
営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5
に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの
上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、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。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条
件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合

の大人1名の料金　3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料
●キャンセル料について
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
注）キャンセル料金の基準となる旅行代金は、1名利用追加料金を含めた金額となります。（前後
泊プランの場合は、追加旅行代金も含む）
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって89日目にあたる日以降～61日目にあたる日
まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にあた

る日以降～31日前にあたる日まで……旅行代金の50％　　■旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって30日前にあたる日以降～15日前にあたる日まで……旅行代金の75％　　
■旅行開始日の14日前にあたる日以降～当日まで……旅行代金の50％　　■旅行開始後ま
たは無連絡不参加……旅行代金の100％

なお、当社では「クルーズ旅行取消費用担保特約」をご用意しておりますので、ツアー申
し込みと必ず同時に海外旅行傷害保険に、上記の特約を加えて加入されますことをお
勧め申し上げます。但し、付帯条件がございますので詳しくはお問い合わせください。

●キャンセル料半額制度はクルーズツアーの場合、適用外となります。ご注意ください。

■各コース共通の旅行条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■マークの説明　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光�◯＝下車観光

ご旅行条件は、2022年4月1日現在の運賃・料金を基準としております。

（株）ワールド航空サービス　観光庁長官登録旅行業201号 □東京支店 TEL ： 03-3501-4111 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□大阪支店 TEL ： 06-6343-0111 □名古屋支店 TEL ： 052-252-2110 □九州支店 TEL ： 092-473-0111 □札幌営業所 TEL ： 011-232-9111 □藤沢営業所 TEL ： 0466-27-0111
旅行企画・実施

2023年春

クイーン・エリザベス
4年振りの日本発着クルーズ

英国の伝統薫る船内で過ごす優雅な時間

クルーズの旅のハイライトのひとつは船内で過ごす時間です。重厚でクラシックな船内では英国の雰囲気を随所に感じます。
日本発着航路ということもあり、日本人スタッフも多く乗船していますので言葉の面でも安心です。
世界で最も有名な客船で優雅なクルーズライフをお楽しみください。

出航90日前
まで取消料無料

船内チップ
無料

全寄港地観光付き
添乗員同行



　春を迎えた日本をぐるりと一周し、一度に日本各地を巡る船旅ならでは
のコースです。明治の面影を残す世界文化遺産・三角西港や、重要伝統
的建造物群保存地区に指定された加賀橋立や角館など、日本の古い町
並みや歴史をテーマに各寄港地をご案内します。
　さらに、当航路は日本発着クルーズ初のテーマクルーズ「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～」が実施されます。英国ゆ
かりの音楽演奏や映画イベントが行われ、いつも以上にイギリスが感じら
れるクイーン・エリザベスの船旅です。

ツアープランナーより

日本各地　伝統が息づく
歴史ある町々を訪ねます

日本の北へ南へ、歴史ある町並み散策にご案内し
ます。熊本県の世界文化遺産「三角西港」は 明治20
年開港。石積み埠頭など、特別輸出港して栄えた
当時の施設がほぼ原形のまま現存します。金沢で
は北前船の港町として栄えた加賀橋立へ。江戸か
ら明治にかけて北前船が寄港し、都の文化も伝わ
り大いに繁栄した当時の面影を残す赤瓦の町並み
を散策します。みちのく小京都「角館」も訪問。春色
の武家屋敷の散策をお楽しみください。

博多下船の観光プログラムにも
こだわりました

自然の織りなす
美しい情景に浸る

武家屋敷を彩る角館の枝垂桜（イメージ） 鴻臚館跡　©福岡市 天草五橋（イメージ）　©熊本県商工観光労働部

太宰府天満宮だけでなく、かつて外交拠点として
発展した博多の歴史に焦点を当てての観光プログ
ラムにご案内します。後漢の光武帝が漢委奴国王
に送った国宝の金印を所有する福岡市博物館へ。
金印の発見により、弥生時代の日本が中国と外交
していたことが証明されました。舞鶴公園の鴻臚
館は、平安時代に設置された迎賓館で、7世紀後
半から11世紀前半までの約400年間、大陸との対
外交渉の窓口として重要な役割を担っていました。

東シナ海・有明海・八代海の3つの海に囲まれ、大
小130余の島々からなる天草諸島。南蛮文化やキ
リシタンの歴史で知られる場所ですが、碧い海
と緑深い山々が織りなす美しい景観もお楽しみ
いただけます。また、開湯1300年を誇る加賀温
泉郷では、北陸随一の渓谷美を誇る鶴仙渓を訪
ねます。「奥の細道」で松尾芭蕉が長逗留した山中
温泉街「ゆげ街道」の散策にご案内します。

［横浜発着］ 2023年4月19日（水）発　10日間 

いつまでも残したい伝統的町並みと日本周遊 10日間

■最小催行人数：10名　■食事：朝食9回、昼食8回、夕食9回　
■添乗員：横浜港ご出発から横浜港ご到着まで随行いたします。　
■パスポート必要残存期間：下船時6ヶ月以上
■旅行代金には港湾税およびクルーズ関連諸税52,000円、国際観光旅客税1,000円は含まれておりません。
■旅行代金に船内チップは含まれております。　
（注）天候によっては、波の高さにより訪問できないこともございます。

1 横浜港 夜19：00発F　　～お荷物託送サービス～
横浜・大黒ふ頭より「クイーン・エリザベス」に乗船。
夜、出航。船上からの景色をお楽しみください。
 【船中9泊】（クイーン・エリザベス泊）ssy

2 終日クルーズをお楽しみください。 （クイーン・エリザベス泊）ahy

3 八代09：00着16：00発F　朝、熊本の八代港に到着。バスにて上天草への終日観
光。明治三大築港のひとつ、世界遺産の◯三角西港へ。その後、風光明媚な天草五橋を
ドライブし、●天草四郎ミュージアムとともに上天草の大パノラマをお楽しみください。
 （クイーン・エリザベス泊）ahy

4 福岡09：00着18：00発F　朝、博多へ入港。バスにて博多および太宰府の半日
観光へご案内します。国宝の漢委奴の金印を所有する●福岡市博物館、舞鶴公園の
●鴻臚館跡、その後、かつての西の都、太宰府へ。朱雀大通りから●太宰府天満宮へ。
食後、船へ戻ります。午後は出港までごゆっくりお過ごしください。
 （クイーン・エリザベス泊）ahy

5 釜山07：00着18：00発F　朝、韓国の釜山に到着。釜山の半日観光へ。朝鮮、
伽耶時代の●金海鳳凰洞遺跡にご案内します。 （クイーン・エリザベス泊）ahy

6 終日クルーズをお楽しみください。 （クイーン・エリザベス泊）ahy

7 金沢06：30着18：00発F　朝、金沢に入港。バスにて終日観光へ。北陸随一の
渓谷美を誇る◯鶴仙渓、江戸後期から明治中期にかけて、北前船の船主が住んだ◯
加賀橋立へご案内します。 � （クイーン・エリザベス泊）ahy

8 秋田09：30着17：00発F　朝、秋田に入港。終日バスにて、みちのくの小京都
角館へ。今も城下町の面影残す◯武家屋敷の散策をお楽しみください。
� （クイーン・エリザベス泊）ahy

9 終日クルーズをお楽しみください。 � （クイーン・エリザベス泊）ahy

10 F横浜 午前着　午前、横浜港大黒ふ頭に到着。
～お荷物託送サービス～� ass

ご旅行代金　２出発日共通  
2023年4/19（水） , 5/15（月）発　10日間

1 名様利用の旅行代金
ダブルベットの場合があります

海側 （角窓、シャワー、約17㎡）� ¥445,000 ¥200,000

海側バルコニー （バルコニー、シャワー、約21㎡）� ¥525,000 ¥160,000
（1名利用参加応援

キャンペーン）

プリンセススイート （バルコニー、バスタブ、約31㎡）� ¥825,000 2名利用のみ

※プリンセススイートは確保しておりません。ペントハウスとともに別途お問合せください。
※部屋の広さは、バルコニーがある場合、バルコニーを含みます

※上記「バルコニーキャビン早期割引」と「1名利用追加料金割引」
の併用はできません。

2022年8月31日（水）までのご予約で
「バルコニーキャビン2万円引き」の早期割引が適用
（ ¥525,000 ➡�¥505,000 ）

「バルコニーキャビン9万円引き」
（ ¥250,000 ➡�¥160,000 ）
（船側のキャビンがなくなり次第、終了です）

海側バルコニーキャビン
お一人様参加、1名利用追加料金割引

海側バルコニーキャビン早期割引受付中ご注目
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ツアープランナーより

長崎では明治日本の
産業革命遺産、軍艦島へ

長崎沖に位置する、世界遺産・軍艦島。この島の
海底炭鉱が日本の近代化を支えました。岸壁に
囲まれ、高層鉄筋コンクリートが並ぶ様子はま
さに軍艦。最盛期には約5300人もの住民がいた
島は、1974年の閉山を機に廃墟となり、現在で
はその独特の雰囲気が人々を惹きつけます。海
から眺めるだけでなく、上陸して明治日本を支
えた島内にもご案内します（天候により、上陸で
きない場合は船上からの見学となります）。

睡蓮の花咲く「モネの庭」
マルモッタンの散策へご案内

瀬戸内の古い町・御手洗と
九州の小京都・飫肥　2つの重伝建へ

軍艦島　©長崎県観光連盟 本場ジヴェルニーを彷彿とさせます（イメージ） 風情ある御手洗の町並み　©広島県

高知県東部・北川村にある「モネの庭」マルモッタ
ン。フランス印象派の巨匠モネが後半生をかけ
てつくったジヴェルニーの庭と地中海の風景を
北川村の自然の中で再現しています。「花の庭」、「水
の庭」、「ボルディゲラの庭」の3つの庭が作られ、
四季折々の花が咲き誇ります。モネの代名詞的
な作品といえば睡蓮ですが、まさにその睡蓮が「水
の庭」を彩る季節に訪問します。
※気象状況により花の見頃は変動します。

広島寄港では、絶景道路「とびしま海道」を旅しま
す。点々と小島が並ぶ、その中でも江戸時代の風
情を色濃く残す大崎下島の御手洗地へ。風待ち、
潮待ちの良港として発展し、町全体が重伝建に指
定された町です。また、宮崎の油津でも重伝建の
町、飫肥へご案内します。江戸時代、伊東氏飫肥
藩の城下町として栄えた武家屋敷を象徴する門構
え、風情ある石垣、漆喰塀が残る町並みを散策し
ます。

［横浜発着］ 2023年5月15日（月）発　10日間 

広島、長崎、油津、高知に残る伝統的な街並みを訪ねて 10日間

■最小催行人数：10名　■食事：朝食9回、昼食8回、夕食9回　
■添乗員：横浜港ご出発から横浜港ご到着まで随行いたします。　■パスポート必要残存期間：下船時6ヶ月以上
■旅行代金には港湾税およびクルーズ関連諸税52,000円、国際観光旅客税1,000円は含まれておりません。
■旅行代金に船内チップは含まれております。　
（注）天候によっては、波の高さにより訪問できないこともございます。
（注1）天候により上陸できない場合は船上からの見学となります。

1 横浜港 夜19：00発F　　～お荷物託送サービス～
横浜・大黒ふ頭より「クイーン・エリザベス」に乗船。
夜、出航。東京湾を抜けていく出航風景を船上からお楽しみください。
 【船中9泊】（クイーン・エリザベス泊）ssy

2 広島に向けて終日クルーズをお楽しみください。 （クイーン・エリザベス泊）ahy

3 広島08：00着20：00発F　朝、広島に入港。終日バスにて、とびしま海道を渡り、
下蒲刈島の◯三之瀬地区へ。その後、大崎下島を訪れ、重伝建◯御手洗の散策へ。
 （クイーン・エリザベス泊）ahy

4 終日クルーズF　釜山に向けて終日クルーズをお楽しみください。
 （クイーン・エリザベス泊）ahy

5 釜山07：00着18：00発F　朝、釜山に到着。釜山の半日観光へ。朝鮮、伽耶
時代の●金海鳳凰洞遺跡にご案内します。ランチは市場にて（船内でもお取りいただ
けます）。 （クイーン・エリザベス泊）ahy

6 長崎06：30着18：00発F　朝、長崎に到着。午前、軍艦島の上陸観光（注１）
にご案内します。ご昼食は、卓袱料理をご用意しました。午後は、出港まで長崎の散
策をお楽しみください。 （クイーン・エリザベス泊）ahy

7 宮崎（油津）08：00着19：00発F　朝、宮崎の油津に到着。午前、九州の小京
都といわれる●飫肥城と◯城下町の散策にご案内します。午後は出港までごゆっくり
お過ごしください。 � （クイーン・エリザベス泊）ahy

8 高知08：00着19：00発F　朝、高知に到着。午前、バスにてジヴェルニー公認、
北川村の●モネの庭と◯土居廓中へご案内します。午後は出港までごゆっくりお過ご
しください。 � （クイーン・エリザベス泊）ahy

9 終日クルーズ。ゆっくりとクルーズライフをお楽しみください。
� （クイーン・エリザベス泊）ahy

10 F横浜 午前着　午前、横浜港大黒ふ頭に到着。
～お荷物託送サービス～� ass

　世界で最も有名な客船クイーン・エリザベスで、西日本の歴史的名所を
巡ります。長崎での軍艦島クルーズや瀬戸内海に浮かぶ島 を々結ぶ「とび
しま海道」の古い町巡り、九州の小京都といわれる城下町飫肥の散策など、
日本の古い町並みや歴史を中心にご紹介します。また、高知では、睡蓮
をはじめとした季節の花 を々愛でながらの散策を楽しめる「モネの庭」マル
モッタンにご案内。
　3日間ある終日クルーズでは、英国の伝統と格式を受け継ぐクラシック
な船内で、日本にいながら英国の雰囲気を味わえます。3代目クイーン・
エリザベスで、のんびりとしたクルーズライフをお楽しみください。

クイーン・エリザベスバルコニーキャビンラウンジで海を眺めながらのんびりした時間をハープの生演奏はキュナードならではのイベント



営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5
に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの
上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、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。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条
件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合

の大人1名の料金　3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料
●キャンセル料について
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
注）キャンセル料金の基準となる旅行代金は、1名利用追加料金を含めた金額となります。（前後
泊プランの場合は、追加旅行代金も含む）
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって89日目にあたる日以降～61日目にあたる日
まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にあた

る日以降～31日前にあたる日まで……旅行代金の50％　　■旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって30日前にあたる日以降～15日前にあたる日まで……旅行代金の75％　　
■旅行開始日の14日前にあたる日以降～当日まで……旅行代金の50％　　■旅行開始後ま
たは無連絡不参加……旅行代金の100％

なお、当社では「クルーズ旅行取消費用担保特約」をご用意しておりますので、ツアー申
し込みと必ず同時に海外旅行傷害保険に、上記の特約を加えて加入されますことをお
勧め申し上げます。但し、付帯条件がございますので詳しくはお問い合わせください。

●キャンセル料半額制度はクルーズツアーの場合、適用外となります。ご注意ください。

■各コース共通の旅行条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■マークの説明　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光�◯＝下車観光

ご旅行条件は、2022年4月1日現在の運賃・料金を基準としております。

（株）ワールド航空サービス　観光庁長官登録旅行業201号 □東京支店 TEL ： 03-3501-4111 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□大阪支店 TEL ： 06-6343-0111 □名古屋支店 TEL ： 052-252-2110 □九州支店 TEL ： 092-473-0111 □札幌営業所 TEL ： 011-232-9111 □藤沢営業所 TEL ： 0466-27-0111
旅行企画・実施

博多港寄港日には、この時期しか出会えない藤の絶景に出会いに行きます。
2015年にアメリカCNNの「日本で最も美しい場所31選」に選出された河内藤園
です。毎年、ゴールデンウィークに見頃を迎えます。1850坪もの面積を誇る

「藤棚」には20種類を超す藤の花が咲
き、その美しさとともに藤の香りも感
じていただけます。そして80メートル
と110メートルの2本ある藤の花のトン
ネルを散策し、この時期だけの絶景を
ご堪能ください。（※この時期、1か月前
の予約制のため、予約が確保できなかっ
た場合は代替観光にご案内します。）

外国人観光客誘致の国策として、箱根「富士屋ホテル」、軽井沢「万平ホテル」と
ともに、昭和10年に開業した「雲仙観光ホテル」。日本初の国立公園に指定され
た雲仙の地に設立された当時、「東洋美と西洋美が融合した世界美」と称されまし

た。当時の面影感じるクラシックホテルに
て昼食をご用意。例年4月下旬以降、徐々
に国の天然記念物ミヤマキリシマが咲き始
めます。この時期しか見られない、高原の
ひと足遅い春をお楽しみください。
※その年の気候により花の見頃は変動します。

河内藤園の「藤のトンネル」（イメージ）

雲仙観光ホテル

■最小催行人数：10名　■食事：朝食8回、昼食7回、夕食8回　
■添乗員：横浜港ご出発から横浜港ご到着まで随行いたします。　
■パスポート必要残存期間：下船時6ヶ月以上
■旅行代金には港湾税およびクルーズ関連諸税52,000円、国際観光旅客税1,000円は含まれており
ません。■旅行代金に船内チップは含まれております。　
（注）天候によっては、波の高さにより訪問できないこともございます。

（注1）1ヵ月前からの予約制となります。予約が取れなかった場合は、代替えとして宗像大社
辺津宮へご案内します。また、その年の気候により花の見頃は変動します。

旅行代金 1名様利用の旅行代金
ダブルベットの場合があります

海側
（角窓、シャワー、約17㎡） ¥445,000 ¥200,000

海側バルコニー
（バルコニー、シャワー、約21㎡） ¥525,000 ¥250,000

プリンセススイート
（バルコニー、バスタブ、約31㎡） ¥825,000 2名利用のみ

※ プリンセススイートは確保しておりません。ペントハウスとともに別途お問
合せください。

※部屋の広さは、バルコニーがある場合、バルコニーを含みます

1 横浜港 深夜22：00発F　　～お荷物託送サービス～
横浜・大黒ふ頭より「クイーン・エリザベス」に乗船。
深夜、出航。 【船中8泊】（クイーン・エリザベス泊）ssy

2 終日クルーズをお楽しみください。 （クイーン・エリザベス泊）ahy

3 鹿児島08：00着 18：00発F
朝、桜島を見ながら鹿児島に入港。知覧の◯武家屋敷と●特攻平和会館へご
案内します。昼食は富屋旅館または高城庵にて。
 （クイーン・エリザベス泊）ahy

4 終日クルーズF 釜山に向け、終日クルーズをお楽しみください。
 （クイーン・エリザベス泊）ahy

5 釜山（韓国）07：00着 18：00発F
朝、韓国の釜山に入港。釜山の半日観光へ。朝鮮、伽耶時代の●金海鳳凰洞
遺跡にご案内します。 （クイーン・エリザベス泊）ahy

6 福岡06：30着 22：00発F　朝、福岡に到着。CNNが選んだ「日本で最
も美しい場所31選」の一つ、●河内藤園の藤の花のトンネルにご案内します。

（注） （クイーン・エリザベス泊）ahy

７ 長崎08：00着 17：00発F　朝、長崎に到着。
終日、バスにて雲仙温泉へ。◯雲仙地獄遊歩道の散策へご案内します。昼食は、
クラシックホテル雲仙観光ホテルにてお召し上がりいただきます。午後、雲仙
ロープウェイにて◯妙見岳展望台（1333m）へ。
 （クイーン・エリザベス泊）ahy

8 終日クルージング。ごゆっくりとクルーズライフをお楽しみください。
� （クイーン・エリザベス泊）ahy

9 F横浜 午前着
午前、横浜港大黒ふ頭に到着。～お荷物託送サービス～� ass

　ゴールデンウィーク休暇にあわせて、人気航路の発表です。旅先は春の九州。クルーズの旅では自由行動やオプショナルツアーが多いですが、
全寄港地にて専用バスで巡るワールドオリジナル観光をご用意しました。重要伝統的建造物群保存地区に指定される、南九州の城下町・知覧を
訪れます。広い敷地の中に一軒ずつ重厚な石壁に囲まれた家々が造られ、格調高い佇まいを見せてくれています。また、この時期だけしか見ら
れない国の天然記念物、雲仙のミヤマキリシマや北九州の藤のトンネルを訪れるなど、観光内容にもこだわりました。観光では九州の魅力を堪能し、
船内ではイギリスの雰囲気に浸っていただけます。2023年のゴールデンウィークは、久しぶりの本格的なクルーズへぜひお出かけください。

ツアープランナーより

［横浜発着］ 2023年4月28日（金）発　9日間 

春の九州　
知覧の武家屋敷と雲仙へ 9日間

ゴールデンウィークの旅

早期割引対象外のコースです

横浜港

韓国

博多
長崎

鹿児島

釡山

F

F

F

F
F

この時期限定の絶景 「藤のトンネル」を散策。

九州唯一のクラシックホテル「雲仙観光ホテル」でのランチを

キュナード社初乗船の方
2022年8月31日（水）までに、海側バル
コニーにてお申込みの方には、船内で
使える＄75のオンボードクレジットと特性
トートバックをプレゼント ！


