
史上初の
横浜発着

春の日本一周と韓国10日間
2019年

4月19日（金）〜4月28日（日）
2名1室大人お一人様

191,000円（内側）〜1,586,000円（グランド・スイート）

2名1室大人お一人様

158,000円（内側）〜1,299,000円（グランド・スイート）

2019年春

2019年

4月28日（日）〜5月5日（日）

※写真はすべてイメージです。

クイーン・エリザベス（QE）（90,900トン）で航く

広島・釜山・長崎8日間ゴールデン
� ウィーク

B
コース

A
コース

お一人様200ドル〜最大500ドル付
2017年12月31日（火）お申込みまで

 船内で使えるお小遣い

リピーターのお客様へ

五稜郭

みなとみらい

ひがし茶屋街 釜山港 しまなみ海道

世界一有名な船が
2019年春、横浜にやってきます。
177年の伝統を受け継ぐ
憧れの豪華客船で、
うららかな季節の旅を
愉しんでみませんか？



桜の名所函館（五稜郭）、秋田（角館）など 
日本の春の名所を巡る見所満載の10日間 
です。寄港地だけでなく、QEの船内もたっぷり
ご満喫いただくことができます。

ゴールデン・ウイークを利用した8日間のクルーズ
です。終日航海も3回あり、QEの船内でゆっ 
たりとクルージングをお楽しみいただけるコース
です。

春爛漫！うららかに彩る日本の春を憧れのクイーン・エリザベスでめぐります。

■ご旅行代金（２名１室使用の大人お一人様）

■日程　2019年4月19日（金）〜4月28日（日）

春の日本一周と
韓国 10日間

日次 月日 寄港地 入港 出港
1 4/19（金） 横浜 午後乗船 18:00

2 4/20（土） 終日クルージング ー ー

3 4/21（日） 函館 8:00 18:00

4 4/22（月） 秋田 8:00 17:00

5 4/23（火） 金沢 9:00 18:00

6 4/24（水） 境港 8:00 17:00

7 4/25（木） 釜山（韓国） 7:00 17:00

8 4/26（金） 八代（熊本） 8:00 17:00

9 4/27（土） 終日クルージング ー ー

10 4/28（日） 横浜 午前下船

●食事条件：朝食9回、昼食8回、夕食9回　●ツアー催行決定済み
●添乗員同行　※租税・手数料および港湾費用16.748円は含まれており
ません。（金額は、今後の変更となる場合もございます）　●各寄港地では、
ゆたか倶楽部主催オプショナルツアーを実施いたします。詳細は、船会社
主催オプショナルツアーと合わせ2019年1月末頃ご案内する予定です。

■日程　2019年4月28日（日）〜5月5日（日）

ゴールデンウィーク
広島・釜山・
長崎 8日間

日次 月日 寄港地 入港 出港
1 4/28（日） 横浜 午後乗船 18:00

2 4/29（月） 終日クルージング ー ー

3 4/30（火） 広島 8:00 18:00

4 5/1（水） 終日クルージング ー ー

5 5/2（木） 釜山（韓国） 7:00 19:00

6 5/3（金） 長崎 6:00 17:30

7 5/4（土） 終日クルージング ー ー

8 5/5（日） 横浜 午前下船

●食事条件：朝食7回、昼食6回、夕食７回　●ツアー催行決定済み
●添乗員同行　※租税・手数料および港湾費用11.461円は含まれており
ません。（金額は今後の変更となる場合もございます）　●各寄港地では、
ゆたか倶楽部主催オプショナルツアーを実施いたします。詳細は、船会社
主催オプショナルツアーと合わせ2019年1月末頃ご案内する予定です。

◦総トン数：90,900トン　◦全幅：約32.3m
◦全長：294m　◦船籍：英国領バミューダ
◦就航：2010年（2014年改装）

SHIP DATA

客室・ダイニングルームのご案内 各客室クラスに異なるメイン・ダイニングルームをご用意しております。
広々としてスタイリッシュなダイニングで至福のひとときをご堪能ください。

ロイヤル・スパ

ロイヤル・コート・シアター

バルコニー・クラス

オーシャンビュー

※�バルコニー・クラス（A1・A2）の�
利用レストラン

内側

プリンセス・スイート
グランドスイート（Q1） マスタースイート（Q2） ペントハウス（Q3）

ベッドはツインに変更できます。�※写真はすべてイメージです。

船内に一歩足を踏み入れたときから、ひとりひとりが主人公となる物語の世界へ
クイーン・エリザベス （QE）

Aコース

Bコースクイーンズ・ルーム

マッサージやアロマ、目の前に海が広がる岩盤浴などの設備が充実しております。

3層吹き抜けの本格的な劇場で、毎晩様々なショーが繰り広げられます。 夜はオーケストラの生演奏でダンスパーティーを、午後はアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。

クイーンズ・グリル

ブリタニア・レストラン ブリタニア・クラス

プリンセス・グリル

ミッドシップス・バー
初代クイーン・エリザベスで愛されたバーの名前を継承。美味しいお酒と楽しいひとときを。極上のおもてなしと

充実した設備

ご予約についてのご案内
1．�弊社ではご予約のご希望は、内側やオーシャンビューと言った「お部屋タイプ」をお
伺いし、ご予約のご回答をさせていただきます。ご旅行代金としては、お取りできま
した「詳細クラス」の料金となります。�※詳細クラスとは、例えば「オーシャンビュー」
は、FC～EBの「７つの詳細クラス」に分かれおります。

2. �2017年5月15日現在、A・Bコースともバルコニークラスのお部屋がお得な料金と�
なっており、大変人気となっております。内側のお部屋タイプとプリンセス・スイート
以上のお部屋タイプは満室のため、一旦キャンセル待ちとしてお預かりいたします。

Aコース Bコース

★A・Bコースとも春風薫るバルコニータイプのお部屋がお勧めです。�★QEに横浜発着でご乗船のチャンスです。添乗員同行の安心のクルーズです。

客室タイプ 詳細
クラス

Aコース Bコース 利用
レストラン旅行代金

グランド・スイート Q1 1,586,000円 1,299,000円

クイーンズ・
グリル
（1回制）

マスター・スイート Q2 1,216,000円 997,000円

ペントハウス
Q3 879,000円 720,000円
Q4 798,000円 655,000円

クイーンズ
スイート

Q5 718,000円 589,000円
Q6 664,000円 545,000円

プリンセス・
スイート

P1 612,000円 502,000円 プリンセス・
グリル
（1回制）P2 588,000円 483,000円

バルコニー・
クラス

A1 484,000円 397,000円 ブリタニア・
クラブ
（1回制）A2 467,000円 383,000円

BA 396,000円 326,000円

ブリタニア・
レストラン
（2回制）

BB 389,000円 320,000円
BC 385,000円 316,000円
BD 378,000円 310,000円
BE 366,000円 301,000円
BF 355,000円 292,000円
CA

（一部視界が
遮られます）

339,000円 278,000円
CB

（一部視界が
遮られます）

332,000円 273,000円

オーシャン
ビュー

EB 320,000円 263,000円
EC 315,000円 259,000円
EF 303,000円 249,000円
FB

（一部視界が
遮られます）

280,000円 230,000円
FC

（一部視界が
遮られます）

271,000円 223,000円

内側

GA 260,000円 214,000円
GB 248,000円 205,000円
GC 237,000円 194,000円
IA 225,000円 185,000円
ID 213,000円 176,000円
IE 202,000円 167,000円
IF 191,000円 158,000円

シングル部屋
KC（海側） 501,000円 412,000円
LC（内側） 314,000円 257,000円

お
す
す
め
で
す
！

角館・桧木内川堤

長崎・大浦天主堂

※上記は、2名1室ご利用時の1名様の代金です。お部屋を1名様でご利用の場合、内側～バルコニークラス
までのお部屋は上記代金の175％、プリンセス・スイート以上、上記代金の200%となります。※船内チップは、
1泊お一人様バルコニー以下US$11.5、プリンセス・スイート以上US$13.5が、船内会計に加算されます。



〒231-0002
横浜市中区海岸通１ｰ１
横浜港国際客船
ターミナル　2階

総合旅行業務取扱管理者
クルーズコンサルタント
富永哲也

TEL.（045）227-8211

横浜営業所 横浜港国際客船ターミナル

観光庁長官登録旅行業第1294号	 一般社団法人　日本外航客船協会会員	 	一般社団法人　日本旅行業協会正会員	

〒101-0044
東京都千代田区
鍛冶町2ｰ5ｰ15
ゆたか倶楽部ビル

総合旅行業務取扱管理者
クルーズマスター
永井ひろみ

TEL.（03）5294-6451

〒530-0001
大阪市北区梅田
1ｰ11ｰ4
大阪駅前第4ビル 2階

総合旅行業務取扱管理者
クルーズコンサルタント
大久保俊之

TEL.（06）6455-0931

大阪営業所 	大阪駅前第4ビル本　社 JR神田駅　東口前

クルーズのゆたか倶楽部株式会社

YUTAKACLUB CRUISES

旅行企画・実施

函館
函館

秋田
秋田

金沢

― Aコース

境港
横浜

八代

釜山

長崎
広島

― Bコース

旅行条件（要約）
補償金が千円未満である時は、変更補償金はお支払いいたしません。
■お客様の責任
●お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客
様が当社の規定を守らなかったことにより、当社が損害を被った時は、
お客様に対し損害の賠償を申し受けます。
■取消料等（取消日は旅行出発日の前日から起算します。）
●お申込みの後、お客様のご都合により取消になる場合、および旅行代金が
所定の期日までに入金がなく、当社が参加をお断りした場合、旅行代金に対
し下記の料率で取消料（または違約料）を申し受けます。

取消日 取消料

旅行開始日の
前日から

起算して遡って

75日前まで 無料
74日前～57日前まで 旅行代金の10％
56日前～29日前まで 旅行代金の25％
28日前～15日前まで 旅行代金の37.5％
14日前～当日まで 旅行代金の50％
無連絡不参加または旅行開始後 旅行代金の100％

本クルーズは通常のツアーとは取消料の規定が異なります。「クルーズ
旅行取消費用特約（海外旅行保険）」をご用意しておりますので、ツアー
お申込みと同時に、必ず保険に加入されることをお勧めいたします。
●キャンセルにより、1室の利用人数が減った場合は、規定の取消料以外
に発生するお部屋の追加料金がかかります。「クルーズ旅行取消費用特
約」は利用人数の変更による追加料金は補償されません。
■お客様に対する責任及び免責事項
●当社は募集型企画旅行約款の履行にあたって、当社の故意又は過失に
よりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責を任じます。な
お、お手荷物の場合にはお1人最高15万円を限度とします。また、お客様
が以下の事由により損害を受けられた場合は、賠償の責を負いません。

（a）天災地変・戦乱・暴動又は、これらのために生じる旅行日程の変更もしく

■募集型企画旅行契約
この旅行はクルーズのゆたか倶楽部株式会社（東京都千代田区鍛冶町
2-5-15 ゆたか倶楽部ビル、ツアー名：ゆたか倶楽部/観光庁長官登録旅
行業第1294号、以下当社という）が企画・募集し実施する旅行であり、
この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結する
ことになります。契約の内容・条件は、募集パンフレット、別途お渡しす
る確定書面（ご予約確認書）および当社旅行業約款によります。
■旅行のお申込み
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金をお支払い下さい。 
申込金は100,000円を申し受けます。
●当社は電話・郵便・ファックスなどによる募集型企画旅行の予約申込を受
け付けることがあります。この場合、電話などによる予約申込から起算して
10日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と
申込金を提出されない場合、申込みはなかったものとして取り扱います。
●残金は、旅行開始日の前日から起算して遡り、75日前までにお支払い
いただきます。
■旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した船代、寄港地に於ける観光中のバス代、入場料、食事・船
内イベント参加費用、往復の荷物宅配サービス料（お一人様1個／片道）など。
■旅行代金に含まれないもの
●粗税、手数料および港湾費用、船内チップ、オプショナルツアー代、渡航
手続き関係諸費用（旅券印紙代、出入国カード作成料など）など。
■旅程保証
●契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお支払
いいたします。ただし､次の場合は変更補償金をお支払いいたしません。天
災地変､戦乱､暴動､官公署の命令､運送・宿泊機関などの旅行サービスの提
供の中止､当初の運行計画によらない運送サービスの提供､旅行参加者の
生命または身体の安全確保のため必要な措置。なお変更補償金は旅行者1
名に対し、1募集型企画につき旅行代金の15％を限度とします。また変更

は、旅行の中止。（b）運送・宿泊機関の事故もしくは火災又は、これらのために
生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。（c）官公署の命令又は伝染病に
よる隔離。（d）自由行動中の事故。（e）食中毒。（f）盗難。（g）運送機関の遅延、不
通又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは、目的地滞在の短縮。
■確定書面（最終日程表）
●確定された最終日程表は、旅行開始日の14日前までに交付いたします。
■特別補償
●当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規定で
定めるところにより、お客様の旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に
被られた一定の損害補償について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を
お支払いいたします。ただし、お客様の故意、酒酔い運転または危険な運動中の
事故によるものであるときは、上記の補償金・見舞金はお支払いいたしません。
■募集型企画旅行契約約款について
●この旅行条件及び以外の条項は全て、観光庁認可の当社旅行業約款に
よります。約款をご希望の方はご請求ください。
※車椅子でご参加希望の方はお問い合わせください。
■オプショナルツアーについて
船会社主催のオプショナルツアーは各コースに明記している現地法人が実施し、そ
れぞれの実施事業者が所在する国または州や地域の法に準拠します。当社の旅行条
件は適用されません。当社とお客様との契約は、手配旅行契約となり、催行に関する責
任は当社にはありません。（略）天候、その他の事情によりスケジュールや会場の変更、
またはツアー催行を中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■最少催行人員　催行決定しております。
■この旅行条件の基準日は2017年5月15日です。
■個人情報の取り扱いについて
● 個人データ第三者への提供
当社は、お申込みいただいた旅行の手配の為に、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対
し、お客様の氏名、年齢、住所、電話番号、婚姻の有無、旅行中の緊急連絡先、及び生年月
日等の個人情報を予め郵便、電子的方法等で送付することによって提供いたします。

みなとみらいや山下公園、横浜中華街など多くの
観光地があり、観光客で賑わっています。

日本から最も近い外国と
して日本人にも馴染み深
く、世界遺産でもある慶
州への拠点として多くの
観光客が訪れます。

憧れの客船クイーン・エリザベス
初の横浜発着クルーズ

英国の伝統と歴史を感じながら
日本列島を巡ります

日本で初めて外国との交易を始めた地であることから、
西洋の建物や街並みが多く残っています。

函館（Aコース）

いくつもの世界遺産だけでなく緑や海、多島美など
様々な自然に恵まれています。

金沢市内にある兼六園は金沢城の庭園として作られ、
日本三名園の一つです。

横浜（共通）

釜山（共通）

金沢（Aコース）

広島（Bコース）

みなとみらい

金森赤レンガ倉庫

釜山タワー

瀬戸内海

兼六園

歴史的経緯から長崎はキリスト教徒
の数が比較的多いく、日本最古の現
存するキリスト教建築物として大浦
天主堂は国宝に指定されています。

長崎（Bコース）
青砂ヶ浦教会


