
憧れの客船「クイーン・エリザベス」伝統と歴史を継承する
女王船で過ごすいつもと違うクリスマス&年末年始の旅

世界で最も有名な客船クイーン・エリザベス（90,900トン）で航く
世界遺産ミルフォードサウンド、ダウトフルサウンドをはじめ

ニュージーランドを南北に観光しながら縦断！

2019年12月21日（土）～2020年1月6日（月） 17日間2019年12月21日（土）～2020年1月6日（月） 17日間
1,198,000円～1,988,000円

（内側）（2名1室利用お一人様）

旅行代金旅行代金
（プリンセス・スイート）

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11月

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11月

Ship Data：クイーンエリザベス

世界で最も有名な客船の名を現代に受け継ぐ
「クイーン・エリザベス」。
先代とは異なる新時代の女王船として、
進化した独自の船内設備を擁します。
究極の洋上体験をお届けする
オーシャンライナーで特別な
時間をご堪能ください。

※写真はすべてイメージです。

世界
遺産
界

5つの都市
観光付 添乗員同行往復JAL

ビジネスクラス

美しきニュージーランド紀行と
大自然の宝庫タスマニアクルーズ

年末年始
ニューイヤー

8名様催行
最大14名様の
ゆとり旅

ミルフォードサウンドミルフォードサウンドメルボルンメルボルン

※使用機材が
　変更になる
　場合があります。

往復直行便
日本航空
ビジネス
クラス利用



※写真は全てイメージです。　※写真はオプショナルツアーで訪れる場所も含まれます。

■旅行代金〈2名1室利用大人お一人様〉 日本航空ビジネスクラス利用
客室タイプ 旅行代金レストラン

IE

EC

BE

P2

スタンダード内側

オーシャンビュー

バルコニー

プリンセス・スイート

シャワー付
約14㎡

シャワー付
約17㎡

バルコニー、シャワー付
約21㎡

バルコニー、バスタブ付
約31㎡

1,198,000円 （228,000円）
1,328,000円 （328,000円）
1,438,000円 （398,000円）
1,988,000円 （958,000円）

●上記スケジュールは天候、船会社の都合により、スケジュールは予告無く変更になる場合がございます。　●食事条
件 ： 朝食15回、昼食15回、夕食15回(機内食を除く)　●最少催行人員 ： 8名様(添乗員同行)。　●利用予定航空会社 ： 
日本航空（ビジネスクラス）。　●利用予定ホテル ： 【メルボルン】パークロイヤル メルボルン エアポートホテル他同等
クラス　●国内線追加料金 ： お問い合わせください。 ● 　  は、任意でご参加いただく別料金の船会社提供オプショ
ナルツアーです。混乗車で英語ガイトとなりますが、添乗員が同行して要約させていただきます。

バーニー

月日 国名 都市名 現地時間 スケジュール日次
成田から空路、 日本航空ビジネスクラス にてメルボルンへ。
メルボルン着後、専用車にてホテルへ。　　【メルボルン泊】

■スケジュール 2019年 12月21日（土）～2020年1月6日（月） 17日間

1 12/21
（土）

2 12/22
（日）

3 12/23
（月）

4
〜
5

12/24（火）
〜

12/25（水）

6 12/26
（木）

7 12/27
（金）

8 12/28
（土）

9 12/29
（日）

12 1/1
（水）

午前
深夜

午前

昼頃

18:00
08:00

18:00

（07:00）

（17:00）

メルボルン市内半日観光。（セントポール大聖堂、フィッツロ
イガーデンなど）観光後、港へ。
クイーン・エリザベス号 にご乗船。昼食は船内にてお召し
上がりください。
メルボルン出港。　　　　　　　　　　　　　　【船中泊】
タスマニア島バーニーに入港。
自由行動または　　 オプショナルツアーなどお楽しみください。
出港。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【船中泊】

ダニーデン 09:00
終日

18:00

ダニーデン入港。
ゆたか倶楽部のお客様だけの専用車にて「オタゴ半島とダ
ニーデン市内終日観光」にご案内いたします（ペンギンプレ
イス、ラーナック城など）。
出港。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【船中泊】

アカロア 08:00
終日

18:00

アカロア入港。※テンダーボートに乗り換え上陸
ゆたか倶楽部のお客様だけの専用車にて「クライスチャー
チ市内終日観光」ご案内いたします。
モナベール庭園、パンティング体験などお楽しみください。
一般家庭を訪問しイングリッシュティーやお庭の見学などお楽しみください。
出港。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【船中泊】

11 12/31（火）

オークランド 07:00
終日

深夜

北島最大の都市オークランド入港。
ゆたか倶楽部のお客様だけの専用車にて「ワイトモ洞窟観光」をお楽しみください。
船はオークランドに停泊します。
カウントダウンパーティーをお楽しみください。 【停泊・船中泊】

オークランド

17:00

出港までオークランドで自由行動または　  オプショナル
ツアーなどお楽しみください。
出港。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【船中泊】

16 1/5
（日）

17 1/6（月）

メルボルン 朝
終日

深夜

メルボルン入港。
下船。専用車にてオーストラリア有数のワインの産地ヤラ・
バレーにご案内いたします。ワイナリーや地元レストランで
のお食事をお楽しみください。夕食後、空港へ
空路、 日本航空ビジネスクラス にて成田へ。　　【機中泊】

成田着 朝 成田着。通関手続き後、解散。

ウェリントン 08:00
午前

午後
18:00

ニュージーランドの首都ウェリントン入港。
ゆたか倶楽部のお客様だけの専用車にて「ウェリントン市内半日観
光」にご案内いたします。（ボタニックガーデン、ケーブルカーなど）
自由行動
出港。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【船中泊】

フィヨルドランド
国立公園
クルージング

フィヨルドランド国立公園クルージング。
世界遺産フィヨルド・クルージング（ミルフォードサウンド、
ダウトフルサウンドなど）。
イルカやアザラシなどの野生動物や、フィヨルドの壮大な
景色をご堪能いただけます。　　　　　　　　　【船中泊】

13 1/2（木）
〜 〜 終日 クルージングをお楽しみください。　　　　 　　【船中泊】
15 1/4（土）

10 12/30（月） 終日 クルージングをお楽しみください。　　　　 　　【船中泊】

オ
ー
ス
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ニュ
ー
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成田発
メルボルン

各寄港地の平均気温 1月
国名
日本 東京 9.8℃ 2.1℃

23.6℃ 15.9℃
21.0℃ 16.0℃
26.3℃ 15.6℃

オークランド
ダニーデン
メルボルン

ニュージーランド

オーストラリア

寄港地 最高 最低

メルボルン

終日 クルージングをお楽しみください。　　　　 　　【船中泊】
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ト
ラ
リ
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観光付

観光付

観光付

観光付

観光付

観光付

OP

ブリタニア
レストラン

プリンセス
グリル

OP

OP

●旅行代金のカッコ内は船室・ホテルをお1人様利用の場合の追加代金です。
●旅行代金には租税、手数料および港湾費用28,066円、成田空港施設使用料：2,610円、海外空港税：約8,730円、国際観
光旅客税：1,000円、燃油特別付加料：約28,600円が含まれておりません。残金と合わせてご請求させていただきます。
諸費用は、為替レートや料金改定などにより金額が変更になる場合があります。
●船内チップお一人様1泊バルコニー以下：11.5ドル、P2：13.5ドルは船内会計に加算されます。
●往復のスーツケース宅配サービス（お一人様片道1個）が付いています。
●オーストラリア（ETAS）が必要となります。詳細は別途ご案内します。

クイーン・エリザベスでニュージーランドの世界遺産 ミルフォード
サウンドやオーストラリアのタスマニア島を巡ります。

寄港地のご案内

11・12日目

スカイタワーとオークランド市内

オークランドオークランド
AucklandAuckland
2つの湾に囲まれたロマンの街・オークランド。市街地のいたる所から、波静
かな青い海と無数のヨットの白い帆が見えます。近代的なビルとビクトリア
調の古い街並み、美しい港が調和した魅力的な街です。

ミルフォードサウンド〈ニュージーランド〉ミルフォードサウンド〈ニュージーランド〉
Milford SoundMilford Sound
タスマン海から内陸に15km切れ込んだフィヨルドで、1,200m以上の断崖絶壁に囲まれています。同じフィヨルド
ランド国立公園に属するダウトフルサウンド、ダスキーサウンドとともに世界自然遺産に登録されています。（ミル
フォード・サウンド、ダウトフルサウンドは天候により通航しない場合がございます。）

6日目

メルボルンメルボルン
MelbourneMelbourne
公園や庭園が市街地を囲むように広がる、ガーデンシティ・メルボル
ン。ビクトリア王朝時代の趣が色濃く残り、落ち着いたヨーロッパの
雰囲気を漂わせています。「世界で最も住みやすい街」に選ばれた
こともあり、市内の公園では、ピクニックやバーベキューを楽しむ
人々を目にします。

ウェリントンウェリントン
WellingtonWellington
ニュージーランドの首都
ウェリントン、風が強いこ
とから「風の街」とも呼ば
れています。芸術と文化の
都としても知られており、
歴史的建造物や博物館、
アートギャラリーが建ち並
び、ライブ、エンターテイメ
ント等が楽しめる場所も街
中に多くあります。

1・2・16日目

世界
遺産
界

メルボルン

成田から

成田へ

バーニー

ダニーデン
フィヨルドランド

国立公園クルージング

アカロア
（クライストチャーチ）

ウェリントン

オークランド

パンティング

8日目

9日目

世界で最も有名な客船「クィーン・エリザベス」初のオセ
アニアクルーズ。ベストシーズンのオーストラリア・タス
マニア島とニュージーランドを南北に縦断します。

1
世界遺産フィヨルド国立公園では、ミルフォード、ダウトフ
ルサウンドをはじめ船でしか味わえない絶景を船上から
ご堪能いただきます。（※ミルフォードサウンド、ダウトフルサウ
ンドは天候状況により通航しない場合がございます。）

2
5つの都市で観光が含まれています。ニュージーランド
の歴史と文化をご案内いたします。アカロア寄港時には
クライスチャーチの一般家庭にお邪魔してイングリッ
シュティーをお召し上がりいただきます。またスコットラ
ンド風の街並みが美しいダニーデン、ニュージーランド
最大の都市オークランド停泊中の船内ではカウントダウ
ンパーティーが行われます。

3

往復のフライトは成田からメルボルンまで直行便の日本
航空ビジネスクラスを利用。空港ではゆったりビジネス
クラス専用ラウンジでお過ごしください。

4
クィーン・エリザベス船内では英国風のクリスマスデコ
レーションや新年のイベントなど年末年始を異国の地で
過ごす貴重な経験ができます。

5

旅のポイント

クライストチャーチクライストチャーチ
ChristchurchChristchurch
カンタベリー平野の中央に位置するクライストチャー
チは、南島最大の都市です。イギリスから移住者たち
が築いたこの街は基盤の目のように区画され、路面
電車トラムも走っています。8日目のアカロアから専
用車で市内観光にご案内いたします。個人宅を訪れ
イングリッシュティーをお楽しみください。

カンタベリー平野の中央に位置するクライストチャー
チは、南島最大の都市です。イギリスから移住者たち
が築いたこの街は基盤の目のように区画され、路面
電車トラムも走っています。8日目のアカロアから専
用車で市内観光にご案内いたします。個人宅を訪れ
イングリッシュティーをお楽しみください。

個人宅の
イングリッシュティー（イメージ）

ダニーデンダニーデン
DunedinDunedin
南島・南東部の沿岸、
オタゴ地方の中心都
市。1860年代のゴー
ルドラッシュでスコッ
トランドから多くの
人々が移住し、英国調
の街となりました。近
郊のオタゴ半島では、
ペンギンなどの野生
動物を間近でみるこ
とができ、人気を集め
ています。

7日目

ラーナック城

ペンギンブレイス（オタゴ半島）



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、往復荷物宅配サービス（片道お一人様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、日本国内空港使用料、海外空港税、国際観
光旅客税、燃油特別付加料、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（ETAS取得代、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。
■最少催行人員　8名様
■この旅行条件の基準日は2018年12月25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
クルーズマスター
永井ひろみ

〒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

クルーズのゆたか倶楽部株式会社

ホームページはこちら→

公式SNS Follow us!

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】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
   （フォーマル）    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】男性／ジャケット着用（ネクタイはなしでも可）
（インフォーマル） 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P2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）やトラベ
ラーズチェックまたは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 ： 団体行動中のチップは旅行代金に含まれていますが、船内でのチッ
プはお客様負担となります。下記のチップ料金が、自動的にキャビンにチャージさ
れます。チップは、キャビンの係員、ダイニングルームのウエイター、その他の係の
者に配分されます。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。
◆お一人さま（1泊あたり）／客室IE、EC、BE＝US$11.5　客室P2／客室＝US$13.5

　※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。

客室・レストランのご案内

※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。

バルコニー・バスタブ付／約31㎡バルコニー・シャワー付／約21㎡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

プリンセス・スイートのお客様
専用のレストラン。プライベー
トダイニングのような1回制の
お食事をゆったりご満喫いた
だけます。

プリンセス・グリル

P2：プリンセス・スイートBE：バルコニーEC：オーシャンビューIE：スタンダード内側
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