
祝・180周年 英国の客船会社キュナード・ライン

クイーン・エリザベス
横浜発着クルーズ／ショートクルーズ

2022年 4月〜5月

船内の感染症対策は
こちらからご覧いただけます

安心の
日本人スタッフ
乗船！

横浜発着クルーズ

188,000円～ 1,587,000円
2022年5月1日出発

（内側/大人お1人様：2名1室利用）
2022年4月13日出発

（グランドスイート/大人お1人様：2名1室利用）

船内チップ込み

ショートクルーズ
船内チップ込み

164,000円～ 214,000円
2022年4月22日出発

（海側バルコニー/大人お1人様：2名1室利用）
2022年4月26日出発

（海側バルコニー/大人お1人様：2名1室利用）

船内チップ込み 船内チップ込み



1840年に大西洋横断定期航路
の運航開始をした歴史ある船
会社であるキュナードは、
世界で唯一、英国王室より客船
に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
知られています。

ホワイト・スター・サービスは、高品
質なサービスを定める基準として採
用され続けてきました。タイタニッ
クを所有していたホワイト・スター・
ラインと1934（昭和9）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。

キュナードが保有するクイー
ン・エリザベス、クイーン・メリ
ー2、クイーン・ヴィクトリアの
3隻は、約180年に及ぶ歴史と
英国の伝統に彩られた比類な
いラグジュアリーなクルーズ
体験を提供し続け、世界中のセ

レブリティに時を超えて愛さ
れ続けてきました。2022年、ゴ
ールデンウィークが重なる旅
行シーズンに、3年ぶりに日本
に寄港いたします。
春麗かな日本の各地に加え、台
湾、韓国など、数々の魅力的な

寄港地を巡ります。
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、クイーン・エリザ
ベスで唯一無二の体験をお楽
しみください。

ホワイト・スター・
サービス
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クイーン・エリザベスがお届けする
英国の薫り漂う非日常の体験

本格的な英国を船内のいたるところでご体感いただけます

毎日午後、英国伝統の習慣
「アフタヌーン・ティー」をお楽しみいただけます

メイン会場は「クイーンズ・ルーム」。
生演奏が行われる優雅な雰囲気の中
で、白手袋をはめたスタッフがサー
ブする紅茶やスコーンなどをお召し
上がりいただけます。また、英国王立
植物園キューガーデンをモチーフに
したラウンジ「ガーデン・ラウンジ」
でも提供される予定で、自然光が入
る気持ちの良い空間で楽しむアフタ
ヌーン・ティーも良いものです。

英国王室を身近に感じられる
「英国女王エリザベス2世」の肖像画

まずは「クイーンズ・ルーム」の入り口
付近に飾られている「英国女王エリザ
ベス2世」の肖像画。この他、デッキ2
の「キュナード・プレイス」には、歴代
のキュナード船の記念品、著名人の写
真などが展示されており、故ダイアナ
妃や初代クイーン・エリザベスの命名
式の写真も飾られています。 

英国の大衆文化の象徴のひとつ
伝統的な英国風パブをご体験いただけます

伝統的な英国風パブ「ゴールデン・ラ
イオン」で、英国人の生活に欠かせな
いパブライフをお楽しみください。
豊富な種類のエールビールに、フィ
ッシュ&チップスやコッテージパイ
などの定番のパブ･ランチをご用意
しています。

初代クイーン・エリザベスを
イメージしたエレガントな内装

船内の内装は、初代クイーン・エリザ
ベスが就航した1930年代のアールデ
コを現代風にアレンジしたデザイン
で統一されています。初代の伝統を
受け継ぎ、女王の名にふさわしい気
品に満ちたエレガントな雰囲気に包
まれています。

夜はクルーズの旅の醍醐味のひとつです 
大人の夜遊びを堪能してください

ロンドンのウエストエンドを彷彿とさせる
華麗なショータイムが毎晩繰り広げられます

船内では毎晩シアターやラウンジにてミュージカルやダンスレビュー、コメ
ディショーなどが繰り広げられます。多くのショーが開催される「ロイヤル・
コート・シアター」では、音楽ライブやミュージカル、ダンス、バラエティー 
ショー、映画などをお楽しみいただけます。 

追加代金のかからないお食事のご用意が
豊富にございます

客室カテゴリーによってご利用いただく
メイン･ダイニング（専用レストラン）で
のお食事はクルーズ代金に含まれ、それ
以外に誰でも気軽に無料で利用できる

「リド・レストラン」やルームサービスも
ございます。いつもより我が儘にお食事
の時間をお楽しみください。

Q1〜Q6の客室をご利用のお客様専用の、
メイン・ダイニングです。

クイーンズ・グリル

A1、A2の客室をご利用のお客様専用の、 
メイン・ダイニングです。

ブリタニア・クラブ

P1、P2の客室をご利用のお客様専用の、 
メイン・ダイニングです。

プリンセス・グリル

BA〜IFの客室をご利用のお客様専用の
メイン・ダイニングです。

ブリタニア・レストラン

ロンドンの象徴「ビッグ・ベン」を手がけた
デント社の時計台前で記念撮影を

船内でお買い物が楽しめるエリア
「ロイヤル・アーケード」と「エンパイ

ア・カジノ」を結ぶ階段には、ロンド
ンの時計塔「ビッグ・ベン」の時計を
作ったデント社製のオリジナルの時
計が飾られており、記念撮影スポッ
トとして人気です。

街がそのまま船内にあるかのように
気ままな時間を満喫いただけます

朝から夜まで多くのアクティビティで
お過ごしいただけます

キュナードのスタッフは、ご自身の
ペースで自由に過ごしたいお客様の
ために、付かず離れずの絶妙な距離
感を保ちながら、自由な船旅で比類
ない至福のひとときをご提供いたし
ます。

キュナードは、お一人様でのご利用を歓迎しております。お一人様専用客室が
あり、お一人様向けのプログラムやイベント、ダンスホステス/ホストの用意な
ど、ソロ・クルーズを快適にお愉しみいただける環境をご提供いたします。

キュナードは、お一人様でのご利用を歓迎しております

お部屋でのお食事は24時間自由にオーダーいただけます。サラダやスープ、サ
ンドイッチ、パスタ、デザートなどのルームサービスがございます。内線でル
ームサービス係にご注文ください。メニューは室内に設置されたフォルダー
の中にございます。ご朝食のルームサービスをご希望の場合は、お部屋に備え
付けの申込用紙に記入し前日夜にドアノブにお掛けください。グリルクラス
のお客様は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（イン
スイート・ダイニング）。 

ルームサービス

メイン・ダイニング（専用レストラン）

※ グリルクラス（Q・Pカテゴリー）以外にお泊りのお客様は、ご家族・ご友人・添乗員であっても各グリルクラス専用ダイニング
への立ち入りはご遠慮いただいております。メイン・ダイニング以外のレストランは、どなたでもご利用いただけます。

※表紙およびこのページの写真はすべてイメージです。
※サービスの内容は予告なく変更となる場合があります。

※ 現在の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況を受け、船内外での“衛生と安全の対策”をどのように強化するか、およびこの対策の強化がクルーズの運航にどのように影響するかを慎重に確認し実施し
てまいります。そのため、実際のクルーズの提供内容は掲載される説明や写真とは異なる場合があり、状況によりサービスを中止する場合もございます。 
最新情報はキュナード・ラインウェブサイト（www.cunard.jp）をご確認ください。



食事:朝9回・昼8回・夜9回

※代金ならびに掲載外のクルーズについて：お近くの旅行会社 / 旅行代理店までお問い合わせください。　※代金の適応条件とご注意：裏表紙面に記載。　※このカタログに掲載された寄港時間は目安です。日程・寄港時間など
は天候・港湾などの事情により予告なく変更される場合があります。　※カタログに掲載の写真はすべてイメージです。　※サービスの内容は予告なく変更となる場合があります。　※各コースの代金はP7の代金表をご覧ください。

※代金ならびに掲載外のクルーズについて：お近くの旅行会社 / 旅行代理店までお問い合わせください。　※代金の適応条件とご注意：裏表紙面に記載。　※このカタログに掲載された寄港時間は目安です。日程・寄港時間など
は天候・港湾などの事情により予告なく変更される場合があります。　※カタログに掲載の写真はすべてイメージです。　※サービスの内容は予告なく変更となる場合があります。　※各コースの代金はP7の代金表をご覧ください。

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

クイーン・エリザベス� �2022年�春�4〜5月出発�横浜発着クルーズ／ショートクルーズ

ゴールデンウィーク
新緑の九州と韓国�8日間

春の沖縄リゾートと
台湾クルーズ�10日間

春の四国・九州と韓国�10日間
乗船区間：横浜〜横浜【船内7泊】

乗船区間：横浜〜横浜【船内9泊】

乗船区間：横浜〜横浜【船内9泊】

コース番号 Q213 コース番号 Q215

コース番号 Q216

コース番号 Q214

2022年5月1日（日）▶5月8日（日）

2022年4月22日（金）▶5月1日（日）

2022年4月13日（水）▶4月22日（金）

2022年5月8日（日）▶5月17日（火）

新緑の日本周遊と韓国�10日間
乗船区間：横浜～横浜【船内9泊】

食事:朝7回・昼6回・夜7回

食事:朝9回・昼8回・夜9回

◆��3年ぶりの横浜発着クルーズの記念すべき1コース目は、暖かくなりつつ
ある西日本を巡ります
◆��「クイーン・エリザベス初寄港」日本屈指の温泉の街「別府」を訪れます
◆��韓国の「釜山」ではグルメを堪能し、「高知」は坂本龍馬など幕末の英雄たち
の縁の地は必見です
◆��寄港地は見どころ盛りだくさんで、観光も船内も楽しみたい方におすすめ
のコースです

この旅のポイント この旅のポイント

この旅のポイント

このクルーズは普段と違うテーマを
設けた特別なコース“テーマクルー
ズ” です。船内随所から英国を感じて
いただけるクイーン・エリザベスです

が、このコースは「ベスト・オブ・ブリティッシュ〜英国ミュージック＆ビー
トルズ」と題し、ビートルズをはじめとするUKポップス＆ロック、英国にゆ
かりのある映画など、10日間のクルーズを通じて英国の様々な側面からテ
ーマに沿ったイベントなどをお届けする特別なコースです。

Beatles
and Beyond

◆��2022年の横浜発着クルーズで唯一台湾を巡ります
◆��連続クルージング日（終日航海日）が2回あるため、船内を思い切り満喫
できます
◆��暖かい南国の沖縄を訪れ、石垣島で人気の離島観光、台湾では人気の2都市
に寄港します
◆��グルメ、ショッピングに加え、南国気分を楽しみながら、クイーン・エリ
ザベスを満喫できるコースです

この旅のポイント

テーマクルーズ� Theme�Cruise
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日次 月/日 （曜） 寄港地 入港 出港 食事 宿泊
1 ４月13日（水） 横浜 午後乗船 18:00 ／  ／  夕 船中泊

2 ４月14日（木） クルージング - - 朝  昼  夕 船中泊

3 ４月15日（金） 別府 8:00 17:00 朝  昼  夕 船中泊

4 ４月16日（土） クルージング - - 朝  昼  夕 船中泊

5 ４月17日（日） 釜山（韓国） 7:00 17:00 朝  昼  夕 船中泊

6 ４月18日（月） 長崎 6:30 18:00 朝  昼  夕 船中泊

7 ４月19日（火） 鹿児島 8:00 17:00 朝  昼  夕 船中泊

8 ４月20日（水） 高知 8:00 18:00 朝  昼  夕 船中泊

9 ４月21日（木） クルージング - - 朝  昼  夕 船中泊

10 ４月22日（金） 横浜 午前下船 - 朝  ／  ／ -

日次 月/日 （曜） 寄港地 入港 出港 食事 宿泊
1 4月22日（金） 横浜 午後乗船 18:00 ／  ／  夕 船中泊

2 4月23日（土） クルージング - - 朝  昼  夕 船中泊

3 4月24日（日） クルージング - - 朝  昼  夕 船中泊

4 4月25日（月） 花蓮（台湾） 10:00 19:00 朝  昼  夕 船中泊

5 4月26日（火） 基隆（台湾） 8:00 18:00 朝  昼  夕 船中泊

6 4月27日（水） 石垣島 6:30 18:00 朝  昼  夕 船中泊

7 4月28日（木） 那覇 8:00 18:00 朝  昼  夕 船中泊

8 4月29日（金・祝） クルージング - - 朝  昼  夕 船中泊

9 4月30日（土） クルージング - - 朝  昼  夕 船中泊

10 5月１日（日） 横浜 午前下船 - 朝  ／  ／ -

◆��ゴールデンウィーク中の設定コースで、長期での休暇取得が難しい方に
人気のコースです
◆��「クイーン・エリザベス初寄港」の「福岡」は、“博多どんたく港まつり”の
開催日に訪れます
◆��世界遺産が点在する街「長崎」、雄大な桜島に目を奪われる「鹿児島」、�
さらにグルメの街「釜山」も訪れます
◆��短い日程でも、寄港地のイベントや船内のエンターテイメントなど楽しみ
満載のコースです

日次 月/日 （曜） 寄港地 入港 出港 食事 宿泊
1 ５月１日（日） 横浜 午後乗船 18:00 ／  ／  夕 船中泊

2 ５月２日（月） クルージング - - 朝  昼  夕 船中泊

3 ５月３日（火・祝） 鹿児島 8:00 17:00 朝  昼  夕 船中泊

4 ５月４日（水・祝） 福岡 8:00 22:00 朝  昼  夕 船中泊

5 ５月５日（木・祝） 釜山（韓国） 7:30 17:30 朝  昼  夕 船中泊

6 ５月６日（金） 長崎 6:30 17:00 朝  昼  夕 船中泊

7 ５月７日（土） クルージング - - 朝  昼  夕 船中泊

8 ５月８日（日） 横浜 午前下船 - 朝  ／  ／ -

食事:朝9回・昼8回・夜9回

◆��北海道から九州まで、日本の美しい景色が一度の旅行で楽しめる、�
クルーズならではの行程が人気です
◆��「クイーン・エリザベス初寄港」の「佐世保」は、ハウステンボスや九十九島
など見どころがたくさんです
◆��「函館」「境港」「鹿児島」「釜山」などグルメタウンと名高い街々を巡ります
◆��美食の旅と決めて、クイーン・エリザベスと各寄港地のグルメを味わい
尽くすのもおすすめです

日次 月/日 （曜） 寄港地 入港 出港 食事 宿泊
1 ５月８日（日） 横浜 午後乗船 18:00 ／  ／  夕 船中泊

2 ５月９日（月） クルージング - - 朝  昼  夕 船中泊

3 ５月10日（火） 函館 8:00 18:00 朝  昼  夕 船中泊

4 ５月11日（水） クルージング - - 朝  昼  夕 船中泊

5 ５月12日（木） 境港 8:00 17:00 朝  昼  夕 船中泊

6 ５月13日（金） 釜山（韓国） 7:00 17:00 朝  昼  夕 船中泊

7 ５月14日（土） 佐世保 6:30 18:00 朝  昼  夕 船中泊

8 ５月15日（日） 鹿児島 8:00 18:00 朝  昼  夕 船中泊

9 ５月16日（月） クルージング - - 朝  昼  夕 船中泊

10 ５月17日（火） 横浜 午前下船 - 朝  ／  ／ -

博多どんたく／福岡別府温泉海地獄／大分

石垣島／沖縄

大浦天主堂／長崎海東龍宮寺／釜山（韓国）

台北／台湾

甘川文化村／釜山（韓国）桜島／鹿児島

九份／台湾



※右記金額は2人部屋を1～2名で利用した場合の1名様あたりの金額となります。
※3～4名で1室利用時の3～4人目は対象外となります。
※1名1室利用の場合は2名様分（2倍）の付与となります。
※2005年以前ご乗船分は現船取扱会社にて履歴の確認ができず、特典を適用できない場合がございます。

※ご予約時にリピーターである旨お申し出いただくか、ご出発30日前までにお申し出ください。

過去キュナード・ラインにご乗船になりリピーター会員に登録されたお客様へは右記金
額のオンボード・クレジット（船内でご利用いただけるクレジット）をお付けいたします。

7～21泊クルーズ 6泊以下クルーズ
キャビンタイプ クレジット額（お1人様）

クイーンズ・グリル US$ 350 US$ 125
プリンセス・グリル US$ 300 US$ 100

海側バルコニー US$ 200 US$ 75
海側 スタンダード(内側) US$ 150 US$ 50

コース番号 Q213 Q214 Q214B Q214C Q215 Q216

出発日・
コース名

4/13
 春の四国・
九州と韓国

4/22 
春の沖縄

リゾートと
台湾クルーズ

4/22 
横浜～

基隆（台湾）
5日間

4/26 
基隆（台湾）～

横浜
6日間

5/1 
GW 新緑の

九州と
韓国

5/8
新緑の

日本周遊と
韓国

日程 9泊10日 9泊10日 4泊5日 5泊6日 7泊8日 9泊10日

キャビンタイプ 客室
タイプ

ご利用
レストラン

2名1室利用
（1名1室利用）

2名1室利用
（1名1室利用）

2名1室利用
（1名1室利用）

2名1室利用
（1名1室利用）

2名1室利用
（1名1室利用）

2名1室利用
（1名1室利用）

グランド スイート
（船体後方6・7F）約128㎡（バルコニー・バスタブ付） Q1

クイーンズ・
グリル

¥1,587,000
（¥3,174,000）

¥1,569,000
（¥3,138,000）

設定なし

¥1,299,000
（¥2,598,000）

¥1,569,000
（¥3,138,000）

マスター スイート
（船体中央7F）約102㎡（バルコニー・バスタブ付） Q2 ¥1,223,000

（¥2,446,000）
¥1,209,000
（¥2,418,000）

¥1,001,000
（¥2,002,000）

¥1,209,000
（¥2,418,000）

ペントハウス
（船体中央4～6・8F）約47㎡（バルコニー・バスタブ付） Q3 ¥888,000

（¥1,776,000）
¥887,000

（¥1,774,000）
¥727,000

（¥1,454,000）
¥887,000

（¥1,774,000）
ペントハウス

（船体中央7F）約47㎡（バルコニー・バスタブ付） Q4 ¥812,000
（¥1,624,000）

¥811,000
（¥1,622,000）

¥664,000
（¥1,328,000）

¥811,000
（¥1,622,000）

クイーンズ スイート
（船体後方）約45㎡（バルコニー・バスタブ付） Q5 ¥732,000

（¥1,464,000）
¥731,000

（¥1,462,000）
¥599,000

（¥1,198,000）
¥731,000

（¥1,462,000）
クイーンズ スイート

（船体前方・後方）約45㎡（バルコニー・バスタブ付） Q6 ¥686,000 
（¥1,372,000）

¥685,000
（¥1,370,000）

¥561,000
（¥1,122,000）

¥685,000
（¥1,370,000）

プリンセス スイート約31㎡
（バルコニー・バスタブ付）

P1
プリンセス・

グリル

¥627,000
（¥1,254,000）

¥626,000
（¥1,252,000）

¥513,000
（¥1,026,000）

¥626,000
（¥1,252,000）

P2 ¥572,000
（¥1,144,000）

¥571,000
（¥1,142,000）

¥494,000
（¥988,000）

¥571,000
（¥1,142,000）

クラブバルコニー約24㎡
（バルコニー・シャワー付）

A1
ブリタニア・

クラブ

¥412,000
（¥721,000）

¥411,000
（¥719,000）

¥400,000
（¥700,000）

¥411,000
（¥719,000）

A2 ¥382,000
（¥669,000）

¥381,000
（¥666,000）

¥396,000
（¥693,000）

¥381,000
（¥666,000）

海側バルコニー約21㎡
（バルコニー・シャワー付） 

★「ソロ・クルーズ」
海側バルコニー新代金適応

BA

ブリタニア・
レストラン

¥335,000
（¥502,500）

¥321,000
（¥481,500）

¥185,000
（277,500）

¥214,000
（¥321,000）

¥329,000
（¥575,000）

¥321,000
（¥481,500）

BB ¥330,000
（¥495,000）

¥316,000
（¥474,000）

¥182,000
（273,000）

¥210,000
（¥315,000）

¥324,000
（¥567,000）

¥316,000
（¥474,000）

BC ¥325,000
（¥487,500）

¥311,000
（¥466,500）

¥179,000
（268,500）

¥207,000
（¥310,500）

¥319,000
（¥558,000）

¥311,000
（¥466,500）

BD ¥318,000
（¥477,000）

¥305,000
（¥457,500）

¥176,000
（264,000）

¥203,000
（¥304,500）

¥313,000
（¥547,000）

¥305,000
（¥457,500）

BE ¥309,000
（¥463,500）

¥297,000
（¥445,500）

¥171,000
（256,500）

¥198,000
（¥297,000）

¥304,000
（¥532,000）

¥297,000
（¥445,500）

BF ¥296,000
（¥444,000）

¥284,000
（¥426,000）

¥164,000
（246,000）

¥189,000
（¥283,500）

¥291,000
（¥509,000）

¥284,000
（¥426,000）

海側バルコニー（視界が遮られます）約21㎡
（バルコニー・シャワー付）

 ★「ソロ・クルーズ」
海側バルコニー新代金適応

CA ¥286,000
（¥429,000）

¥271,000
（¥406,500）

設定なし

¥278,000
（¥486,000）

¥271,000
（¥406,500）

CB ¥285,000
（¥427,500）

¥270,000
（¥405,000）

¥273,000
（¥477,000）

¥270,000
（¥405,000）

海側窓付約17㎡
（窓・シャワー付）

EB ¥284,000
（¥497,000）

¥263,000
（¥460,000）

¥266,000
（¥465,000）

¥263,000
（¥460,000）

EC ¥279,000
（¥488,000）

¥258,000
（¥451,000）

¥261,000
（¥456,000）

¥258,000
（¥451,000）

EF ¥269,000
（¥470,000）

¥252,000
（¥441,000）

¥252,000
（¥441,000）

¥252,000
（¥441,000）

海側窓付（視界が遮られます）約17㎡
（窓・シャワー付）

FB ¥251,000
（¥439,000）

¥235,000
（¥411,000）

¥235,000
（¥411,000）

¥235,000
（¥411,000）

FC ¥242,000
（¥423,000）

¥226,000
（¥395,000）

¥226,000
（¥395,000）

¥226,000
（¥395,000）

デラックス内側約19㎡
（シャワー付）

GA ¥240,000
（¥420,000）

¥222,000
（¥388,000）

¥222,000
（¥388,000）

¥222,000
（¥388,000）

GB ¥231,000
（¥404,000）

¥213,000
（¥372,000）

¥213,000
（¥372,000）

¥213,000
（¥372,000）

GC ¥218,000
（¥381,000）

¥206,000
（¥360,000）

¥201,000
（¥351,000）

¥206,000
（¥360,000）

内側約14㎡（シャワー付）

IA ¥215,000
（¥376,000）

¥204,000
（¥357,000）

¥199,000
（¥348,000）

¥204,000
（¥357,000）

ID ¥211,000
（¥369,000）

¥200,000
（¥350,000）

¥195,000
（¥341,000）

¥200,000
（¥350,000）

IE ¥210,000
（¥367,000）

¥199,000
（¥348,000）

¥194,000
（¥339,000）

¥199,000
（¥348,000）

IF ¥204,000
（¥357,000）

¥193,000
（¥337,000）

¥188,000
（¥329,000）

¥193,000
（¥337,000）

租税・手数料および港湾費用〈国際観光旅客税1,000円含む〉
（別途申し受けます） ¥13,411 ¥15,691 ¥8,890 ¥8,902 ¥12,872 ¥15,172

早期にご予約いただいた方限定で、クルーズ代金が割引となる早期予約特典をご用意しております。詳しくはお問い合わせください。• 上記代金は、2名1室利用時の大人1名あたりの代金、または、2名1室利用
部屋を1名で利用した場合の大人1名あたりの代金です（日本円表記）。ただし、1人利用客室の販売数には、制限がありますので予めご了承ください。予約状況によっては、利用できない場合もあります。予約時
にご確認ください。• 租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用：1名あたりの代金で、別途申し受けます。※国際観光旅客税は出国1回につき、お一人様1,000円を徴収いたします。本カタログに掲載の対象 
コース（コース番号：Q213、Q214、Q214B、Q214C、Q215、Q216）にお申し込みの場合はクルーズ代金にチップ代金が含まれます。（3名1室または4名1室利用時の3人目4人目の方は別途チップを申し受けます） 
 • 3名1室または4名1室利用時の3人目4人目の方の代金は1・2人目の方の半額となります。（3名1室、4名1室利用可能なお部屋カテゴリーについては旅行会社 / 旅行代理店にお問い合わせください。）

2022年 春 
横浜発着クルーズ
ショートクルーズ
旅行代金表

キュナード・ワールドクラブメンバー（リピーター）特典 お得な
キャンペーン
情報はこちら

クルーズ旅行を満喫するなら、お部屋からもじっくりと海を堪能したい。
そんな想いを持つお客様が多いことから一番人気の部屋である「海側バルコニー」。人気客室限定で特別なプランをご用意しました。

海側バルコニー限定プランのご紹介

クイーン・エリザベスをもっと気軽に
横浜発・着クルーズで初となる
6日以下のショートクルーズ

長期での休暇取得やご自宅を留守にすることが難しいというみなさまにもご利用いただけるよう、
『春の沖縄リゾートと台湾クルーズ 10日間（コース番号：Q214)』を前半と後半に分けたコースです。こ

のショートクルーズを人気客室タイプの「海側バルコニー」にて客室数限定でご用意いたしました。
約8日～10日間 の従来のクイーン·エリザベス日本発着クルーズと比べ、5日間～6日間と短い日程な
がらも、台湾での観光もお楽しみいただけます。クルージング日（終日航海日）にはゆっくりとクイー
ン·エリザベス船内を、寄港日には観光をご満喫いただけるコースとなっております。

日次 月/日 （曜） 寄港地 入港 出港 食事 宿泊
1 ４月22日（金） 横浜 午後乗船 18:00 ／  ／  夕 船中泊

2 ４月23日（土） クルージング - - 朝  昼  夕 船中泊

3 ４月24日（日） クルージング - - 朝  昼  夕 船中泊

4 ４月25日（月） 花蓮（台湾） 10:00 19:00 朝  昼  夕 船中泊

5 ４月26日（火） 基隆（台湾） 午前下船 - 朝  ／  ／ -

乗船区間：横浜～台湾【船内4泊】

コース番号 Q214B

2022年4月22日（金）▶4月26日（火）

日次 月/日 （曜） 寄港地 入港 出港 食事 宿泊
1 ４月26日（火） 基隆（台湾） 午後乗船 18:00 ／  ／  夕 船中泊

2 ４月27日（水） 石垣島 6:30 18:00 朝  昼  夕 船中泊

3 ４月28日（木） 那覇 8:00 18:00 朝  昼  夕 船中泊

4 ４月29日（金・祝） クルージング - - 朝  昼  夕 船中泊

5 ４月30日（土） クルージング - - 朝  昼  夕 船中泊

6 5月1日（日） 横浜 午前下船 - 朝  ／  ／ -

コース番号 Q214C

2022年4月26日（火）▶5月1日（日）

基隆（台湾）～横浜 6日間
乗船区間：台湾～横浜【船内5泊】

海側バルコニー 限定プラン2

おひとり様の旅 「ソロ・クルーズ」に
海側バルコニーを特別価格で
ご用意しました

■対象コース

※ ゴールデンウィーク 新緑の九州と韓国 8日間（コース番号：Q215）は「1人旅用「ソ
ロ・クルーズ」海側バルコニー新代金」の対象外です。　

海側バルコニー 限定プラン1

今回は、クイーン・エリザベスの人気客室カテゴリー「海側バルコニー」を “対象コース限定” で特別代
金が登場。従来は1室2名利用の代金の175%でしたが、新代金では客室数限定で150%にてご利用いた
だくことができます。
クイーン・エリザベスの重厚感のあるクラシックで落ち着いた船内の雰囲気は、リラックスした1人旅
を求める方におすすめです。キュナードのスタッフは、ご自身のペースで自由に過ごしたいゲストの
ために、ほどよい距離感を保ちながら、自由で比類ない至福のひとときをご提供いたします。代金は各
コースの代金表をご覧ください。

2022年 4月26日（火）～5月1日（日）

コース番号 Q214C   基隆（台湾）～横浜 6日間

2022年 5月 8日（日）～5月17日（火）

コース番号 Q216   新緑の日本周遊と韓国 10日間

2022年 4月13日（水）～4月22日（金）

コース番号 Q213   春の四国・九州と韓国 10日間

2022年4月22日（金）～5月1日（日）

コース番号 Q214   春の沖縄リゾートと台湾クルーズ 10日間

2022年 4月22日（金）～4月26日（火）

コース番号 Q214B   横浜～基隆（台湾） 5日間

※代金ならびに掲載外のクルーズについて：お近くの旅行会社 / 旅行代理店までお問い合わせください。　※代金の適応条件とご注意：裏表紙面に記載。　※このカタログに掲載された寄港時間は目安です。日程・寄港時
間などは天候・港湾などの事情により予告なく変更される場合があります。　※カタログに掲載の写真はすべてイメージです。　※サービスの内容は予告なく変更となる場合があります。　

※コース限定、客室数限定でのご案内となります。

横浜～基隆（台湾） 5日間

食事:朝4回・昼3回・夜4回

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。 食事:朝5回・昼4回・夜5回

※基本的に各寄港地は自由行動となります。
※天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。
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キュナードの客船には多くの客室カテゴリーがあります。 
英国の古き良き時代の伝統を今に継承し、客室カテゴリーごとに専用のメイン・ダイニングを組み合わせています。

客室カテゴリーと客室レイアウト

グリルクラス ブリタニアクラス
2つの専用ダイニング（レストラン）「クイーンズ・グリル」と「プリンセス・
グリル」を利用する客室カテゴリーを、キュナードでは「グリルクラス」と
称しています。グリルクラスだけのサービスや専用エリアで特別な時間を
お過ごしいただけます。

専用ダイニング「ブリタニア・クラブ」または「ブリタニア・レストラン」を
利用する客室カテゴリーを、「ブリタニアクラス」と称しています。全室バル
コニー付のお部屋からシングルタイプまで、お客様のご要望に合わせてお選び
いただけます。

マスター スイート　Q2 ［約102㎡］

◆ 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）

ペントハウス　Q3、Q4 ［約47㎡］

◆ 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/ 

車椅子対応のお部屋を除く） 

クイーンズ スイート　Q5、Q6 ［約45㎡］

◆ ベッドルーム
◆ リビングルーム
◆ バルコニー
◆  バスルーム 
（シャワー、ジェットバス/ 

車椅子対応のお部屋を除く） 

※写真はすべてイメージです。　※サービスの内容は予告なく変更となる場合があります。　※上記は平均面積で、客室により広さが異なります。
※全てのベッドは「ダブルベッド」または「ハリウッドツイン（隣り合い・間隔が空かない）」にベッドのセッティングを指定することが可能です。

※写真はすべてイメージです。　※サービスの内容は予告なく変更となる場合があります。
※スケジュールは一例であり、クルーズにより時間帯が異なります。詳しくは乗船後、船内新聞にてご確認ください。

グランド スイート　Q1 ［約128㎡］

◆ 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）

クイーンズ・グリル Q1~Q6

プリンセス スイート　P1、P2 ［約31㎡］

◆ ツインベッド
◆ リビングエリア
◆ バルコニー
◆ バルコニー
◆  バスルーム 
（シャワー、バスタブ）

プリンセス・グリル P1~P2

グリルクラスの特典
クイーンズ・グリルとプリンセス・グリルのお客様
のために特別なサービスをご用意いたしました。

より快適な船内生活をお過ごしください。

極上の時間を

◆  クイーンズ・グリルまたは 
プリンセス・グリルでのお食事 

（客室でのインスイート・ダイニングも可）
◆  ザ・グリルズ・ラウンジ、 

ザ・コートヤード、 
ザ・グリルズ・テラスのご利用

◆ コンシェルジュ・サービス
◆  乗船時の優先チェックイン
◆  乗船時のウェルカム・ドリンク

上質のアメニティ

◆  フレッシュフルーツ
◆  バスローブとスリッパ
◆  お好みの枕をお選びいただける 

ピロー・コンシェルジュ・メニュー 
（数に限りがございます）

クイーンズ・グリルのお客様へ
特別サービスのご案内

お荷物の荷解き、荷造りのお手伝い、
夕食前のカナッペのお届け、
レストランのご予約などがございましたら
バトラーにご依頼ください。

◆  インルーム・バー
◆  無料のカナッペ・サービス
◆  illy（イリー）のコーヒーマシン
◆  客室のフラワー・アレンジメント
◆  ジェットバス（車椅子対応のお部屋を除く）
◆   ボードゲーム/iPad（ Q1・Q2のみ）
◆  乗下船時の優先チェックアウト
◆  テンダーボートの優先乗下船（Q1～Q4）

クラブ バルコニー　A1、A2 ［約24㎡］

ブリタニア・クラブ A1、A2

◆ ツインベッド
◆ バルコニー
◆ リビングエリア
◆  バスルーム 
（シャワー）

海側　EB, EC, EF ［約17㎡］　FB, FC ［約17㎡］　※FBとFCは一部視界が遮られます

◆ ツインベッド
◆ リビングエリア
◆  バスルーム 
（シャワー）

ブリタニア BA~IF

◆ ツインベッド
◆ バルコニー

◆ リビングエリア
◆  バスルーム（シャワー）

デラックス（内側）　GA, GB, GC ［約19㎡］

◆ ツインベッド
◆ リビングエリア
◆  バスルーム 
（シャワー）

◆ 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）　IA,ID,IE,IF ［約14㎡］

クイーン・エリザベスの船旅を思う存分楽しんでいただく為の過ごし方のご提案です。
ご紹介している時間や内容は一例であり、楽しみ方は毎日変わるイベント等によって多種多様です。

忘れられない一日をお過ごしください。

クイーン・エリザベスで過ごすおすすめの1日

朝食を召し上がる前に身体を動かすのはいかがでしょう。 
いつもと違う海の上で朝から流す汗は気持ちの良いものです。

7：30

10：00 15：30 17：45

8：00
こだわりの朝食をお召し上がりください。 
観光に行かれる方は行く前の準備を始めておくと安心です。

ショーを観に行く 船内のいたるところで生演奏が

時を忘れてショーを満喫するのはいかがでしょうか。
さらに船内では優雅な生演奏がいたるところから聞こえてきます。

ダンスパーティーやディスコナイトへ

夜はダンスタイムが素敵な夜を彩ります。
日常から離れて特別な時間をお楽しみください。

寄港地の観光へ
  [オプショナルツアーは別途お申込みください]

観光から戻ったらお部屋で少し休憩
朝・晩の清掃でいつも清潔

寄港地ではオプショナルツアーなどでお楽
しみください。観光から戻ったら綺麗に清掃
されたお部屋で一息つくのも良いでしょう。

海風心地よい夕暮れのデッキ散策

夕食までの時間はアフタヌーン・ティーを楽
しんだり夕暮れの海を眺めたり思い思いに
お過ごしください。

ゆっくりディナーをお楽しみください
 [それぞれ指定されたレストランでお楽しみください]

船内のショップでお土産も忘れずに

華やかなディナータイムを心ゆくまでご堪
能ください。乗船の記念に自分へのお土産探
しも忘れないでください。

生演奏を聴きながらアフタヌーン・ティー

19：30 21：00

朝食前にデッキをウォーキング 自然光が入る広々としたジムでの
エクササイズもおすすめ

海を眺めながら朝食 観光前、わからないことは 
パー サーズ・オフィスまで

日本人
スタッフ
駐在

海側バルコニー　BA, BB, BC, BD, BE, BF ［約21㎡］ 　CA, CB ［約21㎡］
※CAとCBは一部視界が遮られます

P.6にて人気客室海側バルコニーの
限定特別プランをご紹介しております。
ぜひご覧ください。

海側バルコニー限定特別プランを
ご用意しております



クイーン・エリザベス デッキプラン

前方▶ 前方▶

◆就航:2010年　◆改装:2018年
◆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

10 11



ジェネラル・インフォメーション

ご案内とご注意

キュナードの公式ウェブサイト（日本語版）に掲載している旅客運送約款は、お客様の旅行に適用される利用条件です。
お客様は本利用条件に拘束されますので、これをご精読ください。

本規約の英語版と翻訳版（日本語版）で相違や矛盾が発生する場合、英語版が優先するものとします。全文は下記ウェブサイトより必ずご覧ください。
更新や変更があった場合、最新版も下記ウェブサイトよりご覧いただけます。

英語版: www.cunard.com 上の Booking conditions をご覧ください。日本語版:www.cunard.jp 上の旅客運送約款をご覧ください。
予約金、取消し、払戻し等、一部旅客運送約款に当てはまらないものがございます。詳しくはご予約の旅行会社 / 旅行代理店にお問合せください。

※お申し込みの際は、事前にお渡しする旅行会社 / 旅行代理店の旅行条件（全文）を必ずご確認の上、お申し込みください。

予約金
ご予約から7日間以内にクルーズ代金の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。クルーズ代金全額お支払
い期限以降にご予約をいただいた場合は、予約時に全額をお支払
いいただきます。
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� クルーズ代金の20%
44日〜15日� �クルーズ代金の50%
14日〜8日� クルーズ代金の75%
7日〜当日・連絡無しのキャンセル� �クルーズ代金の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� クルーズ代金の20%
56日〜29日� クルーズ代金の50%
28日〜15日� クルーズ代金の75%
14日〜当日・連絡無しのキャンセル� クルーズ代金の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。左記の取
消し規定は、クルーズ代金、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。

◆��表示代金は2人部屋を2名で使用する場合の1名当たりの代金です（日本円（¥）表示）。
◆��表示代金は2021年1月20日現在のものです。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以下のとおりです。
�����Q1〜P2�:�200%�A1〜IF�:�175%
�����※代金は100円単位を切り捨てまたは切り上げで調整をさせていただいております。
◆��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。
　本カタログ掲載のコースにつきましては、チップがクルーズ代金に含まれております。
◆��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。

※本カタログは2021年1月20日現在のもので、予告なく変更される場合がございます。�最新のクルーズ代金はお近くの旅行会社�/�旅行代理店までお問い合わせください。

Q & A よ く あ る 質 問

Q.客室アメニティは何がありますか？
A.基本設備
◆エアコン（客室で調整可能）
◆電話
◆冷蔵庫
◆テレビ
◆セーフティ・ボックス（金庫）
◆湯沸かしポット（コーヒー・紅茶メーカー）
◆ヘアドライヤー
◆シャワー、トイレ
◆バスタブ（グリルクラスのみ）
※車椅子対応のお部屋にはバスタブがございません。
    共通のアメニティ
◆タオル類（バス/フェイス/プール用）
◆バスローブ
◆スリッパ
◆シャンプー・コンディショナー
◆固形石けん、ボディーソープ
◆ボディーローション
◆ミネラルウォーター（グリルクラスは無料）
※ アメニティと設備は予告なしに変更される場合がござい

ます。あらかじめご了承ください。歯磨きセット、シェ
ーバー、パジャマはございませんのでご注意ください。

Q.日本の電化製品は使えますか？
A. 110ボルト・220ボルト、60サイクルの2穴もしくは3穴の電

源プラグがございます。日本の自動変圧機能のある電気
器具はそのままご使用になれますが、自動変圧機能が付
いていない電気器具については変圧器が必要となります。

Q.チップは必要ですか？
A. 本カタログに記載の横浜発着とショートクルーズには、全

てチップが含まれております。通常は、ダイニングルーム
ならびにルームスチュワードへのチップとして、一律にお1
人 様1泊あたりUS$11.50（ブリタニアクラス）、または
US$13.50（グリルクラス）をお客様の船内会計に加算させ
ていただきます。なお、特別なサービスを受けたスタッフへ
お心遣いをされる場合は、直接本人へお渡しください。有
料のお飲み物に対しては15％、またカジノ、スパのご利用
代金に対して12.5％のサービス料が自動的に加算されま
す。その他のスタッフに対するチップ、また、クイーン・グリ
ルのお客様がご利用いただけるバトラー・サービスへのチ
ップは、お客様のご判断にお任せいたします。

Q.喫煙はできますか？
A. 電子タバコを含め、客室内（専用バルコニー含む）は全面禁

煙です。船内では下記の喫煙エリアをご利用ください。
◆チャーチルズ・シガー・ラウンジ
     （葉巻とパイプのみ）
◆デッキ3 右舷/ デッキ10 右舷

Q.ドレスコードについて詳しく教えてください
A.   ［日中や寄港地での服装］
　 日中はリラックスした服装でお過ごしいただけます（コッ

トンのパンツ、スポーツシャツ、カジュアルなワンピース
など）。また、デッキで寛いだり寄港地で外出される際は、
重ね着のできる服、ウインドブレーカーなど風を通しにく
い素材の上着、かかとの低い履き慣れた靴（デッキシュー
ズ、スニーカー）がおすすめです。また、エクササイズ用の
服、水着のご用意もおすすめいたします。

　［夕方以降の服装］
　 夕食時間以降は、ガラ・イブニングとスマート・アタイ 

アーの2つのドレスコードがございますが、リド・レスト
ランやゴールデン・ライオン等、一部施設では夕食時も
ドレスコードに関係なく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シャツなどのラフな服
装はお控えください。

ドレスコードの目安
当日の船内新聞でご確認ください。
また、ご予約済みのお客様専用ページ「My Cunard」でも
ご覧いただけます。

※ ガラ・イブニングの回数は泊数で異なります。

スマート・アタイアー ガラ・イブニング

女性： イブニングドレス、カクテ
ルドレス、着物など

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： カクテルドレス、スタイリ
ッシュなスーツ、ワンピー
スなど

男性： ジャケットの着用をおす
すめします（ネクタイなし
でも可）

終日航海日・寄港日 乗船日・寄港日・停泊日
ガラ・イブニング

（週に2〜3回程度） スマート・アタイアー

www.cunard.jp

●お問い合わせ・お申し込みは、お近くの旅行会社 / 旅行代理店まで


