
クィーン・エリザベスで航く

2020年9月7日（月）～9月28日（月） 22日間 988,000円～1,888,000円
（IE・スタンダード内側）（2名1室利用お一人様）

旅行代金旅行代金
（P1・プリンセス・スイート）

22
日間

添乗員同行

総トン数：90，900トン　全長：294m
全幅：32.3m　船籍：英国領バミューダ
就航：2010年　改装：2018年

総トン数：90，900トン　全長：294m
全幅：32.3m　船籍：英国領バミューダ
就航：2010年　改装：2018年

Ship Data：クイーン・エリザベス

※写真はすべてイメージです。
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世界
遺産

メンデンホール氷河

グレーシャーベイ

函館山

※使用機材が変更になる
　場合があります。

往路直行便
全日空
プレミアム
エコノミー
利用

船内チップ無料！！
（$218相当分）　　　 
さらに1室につき
$180のオンボード
クレジット付
（船上小遣い） 

アラスカから
東京へ

9/7（月）
大阪(伊丹)～
東京(羽田)
国内線
無料！

船内マリール・ウェルネス＆
ビューティー

スパ体験ご招待！！
（お1人様1回）US$200まで

女性限定



羽田空港

バンクーバー
（カナダ）

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

バンクーバー

ケチカン

月日 都市名 現地時間 スケジュール日次 国名

ケチカン入港。
添乗員と街の散策をお楽しみください。(先住
民ゆかりのトーテムポールやお土産屋が並ぶ
クリークストリートにご案内いたします)
ケチカン出港。

22：00頃

15：00頃

3 9/9
（水）

2 9/8
（火）

1 9/7
（月）

9/13
（日）7

9/14
（月）8

9/10
（木）4

午前

昼頃
17：00

08：00

17：00

【船中泊】終日航海日 終日 インサイドパッセージ クルージング。 

カ
ナ
ダ

日
本

羽田から 全日空直行便プレミアムエコノミー
クラス にて空路、バンクーバーへ。

～日付変更線通過～
バンクーバー着。到着後、専用車にてホテル
へ。老舗ホテル「フェアモントバンクーバー」
での滞在をお楽しみください。
市内レストランにてご夕食。

専用車にてバンクーバー市内観光
（クイーン・エリザベス公園、スタンレーパー
クなど）へご案内いたします。
港へ。「クイーン・エリザベス」にご乗船。
出港

【船中泊】終日航海日 終日 クルージング。 

9/17
（木）11

9/18
（金）12

9/24
（木）18

9/20（日）

9/23（水）

14
17

【船中泊】終日航海日 終日 クルージング。

【船中泊】
終日航海日 終日 クルージング。

9/26
（土）20

9/27
（日）21

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

終日航海日 終日 クルージング。

【船中泊】終日航海日 終日 クルージング。
〈日付変更線通過〉

東京国際
クルーズターミナル

午前22 9/28（月）
下船後、解散。

【フェアモントバンクーバー泊】

※旅行代金の（　　）は、船室・ホテルをお一人様で利用する場合の追加料金。3人部屋又は他のカテゴリーをご希望の方はお
問い合わせください。
※旅行代金には羽田空港使用料2,610円、燃油特別付加料約１０,５００円、租税、手数料および港湾費用約2８,１５０円、国際観
光旅客税1,000円が含まれておりません。残金のお支払いの際、ご一緒にご請求いたします。諸費用は料金改訂および為替
レートによって変動します。
※ご自宅～羽田空港（集合場所）までのスーツケース宅配サービス（お1人様１個）が付いています。

●上記スケジュールは天候、海象、船会社の都合により、スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
●食事条件：朝食20回、昼食19回、夕食20回（機内食を除く）　●最少催行人員：8名様、最大10名様（添乗員同行）
●利用航空会社：全日空(プレミアムエコノミークラス)　※ビジネスクラス・9/7伊丹～羽田以外の国内線利用追加料金はお
問い合わせください。
●利用ホテル（バンクーバー）：フェアモントバンクーバー（確定）
●カナダ電子入国許可eTA（イータ）とアメリカ電子査証ESTA（エスタ）が必要です。なお、2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダン、
シリア、リビア、ソマリアまたはイエメンに渡航または滞在したことがある方、その該当国と二重国籍の方は米国査証が必要となります。
※　　は、船会社主催オプショナルツアー（別料金・英語ガイド・混乗車）です。詳細は改めてご案内します。

■旅行日程　2020年9月7日（月）～9月28日（月）　22日間

■ご旅行代金〈2名1室ご利用の大人お一人様〉

ＩＥ スタンダード（内側）
ＥＣ オーシャンビュー
ＢＥ バルコニー
Ｐ１ プリンセス・スイート

988,000円（358,000円）
1,058,000円（388,000円）
1,108,000円（428,000円）
1,888,000円（1,288,000円）

客室タイプ 旅行代金

ア
メ
リ
カ

ジュノー ジュノー入港。
添乗員と氷河エキスプレスを利用してメンデ
ンホール氷河にご案内します。
ジュノー出港。

9/11
（金）5

09：30

20：00

【船中泊】

スキャグウェイ スキャグウェイ入港。
　　または自由行動でお楽しみください。
スキャグウェイ出港。

9/12
（土）6

07：00

18：00
OP

【船中泊】

【船中泊】

アンカレッジ アンカレッジ入港。
　　または自由行動でお楽しみください。
アンカレッジ出港。

9/15
（火）9

9/16
（水）10

08：00

17：00
OP

コディアック コディアック入港。
　　または自由行動でお楽しみください。
コディアック出港。

09：00

18：00
OP

釧路 釧路入港。
　　または自由行動でお楽しみください。
釧路出港。

06：00

18：00
OP

9/25
（金）19

青森 青森入港。
　　または自由行動でお楽しみください。
青森出港。

09：00

22：00
OP

【船中泊】

函館 函館入港。
　　または自由行動でお楽しみください。
函館出港。

07：00

18：00
OP

【船中泊】
世界遺産終日航海日 終日 　　　　 グレーシャーベイ クルージング
　　　　 （07：00～17：00）

〜 〜

日
本

OP

観光付

観光付

観光付

自然保護のため、一日に航行できるクルーズ船が限られてい
る世界遺産グレーシャーベイ国立公園を船上からご覧いた
だけます。

自然保護のため、一日に航行できるクルーズ船が限られてい
る世界遺産グレーシャーベイ国立公園を船上からご覧いた
だけます。

グレーシャーベイ Glacier Bay

カナダ第三の都市であり、多くのアラスカクルーズの発着港としても有
名です。穏やかな海とやわらかな稜線を描く山々、そして緑鮮やかな深
い森に囲まれています。

バンクーバー（カナダ） Vancouver

スキャグウェイのハイライトの一つといえば、ホワイト・パスの列車です。
深い渓谷に沿ったユーコーン・ルートの眺望は美しく、雄大な自然を感じ
ることができます。

スキャグウェイ（アラスカ） Skagway

日本最大の湿原で、特別天然記念物に
指定されているタンチョウなどの水鳥
をはじめ約200種の鳥類や約700種の
植物など多くの野生生物の貴重な生息
地となっています。

釧路湿原（北海道） Kushiro

一度で２度オイシイコースの登場です。憧れのク
イーン・エリザベスのアラスカクルーズと北海道、青
森周遊クルーズの２つのクルーズが体験できます。

1
終日航海日が10日間もありますので船上ライフ
もご満喫いただけます。2
アラスカ州唯一の世界遺産グレシャーベイ国立
公園内をクルージング。他にもケチカンやジュ
ノー、スキャグウェイなどアラスカを代表する寄
港地を巡ります。

3
羽田からバンクーバーまでのフライトは全日空
のプレミアムエコノミーを利用。バンクーバーで
は人気のフェアモントホテルで１泊し翌日クイー
ン・エリザベスに乗船するゆったりスケジュール。

4

関西方面のお客様向けに9/7(月)伊丹空港から
羽田空港までの全日空国内線を無料でお付けい
たします。

5
女性限定！クイーン・エリザベス船上の人気スパ
であるマリール・ウェルネス＆ビューティーにご
招待！（お1人様1回US$ 200相当分）

6
キュナードライン180周年記念特典として、船内
チップ(218ドル相当)が無料となります。さらに1
部屋につき180ドルのオンボードクレジット(船上
小遣い)が付きます！キュナードラインオリジナルの
180周年記念ノート（お１人様１冊）をプレゼント！

7

アラスカに生息する野生動物たち

ハクトウワシ
白い頭が特徴的なハク
トウワシはアラスカ海
岸地帯の森の中でも
簡単に識別できます。

ザトウクジラ
春の終わり頃から秋
にかけて、アラスカで
はザトウクジラを見る
ことができます。

ラッコ
インサイドパッセージか
らアラスカ湾にかけて広
く生息しており群れで見
られることが多いです。

東京

函館
釧路

コディアック

アンカレッジ

グレーシャーベイ

スキャグウェイ
ジュノー

インサイド
パッセージ

ケチカン

青森

バンクーバー

アラスカ最南部に位置するケチカンは、ネイティブアメリカンの文化が
色濃く残る街です。ミスティ・フィヨルド国立公園や、水路に沿って広がる
クリークストリートが観光地として有名です。

ケチカン（アラスカ） Ketchikan

旅のポイント

F airmont  VancouverF airmont  Vancouver宿泊ホテル（2020年9月7日泊）

青銅の屋根を持つ石造りの風格あるバンクーバーの老舗ホテル。
エリザベス女王など、世界中のVIPも数多く訪れます。

メンデンホール氷河（ジュノー）Mendenhall
世界でもここまで手軽に見られる氷河は他にはないと言われ
るメンデンホール氷河。湖面上の氷壁の高さが30.4mという
巨大な氷河を楽しむことができます。ジュノー寄港の際に氷
河エキスプレス(市内バス)を利用してご案内いたします。

復路は船
でゆった

りクル
ーズ



旅行条件（要約）
 

 

■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、航空代、観光代、ホテル代、食事・船内イベント参加費用、船内チップ、片道荷物宅
配サービス（お一人様1個）など。

■旅行代金に含まれないもの
●租税、手数料および港湾費用、羽田空港使用料、国際観光旅客税、燃油特別付加料、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。

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、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、催行に関する任は当社にはありません。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　8名様
■この旅行条件の基準日は2019年11月20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。

旅行開始日の
前日から

起算して遡って

取消日 取消料
75日前まで
74日前～57日前まで
56日前～29日前まで
28日前～15日前まで
14日前～出発当日まで
旅行開始後または無連絡不参加

無料
旅行代金の10％
旅行代金の25％
旅行代金の37.5％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

横浜営業所 横浜港国際客船ターミナル

一般社団法人　日本外航客船協会会員 観光庁長官登録旅行業第1294号

 

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
クルーズコンサルタント 阿部賢一

〒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

〒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.（03）5294-6451 TEL.（06）6455-0931 TEL.（045）227-8211

大阪営業所  大阪駅前第4ビル本　社 JR神田駅　東口前

ホームページは
こちら→
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旅行企画・実施

YUTAKACLUB CRUISES

船内生活と注意事項
●服装 ： 船内では夕食時に2つのドレスコード（服装）
【ガラ・イブニング/スマート・アタイア】が指定され
ます。日中はくつろいだ服装でお過ごしいただき、夜
はエレガントに、あるいはゴージャスにファッショ
ンをお楽しみください。船上のエレガントな雰囲気
に合わせ、ご夕食時間以降は、下記のような服装をご
準備ください。
【ガラ・イブニング（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、和服など。
【スマート・アタイア（インフォーマル）】
男性／ジャケット着用（ネクタイはなしでも可）
女性／カクテルドレス、スーツ、ワンピース、パンツ
スーツなど。
●食事 ： フルコースで世界のグルメ料理がお楽しみ
いただけます。アラカルトから低カロリーメニュー
まで多数メニューを取り揃えております。ダイニン
グルームでの食事の他、朝食、昼食、夜食のブッフェ
サービスなどもございます。
●ダイニングでの夕食時間 ： 客室P1のメインダイ
ニングはプリンセス・グリルで、1回制となります。
客室IE、EC、BEのメインダイニングはブリタニア・レ
ストランで、2回制となります。弊社では通常1回目
の食事で日本のお客様同士のテーブルをお申込み
いただいていますが、必ず1回目がお取りできると
いう確約はござませんので、予めご了承ください。
なお、2回目あるいは外国のお客様とのテーブルを
ご希望される方は、お早めにお申し出ください。

●船内通貨 ： 船内の通貨は、米国ドルとなります。お
客様の便宜を図る上でも、ご乗船の際にお手持ちの
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、船会社による
寄港地でのオプショナルツアーなどの代金は、自動
的にお客様のキャビンに請求され、下船前に現金
（USドル）やお客様のクレジットカードでお支払い
いただけます。クレジットカードは、マスター、ビザ、
アメリカンエキスプレス、ダイナースなどがご利用
いただけます。
●船内新聞・メニュー ： 船内ではショーや映画、カル
チャー教室、ゲーム、ダンスなど、さまざまなイベン
ト、プログラムが催され、どなたでも参加できます。
これらの情報を記載した船内新聞が前日の夜、皆様
のお部屋に配られます。船内新聞は添乗員がレスト
ランのメニューと合わせて日本語に翻訳してご案内
いたしますので、ご安心ください。
●船内チップ ： 船内でのチップは旅行代金に含まれて
います。また特定のスタッフに規定以上のチップを
直接お渡しすることはこの限りではございません。
　※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。

バルコニー・バスタブ付／約31㎡窓・シャワー付／約17㎡シャワー付／約14㎡

2層吹き抜けの壮大で
華やかな雰囲気のダ
イニングルーム。まるで
英国の社交界にいる
ような雰囲気の中、一
流シェフによる美食を
お楽しみください。

ブリタニア
レストラン

P1：プリンセス・スイートEC：オーシャンビューIE：スタンダード（内側）

客室・レストランのご案内

プリンセス・グリル

※ベッドはツインに変更できます。　※写真は全てイ
メージです。　※客室のデザインやレイアウトは若干異
なる場合がございます。

クイーンズ・ルーム


