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お問い合せ、お申し込みは下記へ

キュナード・ライン ジャパンオフィス
株式会社 カーニバル・ジャパン

〒104-0061 東京都中央区銀座6-2-1  Daiwa銀座ビル 6F 

www.cunard.jp

 
www.youtube.com/wearecunard
（QR コードから動画ページをご覧いただけます）

www.facebook.com/CunardJP

クイーン・メリー２
No. 出発日 タイトル 日数 頁

M909 4 /21（日）東廻り大西洋横断 8日間 38

M910 4 /28（日）西廻り大西洋横断 ❖ 8日間 39

M911 5 / 5（日）東廻り大西洋横断 8日間 38

M912 5 /12（日）ブルージュとガーンジー島 6日間 36
M913 5 /17（金）西廻り大西洋横断 8日間 39

M914 5 /24（金）東廻り大西洋横断 8日間 38

M915 5 /31（金）西廻り大西洋横断 8日間 39

M916 6 / 7（金）東廻り大西洋横断からハンブルグ 10日間 38

M916A 6 / 7（金）東廻り大西洋横断 8日間 38

M916C 6 /14（金）東廻りハンブルグ ショートブレイク 3日間 36
M917 6 /16（日）ブルージュとガーンジー島 6日間 36
M918 6 /21（金）ハンブルグから西廻り大西洋横断 10日間 39

M918A 6 /21（金）西廻りハンブルグ ショートブレイク 3日間 36
M918D 6 /23（日）西廻り大西洋横断 8日間 39

M919 6 /30（日）アメリカ独立記念日
ハリファックスとボストン

8日間 30

M920 7 / 7（日）東廻り大西洋横断 8日間 38

M921 7 /14（日）西廻り北大西洋横断とアイスランド 15日間 26

M922 7 /28（日）東廻り大西洋横断
ファッション・ウィーク ＊ 8日間 38

M923 8 / 4（日）ノルウェーフィヨルド 8日間 21

M924 8 /11（日）西廻り大西洋横断
ダンス・ジ・ アトランティック ＊ 8日間 39

M925 8 /18（日）東廻り大西洋横断 8日間 38

M926 8 /25（日）西廻り大西洋横断 8日間 39

M927 9 / 1（日）ニューイングランドとカナダ 8日間 30
M927A 9 / 1（日）ニューイングランドとカナダ 15日間 30
M928 9 / 8（日）ニューイングランドとカナダ 8日間 30
M929 9 /15（日）東廻り大西洋横断からハンブルグ　 10日間 38

M929A 9 /15（日）
東廻り大西洋横断
アンソニー・イングリス＆ 
ナショナル交響楽団 ＊　

8日間 38

M929C 9 /22（日）東廻りハンブルグ ショートブレイク 3日間 36
M929D 9 /22（日）ハンブルグ ショートブレイク 5日間 36
M930 9 /24（火）ハンブルグから西廻り大西洋横断 11日間 39

M930A 9 /24（火）西廻りハンブルグ ショートブレイク 3日間 36

M930F 9 /26（木）西廻り大西洋横断
ワールド・スペース・ウィーク  ＊ 9日間 39

M930J 9 /27（金）西廻り大西洋横断 8日間 39

M931 10/ 4（金）ニューイングランドとカナダ 8日間 30
M931A 10/ 4（金）ニューイングランドとカナダ 15日間 30
M932 10/11（金）ニューイングランドとカナダ 8日間 30
M933 10/18（金）東廻り大西洋横断からハンブルグ 10日間 38

M933A 10/18（金）東廻り大西洋横断 8日間 38

M933C 10/25（金）東廻りハンブルグ ショートブレイク 3日間 36
M935 11/ 1（金）ハンブルグから西廻り大西洋横断 10日間 39

M935A 11/ 1（金）西廻りハンブルグ ショートブレイク 3日間 36
M935B 11/ 3（日）西廻り大西洋横断 8日間 39

M936 11/10（日）東廻り大西洋横断 8日間 38

M937 11/17（日）ブルージュ ショートブレイク 3日間 37
M938 11/19（火）西廻り大西洋横断 8日間 39

M939 11/26（火）東カリブ海クルーズ 13日間 31

M940 12/ 8（日）東廻り大西洋横断 8日間 38

M941 12/15（日）西廻り大西洋横断 8日間 39

M001 12/22（日）東カリブ海クルーズ ❖ 13日間 34

クイーン・ヴィクトリア
No. 出発日 タイトル 日数 頁

V910B 4 /28（日）バルト海ハイライト ❖ 15日間 18

V911A 4 /30（火）バルト海ハイライト ❖ 10日間 18

V911B 5 / 9（木）キール～サウサンプトン 4日間 35
V912 5 /12（日）ノルウェーフィヨルド 8日間 20
V913 5 /19（日）バルト海探検 17日間 18

V914 6 / 4（火）英国周遊 13日間 23
V915 6 /16（日）ノルウェーフィヨルド 8日間 20
V916 6 /23（日）オランダ、ベルギーとフランス 8日間 24
V917 6 /30（日）アイスランドとフィヨルド 15日間 21

V918 7 /14（日）バルト海ハイライト 15日間 19

V918A 7 /14（日）東廻りハンブルグ ショートブレイク 3日間 36
V918B 7 /16（火）バルト海ハイライト 10日間 19

V918C 7 /25（木）キール～サウサンプトン 4日間 35
V919 7 /28（日）アイスランドと英国 15日間 27
V920 8 /11（日）英国周遊 13日間 23
V921 8 /23（金）バルト海探検 15日間 19

V922 9 / 6（金）ボヤージュ・ドゥ・ヴァン 地中海ハイライト＊ 15日間 24

V923 9 /20（金）ベニスとアドリア海 20日間 25
V924 10/ 9（水）カナリア諸島クルーズ 13日間 28
V925 10/21（月）地中海ハイライト 15日間 25
V926 11/ 4（月）カナリア諸島クルーズ 13日間 28
V927 11/16（土）ノルウェーフィヨルド 13日間 22
V928 11/28（木）イベリア半島アドベンチャー 11日間 29

V929 12/ 8（日）カナリア諸島クルーズ 13日間 29
V930 12/20（金）ブルージュ ショートブレイク 4日間 37
V001 12/23（月）カナリア諸島セレブレーション ❖ 15日間 34

クイーン・エリザベス
No. 出発日 タイトル 日数 頁

Q919 6 /30（日）バンクーバー～ロサンゼルス 6日間 35
Q919A 6 /30（日）バンクーバー～サンフランシスコ 4日間 35
Q920 7 / 5（金）パナマ運河 17日間 31

Q921 7 /21（日）東廻り北大西洋横断とアイスランド 19日間 26
Q921B 7 /24（水）東廻り北大西洋横断とアイスランド 16日間 26
Q922 8 / 8（木）ガーンジー島 ショートブレイク 4日間 37
Q923 8 /11（日）バルト海ハイライト 15日間 19

Q924 8 /25（日）ノルウェー探検 13日間 22
Q925 9 / 6（金）アイスランドと英国 15日間 27
Q926 9 /20（金）バルト海ハイライト 15日間 19

Q927 10/ 4（金）ビッグバンド・ボール ＊ 5日間 37
Q928 10/ 8（火）ノルウェーとオーロラ 13日間 22
Q929 10/20（日）カナリア諸島クルーズ 13日間 28
Q930 11/ 1（金）ブルージュ ショートブレイク 3日間 37
Q933 12/ 6（金）フリーマントル～メルボルン 9日間 32
Q933A 12/ 6（金）フリーマントル～アデレード 7日間 32
Q933B 12/12（木）アデレード～メルボルン 3日間 32
Q933C 12/12（木）アデレード発着 9日間 33
Q934 12/14（土）メルボルン発着 9日間 33
Q934A 12/14（土）メルボルン～アデレード 7日間 33
Q934C 12/20（金）アデレード～メルボルン 3日間 32
Q001 12/22（日）オーストラリアとニュージーランド❖ 15日間 34

クルーズ・カレンダー
April -December 2019

❖ …ゴールデンウィーク
❖ …クリスマス＆ニューイヤー
＊　…テーマクルーズ

掲載外のクルーズもございます。詳細はお問い合せください。

キュナード
April - December 2019 



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  

ブリタニアが1840（天保11）年、北大西洋横断定期航路に就航してから、キュナードはいつの時代も船旅の象徴であり
続けてきました。世界で唯一、英国王室より女王陛下の名称を付けることが許された客船会社としても知られています。
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、キュナード史に残
る壮大な旅へと出発します。クイーン・エリザベスは初夏に北米を周遊し、年末年始を初めてオーストラリアで迎えるな
どかつてない航路を辿ります。クイーン・メリー２は、創業以来続く伝統の大西洋横断クルーズに加え、紅葉の美しい季
節のニューイングランドや、年末年始にはカリブ海の島々を巡ります。クイーン・ヴィクトリアは、アドリア海やカナリア
諸島、伝統的な英国周遊に加え、バルト海沿岸、夏と秋にはノルウェーのフィヨルドも探訪します。初めてご乗船される
方も、何度もご乗船いただいているキュナーダーも、今まで以上の驚きと感動に満ちた、忘れられない旅になるでしょう。

グランド・ロビー

キュナード・ライン

大型客船クルーズライン 部門 
最優秀賞

2018 トラベル＋レジャー 
ワールド・ベスト・アワード 

キュナード・ライン

大型客船クルーズライン 部門 
最優秀賞

2018 グローバル・トラベラー 
レジャーライフスタイル・アワード 

クイーン・メリー2

ラージリゾートシップ 部門 1位
ラグジュアリー客室   部門 1位
クルーズシップスパ   部門 1位

2017/2018
ベルリッツ・クルージング＆
 クルーズシップス・ガイド  
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比類なき洋上の体験

キュナードの歴史は常に革新の連続でした。1840（天保11）年にブリタニアが「RMS（ロイヤル・メール・シップ：英
王室郵便事業）」の称号を冠してデビュー。その後、1922（大正11）年にラコニアが「世界初」の世界一周クルーズを成
功させました。さらには、モーレタニアが世界最速の証「ブルー・リボン」を獲得するなど、多くの「洋上初」「世界初」
を達成してきました。また創業時から英国王室との深い縁があり、英国王室より命名され「クイーン」の名を冠する世界
で唯一の客船会社です。比類なき洋上体験の歴史は、今へと受け継がれています。

クイーン・エリザベス
Queen Elizabeth

英国女王エリザベス2世に命名され2010
（平成22）年にデビューした3代目、クイー
ン・エリザベス。憧れの客船の代名詞と
して広く知られ、今も世界中の羨望を集
め続けています。船の中央に位置するグ
ランド・ロビーには、英国女王エリザベ
ス2世唯一の甥、リンリー子爵（第２代
スノードン伯爵）による、アール・デコ
様式の寄木細工や女王の肖像画が飾ら
れ、英国王室と深い縁があります。2018

（平成30）年11月に改装が予定されてい
ます。サービスも一新され、新時代のク
ルーズが実現します。

クイーン・ヴィクトリア
Queen Victoria

コーンウォール公爵夫人により命名さ
れ、2007（平成19）年にデビューし、
2017（平成29）年に改装したクイーン・
ヴィクトリアは姉妹船クイーン・エリザ
ベスと共に英国伝統のエレガンスを受け
継いでいます。ラグジュアリーな船内は、
20世紀初頭に世界を席巻したエドワー
ディアン様式で纏められています。ロン
ドンのビッグ・ベンの時計塔を制作した
デント社による大時計やグランド・ロビー
のレリーフなど、オーシャンライナーの
黄金期を彷彿とさせる温かみのあるイン
テリアは、多くのファンを魅了しています。

クイーン・メリー ２
Queen Mary 2

英国女王エリザベス2世により命名され、
2004（平成16）年にデビューしてから、
ラグジュアリーな船の旅を創り続けてき
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、大改装を経て
2016（平成28）年に再デビューしました。
アール・デコ様式の美しい装飾で彩られ
た壮麗な船内では、世界最高峰のサービ
スを提供しています。洋上最大のボール
ルーム、洋上唯一のプラネタリウムも擁
し、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。

ホワイトスター・サービス
WHITE STAR SERVICE 

ホワイトスター・サービスは、高級感を定める基準としてあり続
けてきました。タイタニックを所有していたホワイトスター・ラ
インと1929（昭和4）年に合併、その高品質なサービスと名前を
承継しました。キュナードの全てのクルーは「ホワイトスター・
アカデミー」で学び、船舶についての知識やサービスの全てにお
いて高いレベルでお応えできるよう訓練されています。胸元のロ
ゴ・バッジは、長い伝統と格式を誇る、比類なきサービスの証です。

著名人に愛されるキュナード
Celebrities

創業以来、キュナードは世界各国の王
族や政府関係者、映画スターなど著名
人も顧客として名を連ねています。
今上天皇陛下が皇太子だった1953（昭
和28）年に、陛下の名代として英国を訪
問される際にご乗船されました。当時の
華やかな写真が歴史を物語っています。

クイーン・エリザベスの命名式での英国女王エリザベス2世

エリザベス・テイラー 54



で、上記

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、アラカルトをお召し上がりいただけます。

❖ 広 と々したバルコニーと、独立したリビングのあるお部屋 ❖ 

❖ バトラー・サービス ❖ 
（お部屋専属のバトラーが、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 ❖
（ペンハリガンの限定アメニティがございます）　

❖ インスイート・ダイニング ❖
（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ます）

❖ 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）

❖ ご乗船時のウェルカム・シャンパンとチョコレート ❖

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。

❖ 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 ❖

❖グリルズ・ラウンジ、 コートヤード、グリルズ・テラス ❖
（グリルクラスのお客様のみ、ご利用いただけます）

❖ 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.41をご参照ください。

伝統のグリルクラス

クイーンズ・グリル

クイーンズ スイート（Q5）

プリンセス・グリル

グリルズ・ラウンジバトラー
76  ※代金に含まれるサービスについてはP.40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。



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、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
よいバスローブとスリッパ、コーヒーメーカーやミニバー、
フラットスクリーンTVを備え、上質で快適なクルーズライ
フへ誘います。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。
ブリタニア・レストラン専用の2名様の客室は、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。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。またバスローブとスリッパ、
コーヒーメーカーなども備えられています。
ウェルカム・ドリンクでお客様をお迎えし、24時間対応のルー
ムサービスなど、スタンダードクラスのアメニティも充実して
います。専用ダイニングのブリタニア・レストランは、2層吹
き抜けの壁面にタペストリーやレリーフなどの壮麗なアート
が飾られ、開放感にあふれています。夕食時のみ2回制（入
れ替え制）で、1回目または2回目のいずれかのお時間に、
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、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.41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.40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。

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）

ブリタニア・レストランピロー・コンシェルジュ・メニュー

ブリタニア・クラブ レストラン

全てが上質のブリタニア
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お気に召すままにお好きなものを

ザ・ベランダで
至高のフランス料理を

The Verandah

初代クイーン・エリザベス、クイーン・メリー
の「ベランダ・グリル」の名を受け継いだス
ペシャリティ・レストランです。一流シェフ
が監修した、フランス各地の特色を生かした
絶品の味わいをお楽しみいただけます。

（予約制／有料）

ビュッフェ・レストラン
Buffet Restaurant

クイーン・エリザベスとクイーン・ヴィクト
リアの「リド・レストラン」と、クイーン・
メリー２の「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。
眺望のよい、屋外のテラスで一面に広がる海
を見ながら、カジュアルにお食事をお楽しみ
いただけます。
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・インド料理など、世界の美食を
お召し上がりください。

（テーマレストランは予約制／有料）

ゴールデン・ライオン
Golden Lion

英国伝統のパブ、ゴールデン・ライオンで、
名物のフィッシュ・アンド・チップスのパブ・
ランチを本場のギネスビールと一緒にどうぞ。
スポーツ観戦、ダーツゲームなどのイベント
も開催されています。（アルコール類などのお
飲み物は有料となります）

ラウンジ／バー
Lounges and Bars

コモドアー・クラブをはじめ、船内のラウン
ジでは最高級のお飲み物をご用意しています。

ローラン・ペリエ・シャンパン・ラウンジ

「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ともに、最高級のシャン
パン「ローラン・ペリエ」をフルラインでご提
供しています。

ゴディバ・カフェ

クイーン・メリー２の「サー・サミュエルズ」
ならびにクイーン・ヴィクトリアの「チャート・
ルーム」などで、ベルギーの最高級チョコレー
ト「ゴディバ」のチョコレートやスイーツをお
召しあがりいただけます。

ミッドシップス・ラウンジ
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で造られた、

「3 Queens GIN」がございます。

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。

世界中からご乗船されるお客様に、食通をもうならせるエレガントな美食でおもてなししています。
軽食から、フルコースのディナーまで、お気に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。

※ラウンジまたはバーでのアルコール類などのお飲み物は有料となります。
※代金に含まれるサービスについてはP.40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。

ザ・ベランダ

サー・サミュエルズ（ゴディバ・カフェ） コモドアー・クラブ

リド・レストラン ゴールデン・ライオン
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船上では連日、多彩なイベントが催されています。魅力あ
ふれるアクティビティ、フィットネス・プログラム、洋上最
高峰のスパでのリラクゼーション、知的好奇心を刺激するプ
レゼンテーションなどをお楽しみいただけます。
午後はクイーンズ・ルームでの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。エレガントでリラックスし
た雰囲気のなか、思いのままにお過ごしください。

アフタヌーン・ティー
Afternoon Tea

生演奏が流れ優雅な雰囲気にあふれるクイーンズ・ルームで
は、毎日午後、白手袋を着け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。

洋上最高峰のスパ
Royal Spa / Canyon Ranch SpaClub®

洋上最高峰の「ロイヤル・スパ（クイーン・エリザベス及び
クイーン・ヴィクトリア）」「キャニオンランチ・スパクラブ（ク
イーン・メリー2）」で、一流セラピストの施術による癒しの
ひとときをどうぞ。（予約制／有料）

デイリー・プログラム
Daily Programme.

終日、魅力的な船内プログラムが予定されています。洋上で唯
一体験可能なフェンシングのクラス、演劇クラス、クイズ大会、
ワルツやタンゴのステップを学べるダンスのレッスンなど、多
彩なアクティビティにご参加いただけます。当日のプログラム
は、船内新聞（Daily Programme.）でご案内しています。

キュナード・インサイト
Cunard Insights

世界的に著名な俳優や映画監督、ベストセラー作家、スポー
ツ選手、政治家、ミュージシャンなど多彩な分野からゲスト
を招へいし、特別講義やスペシャル・ライブを開催する洋上
随一のスペシャル・プログラムです。

 ※代金に含まれるサービスについてはP.40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。

優雅にくつろぐ
至福のひととき

ロイヤル・スパ

クイーンズ・ルームでのアフタヌーン・ティー

洋上最大級の蔵書数を誇るライブラリー

シャッフルボード

洋上唯一のプラネタリウム（クイーン・メリー2）

ダンスホストとのダンスレッスン

キュナード・インサイト（レクチャー）
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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り、エレガントな雰囲気
に満たされています。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、ワルツやタンゴのステップをどうぞ。
世界最高クラスのショーを観劇したり、カジノでの運試し、
バーやラウンジで生演奏を楽しみながらの語らいなど、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。

クイーンズ・ルーム
Queens Room

キュナードを象徴する洋上最大規模のダンスホールです。
昼は、アフタヌーン・ティーやアクティビティも開催されます。

❖テーマナイト❖
テーマナイトは「テーマがあらかじ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ちなんだ服装
やアクセサリーを身に付け、非日常の体験をお楽しみいた
だけます。

ブラック・アンド・ホワイト・ボール

キュナード伝統のテーマナイトです。白または黒を基調にした装
いで、ダンスをお楽しみください。

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す。男性はシルクハット、女性
は華やかな帽子で装い、「ハット・パレード」が名物です。

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、マジックショー、有名ミュー
ジシャンの特別コンサートなど、最も洗練されたエンター
テイ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。ローラン・ペリエのシャンパンを片手
にステージをお楽しみいただけます。

（ボックス席は予約制／有料）

※代金に含まれるサービスについてはP.40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。
※ご乗船後のテーマナイトについては、船内新聞にてご案内いたします。

エレガントな夜に魅せられて

アスコット・ボール（テーマナイト）

クイーンズ・ルーム

エンターテイメント・ショー

ラウンジでの生演奏 カジノロイヤル・コート・シアター
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テーマクルーズ

ビッグバンド・ボール
ダンスと音楽がテーマです。13人編成のビッグバンドが演奏する
グレン・ミラー等のジャズナンバーとともにダンスをお楽しみく
ださい。世界的シンガーのジョー・スティルゴーも出演予定です。

❖クイーン・エリザベス❖

Q927   ビッグバンド・ボール　5日間
2019年10月4日（金）発 　日程はP.37をご覧ください

ボヤージュ・ドゥ・ヴァン
23ヵ国400以上の高級ワインセラー・リストを持ち、厳選したフ
ランスやイタリアなどのワイナリーを、ワインの専門家とともに
訪れます。またワイン・アカデミーも開催されます。

❖クイーン・ヴィクトリア❖

V922   地中海ハイライト　15日間
2019年9月6日（金）発　日程はP.24をご覧ください

     Big Band Ball Voyage du Vin

ファッションウィーク
ファッションがテーマの華やかなクルーズです。クイーンズ・ルームで
は、最新のファッションショーやデザイナーによるセミナーなどが開催
されます。また期間限定のポップアップストアもオープンします。

❖クイーン・メリー２❖

M922   東廻り大西洋横断　8日間
2019年7月28日（日）発 　日程はP.38をご覧ください

アンソニー・イングリス&ナショナル交響楽団
名指揮者アンソニー・イングリスとナショナル交響楽団のクラシックコ
ンサートや、生演奏のダンスパーティーが予定されています。

❖クイーン・メリー２❖

M929A   東廻り大西洋横断　8日間
2019年9月15日（日）発 　日程はP.38をご覧ください

ワールドスペースウィーク
宇宙がテーマで、著名な専門家を招へいしてセミナーを行う他、洋上
唯一のプラネタリウムでは、新作を上映します。天体観測も行われます。

❖クイーン・メリー２❖

M930F   西廻り大西洋横断　9日間
2019年9月26日（木）発 　日程はP.39をご覧ください

ダンス・ジ・アトランティック
ダンスがテーマのクルーズです。

多彩なダンスイベントが予定されています。

❖クイーン・メリー２❖

M924   西廻り大西洋横断　8日間 
2019年8月11日（日）発 　日程はP.39をご覧ください

地球上で最も美しい大陸の数々は、航海によって発見されてきました。現代の航海は、よりラグジュアリーに洗練された旅のスタイ
ルで、息を呑むような絶景の数々と出会えます。行ってみたいと待ち望んだ世界が、あなたを待っています。

通常のクルーズのほかに音楽やダンス、ワイン、ファッションなどをテーマにしたクルーズがございます。
専門家のレクチャーや、世界的なスターを招へいした特別なステージ、バレエなどが予定され、より深くテーマをお楽しみいただけます。

待ち望んだ世界へ

タリン

❖ 記念イベント ❖
歴史的なアニバーサリーを記念したイベントが予定されています。

クイーン・メリー2 キュナード&サウサンプトン100周年　
母港をリバプールからサウサンプトンへ移転してから100年の節目をお祝いします。

　 M938   2019年11月19日（火）発  西廻り大西洋横断  8日間 　日程はP.39をご覧ください

ビッグバンド・ボール ビッグバンド・ボール ウィル・リヨン（ワイン専門家）
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ロココ様式の壮麗な建築物が建つサンクトペテルブルク、　北欧のパリと評される瀟洒なコペンハーゲンやストックホルム、
絵画のような旧市街のあるタリンなど、北海とバルト海のエレガントで美しい街々を周遊します。

バルト海

クイーン・ヴィクトリア

バルト海ハイライト
10日間/15日間

♦ V911A  2019年 4 月30日（火）～ 5 月 9 日（木） 10日間
♦ V910B  2019年 4 月28日（日）～ 5 月12日（日） 15日間

スカーゲン

サウサンプトン
ハンブルグ

コペンハーゲン

ストックホルム
タリン

サンクトペテルブルク

キール

♦ 寄港地 国名 入港 出港
1 4 /28（日）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30

♦ 2 4 /29（月）クルージング --- ---
1 3 4 /30（火）ハンブルグ ドイツ 6:00 19:00
2 4 5 / 1（水）クルージング --- ---
3 5 5 / 2（木）コペンハーゲン デンマーク 7:00 16:00
4 6 5 / 3（金）クルージング --- ---
5 7 5 / 4（土）ストックホルム スウェーデン 9:00 17:00
6 8 5 / 5（日）タリン エストニア 9:00 17:00
7 9 5 / 6（月）

サンクトペテルブルク ロシア
7:00 船中泊

8 10 5 / 7（火） --- 18:00
9 11 5 / 8（水）クルージング --- ---
10 12 5 / 9（木）キール ドイツ 9:00 17:00
13 5 /10（金）スカーゲン デンマーク 9:00 17:00
14 5 /11（土）クルージング --- ---
15 5 /12（日）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

クイーン・ヴィクトリア

バルト海探検　17日間
 V913  2019年 5 月19日（日）～ 6 月 4 日（火）

サウサンプトン

サンクトペテルブルク

クリスチャンサン
スカーゲン

コペンハーゲン グディニャ

ヴィスビー
クライペダ

オスロ

寄港地 国名 入港 出港
5 /19（日）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
5 /20（月）クルージング --- ---
5 /21（火）スカーゲン デンマーク 9:00 17:00
5 /22（水）コペンハーゲン デンマーク 8:00 18:00
5 /23（木）クルージング --- ---
5 /24（金）グディニャ ポーランド 8:00 17:30
5 /25（土）ヴィスビー（ゴッドランド島） スウェーデン 9:00 17:00
5 /26（日）クルージング --- ---
5 /27（月）

サンクトペテルブルク ロシア
7:00 船中泊

5 /28（火） --- 18:00
5 /29（水）クルージング --- ---
5 /30（木）クライペダ M リトアニア 7:00 17:00
5 /31（金）クルージング --- ---
6 / 1（土）オスロ ノルウェー 9:00 18:00
6 / 2（日）クリスチャンサン ノルウェー 9:00 17:00
6 / 3（月）クルージング --- ---
6 / 4（火）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

◆ V911A カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥429,000～ BF バルコニー ￥196,000～
P2 プリンセス スイート ￥353,000～ EF オーシャンビュー ￥180,000～
A2 クラブ バルコニー ￥272,000～ I F スタンダード（内側） ￥163,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥22,484
代金の適用条件・ご注意…P.40　V910Bの代金はお問い合わせください

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥1,282,000～ BF バルコニー ￥538,000～
P2 プリンセス スイート ￥1,032,000～ EF オーシャンビュー ￥484,000～
A2 クラブ バルコニー ￥625,000～ I F スタンダード（内側） ￥391,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥23,192
代金の適用条件・ご注意…P.40　M…初寄港

クイーン・ヴィクトリア

バルト海ハイライト
10日間/15日間

♦ V918B  2019年 7 月16日（火）～ 7 月25日（木） 10日間
♦ V918  2019年 7 月14日（日）～ 7 月28日（日） 15日間

サウサンプトン

サンクトペテルブルク

ハンブルグ

ヨーテボリ
タリン

キール コペンハーゲン

ヴィスビー

♦ 寄港地 国名 入港 出港
1 7/14（日）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30

♦ 2 7/15（月）クルージング --- ---
1 3 7/16（火）ハンブルグ ドイツ 7:00 19:00
2 4 7/17（水）クルージング --- ---
3 5 7/18（木）コペンハーゲン デンマーク 7:00 17:00
4 6 7/19（金）クルージング --- ---
5 7 7/20（土）ヴィスビー（ゴッドランド島） スウェーデン 9:00 17:00
6 8 7/21（日）タリン エストニア 9:00 17:00
7 9 7/22（月）

サンクトペテルブルク ロシア
7:00 船中泊

8 10 7/23（火） --- 18:00
9 11 7/24（水）クルージング --- ---
10 12 7/25（木）キール ドイツ 9:00 17:00
13 7/26（金）ヨーテボリ スウェーデン 9:00 17:00
14 7/27（土）クルージング --- ---
15 7/28（日）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

◆ V918B カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥467,000～ BF バルコニー ￥201,000～
P2 プリンセス スイート ￥381,000～ EF オーシャンビュー ￥185,000～
A2 クラブ バルコニー ￥294,000～ I F スタンダード（内側） ￥169,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥20,109
代金の適用条件・ご注意…P.40　V918の代金はお問い合わせください

エルミタージュ美術館／サンクトペテルブルク

◆ Q923 カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥1,119,000～ BF バルコニー ￥467,000～
P2 プリンセス スイート ￥902,000～ EF オーシャンビュー ￥424,000～
A2 クラブ バルコニー ￥543,000～ I F スタンダード（内側） ￥337,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥23,441
代金の適用条件・ご注意…P.40　

クイーン・エリザベス

バルト海ハイライト　15日間
 Q923  2019年 8 月11日（日）～ 8 月25日（日） 15日間

サウサンプトン

サンクトペテルブルク

ストックホルム
ヘルシンキ

ヴァルネミュンデ

コペンハーゲンスカーゲン

寄港地 国名 入港 出港
8 /11（日）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
8 /12（月）クルージング --- ---
8 /13（火）スカーゲン デンマーク 10:00 18:00
8 /14（水）コペンハーゲン デンマーク 8:00 18:00
8 /15（木）～ 8 /16（金）クルージング --- ---
8 /17（土）

サンクトペテルブルク 　ロシア
7:00 船中泊

8 /18（日） --- 18:00
8 /19（月）ヘルシンキ フィンランド 8:00 17:00
8 /20（火）ストックホルム スウェーデン 8:00 16:45
8 /21（水）クルージング --- ---
8 /22（木）ヴァルネミュンデ ドイツ 9:00 18:00
8 /23（金）～ 8 /24（土）クルージング --- ---
8 /25（日）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

クイーン・エリザベス

バルト海ハイライト　15日間
 Q926  2019年 9 月20日（金）～10月 4 日（金）

サウサンプトン

サンクトペテルブルク
ヘルシンキ

ヴァルネミュンデ

コペンハーゲン
タリン

リガ

寄港地 国名 入港 出港
9 /20（金）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
9 /21（土）～ 9 /22（日） クルージング --- ---
9 /23（月）ヴァルネミュンデ ドイツ 8:00 17:00
9 /24（火）クルージング --- ---
9 /25（水）ヘルシンキ フィンランド 8:00 17:00
9 /26（木）

サンクトペテルブルク ロシア
7:00 船中泊

9 /27（金） --- 18:00
9 /28（土）タリン エストニア 9:00 17:00
9 /29（日）リガ ラトビア 9:00 17:00
9 /30（月）クルージング --- ---
10/ 1（火）コペンハーゲン デンマーク 10:00 22:00
10/ 2（水）～10/ 3（木）クルージング --- ---
10/ 4（金）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥1,119,000～ BF バルコニー ￥467,000～
P2 プリンセス スイート ￥902,000～ EF オーシャンビュー ￥424,000～
A2 クラブ バルコニー ￥543,000～ I F スタンダード（内側） ￥337,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥24,301
代金の適用条件・ご注意…P.40

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥1,119,000～ BF バルコニー ￥467,000～
P2 プリンセス スイート ￥902,000～ EF オーシャンビュー ￥424,000～
A2 クラブ バルコニー ￥543,000～ I F スタンダード（内側） ￥337,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥19,623
代金の適用条件・ご注意…P.40

クイーン・ヴィクトリア

バルト海探検　15日間
 V921  2019年 8 月23日（金）～ 9 月 6 日（金）

サウサンプトン

タリン

サンクトペテルブルク

グディニャ

ヴィスビー

オスロ

クライペダ

寄港地 国名 入港 出港
8 /23（金）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
8 /24（土）～ 8 /25（日） クルージング --- ---
8 /26（月）オスロ ノルウェー 8:00 17:00
8 /27（火）クルージング --- ---
8 /28（水）クライペダ リトアニア 9:00 17:00
8 /29（木）ヴィスビー（ゴットランド島） スウェーデン 9:00 17:00
8 /30（金）タリン エストニア 9:00 17:00
8 /31（土）

サンクトペテルブルク ロシア
7:00 船中泊

9 / 1（日） --- 18:00
9 / 2（月）クルージング --- ---
9 / 3（火）グディニャ ポーランド 7:00 16:30
9 / 4（水）～ 9 / 5（木） クルージング --- ---
9 / 6（金）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

ゴールデンウィーク

  V911A  V910B  

  V918B  V918  

1918

バルト海バルト海

※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。 ※掲載外の日程・代金はwww.cunard.jpまたは最寄りの旅行会社へお問い合わせください。



クイーン・ヴィクトリア

ノルウェーフィヨルド　8日間
 V912  2019年 5 月12日（日）～ 5 月19日（日）

ハウゲスン

スタヴァンゲル

フロム
オルデン

サウサンプトン

寄港地 国名 入港 出港
5 /12（日）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
5 /13（月）クルージング --- ---
5 /14（火）スタヴァンゲル ノルウェー 9:00 17:00

5 /15（水）
フロム PA ノルウェー 8:00 17:30
アウルランフィヨルド（クルージング） 18:00 19:30
ソグネフィヨルド（クルージング） 19:30 21:00

5 /16（木）
オルデン ノルウェー 8:00 17:00
インヴィックフィヨルド（クルージング） 17:30 19:00
ノールフィヨルド（クルージング） 19:00 20:30

5 /17（金）ハウゲスン ノルウェー 9:00 17:00
5 /18（土）クルージング --- ---
5 /19（日）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

クイーン・ヴィクトリア

ノルウェーフィヨルド　8日間
 V915  2019年 6 月16日（日）～ 6 月23日（日）

ハウゲスン

サウサンプトン

ベルゲン
フロム
オルデン

寄港地 国名 入港 出港
6 /16（日）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
6 /17（月）クルージング --- ---
6 /18（火）ハウゲスン ノルウェー 9:00 17:00

6 /19（水）
オルデン ノルウェー 8:00 17:00
インヴィックフィヨルド（クルージング） 17:30 19:00
ノールフィヨルド（クルージング） 19:00 20:30

6 /20（木）
フロム PA ノルウェー 8:00 17:30
アウルランフィヨルド（クルージング） 18:00 19:30
ソグネフィヨルド（クルージング） 19:30 21:00

6 /21（金）ベルゲン ノルウェー 8:00 15:00
6 /22（土）クルージング --- ---
6 /23（日）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥598,000～ BF バルコニー ￥239,000～
P2 プリンセス スイート ￥462,000～ EF オーシャンビュー ￥223,000～
A2 クラブ バルコニー ￥326,000～ I F スタンダード（内側） ￥174,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥10,925
代金の適用条件・ご注意…P.40　PA…錨泊の可能性あり

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥598,000～ BF バルコニー ￥239,000～
P2 プリンセス スイート ￥462,000～ EF オーシャンビュー ￥223,000～
A2 クラブ バルコニー ￥326,000～ I F スタンダード（内側） ￥174,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥10,879
代金の適用条件・ご注意…P.40　PA…錨泊の可能性あり

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥1,119,000～ BF バルコニー ￥467,000～
P2 プリンセス スイート ￥902,000～ EF オーシャンビュー ￥424,000～
A2 クラブ バルコニー ￥543,000～ I F スタンダード（内側） ￥337,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥19,179
代金の適用条件・ご注意…P.40　M…初寄港　A…錨泊　PA…錨泊の可能性あり

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q7 クイーンズ スイート ￥630,000～ BF バルコニー ￥303,000～
P2 プリンセス スイート ￥487,000～ BZ バルコニー（船体内・屋根付） ￥258,000～
A2 クラブ バルコニー ￥344,000～ EF オーシャンビュー ￥241,000～

I F スタンダード(内側 ) ￥189,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥11,182
代金の適用条件・ご注意…P.40　PA…錨泊の可能性あり

ノルウェーフィヨルド

ノルウェーフィヨルド

ノルウェー語で「峡江」という意味をもつフィヨルド。氷河によって浸食されて切り立った崖からは幾筋もの滝が流れ、峡
谷から望む圧倒的に美しい景観を船上から一望できます。キュナードはノルウェーフィヨルドクルーズのパイオニアで、最
も古い記録では1921（大正10）年に「サマリア」が北欧を寄港し、1930年代には「フランコニア」が活躍していました。

クイーン・ヴィクトリア

アイスランドとフィヨルド　15日間
 V917  2019年 6 月30日（日）～ 7 月14日（日）

ストーノーウェイ

サウサンプトン

オルデン
オーレスン

アクレイリイーサフィヨルズゥル

レイキャビク

寄港地 国名 入港 出港
6 /30（日）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
7 / 1（月）～ 7 / 2（火）クルージング --- ---

7 / 3（水）
オルデン ノルウェー 8:00 17:00
インヴィックフィヨルド（クルージング） 17:30 19:00
ノールフィヨルド（クルージング） 19:00 20:30

7 / 4（木）オーレスン ノルウェー 8:00 17:00
7 / 5（金）クルージング --- ---
7 / 6（土）アクレイリ PA アイスランド 9:00 18:00
7 / 7（日）イーサフィヨルズゥル A アイスランド 8:00 18:00
7 / 8（月）

レイキャビク アイスランド
8:00 船中泊

7 / 9（火） --- 17:00
7 /10（水）クルージング --- ---
7 /11（木）ストーノーウェイ M/A イギリス 8:00 18:00
7 /12（金）～ 7 /13（土）　クルージング --- ---
7 /14（日）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

クイーン・メリー 2　

ノルウェーフィヨルド　8日間
 M923  2019年 8 月 4 日（日）～ 8 月11日（日）

サウサンプトン

ベルゲン

オーレスン

フロム

スタヴァンゲル

寄港地 国名 入港 出港
8 / 4（日）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
8 / 5（月）クルージング --- ---
8 / 6（火）ベルゲン ノルウェー 9:00 17:00
8 / 7（水）オーレスン ノルウェー 8:00 17:00

8 / 8（木）
フロム PA ノルウェー 8:00 17:30
アウルランドフィヨルド（クルージング） 18:00 19:30
ソグネフィヨルド（クルージング） 19:30 21:00

8 / 9（金）スタヴァンゲル ノルウェー 9:00 17:00
8 /10（土）クルージング --- ---
8 /11（日）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

ベルゲン

2120

ノルウェーフィヨルドノルウェーフィヨルド

※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。 ※掲載外の日程・代金はwww.cunard.jpまたは最寄りの旅行会社へお問い合わせください。



キュナードと縁ある英国を周遊します。世界遺産に登録されたキュナード本社ビルのあるリバプール、スコットランドの古城、
ヴィクトリア様式の建造物や美しいイングリッシュ・ガーデンなど、英国の歴史と文化が織りなす風景をご堪能いただけます。

◇キュナードでゆく、秋のフィヨルド◇

晩秋のフィヨルドに、北極圏最大の街トロムソ、世界
最北の鉄道駅のあるナルビクなどを訪れます。

ナルビク（天候により、オーロラが見られない場合があります。）

ロフォーテン諸島

英国周遊

クイーン・ヴィクトリア

英国周遊　13日間
 V914  2019年 6 月 4 日（火）～ 6 月16日（日）

サウサンプトン

グリーノック
オーバン

カークウォール

ダブリン

リバプールコーブ

セント・ピーター・ポート

寄港地 国名 入港 出港
6 / 4（火）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
6 / 5（水）クルージング --- ---
6 / 6（木）グリーノック（グラスゴー） イギリス 8:00 17:00
6 / 7（金）オーバン  M/A イギリス 8:00 20:00
6 / 8（土）スカイ島（クルージング） 9:30 13:30
6 / 9（日）カークウォール（オークニー諸島） イギリス 8:00 17:00
6 /10（月）クルージング --- ---
6 /11（火）ダブリン アイルランド 8:00 18:00
6 /12（水）リバプール イギリス 8:00 17:30
6 /13（木）コーブ（コーク） アイルランド 9:00 19:00
6 /14（金）クルージング --- ---
6 /15（土）セント・ピーター・ポート（ガーンジー島） A イギリス 8:00 18:00
6 /16（日）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

クイーン・ヴィクトリア

英国周遊　13日間
 V920  2019年 8 月11日（日）～ 8 月23日（金）

セント・ピーター・ポート

サウサンプトン

ニューカッスル・アポン・タイン

ニューヘブン

インバーゴードン

グリーノック

ベルファスト

リバプール

寄港地 国名 入港 出港
8 /11（日）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
8 /12（月）クルージング --- ---
8 /13（火）ニューカッスル・アポン・タイン  M イギリス 8:00 19:30

8 /14（水）
ニューヘブン A イギリス 6:00 18:00
ベースロック（クルージング） 19:59 20:30
メイ島（クルージング） 20:59 21:30

8 /15（木）インバーゴードン イギリス 9:00 18:30
8 /16（金）スカイ島（クルージング） 16:30 20:30
8 /17（土）グリーノック（グラスゴー） イギリス 9:00 19:00
8 /18（日）ベルファスト（北アイルランド） イギリス 7:00 17:00
8 /19（月）リバプール イギリス 7:00 23:00
8 /20（火）クルージング --- ---
8 /21（水）セント・ピーター・ポート（ガーンジー島） A イギリス 8:00 18:00
8 /22（木）クルージング --- ---
8 /23（金）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥842,000～ BF バルコニー ￥321,000～
P2 プリンセス スイート ￥625,000～ EF オーシャンビュー ￥299,000～
A2 クラブ バルコニー ￥484,000～ I F スタンダード（内側） ￥245,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥19,984
代金の適用条件・ご注意…P.40　M…初寄港　A…錨泊

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥842,000～ BF バルコニー ￥321,000～
P2 プリンセス スイート ￥625,000～ EF オーシャンビュー ￥299,000～
A2 クラブ バルコニー ￥484,000～ I F スタンダード（内側） ￥245,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥24,805
代金の適用条件・ご注意…P.40　M…初寄港　A…錨泊

グラスゴー

クイーン・エリザベス

ノルウェーとオーロラ　13日間
 Q928  2019年10月 8 日（火）～10月20日（日）

クイーン・ヴィクトリア

ノルウェーフィヨルド　13日間
 V927  2019年11月16日（土）～11月28日（木）

サウサンプトン

スタヴァンゲル

トロムソ
ナルビク

オーレスン

寄港地 国名 入港 出港
1 サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
2-3 クルージング --- ---
4 オーレスン ノルウェー 8:00 17:00
5 クルージング --- ---
6
トロムソ ノルウェー

9:00 船中泊
7 --- 3:00
8
ナルビク ノルウェー

9:00 船中泊
9 --- 3:00
10 クルージング --- ---
11 スタヴァンゲル ノルウェー 8:00 17:00
12 クルージング --- ---
13 サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

※天候により、オーロラが見られない場合があります。

◆V927  カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥918,000～ BF バルコニー ￥362,000～
P2 プリンセス スイート ￥688,000～ EF オーシャンビュー ￥297,000～
A2 クラブ バルコニー ￥504,000～ I F スタンダード（内側） ￥220,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥11,796
代金の適用条件・ご注意…P.40　Q928の代金はお問い合わせください

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥1,086,000～ BF バルコニー ￥402,000～
P2 プリンセス スイート ￥761,000～ EF オーシャンビュー ￥364,000～
A2 クラブ バルコニー ￥571,000～ I F スタンダード（内側） ￥294,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥14,869
代金の適用条件・ご注意…P.40　M…初寄港　A…錨泊　PA…錨泊の可能性あり

クイーン・エリザベス

ノルウェー探検　13日間
 Q924  2019年 8 月25日（日）～ 9 月 6 日（金）

サウサンプトン

スタヴァンゲル

オルデン

レクネス トロムソ

トロンヘイム

オンダルスネス

ベルゲン

寄港地 国名 入港 出港
8 /25（日）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
8 /26（月）クルージング --- ---
8 /27（火）スタヴァンゲル ノルウェー 9:00 17:00

8 /28（水）
オルデン ノルウェー 9:00 18:00
インヴィックフィヨルド（クルージング） 18:30 20:00
ノールフィヨルド（クルージング） 20:00 21:30

8 /29（木）クルージング --- ---
8 /30（金）レクネス（ロフォーテン諸島） M/A ノルウェー 8:00 18:00
8 /31（土）トロムソ ノルウェー 9:00 17:00
9 / 1（日）クルージング --- ---
9 / 2（月）トロンヘイム ノルウェー 9:00 17:00

9 / 3（火）オンダルスネス PA ノルウェー 8:00 17:30
ロムスダールフィヨルド（クルージング） 18:00 20:00

9 / 4（水）ベルゲン ノルウェー 8:00 15:00
9 / 5（木）クルージング --- ---
9 / 6（金）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

  Q928  V927  

2322 ※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。 ※掲載外の日程・代金はwww.cunard.jpまたは最寄りの旅行会社へお問い合わせください。

英国周遊ノルウェーフィヨルド



地中海／オランダ・ベルギー・フランス

地中海／オランダ・ベルギー・フランス 地中海／オランダ・ベルギー・フランス

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥533,000～ BF バルコニー ￥212,000～
P2 プリンセス スイート ￥413,000～ EF オーシャンビュー ￥196,000～
A2 クラブ バルコニー ￥288,000～ I F スタンダード（内側） ￥152,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥11,381
代金の適用条件・ご注意…P.40　A…錨泊

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥1,000,000～ BF バルコニー ￥391,000～
P2 プリンセス スイート ￥750,000～ EF オーシャンビュー ￥348,000～
A2 クラブ バルコニー ￥576,000～ I F スタンダード（内側） ￥294,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥12,212
代金の適用条件・ご注意…P.40 A…錨泊 PA…錨泊の可能性あり テーマクルーズ…P.16

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥1,336,000～ BF バルコニー ￥533,000～
P2 プリンセス スイート ￥972,000～ EF オーシャンビュー ￥440,000～
A2 クラブ バルコニー ￥799,000～ I F スタンダード（内側） ￥348,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥14,218
代金の適用条件・ご注意…P.40　M…初寄港　A…錨泊　PA…錨泊の可能性あり

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥1,000,000～ BF バルコニー ￥391,000～
P2 プリンセス スイート ￥750,000～ EF オーシャンビュー ￥348,000～
A2 クラブ バルコニー ￥576,000～ I F スタンダード（内側） ￥294,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥12,537
代金の適用条件・ご注意…P.40

クイーン・ヴィクトリア

地中海ハイライト　15日間
 V925  2019年10月21日（月）～11月 4 日（月）

サウサンプトン

カディス

バルセロナ
リボルノ
チビタベッキア

カルタヘナ

ジブラルタル

寄港地 国名 入港 出港
10/21（月）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
10/22（火）～10/23（水）クルージング --- ---
10/24（木）カディス スペイン 8:00 18:00
10/25（金）クルージング --- ---
10/26（土）バルセロナ スペイン 8:00 23:00
10/27（日）クルージング --- ---
10/28（月）リボルノ イタリア 7:00 19:00
10/29（火）チビタベッキア（ローマ） イタリア 7:00 19:00
10/30（水）クルージング --- ---
10/31（木）カルタヘナ スペイン 8:00 16:00
11/ 1（金）ジブラルタル 英領 8:00 14:00
11/ 2（土）～11/ 3（日）クルージング --- ---
11/ 4（月）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

クイーン・ヴィクトリア

地中海ハイライト　15日間
 V922  2019年 9 月 6 日（金）～ 9 月20日（金）

ジブラルタル

サウサンプトン

ヴィーゴ

パルマ・デ・マヨルカ

ラ・スペツィアカンヌ

バルセロナ

寄港地 国名 入港 出港
9 / 6（金）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
9 / 7（土）クルージング --- ---
9 / 8（日）ヴィーゴ スペイン 9:00 17:00
9 / 9（月）～ 9 /10（火）クルージング --- ---
9 /11（水）パルマ・デ・マヨルカ スペイン 8:00 18:00
9 /12（木）クルージング --- ---
9 /13（金）ラ・スペツィア  PA イタリア 7:00 19:00
9 /14（土）カンヌ A フランス 8:00 18:00
9 /15（日）バルセロナ スペイン 9:00 18:00
9 /16（月）クルージング --- ---
9 /17（火）ジブラルタル 英領 8:00 14:00
9 /18（水）～ 9 /19（木）クルージング --- ---
9 /20（金）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

クイーン・ヴィクトリア

ベニスとアドリア海　20日間
 V923  2019年 9 月20日（金）～10月 9 日（水）

ジブラルタル

サウサンプトン

コルフ島

ドブロブニク

フヴァル島

ベニス

カリアリカルタヘナ

寄港地 国名 入港 出港
9 /20（金）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
9 /21（土）～23（月） クルージング --- ---
9 /24（火）カルタヘナ スペイン 8:00 17:00
9 /25（水）～26（木） クルージング --- ---
9 /27（金）コルフ島 ギリシャ 9:00 18:00
9 /28（土）ドブロブニク  PA クロアチア 8:00 21:00
9 /29（日）フヴァル島  M/A クロアチア 7:00 17:00
9 /30（月）ベニス イタリア 8:00 23:00
10/ 1（火）～ 2（水） クルージング --- ---
10/ 3（木）カリアリ イタリア 9:00 18:00
10/ 4（金）クルージング --- ---
10/ 5（土）ジブラルタル 英領 13:00 19:00
10/ 6（日）～ 8（火） クルージング --- ---
10/ 9（水）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

クイーン・ヴィクトリア

オランダ、ベルギーとフランス　8日間
 V916  2019年 6 月23日（日）～ 6 月30日（日）

サウサンプトン

セント・ピーター・ポート

ロッテルダム

ゼーブルージュ

シェルブール

寄港地 国名 入港 出港
6 /23（日）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
6 /24（月）セント・ピーター・ポート（ガーンジー島） A イギリス 8:00 18:00
6 /25（火）クルージング --- ---
6 /26（水）ロッテルダム オランダ 6:00 19:00
6 /27（木）ゼーブルージュ（ブルージュ） ベルギー 7:00 19:00
6 /28（金）クルージング --- ---
6 /29（土）シェルブール フランス 6:00 19:00
6 /30（日）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

バルセロナ

青い海を望む地中海、アドリア海の美しい寄港地を巡ります。近代芸術に彩られたバルセロナ、古代遺跡が建ち並ぶローマ、
アドリア海の真珠と評されるドブロブニクや、風光明媚なビーチが広がるカンヌなど、ヨーロッパの絶景をご堪能ください。

ローマ

Voyage du Vin

テーマクルーズ

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。 ※掲載外の日程・代金はwww.cunard.jpまたは最寄りの旅行会社へお問い合わせください。



大西洋横断とアイスランド アイスランドと英国

クイーン・エリザベス

東廻り北大西洋横断とアイスランド
16日間/19日間

♦ Q921B  2019年 7 月24日（水）～ 8 月 8日（木） 16日間
♦ Q921  2019年 7 月21日（日）～ 8 月 8 日（木） 19日間

ダブリン

フォート・ローダーデール

サウサンプトン

ニューヨーク

ハリファックス セント・ジョン

イーサフィヨルズゥル

レイキャビク

グリーノック

♦ 寄港地 国名 入港 出港
1 7 /21（日）フォート・ローダーデール アメリカ 午後乗船 17:00

♦ 2-3 7 /22（月）～ 7 /23（火）クルージング --- ---
1 4 7 /24（水）ニューヨーク アメリカ 6:30 17:00
2 5 7 /25（木）クルージング --- ---
3 6 7 /26（金）ハリファックス カナダ 8:00 18:00
4 7 7 /27（土）クルージング --- ---
5 8 7 /28（日）セント・ジョン  M カナダ 9:00 17:00
6-8 9-11 7 /29（月）～ 7 /31（水）クルージング --- ---
9 12 8 / 1（木）イーサフィヨルズゥル A アイスランド 8:00 18:00
10 13 8 / 2（金）レイキャビク アイスランド 9:00 17:00
11-12 14-15 8 / 3（土）～ 8 / 4（日）クルージング --- ---
13 16 8 / 5（月）グリーノック（グラスゴー） イギリス 8:00 17:00
14 17 8 / 6（火）ダブリン アイルランド 7:00 18:00
15 18 8 / 7（水）クルージング --- ---
16 19 8 / 8（木）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

クイーン・メリー 2　

西廻り北大西洋横断とアイスランド　15日間
 M921  2019年 7 月14日（日）～ 7 月28日（日）

ニューヨーク

サウサンプトン

リバプール

レイキャビク

コーナーブルック

ハリファックス

寄港地 国名 入港 出港
7 /14（日）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
7 /15（月）クルージング --- ---
7 /16（火）リバプール イギリス 8:00 20:00
7 /17（水）～ 7 /18（木） クルージング --- ---
7 /19（金）

レイキャビク M アイスランド
9:00 船中泊

7 /20（土） --- 18:00
7 /21（日）～ 7 /23（火）クルージング --- ---
7 /24（水）コーナーブルック カナダ 8:00 17:00
7 /25（木）クルージング --- ---
7 /26（金）ハリファックス カナダ 8:00 18:00
7 /27（土）クルージング --- ---
7 /28（日）ニューヨーク アメリカ 午前下船 ---

クイーン・エリザベス

アイスランドと英国　15日間
 Q925  2019年 9 月 6 日（金）～ 9 月20日（金）

サウサンプトン

ストーノーウェイ

アクレイリイーサフィヨルズゥル

レイキャビク

グリーノック

ダブリン

寄港地 国名 入港 出港
9 / 6（金）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
9 / 7（土）～ 9 / 8（日） クルージング --- ---
9 / 9（月）ストーノーウェイ A イギリス 8:00 18:00
9 /10（火）クルージング --- ---
9 /11（水）アクレイリ PA アイスランド 9:00 18:00
9 /12（木）イーサフィヨルズゥル A アイスランド 8:00 18:00
9 /13（金）

レイキャビク アイスランド
8:00 船中泊

9 /14（土） --- 17:00
9 /15（日）～ 9 /16（月）クルージング --- ---
9 /17（火）グリーノック（グラスゴー） イギリス 8:00 17:00
9 /18（水）ダブリン アイルランド 4:45 17:30
9 /19（木）クルージング --- ---
9 /20（金）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

クイーン・ヴィクトリア

アイスランドと英国　15日間
 V919  2019年 7 月28日（日）～ 8 月11日（日）

サウサンプトン

アクレイリイーサフィヨルズゥル

レイキャビク

グリーノック
ラーウィック

ダブリン

寄港地 国名 入港 出港
7 /28（日）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
7 /29（月）～ 7 /30（火）クルージング --- ---
7 /31（水）ラーウィック M/A イギリス 8:00 18:00
8 / 1（木）クルージング --- ---
8 / 2（金）アクレイリ PA アイスランド 9:00 18:00
8 / 3（土）イーサフィヨルズゥル A アイスランド 8:00 18:00
8 / 4（日）

レイキャビク アイスランド
8:00 船中泊

8 / 5（月） --- 17:00
8 / 6（火）～ 8 / 7（水）クルージング --- ---
8 / 8（木）グリーノック（グラスゴー） イギリス 8:00 17:00
8 / 9（金）ダブリン アイルランド 7:00 18:00
8 /10（土）クルージング --- ---
8 /11（日）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥1,119,000～ BF バルコニー ￥467,000～
P2 プリンセス スイート ￥902,000～ EF オーシャンビュー ￥424,000～
A2 クラブ バルコニー ￥543,000～ I F スタンダード（内側） ￥337,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥21,715
代金の適用条件・ご注意…P.40　M…初寄港　A…錨泊　PA…錨泊の可能性あり

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥1,119,000～ BF バルコニー ￥467,000～
P2 プリンセス スイート ￥902,000～ EF オーシャンビュー ￥424,000～
A2 クラブ バルコニー ￥543,000～ I F スタンダード（内側） ￥337,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥20,470
代金の適用条件・ご注意…P.40　A…錨泊　PA…錨泊の可能性あり

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q7 クイーンズ スイート ￥1,186,000～ BF バルコニー ￥487,000～
P2 プリンセス スイート ￥894,000～ BZ バルコニー（船体内・屋根付） ￥401,000～
A2 クラブ バルコニー ￥607,000～ EF オーシャンビュー ￥355,000～

I F スタンダード(内側 ) ￥275,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥25,092
代金の適用条件・ご注意…P.40　M…初寄港

ストロックル間欠泉／レイキャビク アルデイヤフォス／アクレイリ

キュナード縁の地ハリファックスやリバプールを訪れ、圧倒的なスケールの大自然が広がるアイスランドを巡る、壮大なス
ケールの大西洋横断クルーズです。クイーン・メリー２はサウサンプトンから、クイーン・エリザベスはフォート・ローダー
デールから出港します。極北の手つかずの自然と、瀟洒で洗練された北米の大都市をお楽しみいただけます。

間欠泉や溶岩の間から流れる滝など、地球そのものの営みを間近に感じるアイスランドの絶景、スコットランドやアイルラ
ンドの緑豊かな丘の上に立つ古城など、盛夏から晩夏にかけての美しい光景に出会えるでしょう。

◆ Q921Bカテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥1,204,780～ BF バルコニー ￥406,390～
P2 プリンセス スイート ￥905,780～ EF オーシャンビュー ￥368,390～
A2 クラブ バルコニー ￥616,390～ I F スタンダード（内側） ￥281,390～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥25,709
代金の適用条件・ご注意…P.40　M…初寄港 　A…錨泊　 
Q921の代金はお問い合わせください

  Q921B  Q921  

2726

アイスランドと英国大西洋横断とアイスランド

※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。 ※掲載外の日程・代金はwww.cunard.jpまたは最寄りの旅行会社へお問い合わせください。



大航海時代に、中南米への貿易の中継点として栄えたカナリア諸島。1年を通して温暖な気候で、数百種もの固有植物が育つ
豊かな自然と、鮮やかな花々に彩られています。またイベリア半島最古の都市リスボンやスペインの都市も訪れます。

クイーン・ヴィクトリア

カナリア諸島クルーズ　13日間
 V924  2019年10月 9 日（水）～10月21日（月）

クイーン・エリザベス

カナリア諸島クルーズ　13日間
 Q929  2019年10月20日（日）～11月 1 日（金）

ラ・コルーニャ

至サウサンプトン

マデイラ島

ラ・パルマ島

テネリフェ島
ランサローテ島

寄港地 国名 入港 出港
1 10/ 9（水）10/20（日）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
2-4 10（木）-12（土） 21（月）-23（水）クルージング --- ---
5 10/13（日）10/24（木）マデイラ島 ポルトガル領 8:00 17:00
6 10/14（月）10/25（金）ラ・パルマ島（カナリア諸島） スペイン領 9:00 18:00
7 10/15（火）10/26（土）テネリフェ島（カナリア諸島）☆ スペイン領 8:00 19:00
8 10/16（水）10/27（日）ランサローテ島（カナリア諸島）☆ スペイン領 8:00 17:00
9-10 17（木）-18（金） 28（月）-29（火）クルージング --- ---
11 10/19（土）10/30（水）ラ・コルーニャ ☆ スペイン 8:00 17:00
12 10/20（日）10/31（木）クルージング --- ---
13 10/21（月）11/ 1（金）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

☆Q929：10/20発は、7,8日目の入港が9:00、11日目の入港が7:00となります。

クイーン・ヴィクトリア

イベリア半島アドベンチャー　11日間
 V928  2019年11月28日（木）～12月 8 日（日）

サウサンプトン

カディス
マラガ

ジブラルタル

リスボン

ラ・コルーニャ

寄港地 国名 入港 出港
11/28（木）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
11/29（金）クルージング --- ---
11/30（土）ラ・コルーニャ スペイン 8:00 17:00
12/ 1（日）クルージング --- ---
12/ 2（月）カディス スペイン 8:00 19:00
12/ 3（火）マラガ スペイン 8:00 22:00
12/ 4（水）ジブラルタル 英領 7:00 14:00
12/ 5（木）リスボン ポルトガル 9:00 19:00
12/ 6（金）～12/ 7（土）クルージング --- ---
12/ 8（日）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

クイーン・ヴィクトリア

カナリア諸島クルーズ　13日間
 V929  2019年12月 8 日（日）～12月20日（金）

リスボン

至サウサンプトン

マデイラ島

ラ・パルマ島

テネリフェ島
ランサローテ島

寄港地 国名 入港 出港
12/ 8（日）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
12/ 9（月）～12/11（水）クルージング --- ---
12/12（木）マデイラ島 ポルトガル領 8:00 17:00
12/13（金）ラ・パルマ島（カナリア諸島） スペイン領 9:00 18:00
12/14（土）テネリフェ島（カナリア諸島） スペイン領 8:00 19:00
12/15（日）ランサローテ島（カナリア諸島） スペイン領 8:00 17:00
12/16（月）クルージング --- ---
12/17（火）リスボン ポルトガル 8:00 18:00
12/18（水）～12/19（木）クルージング --- ---
12/20（金）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

クイーン・ヴィクトリア

カナリア諸島クルーズ　13日間
 V926  2019年11月 4 日（月）～11月16日（土）

リスボン

サウサンプトン

マデイラ島

ラ・パルマ島

グラン・カナリア島
ランサローテ島

寄港地 国名 入港 出港
11/ 4（月）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
11/ 5（火）～11/ 7（木）クルージング --- ---
11/ 8（金）マデイラ島 ポルトガル領 8:00 17:00
11/ 9（土）ラ・パルマ島（カナリア諸島） スペイン領 9:00 18:00
11/10（日）グラン・カナリア島（カナリア諸島） スペイン領 8:00 18:00
11/11（月）ランサローテ島（カナリア諸島） スペイン領 8:00 17:00
11/12（火）クルージング --- ---
11/13（水）リスボン ポルトガル 8:00 18:00
11/14（木）～15（金）クルージング --- ---
11/16（土）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

カナリア諸島／イベリア半島

凱旋門／リスボン

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥867,000～ BF バルコニー ￥359,000～
P2 プリンセス スイート ￥691,000～ EF オーシャンビュー ￥294,000～
A2 クラブ バルコニー ￥502,000～ I F スタンダード（内側） ￥222,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥11,356
代金の適用条件・ご注意…P.40

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥765,000～ BF バルコニー ￥302,000～
P2 プリンセス スイート ￥573,000～ EF オーシャンビュー ￥248,000～
A2 クラブ バルコニー ￥421,000～ I F スタンダード（内側） ￥184,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥12,450
代金の適用条件・ご注意…P.40

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥867,000～ BF バルコニー ￥359,000～
P2 プリンセス スイート ￥691,000～ EF オーシャンビュー ￥294,000～
A2 クラブ バルコニー ￥502,000～ I F スタンダード（内側） ￥222,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥11,501
代金の適用条件・ご注意…P.40

◆ V924 カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥869,000～ BF バルコニー ￥359,000～
P2 プリンセス スイート ￥695,000～ EF オーシャンビュー ￥294,000～
A2 クラブ バルコニー ￥500,000～ I F スタンダード（内側） ￥218,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥10,044
代金の適用条件・ご注意…P.40　Q929の代金はお問い合わせください

マデイラ島

  V924  Q929  

2928

カナリア諸島／イベリア半島カナリア諸島／イベリア半島

※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。     ※掲載外の日程・代金はwww.cunard.jpまたは最寄りの旅行会社へお問い合わせください。



クイーン・メリー 2　

アメリカ独立記念日 ハリファックスとボストン
8日間

 M919  2019年 6 月30日（日）～ 7 月 7 日（日）

ニューポート

ニューヨーク

ハリファックス

ボストン

寄港地 国名 入港 出港
6 /30（日）ニューヨーク アメリカ 午後乗船 17:00
7 / 1（月）クルージング --- ---
7 / 2（火）ハリファックス カナダ 7:00 18:30
7 / 3（水）クルージング --- ---
7 / 4（木）

ボストン アメリカ
4:00 船中泊

7 / 5（金） --- 2:00
7 / 6（土）ニューポート A アメリカ 8:00 18:00
7 / 7（日）ニューヨーク アメリカ 午前下船 ---

カナダ・ニューイングランド

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q7 クイーンズ スイート ￥653,000～ BF バルコニー ￥343,000～
P2 プリンセス スイート ￥527,000～ BZ バルコニー（船体内・屋根付） ￥304,000～
A2 クラブ バルコニー ￥395,000～ EF オーシャンビュー ￥252,000～

I F スタンダード(内側 ) ￥224,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥22,004
代金の適用条件・ご注意…P.40　A…錨泊

◆M927 カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q7 クイーンズ スイート ￥596,000～ BF バルコニー ￥291,000～
P2 プリンセス スイート ￥493,000～ BZ バルコニー（船体内・屋根付） ￥252,000～
A2 クラブ バルコニー ￥332,000～ EF オーシャンビュー ￥195,000～

I F スタンダード(内側 ) ￥161,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥21,330
代金の適用条件・ご注意…P.40　A…錨泊　掲載外の代金はお問い合わせください

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q7 クイーンズ スイート ￥1,077,000～ BF バルコニー ￥440,000～
P2 プリンセス スイート ￥733,000～ BZ バルコニー（船体内・屋根付） ￥378,000～
A2 クラブ バルコニー ￥584,000～ EF オーシャンビュー ￥332,000～

I F スタンダード(内側 ) ￥264,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥19,800
代金の適用条件・ご注意…P.40　A…錨泊　PA…錨泊の可能性あり

クイーン・メリー 2　

ニューイングランドとカナダ
8日間/15日間

♦ M927  2019年 9 月 1 日（日）～ 9 月 8 日（日） 8 日間
♦ M927A  2019年 9 月 1 日（日）～ 9 月15日（日） 15日間
♦ M928  2019年 9 月 8 日（日）～ 9 月15日（日） 8 日間
♦ M931  2019年10月 4 日（金）～10月11日（金）8 日間
♦ M931A  2019年10月 4 日（金）～10月18日（金） 15日間
♦ M932  2019年10月11日（金）～10月18日（金） 8 日間

ニューヨーク

バー・ハーバー

コーナー・ブルック

セティル
サグネイ

シドニー

ハリファックス
ケベックシティ

♦ ♦ 寄港地 国名 入港 出港
1 1 9 / 1（日）10/ 4（金）ニューヨーク アメリカ 午後乗船 17:00
2 2 9 / 2（月）10/ 5（土）クルージング --- ---
3 3 9 / 3（火）10/ 6（日）バー・ハーバー A アメリカ 8:00 18:00
4 4 9 / 4（水）10/ 7（月）クルージング --- ---
5 5 9 / 5（木）10/ 8（火）コーナー・ブルック カナダ 9:00 17:00
6 6 9 / 6（金）10/ 9（水）セティル カナダ 9:00 17:00
7 ♦ 7 9 / 7（土）10/10（木）

ケベックシティ カナダ
12:00 船中泊

8 1 8 9 / 8（日）10/11（金） --- 船中泊
2 9 9 / 9（月）10/12（土） --- 19:00
3 10 9 /10（火）10/13（日）サグネイ カナダ 8:00 18:00
4 11 9 /11（水）10/14（月）クルージング --- ---
5 12 9 /12（木）10/15（火）シドニー A カナダ 8:00 18:00
6 13 9 /13（金）10/16（水）ハリファックス カナダ 9:00 18:00
7 14 9 /14（土）10/17（木）クルージング --- ---
8 15 9 /15（日）10/18（金）ニューヨーク アメリカ 午前下船 ---

ケベックシティ

パナマ運河

ハリファックス

初夏のボストンでアメリカ独立記念日を祝い、キュナードの創業者サミュエル・キュナードの生誕地ハリファックスに寄港
します。秋にはケベック州、セント・ローレンス川を彩る美しい紅葉のカナダとニューイングランドを訪れます。

クイーン・エリザベスは初めて夏の中米を周遊します。中米の自然豊かな寄港地を巡り、閘門式のパナマ運河を通過するクルー
ズならではの体験を。晩秋にはクイーン・メリー２がカリブ海の島々を巡ります。美しいビーチ・リゾートをご堪能ください。

パナマ運河／カリブ海

クイーン・エリザベス

パナマ運河　17日間
 Q920  2019年 7 月 5 日（金）～ 7 月21日（日）

ロサンゼルス

フォート・ローダーデール

カボ・サン・ルーカス

プエルト・ケツァル

プンタレナス フエルト・アマドール

アルバ島

寄港地 国名 入港 出港
7 / 5（金）ロサンゼルス アメリカ 午後乗船 17:00
7 / 6（土）～ 7 / 7（日） クルージング --- ---
7 / 8（月）カボ・サン・ルーカス A メキシコ 8:00 18:00
7 / 9（火）～ 7 /10（水） クルージング --- ---
7 /11（木）プエルト・ケツァル グアテマラ 9:00 20:00
7 /12（金）クルージング --- ---
7 /13（土）プンタレナス コスタリカ 9:00 18:00
7 /14（日）クルージング --- ---
7 /15（月）フエルト・アマドール（パナマシティ） M/A パナマ 8:00 18:00
7 /16（火）パナマ運河通過（クルージング） 5:00 17:00
7 /17（水）クルージング --- ---
7 /18（木）アルバ島 蘭領 9:00 17:00
7 /19（金）～ 7 /20（土） クルージング --- ---
7 /21（日）フォート・ローダーデール アメリカ 午前下船 ---

クイーン・メリー 2　

東カリブ海クルーズ　13日間
 M939  2019年11月26日（火）～12月 8 日（日）

セント・キッツ島

ニューヨーク

トルトラ

ドミニカ
バルバドス島

セント・ルシア島

寄港地 国名 入港 出港
11/26（火）ニューヨーク アメリカ 午後乗船 17:00
11/27（水）～29（金） クルージング --- ---
11/30（土）トルトラ 英領 7:00 17:00
12/ 1（日）ドミニカ PA ドミニカ 9:00 18:00
12/ 2（月）バルバドス島 バルバドス 8:00 22:00
12/ 3（火）セント・ルシア島 A セントルシア 8:00 18:00
12/ 4（水）セント・キッツ島 PA セントクリストファー・ネイビス 8:00 17:00
12/ 5（木）～ 7（土） クルージング --- ---
12/ 8（日）ニューヨーク アメリカ 午前下船 ---

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥925,000～ BF バルコニー ￥371,000～
P2 プリンセス スイート ￥789,000～ EF オーシャンビュー ￥334,000～
A2 クラブ バルコニー ￥556,000～ I F スタンダード（内側） ￥237,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥39,159
代金の適用条件・ご注意…P.40　M…初寄港　A…錨泊

  M927  M927A
  M928  M931
  M931A  M932

3130

パナマ運河／カリブ海

※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。 ※掲載外の日程・代金はwww.cunard.jpまたは最寄りの旅行会社へお問い合わせください。

カナダ・ニューイングランド



オーストラリア

クイーン・エリザベス

フリーマントル～アデレード　7日間
フリーマントル～メルボルン　9日間

♦ Q933A  2019年12月 6 日（金）～12月12日（木）7 日間
♦ Q933  2019年12月 6 日（金）～12月14日（土）9 日間

フリーマントル

メルボルン

アデレード

アルバニー

エスペランス

♦ ♦ 寄港地 国名 入港 出港
1 1 12/ 6（金）フリーマントル（パース） オーストラリア 午後乗船 22:00
2 2 12/ 7（土）クルージング --- ---
3 3 12/ 8（日）アルバニー M オーストラリア 8:00 18:00
4 4 12/ 9（月）エスぺランス M/A オーストラリア 8:00 18:00
5-6 5-6 12/10（火）～12/11（水）クルージング --- ---
7 7 12/12（木）アデレード オーストラリア 7:00 18:00

8 12/13（金）クルージング --- ---
9 12/14（土）メルボルン オーストラリア 午前下船 ---

クイーン・エリザベス

メルボルン～アデレード　7日間
メルボルン発着　9日間

♦ Q934A  2019年12月14日（土）～12月20日（金）7 日間
♦ Q934  2019年12月14日（土）～12月22日（日）9 日間

アデレード

メルボルン

バーニー

カンガルー島

ホバート

♦ ♦ 寄港地 国名 入港 出港
1 1 12/14（土）メルボルン オーストラリア 午後乗船 18:00
2 2 12/15（日）バーニー オーストラリア 8:00 18:00
3 3 12/16（月）クルージング --- ---
4 4 12/17（火）ホバート オーストラリア 7:00 18:00
5 5 12/18（水）クルージング --- ---
6 6 12/19（木）カンガルー島 A オーストラリア 8:00 18:00
7 7 12/20（金）アデレード オーストラリア 6:00 18:00
8 12/21（土）クルージング --- ---
9 12/22（日）メルボルン オーストラリア 午前下船 ---

クイーン・エリザベス

アデレード発着　9日間
 Q933C  2019年12月12日（木）～12月20日（金）

アデレード

メルボルン

バーニー

カンガルー島

ホバート

寄港地 国名 入港 出港
12/12（木）アデレード オーストラリア 午後乗船 18:00
12/13（金）クルージング --- ---
12/14（土）メルボルン オーストラリア 7:00 18:00
12/15（日）バーニー オーストラリア 8:00 18:00
12/16（月）クルージング --- ---
12/17（火）ホバート オーストラリア 7:00 18:00
12/18（水）クルージング --- ---
12/19（木）カンガルー島 A オーストラリア 8:00 18:00
12/20（金）アデレード オーストラリア 午前下船 ---

◆ Q933A カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥512,000～ BF バルコニー ￥206,000～
P2 プリンセス スイート ￥439,000～ EF オーシャンビュー ￥182,000～
A2 クラブ バルコニー ￥235,000～ I F スタンダード（内側） ￥124,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥7,314
代金の適用条件・ご注意…P.40　M…初寄港　A…錨泊　
Q933の代金はお問い合わせください

◆ Q934A カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥512,000～ BF バルコニー ￥206,000～
P2 プリンセス スイート ￥439,000～ EF オーシャンビュー ￥182,000～
A2 クラブ バルコニー ￥235,000～ I F スタンダード（内側） ￥124,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥8,614
代金の適用条件・ご注意…P.40　A…錨泊　Q934の代金はお問い合わせください

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥622,000～ BF バルコニー ￥274,000～
P2 プリンセス スイート ￥525,000～ EF オーシャンビュー ￥243,000～
A2 クラブ バルコニー ￥313,000～ I F スタンダード（内側） ￥165,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥12,715
代金の適用条件・ご注意…P.40　A…錨泊

メルボルン

クレイドル・マウンテン国立公園（タスマニア島）／バーニー

クイーン・エリザベスはデビュー以来初めて、年末のオーストラリアに寄港します。オーストラリアは独自の進化を遂げた
野生動物が生息する手つかずの大自然と都市が共存しています。世界遺産にも登録されたタスマニア島の原生林、アボリジ
ニの伝承文化、19世紀の入植者達による建築物など、ユニークな歴史と文化を初夏の美しい風景とともにご堪能いただけます。

クイーン・エリザベス

アデレード～メルボルン　3日間
 Q933B  2019年12月12日（木）～12月14日（土）
 Q934C  2019年12月20日（金）～12月22日（日）

アデレード

メルボルン

寄港地 国名 入港 出港
12/12（木）12/20（金）アデレード オーストラリア 午後乗船 18:00
12/13（金）12/21（土）クルージング --- ---
12/14（土）12/22（日）メルボルン オーストラリア 午前下船 ---

◆ Q933B カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥171,000～ BF バルコニー ￥69,000～
P2 プリンセス スイート ￥147,000～ EF オーシャンビュー ￥61,000～
A2 クラブ バルコニー ￥79,000～ I F スタンダード（内側） ￥42,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥4,214
代金の適用条件・ご注意…P.40
Q934Cの代金はお問い合わせください

  Q933A  Q933    Q933B  Q934C  

  Q934A  Q934  

3332

オーストラリアオーストラリア

※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。 ※掲載外の日程・代金はwww.cunard.jpまたは最寄りの旅行会社へお問い合わせください。



ショートクルーズ

クイーン・ヴィクトリア

キール～サウサンプトン　4日間
   ♦ V911B  2019年 5 月 9 日（木）～ 5 月12日（日） 
   ♦ V918C  2019年 7 月25日（木）～ 7 月28日（日）

スカーゲン

ヨーテボリ

サウサンプトン

キール

♦ 寄港地 国名 入港 出港
1 5 / 9（木） 7/25（木）キール ドイツ 午後乗船 17:00
2 5 /10（金） スカーゲン デンマーク 9:00 17:00
3 5 /11（土） 7/27（土）クルージング --- ---
4 5 /12（日） 7/28（日）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

♦V918C：7/25発は、2日目の寄港地が下記に変更となります。

2 7/26（金）ヨーテボリ スウェーデン 9:00 17:00

◆ V911B カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥147,000～ BF バルコニー ￥71,000～
P2 プリンセス スイート ￥114,000～ EF オーシャンビュー ￥60,000～
A2 クラブ バルコニー ￥87,000～ I F スタンダード（内側） ￥49,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥6,662
代金の適用条件・ご注意…P.40　V918Cの代金はお問い合わせください

クイーン・エリザベス

バンクーバー～サンフランシスコ　4日間
バンクーバー～ロサンゼルス　 　6日間
♦ Q919A  2019年 6 月30日（日）～ 7 月 3 日（水）4 日間
♦ Q919  2019年 6 月30日（日）～ 7 月 5 日（金）6 日間

バンクーバー

ロサンゼルス

サンフランシスコ

♦ ♦ 寄港地 国名 入港 出港
1 1 6 /30（日）バンクーバー カナダ 午後乗船 18:00
2-3 2-3 7 / 1（月）～ 7 / 2（火） クルージング --- ---
4 4 7 / 3（水）サンフランシスコ アメリカ 6:00 18:00

5 7 / 4（木）
ロサンゼルス アメリカ

18:00 船中泊
6 7 / 5（金） 午前下船 ---

◆ Q919A カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥261,000～ BF バルコニー ￥105,000～
P2 プリンセス スイート ￥202,000～ EF オーシャンビュー ￥95,000～
A2 クラブ バルコニー ￥150,000～ I F スタンダード（内側） ￥85,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥10,951
代金の適用条件・ご注意…P.40　Q919の代金はお問い合わせください

新しい一年の始まりを船上で迎えてはいかがでしょうか。
クイーン・エリザベスは初のオーストラリアからニューイ
ヤー クルーズに出発、日本よりも早い新年を迎えます。ク
イーン・メリー2は美しいカリブ海の洋上で、クイーン・ヴィ
クトリアは花々で彩られた温暖なカナリア諸島で新年をお
祝いします。祝賀ムードの華やかなクルーズです。

3日から６日の短期間で、気軽にご乗船いただけるのが、ショートクルーズです。キュナードの伝統的な航路のひとつ、ル・アー
ブルやガーンジー島、運河を望む風光明媚な景色が魅力のブルージュ、ハンブルグ、アムステルダムなどを訪れます。また
春の北欧や、陽光降り注ぐ初夏の北米西海岸など、多彩なクルーズを取りそろえております。　　

クリスマス＆ニューイヤー クルーズ

クイーン・メリー 2　

東カリブ海クルーズ　13日間
 M001  2019年12月22日（日）～2020年 1 月 3 日（金）

セント・キッツ島

ニューヨーク

セント・トーマス島

ドミニカ
バルバドス島

セント・マーチン島

寄港地 国名 入港 出港
12/22（日）ニューヨーク アメリカ 午後乗船 17:00
12/23（月）～12/25（水） クルージング --- ---
12/26（木）セント・トーマス島 PA 米領 7:00 17:00
12/27（金）ドミニカ PA ドミニカ 9:00 18:00
12/28（土）バルバドス島 バルバドス 8:00 17:00
12/29（日）セント・キッツ島 PA セントクリストファー・ネイビス 9:00 18:00
12/30（月）セント・マーチン島 蘭領 7:00 18:00
12/31（火）～ 1 / 2（木）クルージング --- ---
1 / 3（金）ニューヨーク アメリカ 午前下船 ---

クイーン・ヴィクトリア

カナリア諸島セレブレーション　15日間
 V001  2019年12月23日（月）～2020年 1 月 6 日（月）

至サウサンプトン

マデイラ島

リスボン

ラ・パルマ島
ランサローテ島

グラン・カナリア島
テネリフェ

寄港地 国名 入港 出港
12/23（月）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
12/24（火）～12/26（木）クルージング --- ---
12/27（金）ランサローテ島（カナリア諸島） スペイン領 9:00 18:00
12/28（土）グラン・カナリア島（カナリア諸島） スペイン領 7:00 18:00
12/29（日）テネリフェ島（カナリア諸島） スペイン領 8:00 18:00
12/30（月）ラ・パルマ島（カナリア諸島） スペイン領 8:00 18:00
12/31（火）

マデイラ島 PA ポルトガル領
9:00 船中泊

1 / 1（水） --- 1:00
1 / 2（木）クルージング --- ---
1 / 3（金）リスボン ポルトガル 6:00 17:00
1 / 4（土）～ 1 / 5（日）クルージング --- ---
1 / 6（月）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

クイーン・エリザベス

オーストラリアとニュージーランド　15日間
 Q001  2019年12月22日（日）～2020年 1 月 5 日（日）

メルボルン

バーニー

ダニーデン

アカロア

ウェリントン

オークランド

フィヨルドランド

寄港地 国名 入港 出港
12/22（日）メルボルン オーストラリア 午後乗船 18:00
12/23（月）バーニー オーストラリア 8:00 18:00
12/24（火）～12/25（水）クルージング --- ---
12/26（木）フィヨルドランド（クルージング） 7:00 17:00
12/27（金）ダニーデン ニュージーランド 9:00 18:00
12/28（土）アカロア A ニュージーランド 8:00 18:00
12/29（日）ウェリントン ニュージーランド 8:00 18:00
12/30（月）クルージング --- ---
12/31（火）

オークランド ニュージーランド
7:00 船中泊

1 / 1（水） --- 17:00
1 / 2（木）～ 1 / 4（土）クルージング --- ---
1 / 5（日）メルボルン オーストラリア 午前下船 ---

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥1,098,000～ BF バルコニー ￥499,000～
P2 プリンセス スイート ￥929,000～ EF オーシャンビュー ￥415,000～
A2 クラブ バルコニー ￥568,000～ I F スタンダード（内側） ￥296,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥28,066
代金の適用条件・ご注意…P.40　A…錨泊

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥1,012,000～ BF バルコニー ￥419,000～
P2 プリンセス スイート ￥806,000～ EF オーシャンビュー ￥343,000～
A2 クラブ バルコニー ￥586,000～ I F スタンダード（内側） ￥259,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥12,882
代金の適用条件・ご注意…P.40　PA…錨泊の可能性あり

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q7 クイーンズ スイート ￥1,184,000～ BF バルコニー ￥477,000～
P2 プリンセス スイート ￥837,000～ BZ バルコニー（船体内・屋根付） ￥394,000～
A2 クラブ バルコニー ￥706,000～ EF オーシャンビュー ￥370,000～

I F スタンダード(内側 ) ￥297,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥19,062
代金の適用条件・ご注意…P.40　PA…錨泊の可能性あり

セント・マーチン島

キール

  V911B  V918C   Q919A  Q919  

3534

ショートクルーズクリスマス＆ニューイヤー 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。 ※掲載外の日程・代金はwww.cunard.jpまたは最寄りの旅行会社へお問い合わせください。



クイーン・エリザベス

ビッグバンド・ボール　5日間
Q927  2019年10月 4 日（金）～10月 8 日（火）

サウサンプトン アムステルダム

寄港地 国名 入港 出港
10/ 4（金）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
10/ 5（土）クルージング --- ---
10/ 6（日）

アムステルダム オランダ
6:00 船中泊

10/ 7（月） --- 11:59
10/ 8（火）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥180,000～ BF バルコニー ￥93,000～
P2 プリンセス スイート ￥152,000～ EF オーシャンビュー ￥71,000～
A2 クラブ バルコニー ￥125,000～ I F スタンダード（内側） ￥60,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥8,125
代金の適用条件・ご注意…P.40　テーマクルーズ…P.16

クイーン・エリザベス

ブルージュ ショートブレイク　3日間
♦ Q930  2019年11月 1 日（金）～11月 3 日（日）

クイーン・メリー 2　

ブルージュ ショートブレイク　3日間
☆ ♦ M937  2019年11月17日（日）～11月19日（火）

クイーン・ヴィクトリア

ブルージュ ショートブレイク　4日間
♦ V930  2019年12月20日（金）～12月23日（月）

サウサンプトン

ゼーブルージュ

♦ ♦ 寄港地 国名 入港 出港
1 1 サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
2 ゼーブルージュ（ブルージュ）☆ ベルギー 8:00 18:00

4 3 サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

☆M937：11/17発は、2日目の出港時間が17:00となります。
♦V930：12/20発は、2日目と3日目が下記に変更となり、4日間となります。
2 クルージング --- ---
3 ゼーブルージュ（ブルージュ） ベルギー 8:00 17:00

     Big Band Ball

クイーン・エリザベス

ガーンジー島 ショートブレイク　4日間
Q922  2019年 8 月 8 日（木）～ 8 月11日（日）

サウサンプトン

セント・ピーター・ポート

寄港地 国名 入港 出港
8 / 8（木）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
8 / 9（金）クルージング --- ---
8 /10（土）セント・ピーター・ポート（ガーンジー島） A イギリス 7:00 18:00
8 /11（日）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q6 クイーンズ スイート ￥180,000～ BF バルコニー ￥93,000～
P2 プリンセス スイート ￥152,000～ EF オーシャンビュー ￥71,000～
A2 クラブ バルコニー ￥125,000～ I F スタンダード（内側） ￥60,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥4,919
代金の適用条件・ご注意…P.40　A…錨泊

クイーン・メリー 2　

ブルージュとガーンジー島　6日間
 M912  2019年 5 月12日（日）～ 5 月17日（金）

セント・ピーター・ポート

サウサンプトン
ゼーブルージュ

寄港地 国名 入港 出港
5 /12（日）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
5 /13（月）クルージング --- ---
5 /14（火）ゼーブルージュ（ブルージュ） ベルギー 8:00 18:00
5 /15（水）サウスコーンウォール（クルージング） 11:00 16:00
5 /16（木）セント・ピーター・ポート（ガーンジー島） A イギリス 7:00 18:00
5 /17（金）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q7 クイーンズ スイート ￥298,000～ BF バルコニー ￥145,000～
P2 プリンセス スイート ￥212,000～ BZ バルコニー（船体内・屋根付） ￥126,000～
A2 クラブ バルコニー ￥155,000～ EF オーシャンビュー ￥98,000～

I F スタンダード(内側 ) ￥86,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥6,579
代金の適用条件・ご注意…P.40　A…錨泊

クイーン・メリー 2　

東廻り ハンブルグ ショートブレイク　3日間
 M916C  2019年 6 月14日（金）～ 6 月16日（日）
M929C  2019年 9 月22日（日）～ 9 月24日（火）

 M933C  2019年10月25日（金）～10月27日（日）

クイーン・ヴィクトリア

東廻り ハンブルグ ショートブレイク　3日間
V918A  2019年 7 月14日（日）～ 7 月16日（火）

寄港地 国名 入港 出港
1 サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
2 クルージング --- ---
3 ハンブルグ ドイツ 午前下船 ---

◆M916C  カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q7 クイーンズ スイート ￥121,000～ BF バルコニー ￥58,000～
P2 プリンセス スイート ￥86,000～ BZ バルコニー（船体内・屋根付） ￥52,000～
A2 クラブ バルコニー ￥63,000～ EF オーシャンビュー ￥40,000～

I F スタンダード(内側 ) ￥35,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥6,294
代金の適用条件・ご注意…P.40　
M929C、M933C、V918Aの代金はお問い合わせください

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q7 クイーンズ スイート ￥195,000～ BF バルコニー ￥94,000～
P2 プリンセス スイート ￥155,000～ BZ バルコニー（船体内・屋根付） ￥81,000～
A2 クラブ バルコニー ￥109,000～ EF オーシャンビュー ￥63,000～

I F スタンダード(内側 ) ￥58,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） 9,315
代金の適用条件・ご注意…P.40

◆M937  カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q7 クイーンズ スイート ￥121,000～ BF バルコニー ￥58,000～
P2 プリンセス スイート ￥92,000～ BZ バルコニー（船体内・屋根付） ￥52,000～
A2 クラブ バルコニー ￥69,000～ EF オーシャンビュー ￥40,000～

I F スタンダード(内側 ) ￥35,000～ 
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥5,386
代金の適用条件・ご注意…P.40   Q930、V930の代金はお問い合わせください

カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q7 クイーンズ スイート ￥298,000～ BF バルコニー ￥142,000～
P2 プリンセス スイート ￥212,000～ BZ バルコニー（船体内・屋根付） ￥126,000～
A2 クラブ バルコニー ￥155,000～ EF オーシャンビュー ￥98,000～

I F スタンダード(内側 ) ￥86,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥9,426
代金の適用条件・ご注意…P.40　A…錨泊

クイーン・メリー 2　

ブルージュとガーンジー島　6日間
 M917  2019年 6 月16日（日）～ 6 月21日（金）

セント・ピーター・ポート

ゼーブルージュ

ハンブルグ

寄港地 国名 入港 出港
6 /16（日）ハンブルグ ドイツ 午後乗船 19:00
6 /17（月）クルージング --- ---
6 /18（火）ゼーブルージュ（ブルージュ） ベルギー 6:00 17:00
6 /19（水）セント・ピーター・ポート（ガーンジー島） A イギリス 8:00 18:00
6 /20（木）クルージング --- ---
6 /21（金）ハンブルグ ドイツ 午前下船 ---

クイーン・メリー 2　

ハンブルグ ショートブレイク　5日間
 M929D  2019年 9 月22日（日）～ 9 月26日（木）

寄港地 国名 入港 出港
9 /22（日）サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
9 /23（月）クルージング --- ---
9 /24（火）ハンブルグ ドイツ 7:00 19:00
9 /25（水）クルージング --- ---
9 /26（木）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

◆M918A カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q7 クイーンズ スイート ￥121,000～ BF バルコニー ￥58,000～
P2 プリンセス スイート ￥86,000～ BZ バルコニー（船体内・屋根付） ￥52,000～
A2 クラブ バルコニー ￥63,000～ EF オーシャンビュー ￥40,000～

I F スタンダード(内側 ) ￥35,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥4,448
代金の適用条件・ご注意…P.40　M930A、M935Aの代金はお問い合わせください

クイーン・メリー 2　

西廻り ハンブルグ ショートブレイク　3日間
 M918A  2019年 6 月21日（金）～ 6 月23日（日）
 M930A  2019年 9 月24日（火）～ 9 月26日（木）
 M935A  2019年11月 1 日（金）～ 11月 3 日（日）

寄港地 国名 入港 出港
1 6 /21（金） 9 /24（火）11/ 1（金）ハンブルグ ドイツ 午後乗船 19:00
2 6 /22（土） 9 /25（水）11/ 2（土）クルージング --- ---
3 6 /23（日） 9 /26（木）11/ 3（日）サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

ガーンジー島

ブルージュ

ロッテルダム郊外／アムステルダム

ハンブルグ

サウサンプトン

テーマクルーズ

  M916C  M929C  M933C
  V918A  M918A  M930A

  M935A  M929D   

 Q930  M937  V930  

3736

ショートクルーズショートクルーズ

※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。 ※掲載外の日程・代金はwww.cunard.jpまたは最寄りの旅行会社へお問い合わせください。



◇ 175 年以上の歴史ある伝統のクルーズ◇

創業者サミュエル・キュナードは、1840（天保11）年
に「イギリス北アメリカ王室郵便汽船会社」を設立、
ボストン〜ニューヨーク〜リバプール間で北大西洋横
断定期航路の運行を始めました。現在、大西洋横断ク
ルーズを定期航路としている客船会社は、世界で唯一
キュナードだけです。

伝統の大西洋横断クルーズ

クイーン・メリー 2　

東廻り大西洋横断　8日間
 M909  2019年 4 月21日（日）～ 4 月28日（日）
 M911  2019年 5 月 5 日（日）～ 5 月12日（日）
 M914  2019年 5 月24日（金）～ 5 月31日（金）
 M916A  2019年 6 月 7 日（金）～ 6 月14日（金）
 M920  2019年 7 月 7 日（日）～ 7 月14日（日）
＊ M922  2019年 7 月28日（日）～ 8 月 4 日（日）

 M925  2019年 8 月18日（日）～ 8 月25日（日）
＊ M929A  2019年 9 月15日（日）～ 9 月22日（日）

 M933A  2019年10月18日（金）～10月25日（金）
 M936  2019年11月10日（日）～11月17日（日）
 M940  2019年12月 8 日（日）～12月15日（日）

寄港地 国名 入港 出港
1 ニューヨーク アメリカ 午後乗船 17:00
2-7 クルージング --- ---
8 サウサンプトン イギリス 午前下船 ---

＊M922：7/28発は、ファッションウイーク（テーマクルーズ）となります。
＊M929A：9/15発は、アンソニー・イングリス＆ナショナル交響楽団
　（テーマクルーズ）となります。
＊テーマクルーズの詳細はP.16をご参照ください。

クイーン・メリー 2　

西廻り大西洋横断　8日間/9日間
❖ ☆ M910  2019年 4 月28日（日）～ 5 月 5 日（日）
    M913  2019年 5 月17日（金）～ 5 月24日（金）
    M915  2019年 5 月31日（金）～ 6 月 7 日（金）
    M918D  2019年 6 月23日（日）～ 6 月30日（日）
＊ M924  2019年 8 月11日（日）～ 8 月18日（日）
    M926  2019年 8 月25日（日）～ 9 月 1 日（日）

＊ ♦ M930F  2019年 9 月26日（木）～10月 4 日（金）
❖ M930J  2019年 9 月27日（金）～10月 4 日（金）
    M935B  2019年11月 3 日（日）～11月10日（日）
＊ M938  2019年11月19日（火）～11月26日（火）
    M941  2019年12月15日（日）～12月22日（日）

♦ 寄港地 国名 入港 出港
1 1 サウサンプトン イギリス 午後乗船 16:30
2-7 3-8 クルージング --- ---
8 9  ニューヨーク アメリカ 午前下船 ---

☆M910：4/28発は、出港時間が17:00となります。 ❖ …ゴールデンウィーク
♦M930F：9/26発は、2日目にル・アーブルに寄港し、9日間となります。

2 ル・アーブル フランス 7:00 19:00

❖M930J：9/27発は、ル・アーブル～ニューヨーク 8日間となります。
1 ル・アーブル フランス 午後乗船 19:00

＊M924：8/11発は、ダンス・ジ・アトランティック（テーマクルーズ）となります。
＊M930F：9/26発は、ワールドスペースウィーク（テーマクルーズ）となります。
＊テーマクルーズの詳細はP.16をご参照ください。
＊M938は「キュナード＆サウサンプトン100周年」の祝賀イベントが予定されています。

クイーン・メリー 2　

東廻り大西洋横断からハンブルグ　10日間
 M916  2019年 6 月 7 日（金）～ 6 月16日（日）
 M929  2019年 9 月15日（日）～ 9 月24日（火）
 M933  2019年10月18日（金）～10月27日（日）

寄港地 国名 入港 出港
1 ニューヨーク アメリカ 午後乗船 17:00
2-7 クルージング --- ---
8 サウサンプトン イギリス 6:30 16:30
9 クルージング --- ---
10 ハンブルグ ドイツ 午前下船 ---

クイーン・メリー 2　

ハンブルグから西廻り大西洋横断 10日間/11日間
♦ M918  2019年 6 月21日（金）～ 6 月30日（日）
♦ M930  2019年 9 月 24日（火）～10月 4 日（金）
♦ M935  2019年11月 1 日（金）～11月10日（日）

♦ ♦ 寄港地 国名 入港 出港
1 1 ハンブルグ ドイツ 午後乗船 19:00
2 2 クルージング --- ---
3 3 サウサンプトン イギリス 6:30 16:30
4-9 5-10 クルージング --- ---
10 11 ニューヨーク アメリカ 午前下船 ---

♦M930：9/24発は4日目にル・アーブルが追加され11日間のクルーズになります。
4 ル・アーブル フランス 7:00 19:00

東廻り 西廻り
Eastbound Westbound

ニューヨーク

ハンブルグ

サウサンプトン

ル・アーブル

バッキンガム宮殿／ロンドン 初代クイーン・メリー

ハンブルグ オンフルール／ル・アーブル

◆M909 カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q7 クイーンズ スイート ￥635,000～ BF バルコニー ￥258,000～
P2 プリンセス スイート ￥464,000～ BZ バルコニー（船体内・屋根付） ￥208,000～
A2 クラブ バルコニー ￥321,000～ EF オーシャンビュー ￥188,000～

I F スタンダード(内側 ) ￥134,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥8,209
代金の適用条件・ご注意…P.40  上記掲載外の代金はお問い合わせください

◆M933 カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q7 クイーンズ スイート ￥842,000～ BF バルコニー ￥345,000～
P2 プリンセス スイート ￥636,000～ BZ バルコニー（船体内・屋根付） ￥275,000～
A2 クラブ バルコニー ￥424,000～ EF オーシャンビュー ￥247,000～

I F スタンダード(内側 ) ￥189,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥13,827
代金の適用条件・ご注意…P.40　上記掲載外の代金はお問い合わせください

◆M941 カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q7 クイーンズ スイート ￥641,000～ BF バルコニー ￥240,000～
P2 プリンセス スイート ￥457,000～ BZ バルコニー（船体内・屋根付） ￥196,000～
A2 クラブ バルコニー ￥304,000～ EF オーシャンビュー ￥174,000～

I F スタンダード(内側 ) ￥131,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥10,820
代金の適用条件・ご注意…P.40　  上記掲載外の代金はお問い合わせください

◆M935 カテゴリー   代  金 カテゴリー   代  金
Q7 クイーンズ スイート ￥825,000～ BF バルコニー ￥328,000～
P2 プリンセス スイート ￥619,000～ BZ バルコニー（船体内・屋根付） ￥258,000～
A2 クラブ バルコニー ￥407,000～ EF オーシャンビュー ￥229,000～

I F スタンダード(内側 ) ￥172,000～
  租税、手数料及び港湾費用（別途） ￥14,686
代金の適用条件・ご注意…P.40　  上記掲載外の代金はお問い合わせください

ニューヨーク

創業以来続く伝統の大西洋横断クルーズは、今も昔と変わらぬ人々の夢を乗せ出港しています。現在の大西洋横断クルーズは、
洋上唯一のプラネタリウムなど革新的で快適な設備を擁し、船内プログラムやアクティビティが予定されています。終日航
海が続く日も存分にお楽しみいただけます。また、テーマクルーズも予定されています。

ゴールデンウィーク
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大西洋横断クルーズ大西洋横断クルーズ

※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。 ※掲載外の日程・代金はwww.cunard.jpまたは最寄りの旅行会社へお問い合わせください。



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 － － ● ●
ペンハリガンのアメニティ 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
◆インスイート・ダイニング

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

※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。

リピーター特典
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。

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（2018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。
但し、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。
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※各カテゴリーのアメニティ一覧はP.41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・エリザベスは2018年11月に改装が予定されています。

クイーン・エリザベス／クイーン・ヴィクトリア

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

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 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
［QE：約128m2 ］
［QV：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）

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

IA

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12m2  ］ 
KC

◆シングルベッド 
◆バスルーム（シャワー）

シングル（内側）
 ［約15m2  ］ 
LC

◆シングルベッド 
◆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
［QE：約47m2 ］ 
［QV：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）
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CONNEXIONS
2&3

PHOTO GALLERY & STUDIO
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CONNEXIONS

前方
▲  

前方

▲  

◆ 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 8,7

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。
※2018年9月1日現在のデッキプランで、2018年11月に改装が予定されています。
※2019年5月末よりBAの客室の一部（7054・7056・7073・7077）がA1となる予定で、該当の客室はA1で表示されています。

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

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

デッキ 12

▲

デッキ 11

▲

デッキ 10

▲

デッキ 9

▲ デッキ 3

▲

デッキ 4

▲

デッキ 5

▲

デッキ 6

▲

デッキ 8

▲ デッキ 2

▲

デッキ 7

▲ デッキ 1

▲
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前方
▲  

前方

▲  

◆ 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。

デッキ 12

▲

デッキ 11

▲

デッキ 10

▲

デッキ 9

▲

デッキ 6

▲

デッキ 5

▲

デッキ 4

▲

デッキ 3

▲

デッキ 2

▲

デッキ 1

▲

デッキ８

▲

デッキ 7

▲
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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
［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.41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

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）
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ART GALLERY - DECK 3L

GRAND LOBBY
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8.062

8.060
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8.056

8.054
8.052

8.050

8.046
8.044
8.042

8.040

8.038
8.036

8.032

8.034

8.030

8.010

8.028
8.026

8.024
8.022
8.020
8.018
8.016

8.014

8.012

8.008

8.006
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8.002

8.125
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8.111
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8.087
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8.091

8.093
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8.099
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8.067
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8.071
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8.075

8.077
8.079

8.081
8.083
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8.049

8.051

8.053
8.055

8.057
8.059
8.061

8.063

8.065

8.029
8.031

8.033

8.035

8.037

8.039
8.041
8.043

8.045

8.009

8.011
8.013
8.015

8.017
8.019
8.021
8.023

8.025
8.027

8.001
8.003

8.005
8.007
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CHANGING
AREA

LIBRARY
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RESTAURANT
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CANYON RANCH SPACLUB
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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

2.010

2.008

2.006

2.004

PHOTO 
GALLERY

KB

前方
▲  

前方

▲  

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
デッキ 13

▲

デッキ 12

▲

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 7

▲

デッキ 11

▲

デッキ 10

▲
デッキ 9

▲

デッキ 8

▲

5150



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、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、一人あたり最高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%

＊このパンフレットに記載された情報は、2018年9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。

ジェネラル・インフォメーション

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

ニューヨーク

ザ ニッカーボッカー　タイムズスクエア 
フラッグシップ・コレクション ★★★★★

1泊 $ 480～ 延泊（1泊） $290～

サウサンプトン

サウサンプトン ハーバー ホテル&スパ 
フラッグシップ・コレクション ★★★★★

1泊 $ 160～ 延泊（1泊） $ 140～

ロンドン

シャングリ・ラ アット ザ シャード  
フラッグシップ・コレクション ★★★★★

1泊 $650～ 延泊（1泊） $460～

ハンブルグ

ハンブルグ マリオット 
 ★★★★

1泊 $340～ 延泊（1泊） $200～

サウサンプトン

ダブルツリー バイ ヒルトン 
 ★★★★

1泊 $ 100～ ー

ロンドン

ホリディ イン ロンドン 
ケンジントン フォーラム ★★★★

1泊 $290～ 延泊（1泊） $ 150～

※2人部屋を2名でご利用の場合の1名当たりの代金です。
1人部屋をご希望の方はお問い合わせください。

※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。

※代金は宿泊時期で異なります。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泊分を追加でお取りいた
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・ラインは左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。

※代金はドル建てです。予約時に円に換算してご請求と
なります。

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
類が必要です。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へお問い合わせ
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）（※1）
❖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
❖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。

禁煙規則
客室内および客室の専用バルコニーは禁煙です。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。

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）で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。

※1. チップ金額は2018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。

※2. 当日のドレスコードは、船内新聞（Daily Programme.）
に掲載されます。また、テーマナイトの服装については、
ご予約後に、ご案内いたします。

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
に提供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、乗船中に妊娠24週目に入る妊婦の方
のご乗船をお断りしています。

船内での服装（ドレスコード）
日中はカジュアルな服装でお過ごしいただけます。夕
刻以降は、ガラ・イブニングとスマート・アタイアー、
2つのドレスコードがございます。ガラ・イブニング
の回数は、泊数により変更します。リド・レストラ
ン（QE/QV）、キングス・コート（QM2）、カジノ、
ゴールデン・ライオン、カフェ・カリンシア（QE）、
カリンシア・ラウンジ（QM2）、ウィンター・ガーデ
ン（QV）、ガーデン・ラウンジ（QE）、ヨット・クラ
ブ（QE/QV）、G32（QM2）においては、夕食時もド
レスコードに関わらず、カジュアルな服装でお過ごし
いただけます。船内の優雅な雰囲気をお楽しみいただ
くため、ショートパンツ、ジーンズ、Tシャツ、ポロシャ
ツ等のラフな服装はお控えください。（※2）

ガラ・イブニング

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

スマート・アタイアー

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、

より快適にお過ごしいただくために

5352


