
日次 月/日 （曜） 入港 出港 日次 月/日 （曜） 入港 出港

1 6月4日(土) バンクーバー カナダ 午後乗船 17:00 1 7月1日(金) バンクーバー カナダ 午後乗船 17:00

2 6月5日(日) クルージング - --- --- 2 7月2日(土) クルージング - --- ---

3 6月6日(月) グレイシャー・ベイ（クルージング） - 12:00 21:00 3 7月3日(日) グレイシャー・ベイ（クルージング） - 12:00 21:00

4 6月7日(火) ヘインズ アメリカ 7:00 18:00 4 7月4日(月) スキャグウェイ アメリカ 7:00 18:00

5 6月8日(水)
ハバード・グレイシャー                      （クルー
ジング）

- 10:00 15:00 5 7月5日(火) ジュノー アメリカ 7:00 19:00

6 6月9日(木) ジュノー アメリカ 7:00 17:00 6 7月6日(水)
ハバード・グレイシャー                          （ク
ルージング）

- 12:00 17:00

7 6月10日(金) シトカ アメリカ 7:00 17:00 7 7月7日(木) アイシー・ストレート・ポイント アメリカ 8:00 16:00

8 6月11日(土) ケチカン アメリカ 8:00 18:00 8 7月8日(金) ケチカン アメリカ 11:00 19:00

9 6月12日(日) クルージング - --- --- 9 7月9日(土) クルージング - --- ---

10 6月13日(月) ビクトリア カナダ 9:00 21:00 10 7月10日(日) ビクトリア カナダ 9:00 21:00

11 6月14日(火) バンクーバー カナダ 午前下船 --- 11 7月11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 6月14日(火) バンクーバー カナダ 午後乗船 17:00 1 7月11日(月) バンクーバー カナダ 午後乗船 17:00

2 6月15日(水) クルージング - --- --- 2 7月12日(火) クルージング - --- ---

3 6月16日(木) ジュノー アメリカ 10:00 18:00 3 7月13日(水) シトカ アメリカ 12:00 19:00

4 6月17日(金)
ハバード・グレイシャー                       （クルー
ジング）

- 9:00 14:00 4 7月14日(木)
ハバード・グレイシャー                      （クルー
ジング）

- 10:00 15:00

5 6月18日(土) スキャグウェイ アメリカ 6:00 18:00 5 7月15日(金) ジュノー アメリカ 8:00 18:00

6 6月19日(日) グレイシャー・ベイ（クルージング） - 7:00 17:00 6 7月16日(土) スキャグウェイ アメリカ 7:00 20:00

7 6月20日(月) シトカ アメリカ 8:00 17:00 7 7月17日(日) グレイシャー・ベイ（クルージング） - 7:00 16:00

8 6月21日(火) ケチカン アメリカ 8:00 18:00 8 7月18日(月) ケチカン アメリカ 11:00 18:00

9 6月22日(水) クルージング - --- --- 9 7月19日(火) クルージング - --- ---

10 6月23日(木) ビクトリア カナダ 9:00 21:00 10 7月20日(水) ビクトリア カナダ 9:00 21:00

11 6月24日(金) バンクーバー カナダ 午前下船 --- 11 7月21日(木) バンクーバー カナダ 8:00 17:00

12 7月22日(金) クルージング - --- ---

13 7月23日(土) クルージング - --- ---

14 7月24日(日) サンフランシスコ アメリカ 午前下船 ---

日次 月/日 （曜） 入港 出港 日次 月/日 （曜） 入港 出港

1 6月24日(金) バンクーバー カナダ 午後乗船 17:00 1 7月11日(月) バンクーバー カナダ 午後乗船 17:00

2 6月25日(土) クルージング - --- --- 2 7月12日(火) クルージング - --- ---

3 6月26日(日) グレイシャー・ベイ（クルージング） - 12:00 21:00 3 7月13日(水) シトカ アメリカ 12:00 19:00

4 6月27日(月) アイシー・ストレート・ポイント アメリカ 7:00 21:00 4 7月14日(木)
ハバード・グレイシャー                        （ク
ルージング）

- 10:00 15:00

5 6月28日(火) シトカ アメリカ 8:00 17:00 5 7月15日(金) ジュノー アメリカ 8:00 18:00

6 6月29日(水) ケチカン アメリカ 8:00 18:00 6 7月16日(土) スキャグウェイ アメリカ 7:00 20:00

7 6月30日(木) クルージング - --- --- 7 7月17日(日) グレイシャー・ベイ（クルージング） - 7:00 16:00

8 7月1日(金) バンクーバー カナダ 午前下船 --- 8 7月18日(月) ケチカン アメリカ 11:00 18:00

9 7月19日(火) クルージング - --- ---

10 7月20日(水) ビクトリア カナダ 9:00 21:00

11 7月21日(木) バンクーバー カナダ 8:00 17:00

12 7月22日(金) クルージング - --- ---

13 7月23日(土) クルージング - --- ---

14 7月24日(日) サンフランシスコ アメリカ 6:00 19:00

15 7月25日(月) クルージング - --- ---

16 7月26日(火) ロサンゼルス アメリカ 午前下船 ---

2022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

2021/7/15

アラスカ   11日間(Q221)

寄港地

アラスカ   11日間(Q219)

アラスカ   11日間(Q218N)

寄港地

寄港地

アラスカ   16日間(Q222B)

寄港地

寄港地

アラスカ   14日間(Q222A)

寄港地

アラスカ   8日間(Q220)



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

Q1 グランドスイート ¥2,080,000 ¥4,160,000 ¥2,080,000 ¥4,160,000 ¥1,457,000 ¥2,914,000 ¥2,112,000 ¥4,224,000 ¥3,088,000 ¥6,176,000 ¥3,551,000 ¥7,102,000

Q2 マスタースイート ¥1,651,000 ¥3,302,000 ¥1,651,000 ¥3,302,000 ¥1,153,000 ¥2,306,000 ¥1,683,000 ¥3,366,000 ¥2,474,000 ¥4,948,000 ¥2,878,000 ¥5,756,000

Q3 ¥934,000 ¥1,868,000 ¥934,000 ¥1,868,000 ¥675,000 ¥1,350,000 ¥967,000 ¥1,934,000 ¥1,252,000 ¥2,504,000 ¥1,455,000 ¥2,910,000

Q4 ¥771,000 ¥1,542,000 ¥771,000 ¥1,542,000 ¥551,000 ¥1,102,000 ¥804,000 ¥1,608,000 ¥1,171,000 ¥2,342,000 ¥1,336,000 ¥2,672,000

Q5 ¥717,000 ¥1,434,000 ¥717,000 ¥1,434,000 ¥513,000 ¥1,026,000 ¥749,000 ¥1,498,000 ¥1,095,000 ¥2,190,000 ¥1,287,000 ¥2,574,000

Q6 ¥662,000 ¥1,324,000 ¥662,000 ¥1,324,000 ¥480,000 ¥960,000 ¥695,000 ¥1,390,000 ¥1,024,000 ¥2,048,000 ¥1,216,000 ¥2,432,000

P1 ¥586,000 ¥1,172,000 ¥586,000 ¥1,172,000 ¥437,000 ¥874,000 ¥619,000 ¥1,238,000 ¥915,000 ¥1,830,000 ¥1,064,000 ¥2,128,000

P2 ¥499,000 ¥998,000 ¥499,000 ¥998,000 ¥382,000 ¥764,000 ¥532,000 ¥1,064,000 ¥801,000 ¥1,602,000 ¥956,000 ¥1,912,000

A1 ¥467,000 ¥817,000 ¥467,000 ¥817,000 ¥358,000 ¥627,000 ¥489,000 ¥856,000 ¥624,000 ¥1,092,000 ¥706,000 ¥1,236,000

A2 ¥423,000 ¥740,000 ¥423,000 ¥740,000 ¥337,000 ¥590,000 ¥445,000 ¥779,000 ¥570,000 ¥998,000 ¥652,000 ¥1,141,000

BA ¥293,000 ¥513,000 ¥304,000 ¥532,000 ¥244,000 ¥427,000 ¥315,000 ¥551,000 ¥461,000 ¥807,000 ¥527,000 ¥922,000

BB ¥271,000 ¥474,000 ¥282,000 ¥494,000 ¥239,000 ¥418,000 ¥293,000 ¥513,000 ¥434,000 ¥760,000 ¥510,000 ¥893,000

BC ¥266,000 ¥466,000 ¥277,000 ¥485,000 ¥223,000 ¥390,000 ¥288,000 ¥504,000 ¥418,000 ¥732,000 ¥494,000 ¥865,000

BD ¥255,000 ¥446,000 ¥266,000 ¥466,000 ¥217,000 ¥380,000 ¥277,000 ¥485,000 ¥396,000 ¥693,000 ¥472,000 ¥826,000

BE ¥244,000 ¥427,000 ¥255,000 ¥446,000 ¥206,000 ¥361,000 ¥266,000 ¥466,000 ¥380,000 ¥665,000 ¥456,000 ¥798,000

BF ¥239,000 ¥418,000 ¥250,000 ¥438,000 ¥206,000 ¥361,000 ¥261,000 ¥457,000 ¥375,000 ¥656,000 ¥445,000 ¥779,000

CA ¥228,000 ¥399,000 ¥239,000 ¥418,000 ¥195,000 ¥341,000 ¥250,000 ¥438,000 ¥369,000 ¥646,000 ¥434,000 ¥760,000

CB ¥228,000 ¥399,000 ¥239,000 ¥418,000 ¥195,000 ¥341,000 ¥250,000 ¥438,000 ¥353,000 ¥618,000 ¥418,000 ¥732,000

EB ¥223,000 ¥390,000 ¥233,000 ¥408,000 ¥179,000 ¥313,000 ¥244,000 ¥427,000 ¥331,000 ¥579,000 ¥413,000 ¥723,000

EC ¥223,000 ¥390,000 ¥233,000 ¥408,000 ¥179,000 ¥313,000 ¥244,000 ¥427,000 ¥331,000 ¥579,000 ¥407,000 ¥712,000

EF ¥217,000 ¥380,000 ¥228,000 ¥399,000 ¥174,000 ¥305,000 ¥239,000 ¥418,000 ¥326,000 ¥571,000 ¥391,000 ¥684,000

FB ¥206,000 ¥361,000 ¥217,000 ¥380,000 ¥163,000 ¥285,000 ¥228,000 ¥399,000 ¥326,000 ¥571,000 ¥380,000 ¥665,000

FC ¥206,000 ¥361,000 ¥217,000 ¥380,000 ¥163,000 ¥285,000 ¥228,000 ¥399,000 ¥315,000 ¥551,000 ¥375,000 ¥656,000

GA ¥195,000 ¥341,000 ¥195,000 ¥341,000 ¥157,000 ¥275,000 ¥217,000 ¥380,000 ¥304,000 ¥532,000 ¥364,000 ¥637,000

GB ¥190,000 ¥333,000 ¥190,000 ¥333,000 ¥152,000 ¥266,000 ¥212,000 ¥371,000 ¥299,000 ¥523,000 ¥358,000 ¥627,000

GC ¥190,000 ¥333,000 ¥190,000 ¥333,000 ¥152,000 ¥266,000 ¥212,000 ¥371,000 ¥299,000 ¥523,000 ¥353,000 ¥618,000

IA ¥185,000 ¥324,000 ¥185,000 ¥324,000 ¥147,000 ¥257,000 ¥206,000 ¥361,000 ¥288,000 ¥504,000 ¥342,000 ¥599,000

ID ¥179,000 ¥313,000 ¥179,000 ¥313,000 ¥141,000 ¥247,000 ¥201,000 ¥352,000 ¥277,000 ¥485,000 ¥331,000 ¥579,000

IE ¥174,000 ¥305,000 ¥179,000 ¥313,000 ¥141,000 ¥247,000 ¥201,000 ¥352,000 ¥277,000 ¥485,000 ¥326,000 ¥571,000

IF ¥174,000 ¥305,000 ¥174,000 ¥305,000 ¥141,000 ¥247,000 ¥195,000 ¥341,000 ¥277,000 ¥485,000 ¥320,000 ¥560,000

KC シングル（海側） ¥396,000 ¥396,000 ¥293,000 ¥413,000 ¥527,000 ¥652,000

LC シングル（内側） ¥358,000 ¥358,000 ¥250,000 ¥385,000 ¥472,000 ¥543,000

2022/07/01 2022/07/11

Q222B

10泊11日 10泊11日 7泊8日 10泊11日 13泊14日 15泊16日

Q218N Q219 Q220 Q221 Q222A

¥30,081 ¥35,801

客室タイプ

¥41,185

ペントハウススイー
ト

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★

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

租税・手数料及び港湾費用 ¥28,963 ¥28,064 ¥24,576

2022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

2021/7/15

泊数

出発日

区間

2022/07/11

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～　　　　サン

フランシスコ
バンクーバー～　　　　　ロ

サンゼルス

2022/06/04 2022/06/14 2022/06/24


