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心に残る高品質な旅

クイーン・エリザベス

ん。また、掲載しております地図は、およその位置関係と宿泊地、
訪問地を示し、イメージを掴んでいただくためのものです。

●キャンセル料について
キャンセル料について（1名利用の場合、1名利用追加料金を含めた
金額となります）お客様は別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。クルーズの場合、
船ごとに取消料が定められており、ツアーによって取消料発生の時期、
金額等異なります。
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。

●旅行条件・旅行代金の基準
ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内容・
条件の他、別途お渡しする旅行条件書、最終確定書面、及び当社の
旅行業約款によります。ご旅行条件は、2022年6月1日現在の運賃・
料金を基準としております。

●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：旅程に従ったすべての利用交通機関
２. ホテル料金：2名室をお2人でご利用いただく場合の大人1名の料金
3. 手荷物運搬料金：原則としてエコノミークラス利用の場合、お1人
につき20kg以内、ビジネスクラスの場合は30kg以内となってお
ります。（但し、利用航空会社や方面で重量や個数に例外もござい
ますのでお問い合わせください。）

4. 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（但し、
船内チップは除く）

5. 添乗員：全行程にわたり弊社の社員がお供いたします。
6. 海外の空港税・出国税

●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. 海外旅行傷害疾病保険料　２. 現地における個人的性質の費用
３. 日本国内における空港施設使用料
４. 渡航手続き諸費用（査証料・パスポート印紙代等）
5. 燃油サーチャージ：「燃油サーチャージ」とは燃油原価水準の異常
な変動に対処するために、一定の期間と条件下に限って航空各社
が国土交通省航空局に申請し認可を受ける、航空券料金には含ま
れない付加価値的な運賃です。金額は利用航空会社・利用区間に
よって異なり、利用する旅行者すべてに課せられます。燃油サー
チャージは記載日における目安金額です。変更される場合や、利
用便決定後に当該料金をお知らせする場合もございますので、予
めご了承ください。

6. 日本空港使用料（国際線）：旅客サービス施設使用料および旅客
保安サービス料（合計金額）成田空港=2,660円、旅客取扱施設
利用料/羽田空港=2,950円　7. 国際観光旅客税＝1,000円。

●お部屋について
1. 部屋割りは、原則としてホテルまたは船会社が予め定めております。
また、ホテルや船室では部屋により調度品や広さが異なる場合があり
ます。 弊社ではバスタブ付き客室をご用意するよう努めておりますが、
各地域の特性や施設の事情によりシャワーのみとなる場合があります。

2. 可能な限り2人用の客室にはシングルベッドが2台の「ツインベッド
ルーム」をご用意いたしますが、ホテルによっては、「ダブルベッド
ルーム」に2台目のベッドとして簡易ベッドを入れてご利用いただく

場合もございます。また、ご夫婦でご参加の際は、「1ベッドタイプ」
で大型ベッド1台のみのご利用となる場合があります。（なお、「ツイ
ンベッドルーム」には2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている
「ジャーマンツイン」の客室、2つのベッドのサイズや種類が若干異
なる客室も含まれます。）

●船のスケジュール及び観光について（上陸観光も含む）
船のスケジュール及び上陸観光地は乗客の安全を最優先と考え、天
候やその他現地事情により、船長の判断によって予告なしに変更され
ることがあり、その権限は船長が持っています。また、その変更によ
る払い戻しはございません。

●航空機について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならない
場合があります。なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希望
をかなえることは不可能ですので、ご容赦ください。

●渡航先の危険情報・保健衛生について
渡航先（国または地域）によっては、外務省より危険情報など安全に関
わる海外渡航関連情報が出されている場合があります。最新情報につ
いてお知りになりたい方は、当社にお問い合わせいただくか、または、
外務省海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）
でもご確認いただけます。渡航先（国または地域）の衛生状況
につきましては、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ
（http://www.forth.go.jp/）でご確認ください。

●時間帯の目安
時間帯の目安：弊社では、原則として時刻を明記した日程表といたし
ておりますが、地域により時刻を明記できない一部の日程表は下記
時間帯を目安にしてください。

●日程表中のマークについて
■観光について：●＝入場観光�◯＝下車観光�i＝ユネスコ世界遺産
■お食事：a＝朝食�h＝昼食�y＝夕食�k＝機内食�s＝食事なし
l＝軽食（通常よりもお体にやさしい軽めの食事です）
■乗り物：H＝飛行機�B＝バス�D＝列車�K＝自動車�F＝船�
R＝ロープウェイ

●本パンフレットの掲載写真と地図について
パンフレットには、よりお客様に訪問地のイメージを掴んでいただけ
るよう、ツアーに即した写真を掲載するように努めておりますが、必
ずしも同じ角度や高度でご覧いただけるという保証ではございませ

営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後6：00（土・日・祝は休業）

https://www.wastours.jp
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ご旅行のご案内とご注意・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。

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00　 　08:00 　 　12:00 　　 16:00　 　 18:00　　  22:00

旅行契約解除の日 取消料
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～30日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって29日目
にあたる日以降～15日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目
にあたる日以降～当日まで
ご旅行開始以降又は無連絡不参加

旅行代金の25％

旅行代金の10％

旅行代金の37.5％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。 （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 福島 伸彦
□ 大 阪 支 店　TEL ： 06-6343-0111
　　　　　　　　　　　 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 〒530-0001 総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一
□ 名古屋支店　TEL ： 052-252-2110
　　　　　　　　　　　 名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄8階 〒460-0008 総合旅行業務取扱管理者　深澤 義博

□ 九 州 支 店　TEL ： 092-473-0111
　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル2階 〒812-0013 総合旅行業務取扱管理者　木村 咲子
□ 札幌営業所　TEL ： 011-232-9111
　　　　　　　　　　　 札幌市中央区北1条西2-1 時計台ビル 5階 〒060-0001 総合旅行業務取扱管理者　真島 智
□ 藤沢営業所　TEL ： 0466-27-0111
　　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル 3階 〒251-0052 総合旅行業務取扱管理者　近 博之

●個人情報の取扱いについて
当社は、当該個人情報を、お客様との連絡のために
利用させていただくほか、将来よりよい旅行商品の開
発を図るためや、弊社の旅行商品のご案内をお客様に
お届けするために、利用させていただくことがあります。
個人情報の提出は任意ですが、ツアーの遂行に必要な個人情報を
提出されない場合は、ツアーの参加をお断りする、適切なサービ
スの提供ができない可能性があります。また、ご高齢の方および
高地宿泊を予定するツアーに参加される方から、健康情報等の特
定の機微な個人情報を取得致します。ツアーの催行に必要なサー
ビス及びご旅行を安全に運営するために、運送・宿泊機関、観光庁
及びその関連機関、医療検査機関等にお客様の氏名・性別・生年月
日・住所を電話・FAX・郵送・メール等で提供することがございます。

渡航に関しての重要事項（必ずご一読ください）

弊社では当面の間ワクチン３回接種が完了したお客様だけを対象にツアーの募集を行います。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、当面の間、海外募集型企画旅行は見合わせておりましたが、4月1日に外務省の感染症危険情報レベルが大幅に見直され、
106ヶ国についてはレベル3からレベル2へと引き下げられました。これを受け、弊社では、皆様の安全・安心面を最重要視し、段階を踏みながら海外観光旅行を再開します。

■ツアー催行決定に関して ： ツアーの催行には、感染症危険情報や訪問国、および日本の
入国時の制限、隔離等の状況によりツアーの催行可否を出発1カ月前までに判断します。
■日本出発前の準備について ： PCR検査の必要ありません。ご自身で準備していただ
く必要があるのは、お住まいの自治体が発行する英文の「ワクチン接種証明書」だけ
です。（電子版、書面版のどちらでも問題ありません）
■乗船時 ： 現地にて乗船時、船会社が実施する抗原検査を受けていただきます。（船会
社の施策により変更となる場合がございます。）
■日本帰着時に関しての準備 ： 旅行先から出国する72時間前以内に実施されたPCR検
査の陰性証明が日本政府の規定書面で必要となります。弊社では、必要事項を事前
に記入した書面を準備し、行程の中で現地医療機関へご案内します（陰性証明書の発
行料金は現地にて実費でお支払いいただきます。３千円～２万円。国や地域によって
異なります。）
　日本帰着の際、スマートフォンが必携ではなくなりました。MYSOSやCOCOAのアプ
リケーションをダウンロードすることで日本帰国時の手続きの一部を簡略化出来ます
が、上記手続きをせずに帰国しても入国時の時間差は現状ほとんどありません。
　ご不安点や疑問点がある場合は最寄りの店舗までお気軽に問い合わせください。

（2022年6月20日現在）

※各国の最新の入国制限措置については外務省海外安全ホームページをご覧ください。
　外務省海外安全ホームページ（https://www.anzen.mofa.go.jp/）
　渡航先（国または地域）の衛生状況については、
　厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ（https://www.forth.go.jp/）でもご確
認いただけます。各国・地域の入国制限・検疫規則が随時変更となる可能性があります。
最新の情報は外務省安全ホームページや各国大使館・観光局などのホームページにて
ご確認いただきますようお願いいたします。

万が一の新型コロナウィルス罹患に備えて

〇ご出発前
新「海外キャンセルサポート保険」のご加入をおすすめします。
新型コロナウィルス罹患を含めた、出発直前のやむを得ない事情
によりツアーをキャンセルされた場合、発生したキャンセル料金の
70パーセントまで補償されます。※ただし細則がございますので、詳しくはお問い合わ
せください。また、当面の間WEB受付限定となります。

〇ご旅行にあたって
必ず「海外旅行傷害保険」へご加入ください。
現地で新型コロナウィルスに罹患し、延泊などが必要になった場合、従来の海外旅行保
険で宿泊費用や日本帰国の為の航空券代が補償されます。また国によっては加入が義
務づけられているところもあります。

【海外旅行「安心・安全の旅」への取り組みについて】

■全参加者が3回のワクチン接種済　⇒  いずれのコースも、ご出発の15日前までに3
回目の新型コロナワクチン接種を完了された方だけがツアーにご参加いただけます。

■バス座席は1名あたり、2席以上をご用意　⇒  バスの乗車率を50％以下に。「1名様
につき2席以上」と十分な間隔を空けてご利用いただけます。

■イヤホンガイド利用でソーシャルディスタンスを確保　⇒  観光の際にはイヤホンガ
イドシステムを利用し、密状態を避けます。

■連泊中心のゆとりある日程です　⇒  現地での突発的な問題発生など、万が一の事
態にも対応できるように連泊主体のゆとりある日程としております。

旅行企画・実施

スイートキャビンのみを確保し、船内で暮らすように過ごす、上質で優雅な船旅をお楽しみください。
日本の寄港地は、新緑の美しい初夏の東北から。小樽を出港後は一路アラスカへ6日間航行します。

ハイライトのアラスカでは、ダイナミックな氷河や野生動物鑑賞だけでなく、
開拓時代の町並みやネイティブアメリカンの足跡を辿りながら、東南アラスカの街々を巡ります。

上級キャビン利用　横浜からアラスカ・バンクーバーへ

クイーン・エリザベスに
暮らす17日間の船旅



■最少催行人員：10名様　■食事：朝食14回、昼食13回、夕食14回　■添乗員：横浜港ご出発からまたは羽田
空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か月以上必要　■パスポート査証未使用
欄：見開き2ページ以上必要　■旅行代金にはクルーズ関連諸税90,800円は含まれておりません。■カナダ入国
の際、電子渡航認証（eTA）が必要となります。当社で代行取得をご希望の方は申請料：3,000円（実費、手数
料、税込）にて承ります。確認のため、パスポートの顔写真のページのコピーを申込書と一緒にお送りください。 
■2011年3月1日以降に、イラン、シリア、イラク、スーダン、リビア、ソマリア、イエメン、北朝鮮に渡航ま
たは滞在したことがある方、及び2021年1月12日以降にキューバに渡航または滞在したことがある方は、米国ビ
ザの取得が必要となるため必ずお申し出ください。　■上記以外の方は、米国入国の際、電子渡航認証（ESTA）
が必要となります。当社で代行取得をご希望の方は申請料：4,000円（実費、手数料、税込）にて承ります。　■
旅行代金には船内チップは（1泊あたり11.5米ドル、スイートキャビン以上は13.5米ドル）は含まれておりませ
ん（船内での精算となります）。

ご旅行条件とご注意

スイートキャビンのみを確保し、船内で暮らすように過ごす、上質で
優雅な船旅をお楽しみください。日本の寄港地では、こだわりの観
光と食事をご用意しております。新緑の美しい初夏の東北・北海道
をのんびりとご満喫ください。小樽を出港後、船はアラスカへ6日間
航行します。日付変更線を越える際には、同じ日付が2日間続く珍し
い現象を味わえます。アラスカでは、ダイナミックな氷河や野生動
物鑑賞だけでなく、開拓時代の町並みやネイティブアメリカンの足跡
を辿りながら、東南アラスカの街 を々巡ります。

ツアープランナーより

裏表紙の【渡航に関しての注意事項】【ご旅行条件書（抜粋）】を必ずご確認ください

日次 訪問地 スケジュール� 宿泊地・食事

1 横浜（午後乗船）横浜18：00発F
午後、横浜港大黒ふ頭にてクイーン・エリザベスに乗船。
夕刻、出航。 � 【15連泊】（クイーン・エリザベス泊）ssy

2 終日クルーズF 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

青森08：00着B

青森18：00発F

午前、青森に入港。
八甲田ロープウェイにて八甲田山山頂からの眺めをご覧いただ
き、八甲田ホテルにて青森の食材を活かしたご昼食。
その後、蔦沼へ。簡単な散策で森林浴を楽しみます。
夕刻、出港。 � （クイーン・エリザベス泊）ahy

4
小樽08：00着B
余市B
小樽18：00発F

午前、バスにて余市へ。ニッカウヰスキー蒸留所へご案内します。
その後、仁木ヒルズワイナリーへ。ワイナリーツアーと昼食を楽
しみます。夕刻、出港。 � （クイーン・エリザベス泊）ahy

終日クルーズF 3日間にわたり、終日クルーズです。 �（クイーン・エリザベス泊）ahy

8（日付変更線通過） （日付変更線を通過します）�

終日クルーズF 2日間にわたり、終日クルーズです。 �（クイーン・エリザベス泊）ahy

11
スワード06：00着B

スワード17：00発F

朝、アラスカ州のスワードに入港。
船主催観光にて、キーナイフィヨルド国立公園のクルーズへ。フィ
ヨルドや氷河の風景に加え、野生動物に出会えるかもしれません。
夕刻、出港。 � （クイーン・エリザベス泊）ahy

12
Fハバード氷河
（シーニッククルーズ）
F

午前はクルージングをお楽しみください。
午後、船はハバード氷河に近づきます。船上からの氷河の景色を
お楽しみください。 � （クイーン・エリザベス泊）ahy

13

シトカ09：00着B

シトカ19：00発F

朝、インサイドパッセージで唯一太平洋に面した街シトカに入港。
船主催観光にて、シトカ国立公園へ。先住民トリンギット族の歌
や太鼓の演奏を聞き、トーテムポールを見学します。帝政ロシア
時代の面影を残す街の観光にもご案内します。
夜、出港。 � （クイーン・エリザベス泊）ahy

14

ケチカン10：00着B

ケチカン19：00発F

午前、ケチカンに到着。
川沿いに杭を打ち込んで建てられた伝統的な家屋のあるクリーク
ストリート周辺の散策へ。ご昼食は名物のダンジネス・クラブをご
賞味ください。
夜、出港。 � （クイーン・エリザベス泊）ahy

15 終日クルーズF 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

16 FバンクーバーBバンクーバー 13：15発F
午前、バンクーバーに入港。下船し、空港へ。
航空機にて帰国の途へ。 � （機中泊）ask

17 東京15：10着 午後、成田または羽田空港に到着。 � sks

利用予定航空会社：�エアカナダ、日本航空� ツアーコード：RL357T
集合・日数・出発日 旅行代金

【横浜港集合・17日間】 2023年�5月24日（水）
プリンセススィート
（バルコニー、バスタブ、約31㎡）

エコノミークラス利用
￥1,250,000

ビジネスクラス利用
￥1,600,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥800,000にて承ります）

ペントハウス
（バルコニー、ジェットバス、約47㎡）

エコノミークラス利用
￥1,450,000

ビジネスクラス利用
￥1,800,000

（※2名様利用のみのご案内となります）
※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。
ビジネスクラス利用区間：日本発着の国際線区間のみ適用
燃油サーチャージ別途目安：￥37,400：6月1日付

ここにご注目。旅のポイント

❶ 上級キャビンを利用し、暮らすように過ごす優雅な船旅をお楽しみ
ください。

❷ アラスカの氷河を眺めるシーニッククルーズやネイティブアメリカン
の暮らしに触れます。

❸ ワールド航空サービスこだわりの観光とご昼食をお楽しみください。

現在も活発に前進を続ける北米最大級のハバード氷河

クイーン・エリザベス

上級キャビン利用　横浜からアラスカ・バンクーバーへ
クイーン・エリザベスに暮らす17日間の船旅  17日間

海に流れ込む大氷河の迫力
の景観を船上より楽しむ

ネイティブアメリカンの
暮らしに触れる

5月下旬は、フィヨルド、入江と内海
が連続する多島海に加え、海岸線に
連なる美しい山々がうっすらと雪化
粧を施した美しい景観をご覧いただ
けることでしょう。
1日に40メートルも移動した記録が
あるハバード氷河は、アラスカクルー
ズで人気の訪問地です。全長120
キロ、高さ90メートル、幅は9キロ
を超える北米最大級の大パノラマで
す。大轟音とともに氷壁が崩落する
大迫力のシーンを見られるかもしれ
ません。

遠くには雪山が聳える自然豊かなシ
トカでは、国立歴史公園にてネイティ
ブアメリカンのトリンギット族のトー
テムポールや古代芸術作品を鑑賞し
ます。また、トリンギット様式の囲
炉裏の周りに集まり、本物のトリン
ギットの民族の話や歌、太鼓の音色
もお楽しみいただきます。

横浜
日本青森

小樽

スワード
ハバード氷河
シトカ
ケチカン

バンクーバー
F

F

F

アラスカ カナダ

H

清 し々い東北の新緑と
旬の食事を求めて
新緑の美しいこの時期、八甲田ロー
プウェイからは十和田・八幡平国立
公園のブナ林や残雪を抱くダイナ
ミックな周囲の山々がご覧いただけ
ることでしょう。
近くにある八甲田ホテルは、国内最
大級の洋風ログ丸太建築で、「森のク
ラシックリゾート」と呼ぶにふさわし

い佇まいです。このたびは、木のぬ
くもり感じられる八甲田ホテルでの
ランチもご用意しました。

スイートで暮らすように過ごす
上質で優雅な時間

QUEEN ELIZABETH

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。クイーン
エリザベスの重厚でクラシックな内装の雰囲気は、まるで本場の
英国にいるかのようです。毎日午後に行われるアフタヌーンティーや
夜のバーでの生演奏などで「非日常」を体験してください。ハープの
演奏やダンスパーティーなど、キュナード社ならではの船内イベント
も楽しみです。今回は上級キャビンのみでのご案内とし、専用レスト
ランでのお食事とともに世界で最も有名な客船にまるで暮らしてい
るかのような優雅なクルーズライフをお楽しみください。

バルコニーでものんびりお過ごしいただけます 使いやすいバスルーム

ペントハウス客室（約47㎡） プリンセススィート客室（約31㎡）

＜ペントハウス＞ ＜プリンセススイート＞

話題の「仁木ヒルズワイ
ナリー」でのひとときを
小樽寄港時には、世界的冒険家、
舟津圭三さんが支配人を務める「仁
木ヒルズワイナリー」でのランチをお
召し上がりいただきます。
まるでヨーロッパのワイナリーにいる
かのような小高い丘の上に立ち、周
囲をブドウ畑に囲まれた素晴らしい
ロケーションが自慢です。世界最大
のワインコンテスト「デキャンタワー
ルドワイン2020」でも金賞を獲得す

るなど、今話題のワイナリーです。
このたびはワイナリーツアーとあわ
せて、北海道トップクラスといわれる
「仁木ヒルズワイナリー」でのお食事
（フレンチ）もお楽しみください。

運が良ければ野生動物に遭遇することも シトカ周辺にも多島海が広がる

新緑に抱かれた八甲田ロープウェイ

ヨーロッパのワイナリーのような仁木ヒルズ

キーナイフィヨルド�のクルーズ
東南アラスカのネイティブアメリカンの
歴史に触れます

地方発着追加料金 大阪・名古屋〜東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌〜東京　片道･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。
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