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ワールドクルーズ

ジェネラル・インフォメーション（抜粋）� General InformatioN

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・お荷物の保証） 

本プログラムは予約金のお支払い時に加入して頂く必要が
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
用頂けません。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頂きますと、乗船日当日の
深夜から起算して 72 時間前までにお電話または書面で予
約取消のご連絡を頂いた場合、取消料が免除になります。

◆お荷物の保証
キュナード・ライン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 52,500
円の支払いの申し立てを行うことができます。
この保証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・ラインは、飛行中及び寄港地観光中（キュナー
ド・ライン主催の寄港地観光、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。手荷物の紛失及び破損があった場合、現地係員にお
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 525,000 円未満の場合
　……クルーズ代金の 10％
　一人当たりのクルーズ代金が 525,000 円以上の場合
　……クルーズ代金の 8％

キュナード・ラインは、Carnival plc.の商標です。

責任
お客様、及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
の見解及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。もしもお客
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
30泊未満のワールドクルーズは、20％の予約金が発生し、出
航121日前までのご予約の場合はご予約から7日以内にお支
払いいただきます。120日前以降のご予約は、予約金のお支払
い期限が異なりますので、お問合せください。30泊以上のワー
ルドクルーズで2015年5月31日までにご予約いただいた場
合は、ご予約から7日以内に初回予約金15％、出航220日前
までに2回目の予約金15％をお支払いいただきます。2015
年6月1日以降に30泊以上のワールドクルーズをご予約いた
だいた場合は、30％のご予約金を規定の期日までにお支払い
いただきます。期日はご予約いただいた日付によって異なりま
すので、お問合せください。期日はキュナードの裁量により変
更になる場合があります。期間内に予約金が支払われなかった
場合、客室は取り消しの対象になります。

全額のお支払い　　　　　　
30泊以上のワールドクルーズは出航の120日前、7～29泊
のワールドクルーズは出航の75日前、6泊以下のワールドク
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の全
額をお支払いいただく必要があります。それぞれの期日以降の
ご予約については、原則として予約時に全額をお支払いいただ
きます。詳細はお問合せください。期日までにクルーズ代金が
支払われなかった場合は、ご予約は取り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のみ保証され
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泊未満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%     

◆7〜29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%     

◆30泊以上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 　  

120日前まで …………………………………無料  
119日～90日 ………………………………全料金の 30% 
89日～64日 …………………………………全料金の 50%  
63日～43日 …………………………………全料金の 75%  
42日～当日・連絡無しのキャンセル ………全料金の100%     

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、ランド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
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及びツアーは、お支払い後は
100％のキャンセル料がかかり、払戻しは一切致しかねます
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
ナードラインまでご返却いただく必要があります。クルーズ、
航空、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
の他の壊れ易い物や、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こ利用
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致しかねますのでご了承ください。

乗船・下船
通常船舶には、予定される出航時刻の4時間前より乗船が可能
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・ラインは乗船日に
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。

身体障害をお持ちのお客様/
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、身体障害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
方および視覚障害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、障害
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、車椅子ご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。障害を
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、障害をお持ちの方がご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ご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ご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致します。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、ご乗船前にご入手いただく必要があります。

このパンフレットに記載された情報は、2014年9月1日現在
のものです。船舶の詳細およびその他すべての情報は、キュナー
ドの裁量によって予告なく変更される場合があります。
このパンフレットの掲載写真はすべてイメージです。
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。
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キュナードで旅する誇り
キュナードでゆく船旅は、その170年以上の歴史の中で、いつの時代も皆の憧れでした。

1923年、史上初の世界一周クルーズを実現したのもキュナードの客船ラコニア2。時を隔てた今もなお、キュナー

ドでゆく世界一周は、最高の旅のかたちとして羨望の的となっています。2016年のワールドクルーズは、クイーン・

エリザベス、クイーン・ヴィクトリア、クイーン・メリー2の全3隻が就航いたします。

中でも注目は、3年連続の日本寄港を果たすクイーン・エリザベス。横浜や大阪で乗船や下船が可能な区間クルー

ズも予定しています。憧れの豪華客船クイーン・エリザベスに、日本で乗船できる貴重なこの機会に、夢のクルー

ズを体感されてみては如何でしょうか。
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キュナードでの初めてのクルーズを終えると、「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/日数に応じたメンバー限
定の様々な特典をご用意しております。

◦過去にキュナードにご乗船いただいたお客様で、ワールドクラブ番号をお持
ちの方は、予約時に番号と乗船回数をお知らせください。

◦予約時にお申し出がない場合、特典を享受いただけませんので予めご了承く
ださい。

 シルバー〈1 回目のクルーズ終了後〉 

一部のクルーズのワールドクラブ・メンバー割引代金等

 ゴールド〈2 回目、または 20 泊以上のクルーズ終了後〉 

シルバー特典に加え、ゴールド・メンバーピンの贈呈、インターネットの無
料接続（最高2時間）、スペシャリティレストラン「トッド・イングリッシュ」
または「ザ・ベランダ」の優先予約、カクテル・パーティーへのご招待等

 プラチナ〈7 回目、または 70 泊以上のクルーズ終了後〉 

ゴールド特典に加え、プラチナ・メンバーピンの贈呈、インターネットの無
料接続（最高4時間）、乗船時優先チェックイン★、ドライクリーニング&ラ
ンドリーの20%割引、無料ワインテイスティング、シニアオフィサーズ・パー
ティーへのご招待  等

 ダイヤモンド〈15 回目、または 150 泊以上のクルーズ終了後〉 

プラチナ特典に加え、ダイヤモンド・メンバーピンの贈呈、インターネット
の無料接続（最高8時間）、乗船時の手荷物優先デリバリー、スペシャリティ
レストラン「トッド・イングリッシュ」または「ザ・ベランダ」のランチ1回、
もしくは「リド・レストラン」または「キングス・コート」のテーマレストラ
ンでのディナー1回のカバーチャージ無料等

★港の設備により優先チェックインが行われない場合もあります。
※クルーズの途中で規定日数を超えた場合、メンバー・カテゴリーの昇格はありません。次回の
クルーズから昇格となります（ワールドクルーズは原則的に各区間終了時に昇格となります）。

※特典の内容は予告なく変更される場合があります。※詳細は予約時にお問合せください。

キュナード・ワールドクラブ
 ~リピーター特典~ 
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オーシャンビュー

（視界が遮られる）

EF
オーシャンビュー

　

CB
バルコニー

（視界が遮られる）

BF
バルコニー

A2
ブリタニア クラブ

バルコニー

P2
プリンセス

スイート

Q6
クイーンズ

スイート

政府関連諸税
（別途

申し受けます）

A
サウサンプトン→サウサンプトン 
121泊122日間
2016年1月10日(日)〜5月10日(火)

¥2,103,000~ ¥2,849,000~ ¥3,164,000~ ¥3,269,000~ ¥3,521,000~ ¥4,476,000~ ¥6,534,000~ ¥7,836,000 ¥186,000

B
サウサンプトン→ドバイ
98泊 99日間
2016年1月10日(日)〜4月17日(日)

¥1,720,000~ ¥2,327,000~ ¥2,586,000~ ¥2,670,000~ ¥2,875,000~ ¥3,657,000~ ¥5,337,000~ ¥6,403,000 ¥135,000

C
ケープタウン→サウサンプトン 
104 泊 105日間
2016年1月27日(水)〜5月10日(火)

¥1,825,000~ ¥2,469,000~ ¥2,744,000~ ¥2,833,000~ ¥3,054,000~ ¥3,878,000~ ¥5,663,000~ ¥6,792,000 ¥177,000

区間クルーズ  
IF

スタンダード
（内側）

FC
オーシャンビュー

（視界が遮られる）

EF
オーシャンビュー

　

CB
バルコニー

（視界が遮られる）

BF
バルコニー

A2
ブリタニア クラブ

バルコニー

P2
プリンセス

スイート

Q6
クイーンズ

スイート

政府関連諸税
（別途

申し受けます）

第 1        
区間

サウサンプトン→
ケープタウン 17泊18日間
2016年1月10日(日)〜1月27日(水)

¥318,000~ ¥421,000~ ¥465,000~ ¥481,000~ ¥518,000~ ¥654,000~ ¥943,000~ ¥1,127,000~ ¥14,000

第 2        
区間

ケープタウン→シドニー 
25泊26日間
2016年1月27日(水)〜2月21日(日)

¥465,000~ ¥618,000~ ¥686,000~ ¥706,000~ ¥759,000~ ¥959,000~ ¥1,384,000~ ¥1,657,000~ ¥40,000

第 3        
区間

シドニー→香港 
18泊 19日間
2016年2月21日(日)〜3月10日(木)

¥334,000~ ¥446,000~ ¥492,000~ ¥509,000~ ¥549,000~ ¥691,000~ ¥1,001,000~ ¥1,195,000~ ¥42,000

第 4        
区間

香港→横浜 
10泊11日間
2016年3月10日(木)〜3月20日(日)

¥213,000~ ¥281,000~ ¥308,000~ ¥332,000~ ¥355,000~ ¥434,000~ ¥612,000~ ¥749,000~ ¥20,000

第 5        
区間

香港→大阪 
12泊13日間
2016年3月10日(木)〜3月22日(火)

¥245,000~ ¥326,000~ ¥355,000~ ¥387,000~ ¥413,000~ ¥507,000~ ¥728,000~ ¥885,000~ ¥23,000

第 6        
区間

横浜→香港 
10泊11日間
2016年3月20日(日)〜3月30日(水)

¥213,000~ ¥281,000~ ¥308,000~ ¥332,000~ ¥350,000~ ¥434,000~ ¥612,000~ ¥749,000~ ¥15,000

第 7        
区間

横浜→シンガポール 
15泊16日間
2016年3月20日(日)〜4月4日(月)

¥308,000~ ¥406,000~ ¥444,000~ ¥483,000~ ¥513,000~ ¥633,000~ ¥906,000~ ¥1,111,000~ ¥20,000

第 8        
区間

大阪→香港 
8泊9日間
2016年3月22日(火)〜3月30日(水)

¥166,000~ ¥218,000~ ¥240,000~ ¥259,000~ ¥276,000~ ¥339,000~ ¥486,000~ ¥591,000~ ¥13,000

第 9        
区間

香港→シンガポール 
5泊6日間
2016年3月30日(水)〜4月4日(月)

¥103,000~ ¥138,000~ ¥150,000~ ¥163,000~ ¥171,000~ ¥213,000~ ¥303,000~ ¥371,000~ ¥10,000

第10        
区間

香港→ドバイ 
18泊19日間
2016年3月30日(水)〜4月17日(日)

¥334,000~ ¥446,000~ ¥492,000~ ¥509,000~ ¥549,000~ ¥691,000~ ¥1,001,000~ ¥1,195,000~ ¥28,000

第11        
区間

シンガポール→ドバイ 
13泊14日間
2016年4月4日(月)〜4月17日(日)

¥234,000~ ¥312,000~ ¥345,000~ ¥357,000~ ¥387,000~ ¥486,000~ ¥712,000~ ¥854,000~ ¥23,000

第12        
区間

ドバイ→サウサンプトン 
23泊24日間
2016年4月17日(日)〜5月10日(火)

¥429,000~ ¥569,000~ ¥628,000~ ¥649,000~ ¥696,000~ ¥880,000~ ¥1,274,000~ ¥1,526,000~ ¥56,000

       

ワールドクルーズ2016 ご乗船の特典……P.26をご覧ください記載以外のカテゴリーもございますので、お問い合せください。

クイーン・エリザベス
ワールドクルーズ2016

3年連続の日本寄港

クイーン・エリザベス  ワールドクルーズ2016　日程表  
日程 寄港地 入港 出港

第
1

区
間

18
日
間

1／ 10 (日) サウサンプトン [英国] 午後乗船 16:30

11（月）-13（水）クルージング --- ---

14 (木) マデイラ島［ポルトガル領］ 7:00 17:00

15 (金) グラン・カナリア島
（カナリア諸島）［スペイン領］

9:00 18:00

16（土）-20（水）クルージング --- ---

21 (木) セントヘレナ島（クルージング）12:00 14:00

22（金）-23（土）クルージング --- ---

24（日） ★ ウォルビスベイ［ナミビア］ 6:00 16:00

25（月） クルージング --- ---

26 (火) 
ケープタウン［南アフリカ］

6:30 船中泊

27（水） ★ --- 船中泊

第
2

区
間

26
日
間

28 (木) --- 23:59

29 (金) クルージング --- ---

30 (土) ★ ポート・エリザベス［南アフリカ］6:00 16:00

1/31（日）-2/2（火）クルージング --- ---

2／ 3 (水) ★ ル・ポール［レユニオン］ 10:00 22:00

4 (木) ★ ポート・ルイス［モーリシャス］6:30 19:00

5（金）-11（木）クルージング --- ---

12 (金) フリーマントル（パース）
［オーストラリア］

6:00 23:59

13（土）-15（月）クルージング --- ---

16 (火) ★ アデレード［オーストラリア］ 6:30 23:59

17（水） クルージング --- ---

18 (木) メルボルン［オーストラリア］ 7:00 23:59

19（金） クルージング --- ---

20（土）
シドニー［オーストラリア］

7:30 船中泊

21（日） --- 21:30
第
3

区
間

22（月） ★ ニューキャッスル
［オーストラリア］

8:00 18:00

23（火） クルージング --- ---

24（水） ブリスベン［オーストラリア］ 7:00 19:30

日程 寄港地 入港 出港

第
3

区
間

19
日
間

25（木）-26（金）クルージング --- ---

27（土） ヨーキーズ・ノブ（ケアンズ）
［オーストラリア］

7:00 20:00

28（日）-29（月）クルージング --- ---

3／ 1 (火) ラバウル［パプアニューギニア］ 7:00 18:00

2（水）-5（土） クルージング --- ---

6 (日) ★ セブ［フィリピン］ 7:00 23:59

7 (月) クルージング --- ---

8 (火) ★ マニラ［フィリピン］ 7:00 18:00

9 (水) クルージング --- ---

10 (木) 香港［中国］ 7:00 23:59

第
5

区
間

13
日
間

第
4

区
間

11
日
間

11（金）-12（土）クルージング --- ---

13 (日) 上海［中国］ 5:00 23:30

14 (月) クルージング --- ---

15 (火) 釜山［韓国］ 8:00 20:00

16 (水) ★ 済州島［韓国］ 8:00 16:00

17 (木) 長崎［日本］ 7:00 19:00

18 (金) 鹿児島［日本］ 8:00 19:00

19 (土) クルージング --- ---

20 (日) 横浜［日本］ 8:00 23:59

第
7

区
間

16
日
間

第
6

区
間

11
日
間

21 (月) クルージング --- ---

22 (火) ★ 大阪［日本］ 8:00 23:59

第
8

区
間

9
日
間

23 (水) クルージング --- ---

24 (木) ★ 広島［日本］ 7:00 19:00

25 (金) クルージング --- ---

26 (土) ★ 沖縄［日本］ 8:00 19:00

27 (日) クルージング --- ---

28 (月) ★ 基隆（台北）［台湾］ 8:00 18:00

29 (火) クルージング --- ---

30 (水) 香港［中国］ 7:00 19:00
第
10
区

第
9

区
31 (木) クルージング --- ---

4／ 1 (金) ニャチャン［ベトナム］ 8:00 17:00

日程 寄港地 入港 出港

第
7

区
第
10
区
間

19
日
間

第
9

区

2 (土) クルージング --- ---

3 (日) 
シンガポール［シンガポール］

14:00 船中泊

4 (月) --- 23:59

第
11
区
間

14
日
間

5 (火) クルージング --- ---

6 (水) ペナン［マレーシア］ 8:00 18:30

7 (木) プーケット［タイ］ 7:00 19 :00

8（金）-9（土） クルージング --- ---

10 (日) ★ チェンナイ［インド］ 8:00 18:00

11（月）-12（火）クルージング --- ---

13 (水) コーチン［インド］ 7:00 17:00

14（木）-16（土）クルージング --- ---

17 (日) ドバイ［アラブ首長国連邦］ 6:00 23:59

第
12
区
間

24
日
間

18（月）-19（火）クルージング --- ---

20 (水) サラーラ［オマーン］ 8:00 17:00

21（木）-24（日）クルージング --- ---

25 (月) アカバ［ヨルダン］ 7:00 20:00

26 (火) シャルム・エル・シェイク
［エジプト］

7:00 19:00

27 (水) スエズ運河通過（クルージング） 9:00 19 :00

28 (木) クルージング --- ---

29 (金) ダーダネルス海峡（クルージング）14:00 18:00

30 (土) イスタンブール［トルコ］ 7:00 18:00

5／ 1 (日) ダーダネルス海峡（クルージング） 2:00 5:00

2 (月) ピレウス（アテネ）［ギリシャ］ 7:00 19 :00

3 (火) クルージング --- ---

4 (水) バレッタ［マルタ］ 8:00 17:00

5 (木) クルージング --- ---

6 (金) バレンシア［スペイン］ 9 :00 16:00

7 (土) -9（月） クルージング --- ---

10 (火) サウサンプトン [英国] 午前下船 ---

 3船同時寄港　★初寄港

※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無く変更される場合があります。

クイーン・エリザベス 【代金の適用条件・ご注意】

●表示代金は2人部屋を2名で使用する場合の1名あ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お問い合わせください。
●表示代金はキュナード・ライン社が最初にクルーズ料金を発表した際（2014年9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、Q1〜P2カテゴリーは代金の200%、A1〜IFカテゴリーは代金の175%となります。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利用できない場合があります。
●政府関連諸税：1名あたりの料金で、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泊あたり$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。バーやサロンなどでは料金の15%が別途チップとして加算されます。

 クイーン・エリザベス     ワールドクルーズ2016

船中泊

区間クルーズ・発着港（太字）

初寄港

サウサンプトン

マデイラ島

グラン・カナリア島

セントヘレナ島

フリーマントル
（パース）

メルボルン

シドニー

ブリスベン

ラバウル

鹿児島

横浜

長崎

釜山

上海

香港

ニャチャン

ペナン

プーケットコーチン

ドバイ

サラーラ

アカバ

イスタンブール

シャルム・エル・シェイク
スエズ運河通過

ダーダネルス海峡

バレッタ

バレンシア ピレウス
（アテネ）

シンガポール

ヨーキーズ・ノブ
（ケアンズ）

ウォルビスベイ

ポート・エリザベス

ル・ポール
ポート・ルイス

アデレード
ニューキャッスル

セブ

マニラ

基隆（台北）

沖縄

大阪

広島

済州島

チェンナイ

ケープタウン
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クイーン・ヴィクトリア  ワールドクルーズ2016　日程表  
日程 寄港地 入港 出港

第
1

区
間
13
日
間

1／ 10 (日) サウサンプトン [英国] 午後乗船 16:30

11（月）-13（水） クルージング --- ---

14 (木) ポンタデルガダ [ポルトガル領] 8:00 18:00

15（金）-20（水）クルージング --- ---

21 (木) ポート・カナベラル [米国] 6:00 19:00

22 (金) フォート・ローダデイル [米国] 7:00 18:00

第
2

区
間

17
日
間

23（土）-24（日） クルージング --- ---

25（月） オランジェスタッド [アルバ] 8:00 23:59

26 (火) クルージング --- ---

27（水） カルタヘナ [コロンビア] 8:00 16:00

28 (木) パナマ運河通過（クルージング）7:00 17:00

29（金）-30（土） クルージング --- ---

31 (日) プエルト・ケッツァル[グアテマラ] 7:00 17:00

2／ 1（月）-4（木） クルージング --- ---

5（金） ロサンゼルス [米国] 7:00 17:00

6 (土)
サンフランシスコ [米国]

17:00 船中泊

7（日） --- 21:00

第
3

区
間

23
日
間

8（月）-11（木） クルージング --- ---

12 (金) ホノルル（オアフ島）[ハワイ] 8:00 23:59

13（土） ラハイナ（マウイ島）[ハワイ] 8:00 17:00

14（日）-18（木） クルージング --- ---

19（金） アピア [サモア独立国] 9:00 18:00

20（土）-22（月）クルージング --- ---

23（火） オークランド [ニュージーランド] 7:00 22:00

24（水） クルージング --- ---

25（木） アカロア [ニュージーランド] 8:00 17:30

26（金）
ダスキー・サウンド、ダウトフル・
サウンド（クルージング）

15:00 19 :30

27（土）
ミルフォード・サウンド

（クルージング）
2:00 9:00

日程 寄港地 入港 出港

第
3

28（日） クルージング --- ---

29（月） シドニー [オーストラリア] 6:30 21:00

第
4

区
間

9
日
間

3／ 1 (火) クルージング --- ---

2（水） ホバート [オーストラリア] 8:00 18:00

3 (木) クルージング --- ---

4 (金) ★ カンガルー島 [オーストラリア] 8:00 18:00

5 (土) クルージング --- ---

6 (日) メルボルン [オーストラリア] 8:00 22:00

7 (月) クルージング --- ---

8 (火) シドニー
[オーストラリア]

6:30 船中泊

第
5

区
間

22
日
間

9 (水) --- 21:00

10 (木) クルージング --- ---

11（金） ブリスベン [オーストラリア] 8:00 19:30

12（土） クルージング --- ---

13 (日) 
ウィットサンデー諸島
[オーストラリア]

8:00 17:00

14（月）-16（水）クルージング --- ---

17（木） ダーウィン [オーストラリア] 8:00 18:00

18（金）-19（土）クルージング --- ---

20 (日) バリ島 [インドネシア] 7:00 18:00

21（月）-23（水）クルージング --- ---

24 (木) ★
バンダルスリブガワン
[ブルネイ]

8:00 19:00

25 (金) クルージング --- ---

26 (土)
プーミー（ホーチミンシティ）
[ベトナム]

6:00 17:00

27 (日) ニャチャン [ベトナム] 9:00 17:00

28 (月) クルージング --- ---

29 (火) 香港［中国］ 8:00 23:59第
7

第
6 3/30（水）-4/1（金） クルージング --- ---

日程 寄港地 入港 出港

第
6

区
間

25
日
間

4／ 2 (土) シンガポール［シンガポール］ 9:00 23:59

3 (日) クルージング --- ---

4 (月) ペナン [マレーシア] 7:00 17:00

5（火）-6（水） クルージング --- ---

7 (木) コロンボ [スリランカ] 7:00 21:00

8（金）-10（日） クルージング --- ---

11（月） ★ ビクトリア [セイシェル] 9:00 17:00

12（火）-13（水）クルージング --- ---

14 (木) ★ ポート・ルイス [モーリシャス] 6:00 18:00

15 (金) ★ ル・ポール [レユニオン] 6:00 17:00

16（土）-18（月）クルージング --- ---

19 (火) ★
ポート・エリザベス
[南アフリカ]

6:30 19:00

20 (水) クルージング --- ---

21（木） ★ ケープタウン
[南アフリカ]

6:30 船中泊

22（金） --- 17:00

第
8

区
間

19
日
間

23（土） クルージング --- ---

24（日） ★ ウォルビスベイ [ナミビア] 6:00 17:00

25（月）-26（火）クルージング --- ---

27 (水) セントヘレナ島（クルージング） 9:00 17:00

28 (木) クルージング --- ---

29 (金) アセンション島（クルージング） 8:00 11:00

4/30（土）-5/2（月） クルージング --- ---

5／ 3 (火) ★
サン・ヴィンセンテ島
[カーボ・ヴェルデ]

9:00 13:00

4 (水) クルージング --- ---

5 (木) テネリフェ島 [スペイン領] 9:00 18:00

6 (金) マデイラ島 [ポルトガル領] 9 :00 23:59

7 (土)-9（月） クルージング --- ---

10 (火) サウサンプトン [英国] 午前下船 ---

 3船同時寄港　★初寄港

 クイーン・ヴィクトリア     ワールドクルーズ2016

クイーン・ヴィクトリア　
ワールドクルーズ2016

伝統の西廻り周遊コース

ワールドクルーズ2016 ご乗船の特典……P.26をご覧ください

クイーン・ヴィクトリア 【代金の適用条件・ご注意】

●表示代金は2人部屋を2名で使用する場合の1名あ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お問い合わせください。
●表示代金はキュナード・ライン社が最初にクルーズ料金を発表した際（2014年9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、Q1〜P2カテゴリーは代金の200%、BA〜IFカテゴリーは代金の175%となります。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利用できない場合があります。
●政府関連諸税：1名あたりの料金で、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泊あたり$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。バーやサロンなどでは料金の15%が別途チップとして加算されます。

フルクルーズ  
IF

スタンダード
（内側）

FC
オーシャンビュー

（視界が遮られる）

EF
オーシャンビュー

　

CB
バルコニー

（視界が遮られる）

BF
バルコニー

P2
プリンセス

スイート

Q6
クイーンズ

スイート

政府関連諸税
（別途

申し受けます）

A
サウサンプトン→サウサンプトン 
120泊122日間
2016年1月10日(日)〜5月10日(火)

¥2,103,000~ ¥2,849,000~ ¥3,164,000~ ¥3,269,000~ ¥3,521,000~ ¥6,534,000~ ¥7,836,000~ ¥150,000

B
サウサンプトン→ケープタウン
102泊 104日間
2016年1月10日(日)〜4月22日(金)

¥1,788,000~ ¥2,422,000~ ¥2,691,000~ ¥2,779,000~ ¥2,991,000~ ¥5,553,000~ ¥6,660,000~ ¥142,000

C
フォート・ローダデイル→
サウサンプトン 108泊 110日間
2016年1月22日(金)〜5月10日(火)

¥1,893,000~ ¥2,564,000~ ¥2,849,000~ ¥2,942,000~ ¥3,169,000~ ¥5,883,000~ ¥7,054,000~ ¥142,000

D
フォート・ローダデイル→
ケープタウン 90泊 92日間
2016年1月22日(金)〜4月22日(金)

¥1,573,000~ ¥2,133,000~ ¥2,371,000~ ¥2,447,000~ ¥2,639,000~ ¥4,896,000~ ¥5,873,000~ ¥134,000

E
サンフランシスコ→
サウサンプトン 92泊 94日間
2016年2月7日(日)〜5月10日(火)

¥1,615,000~ ¥2,185,000~ ¥2,429,000~ ¥2,507,000~ ¥2,702,000~ ¥5,012,000~ ¥6,009,000~ ¥104,000

区間クルーズ  
IF

スタンダード
（内側）

FC
オーシャンビュー

（視界が遮られる）

EF
オーシャンビュー

　

CB
バルコニー

（視界が遮られる）

BF
バルコニー

P2
プリンセス

スイート

Q6
クイーンズ

スイート

政府関連諸税
（別途

申し受けます）

第 1        
区間

サウサンプトン→
フォート・ローダデイル 
12泊13日間
2016年1月10日(日)〜1月22日(金)

¥224,000~ ¥299,000~ ¥329,000~ ¥341,000~ ¥366,000~ ¥665,000~ ¥796,000~ ¥15,000

第 2        
区間

フォート・ローダデイル 
→サンフランシスコ 
16 泊17日間
2016年1月22日(金)〜2月7日(日)

¥297,000~ ¥397,000~ ¥439,000~ ¥453,000~ ¥486,000~ ¥891,000~ ¥1,064,000~ ¥45,000

第 3        
区間

サンフランシスコ→シドニー 
21泊 23日間
2016年2月7日(日)〜2月29日(月)

¥392,000~ ¥520,000~ ¥576,000~ ¥593,000~ ¥639,000~ ¥1,164,000~ ¥1,395,000~ ¥31,000

第 4        
区間

シドニー→シドニー 
8泊9日間
2016年2月29日(月)〜3月8日(火)

¥150,000~ ¥200,000~ ¥224,000~ ¥228,000~ ¥245,000~ ¥444,000~ ¥534,000~ ¥25,000

第 5        
区間

シドニー→香港 
21泊22日間
2016年3月8日(火)〜3月29日(火)

¥392,000~ ¥520,000~ ¥576,000~ ¥593,000~ ¥639,000~ ¥1,164,000~ ¥1,395,000~ ¥35,000

第 6        
区間

香港→ケープタウン 
24 泊25日間
2016年3月29日(火)〜4月22日(金)

¥444,000~ ¥594,000~ ¥654,000~ ¥678,000~ ¥728,000~ ¥1,332,000~ ¥1,589,000~ ¥21,000

第 7        
区間

香港→シンガポール 
4 泊5日間
2016年3月29日(火)〜4月2日(土)

¥77,000~ ¥102,000~ ¥114,000~ ¥116,000~ ¥124,000~ ¥224,000~ ¥266,000~ ¥9,000

第 8        
区間

ケープタウン→サウサンプトン 
18泊19日間
2016年4月22日(金)〜5月10日(火)

¥334,000~ ¥446,000~ ¥492,000~ ¥509,000~ ¥549,000~ ¥1,001,000~ ¥1,195,000~ ¥12,000

       

 

オークランドへ
アピアから

サウサンプトン

ポンタデルガダ

ポート・カナベラル

オランジェスタッド
カルタヘナプエルト・ケッツァル

ロサンゼルス

サンフランシスコ

ホノルル（オアフ島）

ラハイナ（マウイ島）

アピア

パナマ運河

オークランド

ブリスベン

ウィットサンデー諸島

バリ島

ニャチャンプーミー（ホーチミンシティ）

香港

ペナンコロンボ

アセンション島

テネリフェ島
マデイラ島

セントヘレナ島

シンガポール

ホバート

シドニー

ダーウィン

メルボルン

アカロア

ダスキー・サウンドダウトフル・サウンド

ミルフォード・サウンド

フォート・ローダデイル

カンガルー島

バンダルスリブガワン

ポート・ルイス

ポート・エリザベス

ビクトリア

サン・ヴィンセンテ島

ル・ポール

ケープタウン

ウォルビスベイ

船中泊

区間クルーズ・発着港（太字）

初寄港

記載以外のカテゴリーもございますので、お問い合せください。
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クイーン・メリー2  ワールドクルーズ2016　日程表  
日 程 寄 港 地 入 港 出 港

第
2

区
間

第
1

区

1／ 10 (日) サウサンプトン [英国] 午後乗船 16:30

11（月）-16（土）クルージング --- ---

17 (日) ニューヨーク [米国] 6:30 19 :00

第
3

区
間

17
日
間

18（月）-19（火）クルージング --- ---

20 (水) フォート・ローダデイル
[米国]

7:00 18:00

第
4

区
間

14
日
間

21 (木) クルージング --- ---

22 (金) ★ アンバー・コーブ
[ドミニカ共和国]

9 :00 17:00

23 (土) クルージング --- ---

24 (日) ブリッジタウン [バルバドス] 9 :00 19 :00

25（月）-29（金）クルージング --- ---

30 (土) サルバドール [ブラジル] 6:00 17:00

31 (日) クルージング --- ---

2／ 1 (月)
リオデジャネイロ [ブラジル]

9 :00 船中泊

2 (火) --- 18:00

第
5

区
間

16
日
間

3（水）-4（木）クルージング --- ---

5（金） モンテビデオ [ウルグアイ] 6:00 18:00

6（土） ★ プンタ・デル・エステ
[ウルグアイ]

6:00 18:00

7（日）-8（月）クルージング --- ---

9（火） ビーグル水道（クルージング）22:00 23:59

10（水） ウシュアイア [アルゼンチン] 7:00 17:00

11（木） ホーン岬（クルージング） 7:00 10 :00

12（金）
マゼラン海峡（クルージング）0:05 0 :15
プンタレナス [チリ] 8:00 18:00

13（土） アマリア氷河（クルージング）14:00 16:00

14（日） ピオ11世氷河（クルージング） 7:00 11:00

15（月）-16（火）クルージング --- ---

17（水） バルパライソ [チリ] 6:00 19 :00

日 程 寄 港 地 入 港 出 港

第
6

区
間

24
日
間

18（木）-20（土）クルージング --- ---

21（日） イースター島（クルージング）16:00 18:00

22（月）-25（木）クルージング --- ---

26（金） ★ パペーテ [仏領ポリネシア] 9 :00 22:00

27（土） ★ モーレア島 [仏領ポリネシア] 7:00 17:00

2/28（日）-3/3（木）クルージング --- ---

3／ 4 (金) オークランド[ニュージーランド] 6:00 23:59

5 (土) ベイ・オブ・アイランズ
[ニュージーランド]

8:00 18:00

6 (日) クルージング --- ---

7 (月) ウエリントン[ニュージーランド] 8:00 18:00

8（火）-9（水）クルージング --- ---

10 (木)
シドニー [オーストラリア]

6:00 船中泊

11 (金) --- 21:00

第
7

区
間

19
日
間

12 (土) クルージング --- ---

13 (日) ブリスベン [オーストラリア] 8:00 19 :30

第
8

区
間

17
日
間

14（月）-15（火）クルージング --- ---

16 (水) ヨーキーズ・ノブ（ケアンズ）
[オーストラリア]

8:00 18:00

17（木）-21（月）クルージング --- ---

22 (火) コタキナバル [マレーシア] 7:00 16:00

23（水）-25（金）クルージング --- ---

26 (土) 上海 [中国] 5:00 23:59

27（日）-28（月）クルージング --- ---

29 (火) 香港 [中国] 5:00 21:00

第
9

区
間

第
10
区
間

30 (水) クルージング --- ---

31 (木) ★ ハロン湾（ハノイ）[ベトナム] 7:00 20 :00

4／ 1（金）-3（日）クルージング --- ---

4 (月) レムチャバン（バンコク）[タイ] 7:00 18:00

5 (火) シアヌークヴィル [カンボジア] 9 :00 19 :00

日 程 寄 港 地 入 港 出 港

第
10
区
間

21
日
間

6 (水) クルージング --- ---

7 (木) シンガポール [シンガポール] 7:00 18:30

第
11
区
間

12
日
間

8 (金) ポート・ケラン（クアラルンプール）
[マレーシア]

7:00 18:00

9 (土) ランカウイ島 [マレーシア] 9 :00 17:00

10（日）-11（月）クルージング --- ---

12 (火) コロンボ [スリランカ] 7:00 23:59

13 (水) クルージング --- ---

14 (木) コーチン [インド] 7:00 17:00

15（金）-17（日）クルージング --- ---

18 (月)
ドバイ [アラブ首長国連邦]

6:00 船中泊

第
12
区
間

23
日
間

19 (火) --- 13:00

20 (水) マスカット [オマーン] 8:00 20 :00

21 (木) クルージング --- ---

22 (金) サラーラ [オマーン] 8:00 16:00

23（土）-25（月）クルージング --- ---

26 (火) サファガ [エジプト] 8:00 23:59

27 (水) クルージング --- ---

28 (木) スエズ運河通過（クルージング） 3:00 5:00

29 (金) ★ リマソル [キプロス] 8:00 21:00

30 (土) ★ ハイファ [イスラエル] 7:00 21:00

5／ 1 (日) クルージング --- ---

2 (月) ★ クサダシ(エフェソス)
[トルコ]

7:00 17:00

3 (火) メッシーナ海峡（クルージング） 21:30 23:30

4 (水) ナポリ [イタリア] 8:00 18:00

5（木）-6（金）クルージング --- ---

7 (土) カディス [スペイン] 7:00 18:00

8（日）-9（月）クルージング --- ---

10 (火) サウサンプトン[英国] 午前下船 ---

 3船同時寄港　★初寄港

※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無く変更される場合があります。

 クイーン・メリー2     ワールドクルーズ2016

サウサンプトン

ニューヨーク

フォート・ローダデイル

ブリッジタウン

サルバドール

オークランド
ウエリントン

シドニー

ブリスベン

コタキナバル

シンガポール
ポート・ケラン（クアラルンプール）

ランカウイ島
コロンボ

コーチン

マスカット

サラーラ

ドバイ

ナポリ
カディス

サファガ スエズ運河

メッシーナ海峡 上海香港

シアヌークヴィル
レムチャバン
（バンコク）

ヨーキーズ・ノブ
（ケアンズ）

ベイ・オブ・
アイランズ

リオデジャネイロ

ウシュアイア
プンタレナス 

アマリア氷河
ピオ１１世氷河

バルパライソ

イースター島

オークランドへ

モーレア
から

ホーン岬
マゼラン海峡

アンバー・コーブ

パペーテ
モーレア島

モンテビデオ
プンタ・デル・エステ

ハロン湾（ハノイ）

ハイファ

リマソル

クサダシ(エフェソス)

船中泊

区間クルーズ・発着港（太字）

初寄港

ワールドクルーズ2016 ご乗船の特典……P.26をご覧ください

クイーン・メリー2 【代金の適用条件・ご注意】

●表示代金は2人部屋を2名で使用する場合の1名あ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お問い合わせください。
●表示代金はキュナード・ライン社が最初にクルーズ料金を発表した際（2014年9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、Q1〜P2カテゴリーは代金の200%、A1〜IFカテゴリーは代金の175%となります。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利用できない場合があります。
●政府関連諸税：1名あたりの料金で、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泊あたり$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。バーやサロンなどでは料金の15%が別途チップとして加算されます。

フルクルーズ  
IF

スタンダード
（内側）

EF
オーシャンビュー

（視界が遮られる）

DF
オーシャンビュー

　

 BZ
バルコニー

（視界が遮られる）

BF
バルコニー

A2
ブリタニア クラブ

バルコニー

P2
プリンセス

スイート

Q7
クイーンズ

スイート

政府関連諸税
（別途

申し受けます）

A
サウサンプトン→サウサンプトン
120泊 122日間
2016年1月10日(日)〜5月10日(火)

¥2,103,000~ ¥3,164,000~ ¥3,206,000~ ¥3,416,000~ ¥3,636,000~ ¥4,476,000~ ¥6,534,000~ ¥7,836,000~ ¥198,000

B
サウサンプトン→ドバイ 
98泊 100日間
2016年1月10日(日)〜4月18日(月)

¥1,720,000~ ¥2,586,000~ ¥2,619,000~ ¥2,791,000~ ¥2,970,000~ ¥3,657,000~ ¥5,337,000~ ¥6,403,000~ ¥141,000

C
ニューヨーク→サウサンプトン 
113泊 115日間
2016年1月17日(日)〜5月10日(火)

¥1,983,000~ ¥2,980,000~ ¥3,019,000~ ¥3,216,000~ ¥3,424,000~ ¥4,214,000~ ¥6,151,000~ ¥7,380,000~ ¥190,000

D
ニューヨーク→ドバイ
91泊 93日間
2016年1月17日(日)〜4月18日(月)

¥1,594,000~ ¥2,397,000~ ¥2,428,000~ ¥2,586,000~ ¥2,754,000~ ¥3,390,000~ ¥4,954,000~ ¥5,941,000~ ¥134,000

E
フォート・ローダデイル→
サウサンプトン　110泊 112日間
2016年1月20日(水)〜5月10日(火)

¥1,930,000~ ¥2,901,000~ ¥2,939,000~ ¥3,132,000~ ¥3,334,000~ ¥4,104,000~ ¥5,988,000~ ¥7,185,000~ ¥183,000

F
リオデジャネイロ→
サウサンプトン　97泊 99日間
2016年2月2日(火)〜5月10日(火)

¥1,699,000~ ¥2,560,000~ ¥2,592,000~ ¥2,760,000~ ¥2,940,000~ ¥3,621,000~ ¥5,285,000~ ¥6,335,000~ ¥172,000

区間クルーズ  ~
IF

スタンダード
（内側）

EF
オーシャンビュー

（視界が遮られる）

DF
オーシャンビュー

　

 BZ
バルコニー

（視界が遮られる）

BF
バルコニー

A2
ブリタニア クラブ

バルコニー

P2
プリンセス

スイート

Q7
クイーンズ

スイート

政府関連諸税
（別途

申し受けます）

第 1        
区間

サウサンプトン→
ニューヨーク 7泊8日間
2016年1月10日(日)〜1月17日(日)

¥135,000~ ¥192,000~ ¥196,000~ ¥208,000~ ¥222,000~ ¥271,000~ ¥392,000~ ¥465,000~ ¥14,000

第 2        
区間

サウサンプトン→フォート・
ローダデイル 　10泊11日間
2016年1月10日(日)〜1月20日(水)

¥135,000~ ¥192,000~ ¥196,000~ ¥208,000~ ¥222,000~ ¥271,000~ ¥392,000~ ¥465,000~ ¥21,000

第 3        
区間

ニューヨーク→リオデジャネイロ 
16 泊 17日間
2016年1月17日(日)〜2月2日(火)

¥297,000~ ¥439,000~ ¥444,000~ ¥471,000~ ¥502,000~ ¥612,000~ ¥891,000~ ¥1,064,000~ ¥26,000

第 4        
区間

フォート・ローダデイル→
リオデジャネイロ　13泊14日間
2016年1月20日(水)〜2月2日(火)

¥245,000~ ¥355,000~ ¥362,000~ ¥387,000~ ¥408,000~ ¥497,000~ ¥723,000~ ¥864,000~ ¥18,000

第 5        
区間

リオデジャネイロ→バルパライソ 
15泊16日間
2016年2月2日(火)〜2月17日(水)

¥282,000~ ¥413,000~ ¥417,000~ ¥444,000~ ¥471,000~ ¥576,000~ ¥833,000~ ¥996,000~ ¥31,000

第 6        
区間

バルパライソ→シドニー 
22泊24日間
2016年2月17日(水)〜3月11日(金)

¥408,000~ ¥602,000~ ¥610,000~ ¥649,000~ ¥689,000~ ¥843,000~ ¥1,221,000~ ¥1,458,000~ ¥33,000

第 7        
区間

シドニー→香港 
18泊19日間
2016年3月11日(金)〜3月29日(火)

¥334,000~ ¥492,000~ ¥500,000~ ¥534,000~ ¥564,000~ ¥691,000~ ¥1,001,000~ ¥1,195,000~ ¥38,000

第 8        
区間

ブリスベン→香港 
16 泊17日間
2016年3月13日(日)〜3月29日(火)

¥297,000~ ¥439,000~ ¥444,000~ ¥471,000~ ¥502,000~ ¥612,000~ ¥891,000~ ¥1,064,000~ ¥32,000

第 9        
区間

香港→シンガポール 
9泊10日間
2016年3月29日(火)〜4月7日(木)

¥182,000~ ¥276,000~ ¥291,000~ ¥308,000~ ¥323,000~ ¥387,000~ ¥555,000~ ¥670,000~ ¥15,000

第10        
区間

香港→ドバイ 
20泊21日間
2016年3月29日(火)〜4月18日(月)

¥371,000~ ¥549,000~ ¥555,000~ ¥591,000~ ¥627,000~ ¥765,000~ ¥1,111,000~ ¥1,326,000~ ¥31,000

第11        
区間

シンガポール→ドバイ 
11泊12日間
2016年4月7日(木)〜4月18日(月)

¥208,000~ ¥303,000~ ¥307,000~ ¥329,000~ ¥346,000~ ¥423,000~ ¥612,000~ ¥733,000~ ¥21,000

第12        
区間

ドバイ→サウサンプトン 
22泊23日間
2016年4月18日(月)〜5月10日(火)

¥408,000~ ¥602,000~ ¥610,000~ ¥649,000~ ¥689,000~ ¥843,000~ ¥1,221,000~ ¥1,458,000~ ¥62,000

       

記載以外のカテゴリーもございますので、お問い合せください。

クイーン・メリー2　
ワールドクルーズ2016

初の南太平洋横断ルート
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グランド・ロビー 
GRAND LOBBY

3層吹き抜けの壮大な空間で、ひときわ目を惹くの
が初代クイーン・エリザベスをモデルにした寄木細
工の壁画。作者のリンリー子爵は、英国女王エリザ
ベスⅡ世の唯一の甥にあたり、寄木細工の第一人
者として高く評価されています。

キュナード・ロイヤル・スパ
＆フィットネス・センター
CUNARD ROYAL SPA 

AND FITNESS CENTRE

ホットストーンマッサージやボディスクラブ、オー
ガニックの海藻を使ったラップトリートメントなど
豊富なメニューを取りそろえています。

ガーデン・ラウンジ
GARDEN LOUNGE

初代クイーン・エリザベスから名前を受け継いだ
ガーデン・ラウンジは、ドーム型のガラス天井を擁
する美しいサンルームです。

クイーンズ・グリル
QUEENS GRILL

プリンセス・グリル
PRINCESS GRILL

ザ・グリルズ・ラウンジ
THE GRILLS LOUNGE

アドミラルズ・ラウンジ
ADMIRAL'S LOUNGE

エンパイア・カジノ
EMPIRE CASINO

ゲーム・デッキ 
GAMES DECK

コモドアー・クラブ
COMMODORE CLUB

キュナーダーズ・ギャラリー
CUNARDERS' GALLERY 

コネクションズ・
インターネット・センター
CONNEXIONSTM  INTERNET 
CENTRE

専用ダイニング＆ラウンジ
カテゴリー毎に専用のダイニングルームがございます

スペシャリティレストラン＆カジュアルダイニング
すべてのお客様にご利用いただけます

ザ・コートヤード
THE COURTYARD

ブリタニア・クラブ
BRITANNIA CLUB

ブリタニア・レストラン
BRITANNIA RESTAURANT

◦アサード ASADO
美味しいお肉を伝統的なスタ
イルでグリルした南米料理

◦ アステカ AZTEC
多彩な食材とスパイスを使用
した本格的なメキシコ料理

リド・グリル 
LIDO GRILL 
プールサイドでグリルした、ハ
ンバーガーやホットドッグを

（天候によりクローズされる場合
があります）。

ゴールデン・ライオン・パブ
GOLDEN LION PUB 
エールをはじめとしたビールは
もちろん、昼はパブランチも楽
しめる英国伝統のパブ。

カフェ・カリンシア
CAFÉ CARINTHIA 
朝は美味しいコーヒーや紅茶と
共にペストリーが、夜はカクテ
ルやワインがお楽しみいただけ
るカフェ。

クイーン・エリザベス

Queen Elizabeth

ザ・ゾーン／ザ・プレイゾーン
（キッズルーム）
THE ZONE/ THE PLAY ZONE

ザ・ブックショップ
THE BOOK SHOP

チャーチルズ・シガー・
ラウンジ
CHURCHILL'S CIGAR
LOUNGE

美容室
HAIR SALON

プール
SWIMMING POOL

ザ・ヨットクラブ 
THE YACHT CLUB

ロイヤル・コート・シアター
ROYAL COURT THEATRE

ザ・ベランダ THE VERANDAH

初代クイーン・エリザベスの最高峰レストラン「ベランダ・グリル」
の名前を継承し、極上の料理をモダンなスタイルで提供する、歴
史と現代を融合させたスペシャリティレストラン。フランス人シェ
フ監修による真のフランス料理をご堪能ください（ご予約およびカ
バーチャージが必要です）。

リド・ レストラン LIDO RESTAURANT 

24時間営業、ブッフェスタイルのカジュアルなレストラン。
夕食時はブッフェのほか、下記3つのテーマレストランから1つが
日替わりで登場するウェイターサービス付きのエリアも設けられま
す（テーマレストランでの夕食のみご予約およびカバーチャージが必
要です）。

◦ジャスミン JASMINE  
アジア各国のテイストを融合
させたアジア料理

クイーン・エリザベス
船内設備とレストラン

ライブラリー
LIBRARY
6,000冊以上の蔵書を持つ2階建ての
図書室。日本語の本も。

ミッドシップス・バー
MIDSHIPS BAR
初代クイーン・エリザベスで顧客に
愛されたバーの名前を継承したバー。

ロイヤル・アーケード
ROYAL ARCADE
紅茶やお菓子などを取り扱う店をは
じめ、キュナードのロゴグッズ、アク
セサリー、各種お酒やブランド化粧
品など、多彩なショップがございます。

クイーンズ・ルーム
QUEENS ROOM
夜は社交ダンス、昼はアフターヌー
ン・ティーが楽しめる社交場。
2008年に引退した「クイーン・エリザ
ベス2」のクイーンズ・ルームにあっ
たエリザベス女王の胸像が、入口付
近に飾られています。

憧れの客船の代名詞として知られる3代目クイーン・エリザベス。

2010年10月の処女航海は29分14秒で完売という、キュナード史上最速

の記録を樹立し、その人気の高さを証明しました。歴史を継承するだけで

なく、先代とは異なる新時代の客船として、進化した独自の船内設備を擁

します。グランド・ロビーの一角には、エリザベス女王の肖像画が飾られ

ています。女王陛下の公式の肖像画を描いた最年少画家イザベル・ピー

チーによる作品は、新時代の象徴のひとつと言えます。新たなクイーン・

エリザベスと共に、新しい思い出を刻む旅にお出かけください。
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・クイーンズ・グリルでの1回制のお食事
（客室でのインルーム・ダイニングも可能です）

・ザ・グリルズ・ラウンジ、ザ・コートヤード、
ザ・グリルズ・テラスのご利用

・バトラー・サービス
・ コンシェルジェ・サービス
・ 乗船時の優先チェックイン
・乗船時のウェルカム・シャンペン（フルボトル）と

ストロベリー
・インルーム・バー
・ フレッシュフルーツ
・無料のカナッペ・サービス
・ジェットバス（車椅子対応の客室を除く）
・ 上質のバスローブとスリッパ
・ピロー・コンシェルジェ・メニュー
（お好みの枕をお選びいただけます）

・ お名前入りのステーショナリー
（客室の専門用紙でご注文ください）

・ボードゲーム

・プリンセス・グリルでの1回制のお食事
（客室でのインルーム・ダイニングも可能です）

・ ザ・グリルズ・ラウンジ、ザ・コートヤード、
ザ・グリルズ・テラスのご利用

・ コンシェルジェ・サービス
・ 乗船時優先チェックイン
・ 乗船時のウェルカム・ドリンク（フルボトル）と

ストロベリー
・ フレッシュフルーツ
・バスタブ（車椅子対応の客室を除く）
・ 上質のバスローブとスリッパ
・ピロー・コンシェルジェ・メニュー
（お好みの枕をお選びいただけます）

・ お名前入りのステーショナリー
（客室の専門用紙でご注文ください）

QE QV  ブリタニア・レストランとその客室サービス／アメニティー BRITANNIA accommodations （BA〜LC）

ブリタニア・レストランでは2層吹き抜けの壮
大な雰囲気の中お食事をお楽しみいただけま
す。またスタンダードクラスでもウェルカム・
ワインが付くなど充実したサービス ／アメニ
ティーをご用意しております。

BA バルコニー ［約23m2 ］★

BB バルコニー ［約23m2 ］★

BC バルコニー ［約23m2 ］★

BD バルコニー ［約23m2 ］★

BE バルコニー ［約23m2 ］★

BF バルコニー ［約23m2 ］★

CA バルコニー（一部視界が遮られます） ［約23m2 ］★

CB バルコニー（一部視界が遮られます） ［約23m2 ］★

EB オーシャンビュー ［約17～19m2 ］ 

EC オーシャンビュー ［約17～19m2 ］ 

EF オーシャンビュー ［約17～19m2 ］ 

FB オーシャンビュー（一部視界が遮られます）   ［約17～18m2 ］ 

FC オーシャンビュー（一部視界が遮られます）   ［約17～18m2 ］ 

GA デラックス（内側） ［約19m2 ］ 

GB デラックス（内側） ［約19m2 ］ 

GC デラックス（内側） ［約19m2 ］ 

IA スタンダード（内側） ［約14m2 ］ 

ID スタンダード（内側） ［約14m2 ］ 

IE スタンダード（内側） ［約14m2 ］ 

IF スタンダード（内側） ［約14m2 ］ 

KC シングル（オーシャンビュー） ［約13～15m2 ］ 

LC シングル（内側） ［約14m2 ］ 

QE QV ブリタニア・クラブとその客室サービス／アメニティー BRITANNIA CLUB accommodations （A1〜A2）

ブリタニア・クラブでは1回制のゆったりと
したお食事をお楽しみ いただけます。
また、下記のサービス／アメニティーに加え、
全客室共通のサービス／アメニティーもご利
用いただけます。

A1 クラブ バルコニ− ［約23m2 ］★

A2 クラブ バルコニ− ［約23m2 ］★

QE QV  プリンセス・グリルとその客室サービス／アメニティー Princess Grill accommodations （P1〜P2）

プリンセス・グリルではプライベート・ダイニングのような1回制のお食事をご満喫いただけます。
また、グリルクラス以上のお客様の特典として下記のサービス／アメニティーをご用意しているほ
か、全客室共通のサービス／アメニティーもご利用いただけます。

P1 プリンセス スイート ［約31～32m2 ］★

P2 プリンセス スイート ［約31～32m2 ］★

P1

■リビングエリア、バルコニー、バスルーム（バスタブとシャワー）

QE QV  クイーンズ・グリルとその客室サービス／アメニティー Q UEENS Grill accommodations （Q1～Q 6）

クイーンズ・グリルではシェフの特別メニューなど最高峰のお食事をご堪能いただけます。また、
クイーンズ・グリルのお客様限定の下記のサービス／アメニティーに加え、全客室共通のサービ
ス／アメニティーもご利用いただけます。

Q1 グランド スイート ［約128～139m2 ］★

Q2 マスター スイート ［約102m2 ］★

Q3 ペントハウス ［約 48～ 55m2 ］★

Q4 ペントハウス ［約 47m2 ］★

Q5 クイーンズ スイート ［約 55 ～ 62m2 ］★

Q6 クイーンズ スイート ［約 47～ 57m2 ］★

・ブリタニア・クラブでの1回制のお食事
・乗船時のウェルカム・ドリンク（フルボトル）
・ピロー・コンシェルジェ・メニュー
　（お好みの枕をお選びいただけます）

・ブリタニア・レストランでのお食事
  （夕食のみ2回制となります）
・乗船時のウェルカム・ドリンク（ハーフボトル）

■リビングエリア、バルコニー、バスルーム（シャワーのみ）

Q1

■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   
　（ジェットバスタブとシャワー）

■リビングエリア、バルコニー、バスルーム
   （ジェットバスタブとシャワー）

A1

Q3

◆ 全客室共通のサービス／アメニティも
ご利用いただけます。

◆ 全客室共通のサービス／アメニティも
ご利用いただけます。

◆ 全客室共通のサービス／アメニティも
ご利用いただけます。

◆ 全客室共通のサービス／アメニティも
ご利用いただけます。

◦24時間無料ルームサービス

◦サテライトTV

（映画／音楽チャンネル付き）

◦ダイレクトダイヤル式の電話

◦冷蔵庫

◦セーフティーボックス

◦石鹸、シャンプー、ヘアドライヤー

◦バスローブ、スリッパ

◦ベッドのターンダウン・サービス

（チョコレート付き）

◦船内新聞 「Daily Program」

◦電源ソケット

（110ボルト：米国式2ピン、

220ボルト：英国式3ピン）

◆ 全客室共通のサービス／アメニティ

クイーン・エリザベス／クイーン・ヴィクトリア　グリルと客室
Queen ELIZABETH/Queen VICTORIA Grill s/ Restaurants and Accommodations

※P2 カテゴリー以上の客室はバスタブ付き、A1カテゴリー以下の客室はシャワーのみとなります。
※下記は平均面積で、客室により広さが異なる事がありますのでご了承ください。

※★印の客室はバルコニー付き（バルコニー面積を含みます）。
※記載のサービス・アメニティは予告無く変更になる場合があります。

EB

■リビングエリア、
　バスルーム（シャワーのみ）

IA

■バスルーム（シャワーのみ）

KC

■バスルーム（シャワーのみ）

Q4

Q6

QE QV ……クイーン・エリザベス、クイーンヴィクトリア共通
QE QV……クイーン・エリザベスのみ　

※クイーン・ヴィクトリアのシングルルーム（カテゴリーKC,LC）
は2015 年1月の改装で新設予定です。
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˚

˚
CONNEXTIONS

6.165
6.169

6.173

6.177

6.181

6.185

6.189

6.193

6.209

2.006

2.002

2.004

2.008

2.010

2.012

2.014

2.016

2.018

CONNEXIONS
2&3

4.170 4.164 4.018 4.012

4.017 4.011

クィーンズ・グリル 方向 デッキ
Q1 グランド スイート 後方 6,7

Q2 マスター スイート 中央 7

Q3 ペントハウス 中央 4,5,6,8
Q4 ペントハウス 中央 7
Q5 クイーンズ スイート 後方 4,5,8
Q6 クイーンズ スイート 前方 / 後方 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 中央 7,8
P2 プリンセス スイート 前方 / 中央 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 中央 8
A2 クラブ バルコニー 中央 8

ブリタニア・レストラン 方向 デッキ
BA バルコニー 中央 5,6,7
BB バルコニー 中央 5,6,7,8
BC バルコニー 中央 4,8
BD バルコニー 後方 5,6,7
BE バルコニー 前方 / 後方 4,5,6,7,8
BF バルコニー 前方 4,8

CA バルコニー
（一部視界が遮られます） 中央 5

CB バルコニー
（一部視界が遮られます） 中央 4,5

EB オーシャンビュー 中央 1
EC オーシャンビュー 中央 / 後方 1
EF オーシャンビュー 前方 1,6

FB オーシャンビュー
（一部視界が遮られます） 中央 4

FC オーシャンビュー
（一部視界が遮られます） 中央 4

GA デラックス（内側） 中央 6,8
GB デラックス（内側） 中央 1
GC デラックス（内側） 中央 1
IA スタンダード（内側） 中央 7,8
ID スタンダード（内側） 後方 5,6,7
IE スタンダード（内側） 前方 / 後方 4,5,6,8
IF スタンダード（内側） 前方 4,8

KC シングル
（オーシャンビュー） 前方 2

LC シングル（内側） 前方 2

   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

就航：2010 年 10 月
船籍：英国領バミューダ
巡航速度：21.7 ノット

（最大 23.7 ノット）
総トン数：9 万 900 トン

乗客定員数：2,077 人
全長：294m
最大幅：32.25m
喫水：8m

SHIP DATA★グリル・クラスのお客様専用の設備となります。

デッキ 6

デッキ 5

デッキ 12

デッキ 11

デッキ 4デッキ 10

デッキ 3デッキ 9

デッキ 2デッキ 8

デッキ 1デッキ 7

◦ 操舵室の張り出しにより影になるお部屋（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

クイーン・エリザベス
デッキプラン
Queen ELIZABETH 
DECK PLANS

★ザ・グリルズ・テラス

★プリンセス・グリル

ザ・ヨット・クラブ

★ザ・テラス

★ザ・グリルズ・ラウンジ

★クイーンズ・グリル ★ザ・コートヤード

ザ・プレイゾーン
（キッズエリア）

コモドアー・
クラブ 

アドミラルズ・
ラウンジ

ロイヤル・
スパ

ロイヤル・スパ&
フィットネス・センター

美容室ガーデン・ラウンジリド・レストラン
（ブッフェ）

リド・プール・グリル

リド・レストラン
（テーマ・レストランエリア）

リド・バーリド・プール パビリオン・プール ハイドロ・
プール（有料）

ランドリー

サーマル・
スイート（有料）

スパ受付

バー

ザ・ゾーン
（ティーンエリア）

チャーチルズ・
シガー・ラウンジ

　ゲーム・デッキ

ランドリー

ブリタニア・レストラン
（1F）

ブリタニア・レストラン
（2F）

ブリタニア・
クラブ

グランド・ロビー

ミッドシップス・バー

イメージズ
（フォトショップ）

カード・ルーム ライブラリー
（図書室／2F）

ロイヤル・アーケード
（ショッピングモール）

コネクションズ2＆3
（会議室）

ロイヤル・コート・シアター
（ボックス席／3F）

キュナーダーズ・
ギャラリー

アート・
ギャラリー

ザ・ベランダ・
レストラン

ライブラリー
（図書室／1F）

クイーンズ・
ルーム

エンパイア・
カジノ

ロイヤル・コート・
シアター（2F）

ロイヤル・コート・
シアター（1F）

パーサーズ・
オフィス

コネクションズ

ボヤージ・セールス・オフィス
ツアー・オフィス

グランド
ロビー

グランド
ロビー

カフェ・
カリンシア

キュナード・プレイス ゴールデン・ライオン
（英国風パブ）

ランドリー
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※上記デッキプランは見取図の目的のみで作成されており、実際の縮尺とは異なりますのでご了承ください。



ロイヤル・コート・ シアター
ROYAL COURT THEATRE

洋上初となるプライベート・ボックス席を擁する、
ロンドンのウエストエンドを思わせる本格的な3階
建ての劇場。様々なエンターテイメント・プログラ
ムをお楽しみいただけます。

ウィンター・ガーデン
WINTER GARDEN

英国のキューガーデンをイメージしてデザインさ
れ、開閉式のガラス天井のもと観葉植物が飾ら
れたサンルーム。デッキに出なくても暖かな陽の
光を感じながらゆっくりとお寛ぎいただけます。

ロイヤル・アーケード
ROYAL ARCADE

ヴィクトリア王朝時代のロンドンのショッピング
アーケードをイメージした「ロイヤル・アーケー
ド」。中央の時計は英国のビッグベンを手掛けた
時計店によるもの。洋上で唯一のハロッズのグッ
ズを取り扱うショップもあり、航海中、免税でお
買い物がお楽しみいただけます。

クイーン・ヴィクトリア
船内設備とレストラン

クイーン・ヴィクトリア

Queen VICTORIA
ヴィクトリア朝を思わせるクラシカルなデザインのクイーン・ヴィクトリア。

その船内には英国そのものの世界が広がっています。インテリアには天然

の木材がふんだんに使われており、落ち着いた雰囲気が醸し出されてい

ます。美しい流線型のグランドステアを擁する3層吹き抜けのグランドロ

ビーにはブロンズ製の船の壁画が飾られており、お客様が足を踏み入れ

た瞬間、古き良き時代から変わらないキュナード伝統の船旅へといざな

います。170年にも亘るキュナードの歴史を感じさせる一方で、最先端の

技術を採り入れており、歴史と現代とが見事に融合した客船です。

クイーンズ・グリル
QUEENS GRILL

プリンセス・グリル
PRINCESS GRILL

ザ・グリルズ・ラウンジ
THE GRILLS LOUNGE

エンパイア・カジノ
EMPIRE CASINO

キュナード・ロイヤル・スパ
＆フィットネス・センター
CUNARD ROYAL SPA AND 
FITNESS CENTRE

クイーンズ・ルーム
QUEENS ROOM

コネクションズ・
インターネット・センター
CONNEXIONSTM INTERNET 
CENTRE

コモドアー・クラブ
COMMODORE CLUB

ザ・ブック・ショップ
THE BOOK SHOP

専用ダイニング＆ラウンジ
カテゴリー毎に専用のダイニングルームがございます

スペシャリティレストラン＆カジュアルダイニング
すべてのお客様にご利用いただけます

ザ・コートヤード
THE COURTYARD

ブリタニア・レストラン
BRITANNIA RESTAURANT

リド・グリル 
LIDO GRILL 
プールサイドでグリルした、ハ
ンバーガーやホットドッグを

（天候によりクローズされる場合
があります）。

ゴールデン・ライオン・パブ
GOLDEN LION PUB 
エールをはじめとしたビールは
もちろん、昼はパブランチも楽
しめる英国伝統のパブ。

カフェ・カリンシア
CAFÉ CARINTHIA 
朝は美味しいコーヒーや紅茶と
共にペストリーが、夜はカクテ
ルやワインがお楽しみいただけ
るカフェ。

ザ・ゾーン／ザ・プレイゾーン
（キッズルーム）
THE ZONE/ THE PLAY ZONE

スポーツ・デッキ
SPORTS DECK

チャート・ルーム（バーラウンジ）
CHART ROOM

チャーチルズ・シガー・ラウンジ
CHURCHILL'S CIGAR
LOUNGE

美容室
HAIR SALON 

プール
SWIMMING POOL

ミッドシップス・ラウンジ
MIDSHIPS LOUNGE

リド・ レストラン LIDO RESTAURANT 

24時間営業、ブッフェスタイルのカジュアルなレストラン。夕食時は
ブッフェのほか、ビストロスタイルのダイニング・スペースも設けられ、
世界各国の料理からテーマ料理を日替わりでお楽しみいただけま
す。テーマ料理の詳細は船内新聞でご確認ください（ビストロスタイ
ルの夕食のみご予約およびカバーチャージが必要です）。

キュナーディア
CUNARDIA
キュナードの歴史を物語る品々が美
しい木製のショーケースに展示され
ています。

ヘミスフィア
HEMISPHERES
輝く硝子の天球の下でダンスを楽し
めるナイトクラブ。

ヴーヴクリコ・シャンパン・バー
VEUVE CLICQUOT
CHAMPAGNE BAR
ウォーターフォードのシャンパングラ
スに注がれたヴーヴクリコのシャンパ
ンをご堪能ください。キャビアやフォ
アグラもご用意しています（有料）。

ライブラリー
LIBRARY 
美しい螺旋階段を擁する２階建ての
ライブラリー。
磨き抜かれた天然木材をふんだんに
使っており、天井にはステンドグラス
が施されています。

ザ・ベランダ THE VERANDAH

初代クイーン・エリザベスの最高峰レストラン「ベランダ・グリル」
の名前を継承し、極上の料理をモダンなスタイルで提供する、歴
史と現代を融合させたスペシャリティレストラン。フランス人シェ
フ監修による真のフランス料理をご堪能ください（ご予約およびカ
バーチャージが必要です）。
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クイーン・ヴィクトリア 
グリルと客室
P12〜13をご覧ください

˚

˚

THE VERANDAH
RESTAURANT

CONNEXIONS
2&3

クィーンズ・グリル 方向 デッキ
Q1 グランド スイート 後方 6,7

Q2 マスター スイート 中央 7

Q3 ペントハウス 中央 4,5,6,8
Q4 ペントハウス 中央 7
Q5 クイーンズ スイート 後方 4,5,8
Q6 クイーンズ スイート 前方 / 後方 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 中央 7,8
P2 プリンセス スイート 前方 / 中央 4,5,6

ブリタニア・レストラン 方向 デッキ
BA バルコニー 中央 5,6,7
BB バルコニー 中央 5,6,7,8
BC バルコニー 中央 4,8
BD バルコニー 後方 5,6,7
BE バルコニー 前方 / 後方 4,5,6,7,8
BF バルコニー 前方 4,8

CA バルコニー
（一部視界が遮られます） 中央 5

CB バルコニー
（一部視界が遮られます） 中央 4,5

EB オーシャンビュー 中央 1
EC オーシャンビュー 中央 / 後方 1
EF オーシャンビュー 前方 1,6

FB オーシャンビュー
（一部視界が遮られます） 中央 4

FC オーシャンビュー
（一部視界が遮られます） 中央 4

GA デラックス（内側） 中央 6,8
GB デラックス（内側） 中央 1
GC デラックス（内側） 中央 1
IA スタンダード（内側） 中央 4,5,6,7,8
ID スタンダード（内側） 後方 5,6,7
IE スタンダード（内側） 前方 / 後方 4,5,6,8
IF スタンダード（内側） 前方 4,8

   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

就航：2007 年
船籍：英国領バミューダ
巡航速度：18 ノット
　　　　　（最大 23.7ノット）
総トン数：90,000 トン

乗客定員数：1,990 人
全長：294m
最大幅：32.3m
喫水：7.9m

SHIP DATA★グリル・クラスのお客様専用の設備となります。

デッキ 6

デッキ 5

デッキ 12

デッキ 11

デッキ 4デッキ 10

デッキ 3デッキ 9

デッキ 2デッキ 8

デッキ 1デッキ 7

◦ 操舵室の張り出しにより影になるお部屋（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

クイーン・ヴィクトリア
デッキプラン
Queen VICTORIA 
DECK PLANs
2014年9月現在のデッキプラン
2015年1月に改装を行い、9部屋のシングルルームを新設予定
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★ザ・グリルズ・アッパー・テラス

★プリンセス・グリル

ヘミスフィア

★ザ・テラス

★クイーンズ・グリル ★ザ・コートヤード

★ザ・グリルズ・ラウンジ

ザ・プレイゾーン
（キッズエリア）

コモドアー・
クラブ 

アドミラルズ・
ラウンジ

ロイヤル・
スパ

ロイヤル・スパ&
フィットネス・センター

美容室ウィンター・ガーデンリド・レストラン
（ブッフェ）

リド・プール・グリル

リド・バーリド・プール パビリオン・
プール

サーマル・
スイート（有料）

ハイドロ・
プール（有料）

ランドリー

スパ受付

バー

ザ・ゾーン
（ティーンエリア）

チャーチルズ・
シガー・ラウンジ

スポーツ・デッキ

ランドリー

ブリタニア・レストラン
（2F）

ブリタニア・レストラン
（1F）

グランド
ロビー

イメージズ
（フォトショップ）

カード・ルーム
ライブラリー

（図書室／2F）
ロイヤル・アーケード

（ショッピングモール）
コネクションズ
2&3（会議室）

ロイヤル・コート・シアター
（ボックス席／3F）

キュナーディア
ギャラリー

ミッドシップス・
ラウンジ

アート・
ギャラリー

チャート・ルーム
ライブラリー

（図書室／1F）
ザ・ベランダ・

レストラン
クイーンズ・
ルーム

エンパイア・
カジノ

ロイヤル・コート・
シアター（2F）

ロイヤル・コート・
シアター（1F）

インターネット・
センター

パーサーズ・
オフィス

コネクションズ 1

ボヤージ・セールス・オフィス
ツアー・オフィス

グランド
ロビー

グランド
ロビー

カフェ・
カリンシア

キュナーディア
（キュナード関連の展示）

ヴーヴクリコ・
シャンパン・バー

ゴールデン・ライオン
（英国風パブ）

ランドリー

リド・レストラン
（テーマ・レストランエリア）
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イルミネーションズ
ILLUMINATIONS

洋上で唯一のプラネタリウム。最新の設備を整え
ており、クラシックコンサートやショー、映画、各
種レクチャーの会場ともなります。

クイーンズ・ルーム 
QUEENS ROOM

洋上最大のダンスフロアを擁するボールルーム。
様々なパーティーやイベントが行われ、華麗な世界
が繰り広げられます。日中は伝統のアフターヌーン
ティーの会場となったり、ダンス教室が行われるこ
ともあります。キュナードと英国王室との深い繋が
りを示す肖像画や写真なども飾られています。

ライブラリー
LIBRARY

洋上で最多の8,000冊もの蔵書を持つライブラリー。
日本語の本も数冊ございます。また、併設されたＱ
Ｍ２ブックショップではキュナードの歴史を物語る
書籍などの販売も行っています。

クイーン・メリー 2

Queen MARY 2
キュナード史上最大の15万トンを超える海の女王クイーン・メリー2。

壮大なスケールの船内には「洋上唯一」や「洋上最大」と謳われる充実し

た設備が整っています。2004年のデビュー以来、米国トラベル・ウィー

クリー誌の「ベスト・ラグジュアリー・シップ」に毎年選ばれているク

イーン・メリー2。一度ご乗船いただければ、その輝かしい受賞歴に

ご納得いただけることでしょう。世界最速30ノットの最大速度を誇り、

オーシャンライナーならではのスピードで優雅に洋上をゆくキュナー

ドのフラッグシップの魅力をご満喫ください。

キングス・コート KINGS COURT

24時間営業、ブッフェスタイ
ルのカジュアルなレストラン。
夕食時は下記の4種類のテー
マレストランとなります（夕食
時のみ日替わりでご予約が必
要な場合もあります）。

クイーン・メリー2
船内設備とレストラン

クイーンズ・グリル
QUEENS GRILL

プリンセス・グリル
PRINCESS GRILL

ザ・グリルズ・ラウンジ
THE GRILLS LOUNGE

アトランティック・ルーム
ATLANTIC ROOM

ウィンター・ガーデン
WINTER GARDEN

エンパイア・カジノ
EMPIRE CASINO

オブザベーション・デッキ
OBSERVATION DECK

キュナード・コネクションズ
（コンピューター／インターネット・センター）
CUNARD CONNEXIONSTM 

コモドアー・クラブ
COMMODORE CLUB

ザ・ゾーン／ザ・プレイゾーン
（キッズルーム）
THE ZONE/ THE PLAY ZONE

専用ダイニング＆ラウンジ
カテゴリー毎に専用のダイニングルームがございます

ブリタニア・クラブ
BRITANNIA CLUB

ブリタニア・レストラン
BRITANNIA RESTAURANT

ザ・QM2ブックショップ
THE QM2 BOOKSHOP

G32 (ナイトクラブ)
G32

スポーツ・デッキ
SPORTS DECK

チャーチルズ・シガー・ラウンジ
CHURCHILL'S CIGAR
LOUNGE

美容室
BEAUTY SALON 

プール　
SWIMMING POOL

メイフェアー・ショップ
MAYFAIR SHOPS

ロイヤル・コート・シアター
ROYAL COURT THEATRE

チャート・ルーム（バーラウンジ）
CHART ROOM
チャート（海図）をデザインにあしらっ
たエレガントなバー。

マリタイム・クエスト
MARITIME Q UEST
過去にキュナードに乗船した著名人
のパネルが並ぶギャラリー。

ヴーヴクリコ・シャンパン・バー
VEUVE CLICQUOT
CHAMPAGNE BAR
ウォーターフォードのシャンパングラ
スに注がれたヴーヴクリコのシャンパ
ンをご堪能ください。キャビアやフォ
アグラもご用意しています（有料）。

キャニオンランチ・スパクラブ
CANYON RANCH SPACLUB
世界的に有名なキャニオンランチが
運営するスパ。フィットネスセンター、
タラソテラピー・プールも併設され、
美と健康をサポート致します。

スペシャリティレストラン＆カジュアルダイニング
すべてのお客様にご利用いただけます

◦ ロータスLOTUS
各国のテイストを融合させた
アジア料理

◦ラ・ピアッツア 
LA PIAZZA
洗練されたイタリア料理

サー・サミュエルズ
SIR SAMUEL'S  
日中はコーヒーや軽食、夜はワイ
ンやチーズをご用意しています。

ボードウォーク・カフェ
BOARDWALK CAFE 
日傘付きテーブルもある屋外の
ファーストフード・グリル（天候
によりクローズされる場合があ
ります）。

ゴールデン・ライオン・パブ
GOLDEN LION PUB
エールをはじめとしたビールは
もちろん、昼はパブランチも楽
しめる英国伝統のパブ。

トッド・イングリッシュ TODD ENGLISH 

世界的に有名なスターシェフ、トッド・イングリッシュによ
る地中海料理のスペシャリティレストラン（ご予約およびカバー
チャージが必要です）。

◦ザ・カーヴェリー
THE CARVERY 
伝統的なイギリス料理

◦シェフズ・ギャレー
 CHEF'S GALLEY 
目の前でシェフが料理するデ
モ・キッチン

4種全てにご予約およびカバーチャージが必要です。
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※P2 カテゴリー以上の客室はバスタブ付き、A1カテゴリー以下の客室はシャワーのみとなります。
※下記は平均面積で、客室により広さが異なる事がありますのでご了承ください。

※★印の客室はバルコニー付き（バルコニー面積を含みます）。
※記載のサービス・アメニティは予告無く変更になる場合があります。

ブリタニア・レストランとその客室サービス／アメニティー BRITANNIA accommodationS （BB〜IF）

ブリタニア・レストランでは2層吹き抜けの壮
大な雰囲気の中お食事をお楽しみいただけま
す。またスタンダードクラスでもウェルカム・
ワインが付くなど充実したサービス ／アメニ
ティーをご用意しております。

ブリタニア・クラブとその客室サービス／アメニティー BRITANNIA CLUB accommodationS （A1 〜 A2）

ブリタニア・クラブでは1回制のゆったりとし
たお食事をお楽しみいただけます。
また、下記のサービス／アメニティーに加え、
全客室共通のサービス／アメニティーもご利
用いただけます。

・ブリタニア・クラブでの1回制のお食事
・乗船時のウェルカム・ドリンク（フルボトル）
・ピロー・コンシェルジェ・メニュー
（お好みの枕をお選びいただけます）

A1 クラブ バルコニー ［約23m2 ］★

A2 クラブ バルコニー ［約23m2 ］★

プリンセス・グリルとその客室サービス／アメニティー Princess Grill accommodationS （P1〜P2）

プリンセス・グリルではプライベート・ダイニングのような1回制のお食事をご満喫いただけます。
また、グリルクラス以上のお客様の特典として下記のサービス／アメニティーをご用意しているほか、
全客室共通のサービス／アメニティーもご利用いただけます。

P1 プリンセス スイート ［約35m2 ］★

P2 プリンセス スイート ［約35m2 ］★

■ウォークイン・クローゼット、リビングエリア、バルコニー、
バスルーム（バスタブとシャワー）

クイーンズ・グリルとその客室サービス／アメニティー QUEENS Grill accommodationS （Q1〜Q7）

クイーンズ・グリルではシェフの特別メニューなど最高峰のお食事をご堪能いただけます。また、
クイーンズ・グリルのお客様限定の下記のサービス／アメニティーに加え、全客室共通のサービ
ス／アメニティーもご利用いただけます。

Q1 グランド デュープレックス ［約209～210m2 ］★

Q2
デュープレックス アパートメント
クイーン ·メリー ⁄ エリザベス·スイート
 ［約111～146m2 ］★

Q3 ロイヤル スイート ［約74m2 ］   

Q4 ペントハウス ［約70m2 ］★

Q5 クイーンズ スイート ［約47m2 ］★

Q6 クイーンズ スイート ［約47m2 ］★

Q7 クイーンズ スイート ［約47m2 ］★

BB バルコニー ［約23m2 ］★

BC バルコニー ［約23m2 ］★

BF バルコニー ［約23m2 ］★

BU バルコニー（船体内・屋根付） ［約25m2 ］★

BV バルコニー（船体内・屋根付） ［約25m2 ］★

BY バルコニー（船体内・屋根付） ［約25m2 ］★

BZ バルコニー（船体内・屋根付）   ［約25m2 ］★

DB バルコニー（視界が遮られます） ［約23m2 ］★

DC バルコニー（視界が遮られます） ［約23m2 ］★

DF バルコニー（視界が遮られます） ［約23m2 ］★

EF オーシャンビュー ［約15m2 ］ 

HB アトリウムビュー （内側） ［約15m2 ］ 

IA スタンダード（内側） ［約15m2 ］ 

IB スタンダード（内側） ［約14m2 ］ 

IC スタンダード（内側） ［約14m2 ］ 

IE スタンダード（内側） ［約14m2 ］ 

IF スタンダード（内側） ［約14m2 ］ 

Q5

■リビングエリア、バルコニー、ドレスルーム、
　バスルーム（ジェットバスタブとシャワー）

To
upper
level

Q1

Q1

■リビング・ダイニングルーム（1 階）ベッドルー
ム（2 階）、大きなバルコニー、大理石のバス
ルーム（2 室）、 ジェットバス、シャワー

■リビングエリア、バルコニー、バスルーム（シャワーのみ）

P1

A1

BU

■リビングエリア、バルコニー（船体内・屋
根付）、バスルーム（シャワーのみ）

EF

■リビングエリア、
 バスルーム（シャワーのみ）

IA

■バスルーム（シャワーのみ）

・クイーンズ・グリルでの1回制のお食事
（客室でのインルーム・ダイニングも可能です）

・ クイーンズ・グリル・ラウンジ、グリルテラス・
サンデッキのご利用

・バトラー・サービス
・コンシェルジェ・サービス
・乗船時の優先チェックイン
・乗船時のウェルカム・シャンペン（フルボトル）と

ストロベリー
・インルーム・バー
・フレッシュフルーツ
・無料のカナッペ・サービス
・ジェットバス（車椅子対応の客室を除く）
・上質のバスローブとスリッパ
・ピロー・コンシェルジェ・メニュー
（お好みの枕をお選びいただけます）

・お名前入りのステーショナリー
（客室の専門用紙でご注文ください）

・ボードゲーム

・プリンセス・グリルでの1回制のお食事
（客室でのインルーム・ダイニングも可能です）

・ グリルテラス・サンデッキ、クイーンズ・グリル・
ラウンジのご利用

・ コンシェルジェ・サービス
・ 乗船時の優先チェックイン
・ 乗船時のウェルカム・ドリンク（フルボトル）と

ストロベリー
・ フレッシュフルーツ
・バスタブ（車椅子対応の客室を除く）
・ 上質のバスローブとスリッパ
・ピロー・コンシェルジェ・メニュー
（お好みの枕をお選びいただけます）

・お名前入りのステーショナリー
（客室の専門用紙でご注文ください）

■リビング・ダイニングルーム、ベッドルー
ム、　マスターバスルーム（ジェットバス
タブとシャワー）、セカンド・バスルーム

Q3

クイーン・メリー 2 グリルと客室
Queen MARY2 Grill s/ Restaurants and Accommodations

◆ 全客室共通のサービス／アメニティも
ご利用いただけます。

◆ 全客室共通のサービス／アメニティも
ご利用いただけます。

◆ 全客室共通のサービス／アメニティも
ご利用いただけます。

・ブリタニア・レストランでのお食事
  （夕食のみ2回制となります）
・乗船時のウェルカム・ドリンク（ハーフボトル）

◆ 全客室共通のサービス／アメニティも
ご利用いただけます。

◦24時間無料ルームサービス

◦サテライトTV

（映画／音楽チャンネル付き）

◦ダイレクトダイヤル式の電話

◦冷蔵庫

◦セーフティーボックス

◦石鹸、シャンプー、ヘアドライヤー

◦バスローブ、スリッパ

◦ベッドのターンダウン・サービス

（チョコレート付き）

◦船内新聞 「Daily Program」

◦電源ソケット

（110ボルト：米国式2ピン、

220ボルト：英国式3ピン）

◆ 全客室共通のサービス／アメニティ
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ランドリー

クィーンズ・グリル 方向 デッキ
Q1 グランド デュープレックス 後方 9 /10

Q2
デュープレックス アパートメント

前方 / 後方 9 /10クイーン ·メリー ⁄
エリザベス·スイート

Q3 ロイヤル スイート 前方 10
Q4 ペントハウス 中央 / 後方 9,10
Q5 クイーンズ スイート 中央 9,10,11
Q6 クイーンズ スイート 前方 9,10
Q7 クイーンズ スイート 中央 / 後方 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 中央 10
P2 プリンセス スイート 前方 10

ブリタニア・クラブ 方向 デッキ
A1 クラブ バルコニー 中央 12
A2 クラブ バルコニー 前方 12

ブリタニア・レストラン 方向 デッキ
BB バルコニー 中央 11
BC バルコニー 中央 8,11
BF バルコニー 前方 8,11,12

BU バルコニー（船体内・屋根付） 中央 4,5,6
BV バルコニー（船体内・屋根付） 中央 4,5,6
BY バルコニー（船体内・屋根付） 後方 4,5,6
BZ バルコニー（船体内・屋根付） 前方 4,5,6

DB バルコニー
（視界が遮られます） 中央 8

DC バルコニー
（視界が遮られます） 中央 8

DF バルコニー
（視界が遮られます） 前方 8

EF オーシャンビュー 前方 / 後方 4,5,6

HB アトリウムビュー
（内側） 中央 5,6

IA スタンダード（内側） 中央 10
IB スタンダード（内側） 中央 5,6,10
IC スタンダード（内側） 中央 4,5,6,11,12
IE スタンダード（内側） 前方 / 後方 4,5,6,9,10
IF スタンダード（内側） 前方 4,5,6,11,12

 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

k

		 3・4人目のベッドが上段ベッド2台のお部屋

就航：2004 年
船籍：英国領バミューダ
巡航速度：28 ノット

（最大 30 ノット）
総トン数：15 万 1,400 トン

乗客定員数：2,620 人
全長：345m
最大幅：39.9m
喫水：9.7m

SHIP DATA★グリル・クラスのお客様専用の設備となります。

※デッキ1は掲載されていませんが、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。
※上記デッキプランは見取図の目的のみで作成されており、実際の縮尺とは異なりますのでご了承ください。

デッキ 7

デッキ 6

デッキ 13

デッキ 12

デッキ 5デッキ 11

デッキ 4デッキ 10

デッキ 3&3Lデッキ 9

デッキ 2&3Lデッキ 8

†　救命ボートにより視界が遮られるお部屋
 ■  車椅子対応のお部屋

 　Q1、Q2デュープレックスの1階
 コネクティング・ルーム

クイーン・メリー 2  
デッキプラン
Queen MARY2 
DECK PLANS

子
供

用
プ

ー
ル

スポーツ・
センター

サン・
デッキ

レガッタ・
バー

スプラッシュ・
プール

ゴールデン・ライオン
（英国風パブ）

パーサーズ・
オフィス

iスタディ

イルミネーションズ
（プラネタリウム/2Ｆ）

イルミネーションズ
（プラネタリウム/1Ｆ）

ロイヤル・コート・
シアター（2F）

グランド・
ロビー

グランド・
ロビー

チャート・
ルーム

ギャラリー ヴーヴクリコ・
シャンパンバー

ブリタニア・
レストラン（2F）

ブリタニア・
レストラン（1F）

クイーンズ・
ルーム　G32

（ナイトクラブ）

ザ・プレイゾーン
（キッズエリア）

子供用
プール

ザ・ゾーン
（ティーンエリア）

ザ・ブック・
ショップ

トッド・イングリッシュ ランドリー

テラス・バー　　　　　プール

美容室

コモドアー・クラブボード・ルーム

オブザベーション・デッキ

バーパビリオン・プール

フェアウェイズ
（ゴルフ・シミュレーター）

ボードウォーク・カフェ
（ファーストフード・グリル）

アトランティック・ルーム★ザ・グリルズ・テラス

チャーチルズ・シガー・バー

★コンシェルジュ・ラウンジ

イメージズ
（フォトショップ）

メイフェアー・
ショップ

サー・
サミュエルズ

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

（
図
書
室
）

オブザベーション・
デッキ

キャニオンランチ・
スパ・クラブ

ウィンター・
ガーデン

キングス・コート
（ブッフェ）

★クイーンズ・グリル・
ラウンジ

★クイーンズ・グリル

★プリンセス・グリル
フィットネス・
センター

セラピー・プール
（有料） スパ受付

キュナード・
コネクションズ

ボヤージ・セー
ルス・オフィス

エンパイア・
カジノ

ツアー・
オフィス

ロイヤル・コート・
シアター（1F）

ブリタニア・クラブ

ランドリー

ランドリー
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クイーン・エリザベス クイーン・ヴィクトリア クイーン・メリー2　3船共通

ワールドクルーズ2016　ご乗船の特典
期間限定予約特典として2015年2月28日までにご予約いただいたお客様には、クルーズ区間やご利用カテゴリーに応じた特典をご用意し
ています。また、ご予約時期に関わらず、フルクルーズにご乗船のお客様には様々な特典がございます。

優雅な旅をより快適にお過ごしいただくために
For More Luxurious Voyages

ホテル プログラム 2016       
キュナードでは、クルーズの前後にご利用いただけるホテルをご用意してい
ます。キュナードのクルーズにふさわしい洗練されたサービスと居心地の良
さ、そして街の中心地に近い便利なロケーションのホテルを選んでいます。
※右記料金は２人部屋を２名でご利用の場合の１人あたりの料金です。１人部屋をご希望

の方はお問い合わせください。
※右記料金には、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。トランスファーは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・ラインは右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。

ホテル名 1泊

シドニー
パーク・ロイヤル・ダーリンハーバー  ¥23,430より 
フォーシーズンズ  ¥28,520より 
シンガポール
スイソテル・ザ・スタンフォード  ¥21,390より 
フェアモント・シンガポール  ¥22,410より 
ドバイ
パーク・レジス・クリス・キン  ¥22,410より 
フォート・ローダデイル
ヒルトン・フォーローダデイル・ビーチ・リゾート  ¥33,620より 
香港
リーガル・カオルーン  ¥23,430より 
カオルーン・シャングリ・ラ  ¥31,580より 

上記のほか以下の都市でもホテルをご用意。詳細はお問い合わせください。
ロンドン、ケープタウン、リオデジャネイロ、オークランド、バンコク、上海、アデレード、
ブリスベン、ダーウィン、メルボルン、パース、バルパライソ、東京

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エイター
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2014年9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。

・バー及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。

禁煙規則
客室内及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、チャーチルズ・シガー・ラウンジ、オープンデッキの指定され
たエリア、クイーン・メリー2のナイトクラブG32の上層階のみ喫煙可能で、
それ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。
煙の出ない電子タバコはパブリックエリアでは禁止ですが、客室内、バル
コニー、オープンデッキの指定エリアではご利用いただけます。

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ありません。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社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
の方の乗船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頂けますが、ご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。
夕刻以降のドレスコードは次の通りです。
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
  女性：イブニングドレス、カクテルドレス、和服

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

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。

眼鏡をご使用の方は、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。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為、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。）

インターネットおよ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、ご自身の無線LAN内蔵PCへの
インターネット接続も可能です（有料）。

ワンポイント・アドバイス 

「フルクルーズ」ご乗船の特典 
 「フルクルーズ」を お申し込みのお客様限定の特典です 

◦チップ無料サービス
船内での通常のサービスに対するサービス料（お1人様1泊あたりQ、
Pカテゴリー：US$13.5/その他のカテゴリー：US$11.5）はいただき
ません。但し、バーやサロンなどでは料金の15％が別途サービス料と
して加算されます。 

◦ガラ・ワールド・クルーズ・スペシャル・イベントへのご招待　
◦記念品の贈呈
◦ウェルカム・レセプションへのご招待
◦ワールド・クルーズ・カクテル・パーティーへのご招待
◦ワールド・クルーズ・コンシェルジュによるサービス
※変更になる場合がございます。

期間限定予約特典
2015 年 2 月 28 日までに予約され、所定の予約金をお支払いいただ
いたお客様限定の特典です 

91泊以上のワールドクルーズ 期間限定予約特典 2015年2月28日まで

◦船内で自由にお使いいただける 「オンボード・クレジット」 をプレゼント
クイーン・エリザベス Q1〜Ｑ6 P1〜P2 A1〜 CB EB 〜LC

クイーン・ヴィクトリア Q1〜Ｑ6 P1〜P2 BA〜 CB EB 〜LC
クイーン・メリー2 Q1〜Ｑ7 P1〜P2 A1〜DF EF 〜IF

お一人様 $1,500 $1,000 $750 $500
（単位：USドル）  
※1室2名様までに適用され、 同室の3〜4人目の方は対象外となります。
※1室1名様でご利用の場合は倍額が適用されます。
   （クイーン・エリザベス、クイーン・ヴィクトリアのシングルルーム利用の場合は除く）

25〜90泊のワールドクルーズ 期間限定予約特典 2015年2月28日まで

◦船内で自由にお使いいただける 「オンボード・クレジット」 をプレゼント
クイーン・エリザベス Q1〜Ｑ6 P1〜P2 A1〜 CB EB 〜LC

クイーン・ヴィクトリア Q1〜Ｑ6 P1〜P2 BA〜 CB EB 〜LC
クイーン・メリー2 Q1〜Ｑ7 P1〜P2 A1〜DF EF 〜IF

お一人様 $750 $500 $375 $250
（単位：USドル）  
※1室2名様までに適用され、 同室の3〜4人目の方は対象外となります。
※1室1名様でご利用の場合は倍額が適用されます。
   （クイーン・エリザベス、クイーン・ヴィクトリアのシングルルーム利用の場合は除く）

 キュナード・ワールドクラブ リピーター割引 2015年2月28日まで

区間とカテゴリーに応じて、お1人様あたり下記の代金を割引いたし
ます。予約時にワールドクラブ番号をお知らせください。
キュナード・ワールドクラブの詳細はP.2をご覧ください。

区間 シングル
ルーム

内側／
オーシャン

ビュー
バルコニー プリンセス

スイート
クイーンズ

スイート

フルクルーズ
（91泊以上）   ¥84,000 ¥84,000 ¥105,000 ¥168,000 ¥210,000

25〜90泊 ¥42,000 ¥42,000 ¥53,000 ¥84,000 ¥105,000
7〜24泊 ¥21,000 ¥21,000 ¥27,000 ¥42,000 ¥53,000

（単位：日本円） 
 ※1室2名様までに適用され、 同室の3〜4人目の方は対象外となります。
※1室1名様でご利用の場合は倍額の割引が適用されます。
   （クイーン・エリザベス、クイーン・ヴィクトリアのシングルルーム利用の場合は除く）
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