
日次 月/日 （曜） 入港 出港 日次 月/日 （曜） 入港 出港 日次 月/日 （曜） 入港 出港

1 8月14日(日) イギリス 午後乗船 16:30 1 9月4日(日) イギリス 午後乗船 17:00 1 10月11日(火) イギリス 午後乗船 16:30

2 8月15日(月) --- --- 2 9月5日(月) --- --- 2 10月12日(水) --- ---

3 8月16日(火) ノルウェー 9:00 17:00 3 9月6日(火) ノルウェー 8:00 16:00 3 10月13日(木) --- ---

4 8月17日(水) ノルウェー 8:00 18:00 9月7日(水) ノルウェー 7:30 18:00 10月14日(金) ノルウェー 8:00 18:00

8月17日(水) 18:30 20:00 9月7日(水) 18:30 20:00 10月14日(金) 18:30 20:30

8月17日(水) 20:00 21:30 9月7日(水) 20:00 21:30 5 10月15日(土) --- ---

5 8月18日(木) ノルウェー 8:00 17:00 9月8日(木) ノルウェー 8:00 18:00 6 10月16日(日) ノルウェー 9:00 船中泊

6 8月19日(金) ノルウェー 9:00 17:00 9月8日(木) 18:30 20:00 7 10月17日(月) ノルウェー --- 1:30

7 8月20日(土) --- --- 9月8日(木) 20:00 21:30 8 10月18日(火) ノルウェー 8:00 船中泊

8 8月21日(日) イギリス 午前下船 --- 6 9月9日(金) ノルウェー 7:00 15:30 9 10月19日(水) ノルウェー --- 1:30

7 9月10日(土) --- --- 10 10月20日(木) --- ---

8 9月11日(日) イギリス 午前下船 --- 11 10月21日(金) ノルウェー 8:00 17:00

12 10月22日(土) --- ---

13 10月23日(日) イギリス 午前下船 ---

日次 月/日 （曜） 入港 出港

1 11月1日(火) イギリス 午後乗船 17:00

2 11月2日(水) --- ---

3 11月3日(木) --- ---

4 11月4日(金) ノルウェー 8:00 17:00

5 11月5日(土) --- ---

6 11月6日(日) ノルウェー 13:00 船中泊

7 11月7日(月) ノルウェー --- 船中泊

8 11月8日(火) ノルウェー --- 1:30

9 11月9日(水) ノルウェー 9:00 18:00

10 11月10日(木) ノルウェー 8:00 17:00

11 11月11日(金) ノルウェー 9:00 17:00

12 11月12日(土) --- ---

13 11月13日(日) イギリス 午前下船 ---

クルージング

ハウゲスン

オルデン

クイーン・メリーⅡ＆クイーン・ヴィクトリア　ノルウェーフィヨルドクルーズ　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

ノルウェーとオーロラ13日間（V227）

サウサンプトン

インヴィックフィヨルド　　　　（ク
ルージング）

ノルウェーフィヨルド８日間（V221） ノルウェーフィヨルド８日間（M227）

サウサンプトン

クルージング

トロンハイム

オーレスン

スタヴァンゲル

サウサンプトン

クルージング

クルージング

クルージング

サウサンプトン

ベルゲン

トロムソ

トロムソ

トロムソ

ノルウェーとオーロラ13日間（M235）

サウサンプトン

クルージング

トロムソ

トロムソ

ナルヴィク

4

オンダールスネス

サウサンプトン

5

4

クルージング

スタヴァンゲル

ベルゲン

クルージング

サウサンプトン

クルージング

クルージング

ムスダールフィヨルド　　　　　（ク
ルージング）

クルージング

ナルヴィク

クルージング

スタヴァンゲル

フロム

アウルランフィヨルド　　　　　（ク
ルージング）

ソグネ・フィヨルド　　　　　　（ク
ルージング）

クルージング

サウサンプトン

ノールフィヨルド　　　　　　　（ク
ルージング）

オーレスン

スタヴァンゲル

オルデン

インヴィックフィヨルド
（クルージング）

ノールフィヨルド　　　　　　　（ク
ルージング）



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

Q1 グランドスイート ¥2,739,000 ¥5,478,000 ¥3,521,000 ¥7,042,000 Q1 グランドスイート ¥1,734,000 ¥3,468,000 ¥2,332,000 ¥4,664,000

Q2 マスタースイート ¥2,093,000 ¥4,186,000 ¥2,728,000 ¥5,456,000 Q2 マスタースイート ¥1,403,000 ¥2,806,000 ¥1,892,000 ¥3,784,000

Q3 ロイヤル スイート ¥1,104,000 ¥2,208,000 ¥1,447,000 ¥2,894,000 Q3 ¥692,000 ¥1,384,000 ¥958,000 ¥1,916,000

Q4 ペントハウス ¥1,023,000 ¥2,046,000 ¥1,354,000 ¥2,708,000 Q4 ¥648,000 ¥1,296,000 ¥909,000 ¥1,818,000

Q5 ¥692,000 ¥1,384,000 ¥909,000 ¥1,818,000 Q5 ¥621,000 ¥1,242,000 ¥876,000 ¥1,752,000

Q6 ¥643,000 ¥1,286,000 ¥827,000 ¥1,654,000 Q6 ¥594,000 ¥1,188,000 ¥795,000 ¥1,590,000

Q7 ¥643,000 ¥1,286,000 ¥827,000 ¥1,654,000 P1 ¥496,000 ¥992,000 ¥703,000 ¥1,406,000

P1 ¥583,000 ¥1,166,000 ¥762,000 ¥1,524,000 P2 ¥469,000 ¥938,000 ¥643,000 ¥1,286,000

P2 ¥551,000 ¥1,102,000 ¥665,000 ¥1,330,000 A1 ¥358,000 ¥627,000 ¥505,000 ¥884,000

A1 ¥358,000 ¥627,000 ¥489,000 ¥856,000 A2 ¥326,000 ¥571,000 ¥445,000 ¥779,000

A2 ¥342,000 ¥599,000 ¥472,000 ¥826,000 BA ¥282,000 ¥494,000 ¥385,000 ¥674,000

BB ¥282,000 ¥494,000 ¥423,000 ¥740,000 BB ¥277,000 ¥485,000 ¥375,000 ¥656,000

BC ¥266,000 ¥466,000 ¥407,000 ¥712,000 BC ¥266,000 ¥466,000 ¥369,000 ¥646,000

BF ¥261,000 ¥457,000 ¥391,000 ¥684,000 BD ¥261,000 ¥457,000 ¥353,000 ¥618,000

BU ¥250,000 ¥438,000 ¥385,000 ¥674,000 BE ¥250,000 ¥438,000 ¥342,000 ¥599,000

BV ¥250,000 ¥438,000 ¥375,000 ¥656,000 BF ¥244,000 ¥427,000 ¥320,000 ¥560,000

BY ¥244,000 ¥427,000 ¥369,000 ¥646,000 CA ¥244,000 ¥427,000 ¥320,000 ¥560,000

BZ ¥228,000 ¥399,000 ¥347,000 ¥607,000 CB ¥233,000 ¥408,000 ¥299,000 ¥523,000

DB ¥228,000 ¥399,000 ¥342,000 ¥599,000 EB ¥201,000 ¥352,000 ¥288,000 ¥504,000

DC ¥228,000 ¥399,000 ¥342,000 ¥599,000 EC ¥190,000 ¥333,000 ¥277,000 ¥485,000

DF ¥217,000 ¥380,000 ¥331,000 ¥579,000 EF ¥179,000 ¥313,000 ¥277,000 ¥485,000

EF 海側 ¥206,000 ¥361,000 ¥299,000 ¥523,000 FB ¥179,000 ¥313,000 ¥277,000 ¥485,000

HB アトリウムビュー（内側） ¥185,000 ¥324,000 ¥271,000 ¥474,000 FC ¥179,000 ¥313,000 ¥271,000 ¥474,000

IA ¥174,000 ¥305,000 ¥266,000 ¥466,000 GA ¥174,000 ¥305,000 ¥266,000 ¥466,000

IB ¥168,000 ¥294,000 ¥255,000 ¥446,000 GB ¥174,000 ¥305,000 ¥266,000 ¥466,000

IC ¥163,000 ¥285,000 ¥250,000 ¥438,000 GC ¥174,000 ¥305,000 ¥266,000 ¥466,000

IE ¥163,000 ¥285,000 ¥239,000 ¥418,000 IA ¥168,000 ¥294,000 ¥255,000 ¥446,000

IF ¥147,000 ¥257,000 ¥228,000 ¥399,000 ID ¥168,000 ¥294,000 ¥250,000 ¥438,000

KB シングル（海側） ¥358,000 ¥521,000 IE ¥168,000 ¥294,000 ¥239,000 ¥418,000

KC シングル（海側） ¥342,000 ¥494,000 IF ¥157,000 ¥275,000 ¥228,000 ¥399,000

KC シングル（海側） ¥304,000 ¥434,000

LC シングル（海側） ¥261,000 ¥380,000

　　※★は視界が遮られます。

※クルーズ代金はお一人様大人1名あたりの料金です。（日本円表記）

※クルーズ代金に租税・手数料及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。

※2022年1月6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。

クイーン・メリーⅡ＆クイーン・ヴィクトリア　                                                               ノル
ウェーフィヨルドクルーズ　プロモーション　対象コース一覧

バルコニー

バルコニー★

海側

海側★

クイーンズスイート

バルコニー

海側バルコニー
（船体内・屋根付）

バルコニー★

客室タイプ

区間 サウサンプトン発着

ペントハウス

クイーンズスイート

V221

7泊8日

2022/08/14

サウサンプトン発着

客室タイプ

¥11,292

V227

12泊13日

2022/10/11

サウサンプトン発着

¥11,604

スタンダード内側

プリンセススイート

クラブバルコニー

租税・手数料及び港湾費用

租税・手数料及び港湾費用 ¥11,562 ¥12,434

クラブバルコニー

プリンセススイート

デラックス内側

スタンダード内側

区間

出発日 2022/09/04 2022/11/01 出発日

泊数 7泊8日 12泊13日 泊数

サウサンプトン発着

M227 M235


