1/10（木）サウサンプトン～オークランド 44日間 ---

V904C 1/10（木）サウサンプトン～シドニー 49日間 ---

V904D 1/10（木）サウサンプトン～ブリスベン 51日間 ---

V904E 1/10（木）サウサンプトン～香港　 68日間 ---

V904F 1/10（木）サウサンプトン発着 108日間 P.40

V905 1/21（月）
フォート・ローダーデール～
 サンフランシスコ

17日間 P.42

V905A 1/21（月）
フォート・ローダーデール～
 オークランド

33日間 ---

V905B 1/21（月）
フォート・ローダーデール～
 シドニー

38日間 ---

V905C 1/21（月）
フォート・ローダーデール～
 サウサンプトン

97日間 ---

V906 2 / 6（水）サンフランシスコ～シドニー 22日間 P.42

V906A 2 / 6（水）サンフランシスコ～オークランド 17日間 ---

V906B 2 / 6（水）サンフランシスコ～ブリスベン 24日間 ---

V906D 2 /23（土）オークランド～シドニー 6 日間 ---

V906E 2 /23（土）オークランド～ブリスベン 8 日間 P.43

V906F 2 /23（土）オークランド～香港 25日間 ---

V906G 2 /23（土）オークランド～シンガポール 30日間 ---

V907 2 /28（木）シドニー～香港 20日間 P.43

V907B 2 /28（木）シドニー～シンガポール 25日間 P.43

V907C 2 /28（木）シドニー～ケープタウン 44日間 ---

V907D 2 /28（木）シドニー～サウサンプトン 60日間 P.44

V907F 3 / 2（土）ブリスベン～香港 18日間 ---

V907G 3 / 2（土）ブリスベン～シンガポール 23日間 ---

V908 3 /19（火）香港～ケープタウン 25日間 P.44

V908B 3 /19（火）香港～サウサンプトン 41日間 P.45

V908C 3 /24（日）シンガポール～ケープタウン　 20日間 ---

V908D 3 /24（日）シンガポール～サウサンプトン　36日間 P.45

V909 4 /12（金）ケープタウン～サウサンプトン　17日間 ---

V909A 4 /12（金）ケープタウン～ハンブルグ　 19日間 ---

V910 4 /28（日）サウサンプトン～ハンブルグ　 3 日間 ---

お問い合せ、お申し込みは下記へ　

クルーズ・カレンダー
2019  January -June 

ジェネラル・インフォメーション

7170


