
日次 月/日 （曜） 入港 出港 日次 月/日 （曜） 入港 出港

1 7月1日(金) ニューヨーク アメリカ 午後乗船 17:00 1 9月23日(金) ニューヨーク アメリカ 午後乗船 17:00

2 7月2日(土) クルージング - --- --- 2 9月24日(土) クルージング - --- ---

3 7月3日(日) バー・ハーバー アメリカ 8:00 18:00 3 9月25日(日) ボストン アメリカ 6:00 20:00 2名1室 1名1室 2名1室 1名1室 2名1室 1名1室 2名1室 1名1室

4 7月4日(月) アメリカ 7:00 船中泊 4 9月26日(月) クルージング - --- --- Q1 グランドスイート ¥2,576,000 ¥5,152,000 ¥2,397,000 ¥4,794,000 ¥4,550,000 ¥9,100,000 ¥2,305,000 ¥4,610,000

5 7月5日(火) アメリカ 10:00 2:00 5 9月27日(火) シドニー カナダ 8:00 19:00 Q2 マスタースイート ¥1,924,000 ¥3,848,000 ¥1,832,000 ¥3,664,000 ¥3,431,000 ¥6,862,000 ¥1,778,000 ¥3,556,000

6 7月6日(水) ハリファックス カナダ 8:00 18:00 6 9月28日(水) クルージング - --- --- Q3 ロイヤル スイート ¥1,034,000 ¥2,068,000 ¥963,000 ¥1,926,000 ¥1,829,000 ¥3,658,000 ¥920,000 ¥1,840,000

7 7月7日(木) クルージング - --- --- 7 9月29日(木) カナダ 9:00 船中泊 Q4 ペントハウス ¥947,000 ¥1,894,000 ¥904,000 ¥1,808,000 ¥1,699,000 ¥3,398,000 ¥876,000 ¥1,752,000

8 7月8日(金) ニューヨーク アメリカ 午前下船 8 9月30日(金) カナダ 午前下船 Q5 ¥654,000 ¥1,308,000 ¥605,000 ¥1,210,000 ¥1,139,000 ¥2,278,000 ¥578,000 ¥1,156,000

Q6 ¥621,000 ¥1,242,000 ¥556,000 ¥1,112,000 ¥1,058,000 ¥2,116,000 ¥545,000 ¥1,090,000

Q7 ¥621,000 ¥1,242,000 ¥556,000 ¥1,112,000 ¥1,058,000 ¥2,116,000 ¥545,000 ¥1,090,000

日次 月/日 （曜） 入港 出港 日次 月/日 （曜） 入港 出港 P1 ¥545,000 ¥1,090,000 ¥513,000 ¥1,026,000 ¥976,000 ¥1,952,000 ¥502,000 ¥1,004,000

1 9月30日(金) カナダ 午後乗船 船中泊 1 9月23日(金) ニューヨーク アメリカ 午後乗船 17:00 P2 ¥513,000 ¥1,026,000 ¥475,000 ¥950,000 ¥895,000 ¥1,790,000 ¥464,000 ¥928,000

2 10月1日(土) カナダ --- 17:00 2 9月24日(土) クルージング - --- --- A1 ¥396,000 ¥693,000 ¥326,000 ¥571,000 ¥614,000 ¥1,075,000 ¥315,000 ¥551,000

3 10月2日(土) ザグネ カナダ 7:00 17:00 3 9月25日(日) ボストン アメリカ 6:00 20:00 A2 ¥380,000 ¥665,000 ¥309,000 ¥541,000 ¥586,000 ¥1,026,000 ¥293,000 ¥513,000

4 10月3日(土) セティル カナダ 8:00 17:00 4 9月26日(月) クルージング - --- --- BB ¥337,000 ¥590,000 ¥277,000 ¥485,000 ¥532,000 ¥931,000 ¥277,000 ¥485,000

5 10月4日(土) クルージング - --- --- 5 9月27日(火) シドニー カナダ 8:00 19:00 BC ¥326,000 ¥571,000 ¥271,000 ¥474,000 ¥505,000 ¥884,000 ¥266,000 ¥466,000

6 10月5日(土) ハリファックス カナダ 8:00 8:00 6 9月28日(水) クルージング - --- --- BF ¥315,000 ¥551,000 ¥261,000 ¥457,000 ¥499,000 ¥873,000 ¥261,000 ¥457,000

7 10月6日(土) クルージング - --- --- 7 9月29日(木) カナダ 9:00 船中泊 BU ¥304,000 ¥532,000 ¥255,000 ¥446,000 ¥483,000 ¥845,000 ¥250,000 ¥438,000

8 10月7日(土) ニューヨーク アメリカ 午前下船 8 9月30日(金) カナダ --- 船中泊 BV ¥293,000 ¥513,000 ¥255,000 ¥446,000 ¥472,000 ¥826,000 ¥244,000 ¥427,000

9 10月1日(土) カナダ --- 17:00 BY ¥282,000 ¥494,000 ¥244,000 ¥427,000 ¥461,000 ¥807,000 ¥244,000 ¥427,000

10 10月2日(土) ザグネ カナダ 7:00 17:00 BZ ¥271,000 ¥474,000 ¥228,000 ¥399,000 ¥434,000 ¥760,000 ¥228,000 ¥399,000

11 10月3日(土) セティル カナダ 8:00 17:00 DB ¥261,000 ¥457,000 ¥228,000 ¥399,000 ¥429,000 ¥751,000 ¥223,000 ¥390,000

12 10月4日(土) クルージング - --- --- DC ¥261,000 ¥457,000 ¥228,000 ¥399,000 ¥429,000 ¥751,000 ¥212,000 ¥371,000

13 10月5日(土) ハリファックス カナダ 8:00 8:00 DF ¥255,000 ¥446,000 ¥212,000 ¥371,000 ¥418,000 ¥732,000 ¥212,000 ¥371,000

14 10月6日(土) クルージング - --- --- EF 海側 ¥250,000 ¥438,000 ¥190,000 ¥333,000 ¥391,000 ¥684,000 ¥201,000 ¥352,000

15 10月7日(土) ニューヨーク アメリカ 午前下船 HB
アトリウムビュー（内

側）
¥223,000 ¥390,000 ¥179,000 ¥313,000 ¥342,000 ¥599,000 ¥179,000 ¥313,000

IA ¥217,000 ¥380,000 ¥174,000 ¥305,000 ¥326,000 ¥571,000 ¥168,000 ¥294,000

IB ¥206,000 ¥361,000 ¥174,000 ¥305,000 ¥320,000 ¥560,000 ¥168,000 ¥294,000

IC ¥201,000 ¥352,000 ¥163,000 ¥285,000 ¥309,000 ¥541,000 ¥163,000 ¥285,000

IE ¥195,000 ¥341,000 ¥163,000 ¥285,000 ¥304,000 ¥532,000 ¥152,000 ¥266,000

IF ¥190,000 ¥333,000 ¥152,000 ¥266,000 ¥288,000 ¥504,000 ¥141,000 ¥247,000

KB シングル（海側） ¥418,000 ¥342,000 ¥684,000 ¥353,000

KC シングル（海側） ¥396,000 ¥326,000 ¥652,000 ¥331,000

2022年クイーン・メリーⅡ　ニューイングランド・カナダクルーズ　プロモーション　対象コース一覧

ニューイングランドとカナダ 8日間（M230）

寄港地

ニューイングランドとカナダ 8日間(M231)

独立記念日  バー・ハーバー、ハリファックスとボストン 8日間(M219)

寄港地

ボストン

ケベック

寄港地

ニューイングランドとカナダ 15日間(M230A)

寄港地

ケベック

ケベック

M219 M230 M230A M231

¥37,292 ¥24,483

2022/09/30

7泊8日 7泊8日 14泊15日 7泊8日

客室タイプ

バルコニー★

租税・手数料及び港湾費用 ¥25,290 ¥22,734

ニューヨーク発着 ケベック～ニューヨーク

2022/07/01 2022/09/23 2022/09/23

スタンダード内側

※クルーズ代金に租税、手数料および港湾費用は含まれていません。別途お支払いいただきます。

※クルーズ代金、租税、手数料および港湾費用は2022年1月12日時点の料金となります。予告なく変更となる場合がございます。

※クルーズ代金はお一人様大人1名あたりの料金です。

2022年クイーン・メリーⅡ　ニューイングランド・カナダクルーズ　プロモーション　クルーズ
代金一覧

クイーンズスイート

プリンセススイート

クラブバルコニー

バルコニー

海側バルコニー
（船体内・屋根付）

泊数

出発日

区間 ニューヨーク発着 ニューヨーク～ケベック


