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シドニー
〜大阪
日本寄港
区間クルーズ

航路図

クイーン・エリザベス（90,900トン）で航く

オーストラリア・パプアニューギニア
沖縄 大阪帰港クルーズ

※写真はすべてイメージです。

女王の名を冠する世界で最も有名な
憧れの客船で優雅なるひとときを…
船内に一歩足を踏み入れた時から
ひとりひとりが主人公となる物語の世界へ
女王陛下の名を冠したオーシャンライナーで
古き良き時代のエレガントな
船旅をご堪能ください

キュナードの長い歴史を受け継ぐ新時代の女王

守礼の門／沖縄

ガーデン・ラウンジ クイーンズ・ルーム グランド・ロビー ロイヤル・コート・シアター

充実した設備、極上のおもてなしをどうぞ体験ください
シドニー・オペラハウス／オーストラリア

ゆったりと
充実の

終日航海日も
たっぷり
10日間！

ラバウル（パプアニューギニア）
第二次世界大戦中の1942年
に日本軍が占領し、東南方面へ
の一大拠点が築かれ、連合軍か
ら「ラバウル要塞」と呼ばれる
ほどの航空基地などがあった。

総トン数：90,900トン
全幅：32.25m　
全長：294m　
船籍：バミューダ
速度：21.7ノット　
乗客定員：2,081名
建造年：2010年

Ship Data

2018年ワル ズールクドー

2018年2月27日（火）〜3月15日（木）17日間
 羽田・伊丹発シドニー〜大阪

448,000円〜1,428,000円
2名1室 大人お一人様

（IE内側） 〜 （Q4：ペントハウス）



●食事条件:朝食15回、昼食15回、夕食15回 ※機内食はのぞく ●最少催行人員:12名様
●利用予定航空会社:ANA ●添乗員：羽田空港より大阪港まで同行します。
※�スケジュール、入港・出港時間は、船会社の都合などにより予告なく変更となる場合が
ございます。
※�Qは、船会社主催オプショナルツアーもしくはゆたか倶楽部主催日本語オプショナル
ツアーとなり、別料金となります。また、ご案内は出発の約１ヶ月前となります。

2018年2月27日（火）〜3月15日（木）17日間（船内15泊）
乗船区間：シドニー〜大阪
日
付

国
名 現地時間 現地時間 スケジュール

1 日
本 2/27㈫

伊丹・関西
羽田
夜

国内線で羽田空港へ
羽田空港から全日空直行便でシドニーへ。
� 【機中泊】

2

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

2/28㈬

朝

昼ごろ

22：00

シドニー着
着後、専用車で車窓観光後（世界遺産
オペラハウス、ハーバーブリッジな
ど）に港へ。
「クイーン・エリザベス」ご乗船。
出港� 【船中泊】

3 3/1㈭ 08：00
18：00

ニューキャッスル入港　Q
ニューキャッスル出港� 【船中泊】

4 3/2㈮ 終日航海
添乗員が船内見学にご案内します。キ
ュナードの歴史講座も行います。
� 【船中泊】

5 3/3㈯ 08：00
19：00

ブリスベン入港　Q
ブリスベン出港� 【船中泊】

6
～
8

3/4㈰〜6㈫ 終日航海 船内イベントなどでお楽しみください� 【船中泊】

9 パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

3/7㈬ 08：00
19：00

ラバウル入港　Q
ラバウル出港� 【船中泊】

10
～
14

3/8㈭〜12㈪ 終日航海

ゴールデン・ライオンパブのパブランチ
やクイーンズ・ルームでのアフタヌーン・
ティーなどをお楽しみください。
� 【船中泊】

15
日
本

3/13㈫ 06:00
19:00

那覇入港　Q
那覇出港� 【船中泊】

16 3/14㈬ 終日航海 船内イベントなどでお楽しみください� 【船中泊】
17 3/15㈭ 午前 大阪入港。朝食後、下船。

●上記の旅行代金の他に次の費用が必要となります。諸費用は、料金改定及び為替相場変動によって変動いたします。旅行代金残金のご請求時に確定した代金にてご請求させていただきます。�※租税・手数料・
および港湾費用�28、972円、羽田空港施設使用料�2,570円、海外空港諸税�2,700円、燃油特別付加料�7、100円　●船内チップ�プリンセス・スイート以上は、US$13.5X泊数分（お一人様あたり）、その他のタイプ
は、US$11.5X泊数分（お一人様あたり）が別途必要となり、船内会計となります。　●利用航空会社：全日空（確約）　●航空座席につきまして、ビジネスクラスご希望のお客様はお問い合わせください。　●大阪（伊
丹・関空）から羽田空港まで日本国内線をご利用のお客様はお問い合わせください。おひとり様5,000円でお手配いたします。ご利用便には限りがあり、弊社指定便となります。

■旅行代金（大人お一人様：２名様1室ご利用）【　】内はお１人部屋利用追加代金 〔羽田空港発　エコノミークラスご利用　旅行代金〕
キャビン
タイプ

出発日
IE：内側 約17〜19㎡
（シャワー付）

EC：海側 約17〜19㎡
（窓・シャワー付）

海側バルコニー 約23㎡（バルコニー・シャワー付） P1:プリンセススイート 約31〜32㎡
（バルコニー・バスタブ付）

Q4：ペントハウス 約47㎡
（バルコニー・バスタブ付）BE：前方／後方 BD：後方 BB：中央

ご利用レストラン ブリタニア・レストラン プリンセス・グリル クイーンズ・グリル

2/27㈫ 旅行代金 448,000円
［268,000円］

568,000円
［348,000円］

648,000円
［408,000円］

668,000円
［428,000円］

698,000円
［448,000円］

1,158,000円
［998,000円］

1,428,000円
［1,280,000円］

R o o m  I n f o r m a t i o n 客室のご案内
ワールドクルーズを快適に過ごす「洋上の我が家」では、海側バルコニーが最も人気です。開放感もあ
り、空気の入れ替えも可能。お食事は、二層吹き抜けの「ブリタニア・レストラン」をご利用。バスタブ付
の客室で、上質なサービスが受けられる「プリンセス・スイート」と「ペントハウス」は広々としておりリ
ラックスして過ごせます。お食事はそれぞれ専用の「グリル・レストラン」をご利用。※客室は一例であり、
広さや景観が多少異なります。ベッドはツインに変更できます。

内側約14㎡

P1:プリンセススイート約31〜32㎡ Q4:ペントハウス約47㎡

海側約17〜19㎡ 海側バルコニー約23㎡

旅のポイント
ゆったりと充実の終日航海日が10日間。憧れのクイーン・
エリザベスの船内を隅々まで満喫したり、ダンスをたっぷり 
楽しみたい方におすすめ！
人気のスペシャリティ・レストラン（有料）「ザ・ベランダ」の
ディナーへご招待（航海中１回）！
全行程添乗員同行。船内ではキュナード・ラインの歴史講座を開催！
往復のお荷物宅配無料サービス付！

1

2

3

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。

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、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

■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、76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、食事代、観光代、自宅→羽田空港、
大阪港→自宅へ（お1人様1個）の往復荷物宅配サービス料など。
■旅行代金に含まれないもの
●羽田空港使用料、海外空港諸税、燃油特別付加料、租税・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

（査証代、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 

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　12名様
■この旅行条件の基準日は2017年7月18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。

旅行条件（要約）

〒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）5294-6261

〒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


