
日次 月/日 （曜） 入港 出港 日次 月/日 （曜） 入港 出港

1 6月8日(木) バンクーバー カナダ 午後乗船 17:00 1 6月20日(火) バンクーバー カナダ 午後乗船 17:00

2 6月9日(金) クルージング - --- --- 2 6月21日(水) クルージング - --- ---

3 6月10日(土) トレーシー・アーム アメリカ 14:00 19:00 3 6月22日(木) ジュノー アメリカ 10:00 22:00 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 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 6月11日(日) アイシー・ストレート・ポイント アメリカ 7:00 18:00 4 6月23日(金) スキャグウェイ アメリカ 7:00 17:30 Q1 グランドスイート ¥2,512,000 ¥5,024,000 ¥2,215,000 ¥4,430,000 ¥1,507,000 ¥3,014,000 ¥2,215,000 ¥4,430,000 ¥2,215,000 ¥4,430,000 ¥2,403,000 ¥4,806,000 ¥2,352,000 ¥4,704,000 ¥2,797,000 ¥5,594,000

5 6月12日(月) シトカ アメリカ 8:00 19:00 5 6月24日(土) ハバード・グレイシャー（クルージング） アメリカ 11:00 16:00 Q2 マスタースイート ¥1,998,000 ¥3,996,000 ¥1,758,000 ¥3,516,000 ¥1,187,000 ¥2,374,000 ¥1,758,000 ¥3,516,000 ¥1,758,000 ¥3,516,000 ¥1,889,000 ¥3,778,000 ¥1,872,000 ¥3,744,000 ¥2,283,000 ¥4,566,000

6 6月13日(火) ヘインズ アメリカ 10:00 19:00 6 6月25日(日) シトカ アメリカ 8:00 19:00 Q3 ¥1,141,000 ¥2,282,000 ¥1,016,000 ¥2,032,000 ¥673,000 ¥1,346,000 ¥1,016,000 ¥2,032,000 ¥1,016,000 ¥2,032,000 ¥1,079,000 ¥2,158,000 ¥1,061,000 ¥2,122,000 ¥1,164,000 ¥2,328,000

7 6月14日(水) ハバード・グレイシャー（クルージング） アメリカ 11:00 16:00 7 6月26日(月) グレイシャー・ベイ（クルージング） アメリカ 7:00 16:00 Q4 ¥936,000 ¥1,872,000 ¥833,000 ¥1,666,000 ¥559,000 ¥1,118,000 ¥833,000 ¥1,666,000 ¥833,000 ¥1,666,000 ¥896,000 ¥1,792,000 ¥890,000 ¥1,780,000 ¥1,084,000 ¥2,168,000

8 6月15日(木) ジュノー アメリカ 9:00 19:30 8 6月27日(火) ケチカン アメリカ 11:00 20:00 Q5 ¥867,000 ¥1,734,000 ¥776,000 ¥1,552,000 ¥513,000 ¥1,026,000 ¥776,000 ¥1,552,000 ¥776,000 ¥1,552,000 ¥827,000 ¥1,654,000 ¥822,000 ¥1,644,000 ¥1,027,000 ¥2,054,000

9 6月16日(金) グレイシャー・ベイ（クルージング） アメリカ 7:00 16:00 9 6月28日(水) クルージング - --- --- Q6 ¥799,000 ¥1,598,000 ¥707,000 ¥1,414,000 ¥479,000 ¥958,000 ¥707,000 ¥1,414,000 ¥707,000 ¥1,414,000 ¥747,000 ¥1,494,000 ¥753,000 ¥1,506,000 ¥970,000 ¥1,940,000

10 6月17日(土) ケチカン アメリカ 11:00 19:00 10 6月29日(木) ビクトリア カナダ 9:00 21:00 P1 ¥707,000 ¥627,000 ¥1,254,000 ¥422,000 ¥844,000 ¥627,000 ¥1,254,000 ¥627,000 ¥1,254,000 ¥690,000 ¥1,380,000 ¥673,000 ¥1,346,000 ¥850,000 ¥1,700,000

11 6月18日(日) クルージング - --- --- 11 6月30日(金) バンクーバー カナダ 午前下船 --- P2 ¥662,000 ¥1,324,000 ¥582,000 ¥1,164,000 ¥388,000 ¥776,000 ¥582,000 ¥1,164,000 ¥582,000 ¥1,164,000 ¥633,000 ¥1,266,000 ¥616,000 ¥1,232,000 ¥742,000 ¥1,484,000

12 6月19日(月) ビクトリア カナダ 9:00 21:00 A1 ¥570,000 ¥997,500 ¥502,000 ¥878,500 ¥342,000 ¥598,500 ¥502,000 ¥878,500 ¥502,000 ¥878,500 ¥536,000 ¥938,000 ¥536,000 ¥938,000 ¥570,000 ¥997,500

13 6月20日(火) バンクーバー カナダ 午前下船 --- A2 ¥513,000 ¥897,750 ¥456,000 ¥798,000 ¥308,000 ¥539,000 ¥456,000 ¥798,000 ¥456,000 ¥798,000 ¥490,000 ¥857,500 ¥490,000 ¥857,500 ¥513,000 ¥897,750

BA ¥365,000 ¥638,750 ¥325,000 ¥568,750 ¥216,000 ¥378,000 ¥325,000 ¥568,750 ¥325,000 ¥568,750 ¥348,000 ¥609,000 ¥342,000 ¥598,500 ¥422,000 ¥738,500

BB ¥336,000 ¥588,000 ¥302,000 ¥528,500 ¥199,000 ¥348,250 ¥302,000 ¥528,500 ¥302,000 ¥528,500 ¥325,000 ¥568,750 ¥319,000 ¥558,250 ¥405,000 ¥708,750

日次 月/日 （曜） 入港 出港 日次 月/日 （曜） 入港 出港 BC ¥331,000 ¥579,250 ¥296,000 ¥518,000 ¥194,000 ¥339,500 ¥296,000 ¥518,000 ¥296,000 ¥518,000 ¥319,000 ¥558,250 ¥313,000 ¥547,750 ¥388,000 ¥679,000

1 6月30日(金) バンクーバー カナダ 午後乗船 17:00 1 7月7日(金) バンクーバー カナダ 午後乗船 17:00 BD ¥319,000 ¥558,250 ¥285,000 ¥498,750 ¥188,000 ¥329,000 ¥285,000 ¥498,750 ¥285,000 ¥498,750 ¥302,000 ¥528,500 ¥302,000 ¥528,500 ¥371,000 ¥649,250

2 7月1日(土) クルージング - --- --- 2 7月8日(土) クルージング - --- --- BE ¥302,000 ¥528,500 ¥273,000 ¥477,750 ¥182,000 ¥318,500 ¥273,000 ¥477,750 ¥273,000 ¥477,750 ¥291,000 ¥509,250 ¥291,000 ¥509,250 ¥359,000 ¥628,250

3 7月2日(日) グレイシャー・ベイ（クルージング） アメリカ 12:00 21:00 3 7月9日(日) シトカ アメリカ 12:00 18:00 BF ¥296,000 ¥518,000 ¥262,000 ¥458,500 ¥176,000 ¥308,000 ¥262,000 ¥458,500 ¥262,000 ¥458,500 ¥285,000 ¥498,750 ¥285,000 ¥498,750 ¥342,000 ¥598,500

4 7月3日(月) シトカ アメリカ 8:00 18:00 4 7月10日(月) スキャグウェイ アメリカ 8:00 17:30 CA ¥291,000 ¥509,250 ¥256,000 ¥448,000 ¥176,000 ¥308,000 ¥256,000 ¥448,000 ¥256,000 ¥448,000 ¥279,000 ¥488,250 ¥279,000 ¥488,250 ¥336,000 ¥588,000

5 7月4日(火) ジュノー アメリカ 7:00 16:00 5 7月11日(火) ハバード・グレイシャー（クルージング） アメリカ 11:00 16:00 CB ¥285,000 ¥498,750 ¥251,000 ¥439,250 ¥171,000 ¥299,250 ¥251,000 ¥439,250 ¥251,000 ¥439,250 ¥273,000 ¥477,750 ¥273,000 ¥477,750 ¥331,000 ¥579,250

6 7月5日(水) ケチカン アメリカ 10:00 19:00 6 7月12日(水) ジュノー アメリカ 8:00 20:00 EB ¥268,000 ¥469,000 ¥228,000 ¥399,000 ¥159,000 ¥278,250 ¥245,000 ¥428,750 ¥239,000 ¥418,250 ¥256,000 ¥448,000 ¥1,872,000 ¥3,744,000 ¥2,283,000 ¥547,750

7 7月6日(木) クルージング - --- --- 7 7月13日(木) アイシー・ストレート・ポイント アメリカ 7:00 21:00 EC ¥268,000 ¥469,000 ¥228,000 ¥399,000 ¥159,000 ¥278,250 ¥245,000 ¥428,750 ¥239,000 ¥418,250 ¥256,000 ¥448,000 ¥256,000 ¥448,000 ¥313,000 ¥547,750

8 7月7日(金) バンクーバー カナダ 午前下船 --- 8 7月14日(金) グレイシャー・ベイ（クルージング） アメリカ 6:00 15:00 EF ¥268,000 ¥469,000 ¥228,000 ¥399,000 ¥159,000 ¥278,250 ¥245,000 ¥428,750 ¥239,000 ¥418,250 ¥256,000 ¥448,000 ¥256,000 ¥448,000 ¥302,000 ¥528,500

9 7月15日(土) ケチカン アメリカ 10:00 19:00 FB ¥262,000 ¥458,500 ¥216,000 ¥378,000 ¥154,000 ¥269,500 ¥239,000 ¥418,250 ¥228,000 ¥399,000 ¥251,000 ¥439,250 ¥251,000 ¥439,250 ¥302,000 ¥528,500

10 7月16日(日) クルージング - --- --- FC ¥262,000 ¥458,500 ¥216,000 ¥378,000 ¥154,000 ¥269,500 ¥239,000 ¥418,250 ¥228,000 ¥399,000 ¥251,000 ¥439,250 ¥251,000 ¥439,250 ¥296,000 ¥518,000

11 7月17日(月) バンクーバー カナダ 午前下船 --- GA ¥245,000 ¥428,750 ¥205,000 ¥358,750 ¥148,000 ¥259,000 ¥228,000 ¥399,000 ¥216,000 ¥378,000 ¥233,000 ¥407,750 ¥233,000 ¥407,750 ¥285,000 ¥498,750

GB ¥239,000 ¥418,250 ¥199,000 ¥348,250 ¥142,000 ¥248,500 ¥222,000 ¥388,500 ¥211,000 ¥369,250 ¥228,000 ¥399,000 ¥228,000 ¥399,000 ¥279,000 ¥488,250

GC ¥239,000 ¥418,250 ¥199,000 ¥348,250 ¥142,000 ¥248,500 ¥222,000 ¥388,500 ¥211,000 ¥369,250 ¥228,000 ¥399,000 ¥228,000 ¥399,000 ¥279,000 ¥488,250

日次 月/日 （曜） 入港 出港 日次 月/日 （曜） 入港 出港 IA ¥233,000 ¥407,750 ¥194,000 ¥339,500 ¥136,000 ¥238,000 ¥216,000 ¥378,000 ¥205,000 ¥358,750 ¥222,000 ¥388,500 ¥216,000 ¥378,000 ¥268,000 ¥469,000

1 7月17日(月) バンクーバー カナダ 午後乗船 17:00 1 7月27日(木) バンクーバー カナダ 午後乗船 17:00 ID ¥228,000 ¥399,000 ¥188,000 ¥329,000 ¥131,000 ¥229,250 ¥211,000 ¥369,250 ¥199,000 ¥348,250 ¥216,000 ¥378,000 ¥211,000 ¥369,250 ¥256,000 ¥448,000

2 7月18日(火) クルージング - --- --- 2 7月28日(金) クルージング - --- --- IE ¥228,000 ¥399,000 ¥188,000 ¥329,000 ¥131,000 ¥229,250 ¥205,000 ¥358,750 ¥199,000 ¥348,250 ¥216,000 ¥378,000 ¥211,000 ¥369,250 ¥256,000 ¥448,000

3 7月19日(水) ケチカン アメリカ 7:00 17:00 3 7月29日(土) グレイシャー・ベイ（クルージング） アメリカ 12:00 21:00 IF ¥216,000 ¥378,000 ¥182,000 ¥318,500 ¥125,000 ¥218,750 ¥205,000 ¥358,750 ¥194,000 ¥339,500 ¥205,000 ¥358,750 ¥205,000 ¥358,750 ¥251,000 ¥439,250

4 7月20日(木) シトカ アメリカ 9:30 17:00 4 7月30日(日) スキャグウェイ アメリカ 7:00 17:00 KC シングル（海側） ¥446,000 ¥380,000 ¥266,000 ¥408,000 ¥399,000 ¥427,000 ¥427,000 ¥503,000

5 7月21日(金) ハバード・グレイシャー（クルージング） アメリカ 11:00 16:00 5 7月31日(月) シトカ アメリカ 8:00 19:00 LC シングル（内側） ¥360,000 ¥303,000 ¥208,000 ¥341,000 ¥322,000 ¥341,000 ¥341,000 ¥417,000

6 7月22日(土) ジュノー アメリカ 10:00 20:00 6 8月1日(火) トレーシー・アーム アメリカ 10:00 17:00

7 7月23日(日) スキャグウェイ アメリカ 7:00 21:00 7 8月2日(水) ジュノー アメリカ 7:00 21:39 ※クルーズ代金はお一人様大人1名あたりの料金です。（日本円表記）

8 7月24日(月) グレイシャー・ベイ（クルージング） アメリカ 6:00 15:00 8 8月3日(木) アイシー・ストレート・ポイント アメリカ 9:00 16:00 ※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。

9 7月25日(火) クルージング - --- --- 9 8月4日(金) ケチカン アメリカ 10:00 20:00 ※2023年3月16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。

10 7月26日(水) ビクトリア カナダ 13:00 21:00 10 8月5日(土) クルージング - --- ---

11 7月27日(木) バンクーバー カナダ 午前下船 --- 11 8月6日(日) ビクトリア カナダ 9:00 21:00

12 8月7日(月) バンクーバー カナダ 午前下船 ---

日次 月/日 （曜） 入港 出港 日次 月/日 （曜） 入港 出港

1 8月7日(月) バンクーバー カナダ 午後乗船 17:00 1 8月7日(月) バンクーバー カナダ 午後乗船 17:00

2 8月8日(火) クルージング - --- --- 2 8月8日(火) クルージング - --- ---

3 8月9日(水) ケチカン アメリカ 7:00 17:00 3 8月9日(水) ケチカン アメリカ 7:00 17:00

4 8月10日(木) ジュノー アメリカ 10:00 18:30 4 8月10日(木) ジュノー アメリカ 10:00 18:30

5 8月11日(金) ハバード・グレイシャー（クルージング） アメリカ 11:00 16:00 5 8月11日(金) ハバード・グレイシャー（クルージング） アメリカ 11:00 16:00

6 8月12日(土) スキャグウェイ アメリカ 9:00 19:00 6 8月12日(土) スキャグウェイ アメリカ 9:00 19:00

7 8月13日(日) グレイシャー・ベイ（クルージング） アメリカ 7:00 17:00 7 8月13日(日) グレイシャー・ベイ（クルージング） アメリカ 7:00 17:00

8 8月14日(月) シトカ アメリカ 7:00 15:00 8 8月14日(月) シトカ アメリカ 7:00 15:00

9 8月15日(火) クルージング アメリカ --- --- 9 8月15日(火) クルージング アメリカ --- ---

10 8月16日(水) ビクトリア カナダ 9:00 21:00 10 8月16日(水) ビクトリア カナダ 9:00 21:00

11 8月17日(木) バンクーバー カナダ 午前下船 --- 11 8月17日(木) バンクーバー カナダ 8:00 17:00

12 8月18日(金) クルージング - --- ---

13 8月19日(土) クルージング - --- ---

14 8月20日(日) サンフランシスコ アメリカ 6:00 19:00

15 8月21日(月) クルージング - --- ---

16 8月22日(火) ロサンゼルス アメリカ 午前下船 ---

Q326

10泊11日

2023/08/07

バンクーバー発着

¥30,547

Q326C

15泊16日

2023/08/07

バンクーバー～　　　　　ロ
サンゼルス

¥45,614¥30,513 ¥24,871租税・手数料及び港湾費用 ¥35,382 ¥25,915 ¥19,789 ¥30,380

オーシャンビュー

オーシャンビュー★

デラックス内側

スタンダード内側

区間

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

バルコニー★

バンクーバー発着 バンクーバー発着 バンクーバー発着 バンクーバー発着 バンクーバー発着

10泊11日 11泊12日

出発日 2023/06/08 2023/06/20 2023/06/30 2023/07/07 2023/07/17

泊数 12泊13日 10泊11日 7泊8日 10泊11日

2023年クイーン・エリザベス　アラスカクルーズ　プロモーション　クルーズ代金一覧

アラスカ   11日間（Q326）

2023年クイーン・エリザベス　アラスカクルーズ　プロモーション　対象コース一覧

寄港地

寄港地寄港地

寄港地

アラスカ   12日間（Q325）

アラスカ   8日間（Q322）

寄港地

アラスカ   16日間（Q326C）

寄港地

アラスカ   11日間（Q324）

アラスカ   11日間（Q321）

寄港地

アラスカ   11日間（Q323）

アラスカ   13日間（Q320）

寄港地

2023/3/16現在

2023/07/17

Q320 Q321 Q322 Q323 Q324 Q325

バンクーバー発着

客室タイプ

ペントハウススイート


