これらは、すべてのお客様の旅行に適用される利用条件です。お客様は本利用条件に拘束
されますので、ご精読ください。本利用条件の英語版と翻訳版（日本語版）で相違や矛盾が
発生する場合、英語版が優先するものとします。旅行会社経由でご予約のお客様は、旅行
会社とも契約を締結する事となり、それにも拘束されます。
旅行会社経由でご予約のお客様は、本利用条件の一部項目（日本国内における予約金、
取消料、払い戻し、医療保険の加入条件等）について、旅行会社との契約の規定と重複す
る場合がございます。いずれの規定が適用されるかについては、ご予約の旅行会社へお問い
合わせするか、こちらをご参照ください。
定義
1. 本利用条件において、文脈上他の意味に解釈されない限り、以下のとおり適用されま
す。「本契約」とは、パッケージに関連してキュナードと乗客との間で締結される契約を意味し
ます。「クルーズ」とは、キュナードによってまたはキュナードに代わって公表された関連するキュ
ナードのパンフレットまたはその他の文書に記載されているクルーズ、クルーズコースまたは船
上渡航を意味します。「キュナード料金」とは、キュナードのパンフレットまたはウェブサイトに記
載されているキュナード料金を意味します。「障がい」には、交通機関を利用する場合に、身
体障がい（感覚的または運動的、恒久的または一時的）または知的もしくは心理社会的障
がいまたは機能障がい、またはその他の障がいの原因により、または加齢により、キュナ ードに
よってすべての乗客が利用できるサービスに関連して、そのような人物の状況により適切な配
慮および特別なニーズへの対応が必要となる行動力の低下を招く状況が含まれます。「不
可避かつ異常な状況」とは、あらゆる合理的な対策が取られたとしてもキュナードがかかる状
況の影響を回避し得ないキュナードの支配を超えた状況であり、結果として、キュナード がパ
ッケージまたは旅行日程の一部を含むパッケージの一部を提供できない状況を意味し、また、
かかる状況には、技術的問題、戦争または戦争の脅威、テロ活動またはテロ活動の脅威、
暴動、動乱、災害、天災、自然災害および原子力事故、火災、鎖港、ストライキまたはそ
の他の争議行為、乗船時または目的港での医療問題（いずれの場合にも、感染性 のイン
シデントまたはその他の病気または疾患を含む）、遭難信号またはその他の緊急事態および
悪天候に応じた正当な航路逸脱が含まれます（ただし、これらに限定されません）。「 早 期
割引」とは、キュナードのパンフレットまたはウェブサイトに記載されている早期割引 料金を意
味します。「旅行日程」とは、キュナードによってまたはキュナードに代わって公表さ れた関連
するキュナードのパンフレットまたはその他の文書に記載されている旅行日程案を意味します。
「不適合性」とは、旅行サービスの不履行、または旅行サービスの不適切な履行を意味しま
す。「未成年者」とは、18歳未満の人物を意味します。「旅行サービス」とは、クルーズおよび
英国発着のあらゆる航空便ならびにパッケージ旅行契約（以下、「パッケージ」といいます）を
形成するクルーズと同時に販売されるクルーズ前およびクルーズ後のパッケージを意味し ます
が、寄港地観光またはシャトル運行サービスは含まれません。「乗客」とは、予約者名簿およ

び/またはキュナードのチケットに名前が記載されている一人ひとりを意味します。「キュナード」
とは、キュナードラインを運営するCarnival plc tradingを意味します。「料金」とは、キュナード
が発行する確認請求書に記載されたパッケージの料金（寄港地観光および関連す るキュナ
ードのパンフレットなどに示されているかまたはその他の方法で宣伝広告されている追加料金
を除く）で、キュナード料金、早期割引または割引のいずれに基づくかにかかわらず、本契約
上で乗客が支払うべき料金を意味します。「割引」とは、キュナードのパンフレットまたはウェブ
サイトに記載されている割引料金を意味します。「寄港地観光」とは、キュナードが売り出す
観光を意味し、これには、パッケージの開始前に英国で予約されるか乗船中に購 入さ れる
かを問わず、その時点で本料金以外の別料金がかかります。「シャトル運行サービス」とは、
特定の港でキュナードの乗客が利用できる（保証なし）第三者が提供する交通サービス（フェ
リー、バス、コーチまたはミニバス）を意味します。「重大な変更」とは、パッケージの大幅な変
更を意味します。「サプライヤー」とは、パッケージの一部を形成するサービスを提供す るため
にキュナードが契約した会社または個人を意味します。
本契約
2. 本契約は、本利用条件およびキュナードのパンフレットまたはウェブサイトに含 まれてい
る情報に基づき、キュナードと乗客との間で締結されるものとし、英国法に準拠し、英 国の
裁判所の非排他的管轄権に服するものとします。本契約上でお客様に提供され る旅行サ
ービスの組み合わせは、パッケージ旅行およびリンクによる旅行手配に関する規則2018（The
Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulation 2018）の意義の範囲内での
パッケージです。したがって、お客様はパッケージに適用されるEUの権利をすべて享受す るこ
とになります。キュナードは、パッケージ全体の適切な履行について全面的に責任を負います。
さらに、法律に従って、キュナードは、お客様からの支払いを払い戻しする防護措置、な らび
に、本パッケージに輸送が含まれている場合にはキュナードが支払い不能になったと きにお客
様の本国帰還を保証する防護措置を講じています。
3. 予約することで、乗客は、未成年者および障がい者（およびその個人的代理人） を含
む予約者名簿に名前が記載されているすべての人物が本利用条件および本契約のその他
すべての条件に拘束されることに同意しており、またこの乗客がそれらの人物に代わって これ
に同意する権限を有しており、さらに予約者名簿に名前が記載されているすべて の乗客に
関して提供されているすべての詳細情報が正確であることを確認するものとします。あ る乗
客がその他の乗客に代わって予約する場合、キュナードは、予約をする乗客から予約者名
簿に名前が記載されているすべての乗客に関する詳細情報を収集するものとし、さ らにその
団体の個々の乗客ではなく、提供された連絡先情報を使用して、予約をした乗客と連絡を
とります。
4. すべてのパッケージは、予約時点での空き状況によって利用いただけない場合があり ま
す。予約確認書が発行されているか否かにかかわらず、保証金（または、該当する場合は、

料金全額）が支払われるまでいかなる契約も締結されることはありません。ただし、 旅行代
理店に支払われたすべての金銭は、キュナードに支払われたものとみなされます。 支払い期
限までに残額の支払いができなかった場合、キュナードは、予約を取り消し、取消料 として
保証金を保持する権利を有するものとします。支払い期限までにその他金額の支払い がで
きなかった場合、キュナードは、予約を取り消し、第38項に定めるとおり取消料として保証金
を保持する権利を有するものとします。
5. 乗客1名が2台以上の寝台がある客室を独占的に利用する権利を得るには 、1名分
の追加料金を支払う必要があります。予約取消しの結果として、乗客1名が2台以 上の寝
台がある客室を単独で利用することになった場合、その乗客は1名分の追加料金 を支払う
義務を負います。取消しの結果、元の客室を一緒に予約した乗客数が減る場合、残 りの
乗客は各自、減数の結果として生じる料金の増額を支払う責任があります。客室を予約し
ていたすべての乗客がクルーズの終了前に恒久的に下船した場合、その客室は再 びキュナ
ードの在庫となります。
6. 英国発または英国着の航空便を含むパッケージ（および予約時点で未確定で ある場
合）の場合、キュナードは、かかる手配を承知してから合理的な時間内に、航空便 手配の
詳細情報（英国および目的地の空港を含む）を記載しているATOL確認請求書 を発行し
ます。
7. 寄港地観光は、旅行前または乗船時に別途購入でき、キュナードが現地の オペレー
ターとともに手配します。寄港地観光は、本契約の一部を成すものではなく、キュナードが履
行するものでもありません。
8. 予約は18歳以上の方のみができます。出航時に18歳未満であるすべての乗客は、18
歳以上の乗客の同伴が必要であり、18歳以上の同伴者は、パッケージの期間中、常に18
歳未満の乗客の健康、行為および態度に責任を負います。16歳未満の乗客については、
16歳以上の乗客の同伴なしに、客室利用の旅行は認められません。16歳未満の乗客は、
どの港においても、本項に従ってパッケージに同伴している乗客を伴わない場合は 下船する
ことを認められません。
9. パッケージの開始時点で6ヶ月未満の幼児は乗船できません。キュナードは、 かか る拒
否による結果についていかなる責任も負わないものとします。特定のパッケージでは、12 ヶ月
未満の幼児についても禁止しています。乗客は、予約前にキュナードに確認する必要があり
ます。
10. 乗客は、船舶と乗り継ぎ便を含む航空便との行き帰りのチェックインには時間の余裕を
持って到着することに責任を負います。乗客は、航空便のあらゆる遅延/取消しについて確
認する責任を負います。乗客は、有効なパスポートおよび本人のパッケージに必 要な渡航

書類（ビザなど）を確実に所持している必要があり、また予約前にキュナードのパンフレットま
たはウェブサイトの該当箇所を読む必要があります。キュナードは、いかなる乗客のビ ザの取
得についても一切責任を負いません。ビザの取得は各乗客の責任となります。
11. 乗客が本人のパッケージに関するすべての関連ビザまたは文書の要件に適合しない場
合、キュナードに罰金が科される場合があります。キュナードは、かかる罰金を乗客に再請求
します。
本契約の変更
12. 第12項、第13項および第14項において、「別の人物」とは、パッケージに適用 され るす
べての条件に適合している別の人物を意味します。パッケージは別の人物に譲渡で きます。
ただし、パッケージを譲渡とすると称する前に、乗客がキュナードに相談し、かつキュナ ードが
出航予定日より少なくとも7日前までに譲渡依頼を書面で受け取ることを条件とします。キュ
ナードが譲渡に同意する場合、乗客と代用乗客の両者は、料金の残額の支払いお よび譲
渡に起因する合理的な追加手数料等の費用について各自連帯責任を負います。 乗客が
キュナード早期割引または割引料金に基づいて予約をした場合、本項に基づくパッケージの
別の人物への譲渡はすべて、20ポンドの事務管理費の対象となります。キュナード料金に基
づいて予約した乗客については、事務管理費の支払いは要求されません。
13. パッケージの別の人物への譲渡は、譲渡に関連して発生するすべての費用（たとえば、
ホテル変更手数料）の支払いを条件とし、また航空便を含むパッケージの譲渡は 、航空会
社によって課される費用の対象にもなります。乗客は、航空会社が定期航空便について譲
渡を認めない可能性があること、また航空便予約は取消しおよび再予約する必要 がある点
に注意する必要があります。再予約は航空便の予約状況によって利用できない場合が常に
あり、また航空会社によって課される費用の支払いを条件とし、場合によっては、当該費用
が航空券の満額となる可能性があります。
14. 出航予定日の4日前までにキュナードが受け取るパッケージの別の人物への譲渡依頼
は、乗客による本契約の取消しとみなされ、第38項に基づく取消料の支払いが発生します。
15. 乗客が別のパッケージへの乗換えを望まれる場合は、概して第38項に基づく取消し と
みなされます。乗り換えされるキュナード旅行が当初の予約から12ヶ月以内（ワールド クルー
ズまたはワールドクルーズ部門からの譲渡の場合には6ヶ月以内）に出発し、かつよ り高額の
料金である場合、キュナードは、その裁量により取消しとして扱うことなく当該乗換えを許可
する場合があります。パッケージの乗換えへの同意は、そのような依頼が当初の出航予定日
の90日前までにされること、予約状況に空きがあること、ならびに100ポンドの事務管理費お
よびこれによってキュナードに発生する経費（航空会社および/またはホテル料金など）の双方
が支払われることを条件とします。上記の乗換えは1回のみ認められます。乗換え を認 める

基準は、予告なく随時キュナードによって変更される場合があります。割引を利用して予約
した乗客は、別のパッケージへ乗り換える権利を持たず、また本第15項の規定は適用 され
ないものとします。
16. 第15項に従った別のパッケージへの乗換えはすべて、新規予約とみなされます。 当初
の予約に適用される値引きおよびキャンペーンは、新規予約に適用されない可能性があり、
その場合、乗客には料金の差額を支払っていただく必要があります。
17. パッケージの予約後、キュナードは変更依頼を承諾するよう努めますが、当該変 更は
常にキュナードの裁量に委ねられており、また20ポンドの事務管理費の対象となる場合 があ
ります。割引を利用して予約した乗客は、パッケージを変更する権利を持たず、また本第17
項の規定は適用されません。
旅行への適性および障がいまたは行動能力障がいのある乗客
18. キュナードが乗客を安全に輸送することができるようにするため、ならびに国際的 な法
律、EUまたは国内の法律で規定された該当する安全要件に従い、または船舶の旗国を含
む監督官庁が規定した安全要件を満たすために、予約をする乗客は、予約者名簿上のす
べての乗客が旅行への適性を備えていることを表明するものとします。
19. 予約時点で、すべての乗客には、予約者名簿上の旅行をする乗客の行動能力障 が
いまたは何らかの障がい（特別な手配、医療機器/用品、世話または補助を必要 とする可
能性がある）など（ただし、これらに限定されません）についてキュナードに通知する義務があり
ます。これは、乗客の安全かつ該当する安全要件に確実に従った輸送、またパッケージが行
動能力障がいまたは何らかの障がいのある方に一般的に適しているか否かをキュナ ードが確
実に判断できるようにするためです。キュナードが、パッケージが行動能力障がいまたは何らか
の障がいのある人に適していないと判断する場合、または乗客を安全かつ該当す る安全要
件に従って輸送することができないと判断する場合、キュナードは、安全性の観点か ら予約
の承諾またはその後の当該乗客の乗船を拒否できます。そのような拒否は、国内法お よび
その他の適用法令ならびに船舶の安全航行及び汚染防止のための国際安全管理 コード
および海上における人命の安全のための国際条約を含む国際規制に配慮した上で のキュ
ナードによるリスク評価に基づくものです。予約時点で、乗客から十分な情報が提 供さ れる
ことが重要です。パッケージの予約日からパッケージの開始日までの間に乗客の状況が変わ
り、その変化が当該乗客の輸送を危険にする可能性があるか、または当該乗客を対象 とす
るパッケージの適性に影響を与える可能性がある場合、当該乗客は、可能な限り速や かに
キュナードに通知し、キュナードが当該乗客を安全に輸送できるかどうかについて情報に基づ
いて決定を下すおよび/または当該乗客を対象とする本パッケージの適性を評価するために、
キュナードに対して特別な手配、医療機器/用品、世話または補助に関する要求事項を通
知する義務を負います。

20. キュナードは、適用される国際的な法律、EUまたは国内の法律に従って乗客 を安全
に輸送できるか否かを評価するために、パッケージ旅行への適性に関する医学的 証拠を提
示するよう要求する権利を留保します。キュナードが絶対的に必要であると判断する場合、
キュナードは、行動能力障がいまたは何らかの障がいのある乗客については、適性がありかつ
当該乗客の日常活動を補助することができ、行動能力障がいまたは何らかの障がい のある
乗客が必要とする補助を提供できる別の人物が当該乗客に同伴するよう要求す る場合が
あります。この要件は、全面的に安全性の観点に基づいており、船舶ごとおよび/または旅行
日程ごとに異なります。このカテゴリーに該当する可能性のある乗客の例としては、車椅子ま
たはシニアカー（以下、用語「車椅子」は、車椅子およびシニアカーを総称するものとします）
を使用する乗客や人的介助を必要とする乗客が含まれます。乗客に同伴者が絶対的に必
要か否かの評価は、予約時点で提供される情報に基づきます。十分なリスク評価 を行える
ように、乗客には可能な限り多くの情報を提供するよう求められます。乗客は、キュナ ードが
すべての関連情報を確実に保持するために、追加情報の提供を求められる場合があり ます。
21. キュナードが必要な補助を提供できること、乗客の乗船、下船または輸送を安全 また
は操作上可能な方法で実行することを不可能にする可能性がある、船舶または港湾ターミ
ナルを含む港湾のインフラおよび設備機器の設計に関連する問題がないことを確認するため
に、特別な扱いまたは補助を必要とするかまたは行動能力障がいまたは障がいを持つ乗客
（車椅子を使用する乗客を含む）は、予約時点でキュナードに通知する必要があります。車
椅子を使用する乗客は、本人の標準サイズの車椅子を用意する必要があります。 船舶の
車椅子は緊急時にのみ利用可能です。船舶および乗船中のすべての安全のため、すべて
の車椅子およびその他の移動補助器具は、使用していないときは乗客の客室に保 管する
必要があります。また、これが可能なことを確認し、船舶および乗船中のすべての乗 客の安
全を確保するために、キュナードは、車椅子を使用する乗客に対して指定カテゴリー の客室
を予約することを要求する権利を留保します。詳細はキュナードのパンフレットおよびウェ ブサ
イトに記載されています。キュナードは、乗客が特別な扱いまたは補助の要求事項または行
動能力障がいまたは障がい（車椅子を使用する要件を含む）についてキュナードに通知する
ことを怠った場合、当該乗客に対して乗船を拒否する権利を留保します。キュナードの過失
または不作為または輸送事故が原因で発生した移動補助器具の損失または損害に対す
る費用は、当該器具を修理するかまたは交換するかについてのキュナードの絶対的 裁量の
対象となります。予約時点でキュナードが書面によって別途同意する場合を除き、乗 客が
乗船時に船舶に持ち込めるのは、合計価格が客室1室あたり2,250ポンドを超えない2 台の
移動補助器具またはその他の医療機器に制限されています。
22. キュナードおよび/または関連する港湾当局は、乗船前またはパッケージ中に随時、公
衆衛生アンケートまたは集団検診を実施する権利を有しています。すべての乗客は、乗船
前アンケートを完了し、集団検診を順守し、胃腸の病気、バクテリアおよび/またはウイルス性
疾患および/または新型コロナウイルス感染症（COVID-19）など（ただし、これらに限定されま

せん）、疾病の症状に関する正確な情報を提供することに合意します。乗船前14日間中、
またはクルーズ中のいつでも、気分がすぐれず、かつ高温症状、新規の継続的な咳または通
常の味覚または嗅覚の損失または変化を感じる乗客は、その症状を報告し、キュナ ード、
関連する港湾当局、またはその他の国内当局または国際当局が提供するガイダン スに従う
必要があります。健康および安全のため、キュナードはノロウイルスまたは新型コロナウイ ルス
感染症（COVID-19）など（ただし、これらに限定されません）、ウイルスまたはバクテリ ア性疾
患の症状がある乗客、および/またはバクテリアまたはウイルス感染の広がりを防止 または制
限するために設計または意図された船舶の乗組員または港湾代表者または国内当 局もし
くは国際当局の代表者からの指示に従わない乗客は、乗船を拒否される場合があ ります。
乗客が関連する乗船前アンケートまたはキュナード、関連港湾当局またはその他の国 内ま
たは国際当局が要求した集団検診の順守を拒否すること自体が、乗船拒否となる場 合が
あります。乗船拒否のすべてのケースは、第38項に従って、100%の取消料となる取消しとみ
なされます。
23. 乗客が乗船中にウイルスおよび/またはバクテリア性疾患と診断される場合、またはキュ
ナードおよび/または船長および/または船舶の医療スタッフのメンバーの意見により、ウイ ルス
またはバクテリア性疾患（新型コロナウイルス感染症（COVID-19）など（ただし、これ らに限
定されません））の症状を示す乗客が、キュナードおよび/または船長および/または 船舶の医
療スタッフのメンバーの意見により、その乗客、付き添いの乗客またはその他の乗客 がその乗
客と濃厚接触した場合は、健康および安全の理由で客室に留まる必要があります。乗客
がキュナード、船長または船舶の医療スタッフが推奨する期間中、客室に留まること を拒否
する場合、または乗客に対して取られている対策、またはバクテリアまたはウイルス感染（寄
港地観光中の現地オペレーターによる指示を含む）の広がりを防止または制限するために設
計または意図された船舶の乗組員の指示に従わない場合、その乗客は、健康およ び安全
上の理由により、医療センターに留まるか、またはキュナードにより追加責任なしで下船（また
は、乗船または下船許可を拒否）することが求められます。さらに、キュナードおよび/または船
長および/または船舶の医療スタッフのメンバーの意見により、乗客がウイルス性疾患（新型コ
ロナウイルス感染症（COVID-19）など、ただし、これに限定されない）の症状を示す場合は、
追加責任なしでキュナードによって乗客を下船させることができます。
24. 乗客が適用される安全要件に従って輸送されることを確実にするために、乗客は予約
時点で以下の事項についてキュナードに通知することが要求されます。
(i)
宿泊設備、座席または必要なサービスに関する乗客の特別なニーズおよび/または
乗客が特定の医療機器を乗船時に持ち込む必要があるかどうかについて。
(ii)

キュナードまたはターミナルオペレーターからの必要とする補助の性質について。

(iii)

乗客が公認介助犬を乗船させることを希望する場合。介助犬は国内規制 の対象

です。乗船させることのできる犬の数には制限もあります。したがって、予約時点で当該要件
について通知することが必要です。
(iv )

乗船時に必要なその他の補助について。

キュナードの船舶内の医療設備には透析を行う設備がないことにご注意ください。船医は透
析治療を提供する訓練を受けていませんが、緊急時には補助できます。すべての透析設備
と治療を提供するのは乗客の責任となります。これには抗生物質が含まれます。乗 客が安
全に、かつ適用法に準拠して輸送されることを確認するために、予約時点でリスク評価を実
行するものとします。キュナードの船舶内には様々な給電装置がありますが、英国内の標準
的な給電装置とは異なる場合があります。具体的な詳細については乗客がキュナードに連
絡をとる必要があります。乗船時に医療用電気機器を持ち込む予定の乗客は、船 内での
当該機器の使用が安全であることを確認するために、製造元またはサプライヤーに連絡する
ことが重要です。医療機器に関しては、船内での保管施設が限られています。出航 前にす
べての医療機器を船舶に配達する手配をするのは、乗客の責任となります。乗船時に医療
機器を持ち込む必要があるかどうかについて予約をする前に乗客がキュナードに通知す ると
いう要件は、医療機器が持ち込み可能でありかつ/または安全に輸送されることを確認する
ためです。客室に持ち込める酸素ボンベの数には制限があります。船内の医療センターでは、
酸素ボンベを再充填または供給することはできません。すべての医療機器が正常に機 能す
ることを確認し、またパッケージの期間中十分な医療機器および医療用品を手配す る のは
乗客の責任です。船舶は代替機器を搭載しておらず、沿岸部の医療および機器 への アク
セスが困難かつ高額となる場合があります。乗客はすべての医療機器を操作できる 必要が
あります。監督を必要とする特定の病状が発生した場合、そのような監督は、乗客 が費用
自己負担の上、手配する必要があります。船舶は、肉体的、精神的またはその 他の状態
に対する専任またはその他の介護者を提供しません。船舶はレスパイトサービス（訳 注：障
害がある人の介護を一時的に代行して、家族の負担を軽減させるサービス）を提供しません。
乗客は、すべての医療機器を航空機で運送できる、または航空機内で使用できるわけでは
ないことに注意する必要があります。乗客は運送の前に航空会社に確認する必要 があ りま
す。
妊娠
25. キュナードは、妊娠12週未満の女性に、旅行前に医療アドバイスを求める こ とを推奨
しています。
26. キュナードは、出産のための適切な医療設備を船内に搭載していません。健康と安全
上の理由により、残念ながら、キュナードはパッケージの期間中のどの時点であって も、妊娠
24週以上の乗客は運送できません。すべての妊娠女性は、母子共に健康であり、旅行日
程案を考慮した上で旅行への適性があり、その妊娠が高リスクではない旨を記載している医

師または助産婦による書状を提示することが要求されます。当該書状は、最終月経期
（LMP）および超音波（実行された場合）の両面から算出した出産予定日（EDD）を記載し
ている必要があります。キュナードは、乗客が本項の要件に適合しない場合、予約の承諾ま
たはその後の乗客の運送を致しかねます。パッケージのいずれかの時点において妊娠24週以
上となることを事由として乗客がパッケージに参加できないことが合理的に知らされる以前に、
妊娠中の当該乗客によってまたは当該乗客に代わって予約された場合、妊娠中の 女性が
パッケージに参加できないことを承知してから合理的に実行可能な限り早急にキュナードに
通知することを条件として、キュナードは、当該乗客によってまたは当該乗客に代わって支払
われた料金、ならびに同伴する乗客によって支払われた料金を全額払い戻しします。ただし、
それ以外にはいかなる責任も負わないものとします。キュナードは、妊娠後期と見受けら れる
乗客の乗船を拒否する権利を明確に留保し、さらにキュナードは、かかる拒否または当該
乗客の運送に関していかなる責任も負わないものとします。
27. 妊娠中の乗客については、船内の医療設備に関する情報を扱う「医療」という見 出し
の第29項乃至第31項で言及されています。
28. 船医は、分娩または出生前後の治療を行う資格を有しておらず、かかるサービ スまた
は機器を提供する能力がないことに関してキュナードはいかなる責任も負いません。
医療
29. 乗客は、クルーズ中に必要な場合、資格を持つ医師が乗船している間に、医学的支
援を求めることは乗客の義務および責任であることを認めるものとします。
30. 船医は専門医ではなく、また船内の医療センターは陸上の病院と同様の基準で 設備
機器が用意されていることは要件ではなく、それらの設備機器は用意されていません。船舶
の医療センターは、広範囲または継続的な治療を提供することを目的として設計さ れていま
せん。船舶は、その旗国の要件に準拠して、医療用品および機器を搭載しています。キュナ
ードと船医はどちらも、病状を治療できる能力がない結果として、乗客に対し責任を負わな
いものとします。船内の医療センターから提供されたサービスまたは薬品は支払い請 求の対
象となります。
31. 病気または傷害が起きた場合、乗客は治療のために上陸する必要がある場合があり
ます。寄航港または乗客が上陸した場所での治療の質に関しては、いかなる表明も行われ
ません。港ごとに医療設備は異なり、さまざまな病院または診療所によって提供され る治療
の基準に関して、いかなる表明または保証も行われません。
保険

32. すべての乗客が十分で有効な医療保険に加入しなければならないことは、 本契約 の
条件です。医療保険は、旅行、キャンセルおよび削減を保障し、世界中（または少なく とも
乗客が寄港予定の諸国）において既往症に対する完全かつ有効な医療保障を 行う必要
があり、パッケージの全期間にわたり有効である必要があります。保険証書には、医 療費お
よび本国帰還に関する200万ポンド以上の保障、およびヘリコプターによる避難など（ただし、
これに限定されません）の船舶からの緊急避難費用の保障を最低限含める必要があ ります。
パッケージの期間中、十分かつ適切な保険が掛けられていることを確認するのは乗 客の責
任です。
33. キュナードは、可能な場合はいつでも、パッケージの一部を形成する活動に起因するか
否かにかかわらず、またいかなる当事者の過失の結果であるか否かにかかわらず、パッケー ジ
期間中に病気または人身傷害が生じた、または死亡した乗客に、一般的な援助を提供し
ます。
34. いかなる種類の医療的処置、歯科治療または類似する治療、ホテル、交通機関、帰
国に関連して乗客のためにまたはそれに代わってキュナードが合理的に負担する費用 または
経費またはその他の費用は、その合計額が当該乗客の旅行保険によって保障されているか
否かを問わず、当該乗客からキュナードに対して払い戻されるものとします。キュナードは、当
該費用または経費を回収するためにキュナードが適切と判断するあらゆる措置を講じる権利
を留保します。
料金および追加料金
35. キュナードは、パンフレット内の詳細および料金について、公表後に変更する権利 を留
保します。パンフレット等で宣伝広告されている料金、値引き、追加料金および特別 オファ
ーは、撤回または変更される場合があります。料金は上下に変動する可能性があ ります。
乗客は、最新の料金および費用について、予約前に旅行代理店に連絡、または0843 374
0000に電話、または弊社ウェブサイト:www.cunard.co.ukを参照する必要があります。
36. キュナードは、燃料その他の動力源、定期航空運賃および航空会社（およ びそ の代
理店）とキュナードの間の契約の一部である航空会社の費用変更などの輸送費の 変動、
付加価値税の変更などの政府の行為または政府が課すその他の変更、および為替レ ート
の変動に関連する通貨変動、パッケージの履行に直接関与しない第三者が課すパッケージ
に含まれる旅行サービス上の税金または手数料（旅行者税、入国税または港および空港に
おける乗船または下船手数料を含む）の水準に起因して、乗客のパッケージ料金の 変動を
許容するために、出航の20日前までに随時料金を上下に変更する権利を留保し ます。何
らかの小さな変動がある場合、乗客の旅行手配の料金の2％相当額（保険料およ び変更
手数料を除く）が上昇分に吸収されますが、払い戻し分には含まれません。大きな変動があ
る場合、この2％は同様に上昇分に吸収されますが、払い戻し分には含まれません。 これに

よって乗客がパッケージの料金の8%を超える上昇分を支払わなければならないことを意味す
る場合には、乗客は、本契約を解除し、支払った金額の全額払い戻しを受けることができま
す（変更手数料または保険料を除く）。派生的な費用または経費または利益の喪失は、支
払いの対象ではありません。保険証書の譲渡または再利用が不可能であったことを乗 客が
証明できる場合、キュナードは、支払われた保険料を適切に払い戻すことを考慮し ます。こ
のために乗客が取消しを決定する場合、当該乗客は、キュナードが当該乗客に対して変更
案を通知した時点から14日以内に取消しの権利を行使する必要があります。乗客 が変更
案を希望するかまたは本契約を取り消すかのいずれかについてキュナードに通知することを怠
った場合、キュナードが本契約を取り消し、かつ当該乗客のすべての支払額を払い戻す こと
につながる場合があります。キュナードは、本契約の取消し後14日以内に乗客に対して支
払うべきすべての支払額を払い戻すものとします。または、キュナードが代替パッケ ージを提
供し、支払い済みの金額を当初のパッケージから代替パッケージに移行できる場合、乗客は、
代替パッケージのオファーを承諾できます。代替パッケージの費用が当初のパッケー ジよ りも
少ない場合、料金の差額は払い戻しされます。旅行手配は常に現地通貨で購入さ れるわ
けではなく、契約上あるいはその他の保護が設定されているため、一部の明らかな変更は、
乗客のパッケージの料金には全く影響しないことにご注意ください。
37. 乗船時のショッピングアカウントを設定するため、チェックイン時に支払カードの登録が必
要です。また、当該アカウントのためのクルーズカードが発行されます。初回の事前認証のた
め100ドルがチェックイン時に必要となり、その後乗客がクルーズカードを使用する乗船 中の
購入（キュナードのパンフレット内およびキュナードのウェブサイト上で指定されているレ ートで
請求される宿泊および食事代を含む）でこの初回金額を超えるものに関しては、こ の購入
金額が正確でかつ当該乗客が登録した支払カード上のさらなる資金ブロック用に承諾 され
た金額内として承認されます。乗船中のサービスおよび商品ならびに寄港地観光に 関する
すべての精算は、乗客が船舶の利用を終了する前に全額決済する必要があります。乗客
がクルーズ完了以前に乗船中の精算を決済できなかった場合、キュナードは、支払い の実
行日まで未払い額に金利を課す権利を留保し、法的手続費用に加え、かかる支 払金額
追徴のための合理的な事務管理費を請求する権利を有するものとします。キュナードは、
本利用条件またはそれ以外に基づいてキュナードが有しているその他の救済措置を侵害す
ることなく、乗客がする可能性がある将来の予約を取り消す権利、および乗客からキュ ナー
ドへの支払い額とキュナードが乗客に対して支払い義務を負う金額とを相殺する権利 も留
保します。
乗客による取消し
38. 本契約の履行に重大な影響を与える不可避かつ異常な状況（第1項で定義されたと
おり）が発生した場合、乗客は、取消料を支払うことなく、パッケージの開始前に本契 約を
取り消す権利を有しています。かかる状況において、乗客は支払った金額の全額払 い戻し
を受ける権利を有しますが、追加的な補償を受ける権利は有しないものとします。

乗客は、その旅行代理店を通じて、または直接予約をした乗客については弊社 予約部門
に電話をすることにより、パッケージの開始前に随時本契約をキャンセルできます。ただし、当
該取消しが本契約の履行に重大な影響を与える不可避かつ異常な状況の結果 としてで
はない場合には、キュナードは、次の基準に従って支払い済み料金の割合として取 消料を
徴収する権利を有するものとします。
誤解を避けるために記すと、（キュナードがパッケージの履行を妨げるのではなく）乗客が休日
に旅行できない状況の場合、乗客には全額払い戻しを受ける権利はなく、取消料 が適用
されます。かかる状況には、乗客の自宅または旅行日程の一部となるエリアまたは諸国 のい
ずれかに定められた国際的、国内または現地の措置が含まれます（ただし、これらに限 定さ
れません）。乗客が自主隔離または任意のフォームに入力する、または自宅に戻ってか ら隔
離することを義務付ける要件によって、乗客が取消料を支払わずに本契約を取り消す こと
はできません。旅行日程内の諸国への旅行に対して外務・英連邦・開発省（または その他
の公共団体）が発行した助言によって、乗客が取消料を支払わずに本契約を取り消す こと
はできません。乗客は、旅行保険が上記の第32項で要求されるかかる事態を十分に保障
することを確認する必要があります。
キュナード料金および早期割引:

予約日から出航前91日まで

取消料
（料金のパーセント）
保証金

90～57日

50%

56～42日

60%

41～16日

75%

15～6日

90%

出航の6日前以降または乗船不履行。

100%

キュナードが書面による取消し通知を受け取る出航前期間

フライクルーズの場合は、航空便出発日が出発日となります。
割引:
キュナードが書面による取消し通知を受け取る出航前期間

取消料（料金のパーセ
ント）

予約日から出航まで（乗船の不履行を含む）。

100%

39. 乗客の保険証書の条件に基づいて乗客が取消料（該当する超過分を差し引く）を再
請求できる場合もあります。請求は適切な保険業者に提出する必要があります。出航後、
乗客が病気によるかまたはその他の理由によるかを問わず下船した場合、当該乗客にはパ
ッケージの未利用部分の払い戻しを受ける権利はありません。
出航前のキュナードによる変更および取消し
40. キュナードは、予約後にパッケージを取り消さないまたは変更を行わないよう最 善を尽く
しますが、時にはそのような変更が必要となります。キュナードによるほとんどの変更は重大な
ものではなく、キュナードは乗客に補償金を支払うことなく変更する権利があります。 キュナー
ドによる出発前後の要件、健康および安全上の理由による手順の変更（新型コロ ナウイル
ス感染症（COVID-19）に対応するために必要な変更など）は、重大な変更とな る可能性
は低く、かかる変更は乗客に補償する権利または手数料なしでパッケージを取り消す権利を
付与しません。それにもかかわらず、キュナードは出発前に本契約をキャンセル、またはこれが
運用面、商業面またはその他の理由で合理的に必要となるパッケージを変更および/または
抑制できます。キュナードは、速やかにパッケージの取消しまたは変更を乗客また は旅行代
理店に（該当する場合は、その後、合理的に速やかに書面による確認をもって）通知します。
キュナードがパッケージの重大な変更をする場合、乗客は変更を受け入れるか、 可能な場
合は、同等の代替パッケージ（利用可能な場合）のオファーを受け入れるか（代替の価 値が
低い場合、キュナードは料金の差額を払い戻す）、またはパッケージを取り消して支払った全
額の払い戻しを受けるかのいずれかを選択します。乗客は、キュナードが当初に予約した旅
行日程とほぼ同時におよび/または類似した利用可能かつ適切な代替パッケージを提供す
ることは通常可能ではないことや、キュナードが最善を尽くして類似期間と同等の価 値の適
切な代替パッケージを提供することを認識し、かつ同意します。乗客は合理的速やか（いかな
る場合も、重大な変更の通知を受けて14日以内）に、自己の決定をキュナードに通知する必要が
あります。

41. 乗客が第40項で定められた状況でパッケージを取り消すか、またはキュナード がパッケ
ージを取り消す場合、乗客は、以下のとおり補償を受ける権利を有します（ただし、 変更ま
たは取消しが不可避かつ異常な状況による場合、または乗客による不払いによる場合を除
きます）。
キュナードが通知する期間
90～43日
42～29日
28～15日
14～0日

正規料金を支払う乗客１人当たりの
補償
5%のクルーズクレジット
10%のクルーズクレジット
15%のクルーズクレジット
20%のクルーズクレジット

キュナードは、予約した乗客数がパッケージを進める上での最低必要数を満たさない場合、

追加補償を支払うことなく、本契約を取り消し、支払われた金額を全額払い戻す場合 もあ
ります。キュナードは遅くとも以下の日までに契約の取消しを乗客に通知します。
パッケージが6日を越える場合は、パッケージ開始の20日前、パッケージが2乃至6日
の場合は、パッケージ開始の7日前、パッケージが2日未満の場合は、パッケージ開
始の48時間前。
42. クルーズクレジットの金額はキャンセルしたパッケージに実際に支払った料金を参 照して
計算され、キュナードの他の予約にのみ使用できます。新しい予約は、当初のパッケ ー ジの
日付後、その年の12月31日までに行う必要があります。クレジットバウチャーは、予約時点で
乗客が利用できる値引きを控除した後の新規パッケージの正規料金と引き換えることができ
ます。上記の補償は、乗客がより多くの補償を請求する権利（それを請求する権利 を乗客
が有する場合）、または補償を異なる形式で受け取るよう要求する権利を除外する も ので
はありません。派生的な費用または経費または利益の喪失は、支払いの対象ではあ りませ
ん。
出航後のキュナードによる変更および取消し
43. 出航後、キュナードは、船舶が旅行日程に記載のあるすべての港に寄港する かまたは
広告に含まれる航路またはスケジュールのすべての内容に従うこと、またはパッケージのす べて
の内容が提供されることを保証しません。キュナードは、当該港の省略、寄港地の追加 また
は広告に含まれる航路、スケジュールまたはパッケージを変更するか否かについて決定する絶
対的権利を留保します。キュナードがパッケージの主要な部分を提供できない場合、キュナ
ードは、パッケージを継続するために、乗客に追加の費用負担をさせることなく、適切な代替
手配をします。乗客が、正当な理由で、代替手配を承諾しない場合、またはキュナードが適
切な代替手配をすることが不可能である場合、キュナードは、適切な場合には、乗客に対し
て、出航地に戻るかまたはキュナードと乗客が合意したその他の地点への輸送手段を提供し
ます。いずれの場合も、キュナードは必要に応じて乗客を補償します。キュナードは広告宣伝
されたパッケージのすべての要素を提供する責任を負いますが、キュナードが上記を怠る場合、
本契約に準拠して旅行サービスが履行されなかったと乗客が判断する時には、乗客はキュナ
ードに遅延なく通知する必要があります。乗客がパッケージの不適合性についてキュナードへ
の通知を怠り、その通知が行われた場合には損害を回避または軽減できたと思われ る場合、
通知を怠ったことが料金の減額または損害の補償を判断する際に考慮される場合 があ りま
す。キュナードは、実行が不可能でない限り、または不適合性の程度および影響 を受けた
当該旅行サービスの価値を考慮した上で不相応な費用が生じない限り、乗客が提起した
本契約に基づく旅行サービスの不適合性を是正するものとします。変更が軽微であ るかまた
は不可避かつ異常な状況によりキュナードがパッケージの主要な部分を提供できな い場合
には、補償は支払われないことにご注意ください。

44. 海峡、船舶交通機構が管理するその他の海上地域、運河、河川およびその 他の航
行可能な水路の通航または部分通航は、運航状況および/または地方自治体の要 件によ
り遅延が生じる可能性があります。キュナードは、かかる遅延に関して責任を負わない もの と
します。
セキュリティ、安全性およびサポート
45. 乗客は、常に適切な方法で、かつ乗船中のすべての人ならびに本パッケージの一部 を
形成しているサービスまたは設備または寄港地観光の提供に関わるすべての人の健 康・安
全、快適性、楽しみおよび一般的な健康状態に対する妥当な配慮を払いつつ行動す るこ
とが望まれ、乗客は、この点について明確に同意するものとします。キュナードは、 出航前お
よびパッケージ中において、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）および/またはそ の他の
公衆衛生の問題によってもたらされるリスクに対処するとための措置を実行します。 これ らの
措置は直前の通知で実行され、関連ウイルスまたは状況の変化に関するアドバイ ス、知見
および政府のガイダンスにより変わる場合があります。かかる措置は、乗船中のサービスおよ
び設備の一部がクルーズの一部またはすべてにおいて使用できない場合があり、 乗客は感
染症の広がりを制限または防止するために設計または意図されたキュナード、船長または船
舶の乗組員のガイダンスに従う必要があることを意味します。新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）またはその他の公衆衛生の問題によってもたらされるリスクに対処す るために
導入された措置により、パッケージが大幅に変更されることはありません。乗客の行為、態度
または健康が本要件に違反するか、または乗客の態度、健康または行為が乗客本人の健
康または安全、その他の乗客または乗組員の健康または安全を危険にさらす可能性 が高
いか、または乗客が港で上陸許可を得らえる可能性を低くするか、または医療および/ または
健康維持およびサポートおよび/または帰国に関する費用についてキュナードが責任を負う可
能性があると見受けられる場合、キュナードおよび/または船長は、特定の状況に応じて、以
下のうちの一つかそれ以上の合理的かつ適切と思われる措置を講じる権利を有するものとし
ます。
● 特定の港またはその他の寄港地での乗客の乗船または下船を拒否する。
● 乗客を下船させる。
● 乗客を別の寝台へ移動させる。
● 乗客を特定の客室または船舶の医療センター内から外出禁止とする。
● 船医および/または船医のスタッフを通じて、薬、医薬品または類似の性質の
その他の物質を処方する、または船医が必要であると判断する場合、乗客 を港
の病院または類似する施設に入院させるおよび/または外出禁止とする。

● 適切な場合、乗客をホテルから退去させる。
● 乗客を英国へ送還する。
46. キュナードおよび/または船長が上記第45項に従って行動している場合、乗 客 およ び
（キュナードの独自の裁量により）乗客と一緒に旅行している別の人物（同一の予約に基づ
いているか否かを問わず）のいずれも、料金の全額または一部の払い戻しについて、またはそ
の他の形式による補償について、英国またはその他の場所への送還費用について、またはそ
の他の形式の損失または費用についてかにかかわらず、かかる行動の結果として被った損失
または費用についてキュナードに請求する権利を有しないものとします。乗客が本項に従って
キュナードの費用負担によって送還された場合、キュナードは、当該送還費用を回収する権
利を有するものとします。
47. 機長の合理的な意見により、乗客が旅行に不適格である、また航空機、そ の乗客ま
たは乗組員の安全への脅威となっている、または虐待的または破壊的であるために乗 客が
航空機に搭乗する権利を認められなかった場合、キュナードは、乗客の旅行手配を完了す
る責任を負わず、また払い戻しまたは補償を支払う責任も負いません。航空機が乗客の行
為により、予定にない着陸を余儀なくされる場合、キュナードは、乗客からその費用 の全額
を回収する権利を有するものとします。
48. 安全上の理由から、随時、乗客および/または乗客の手荷物および物品を 検査す る
必要がある可能性があり、乗客は、船長またはその他の権限保持者から要請を受 けた場
合は、かかる検査を許可することに同意するものとします。
49. 乗客は、可燃物または危険性のある物品、持ち込みが規制または禁止された物質、
または動物を船内に持ち込むことを禁止されています。そうした行為に及ぶことは、本利用条
件の違反であり、乗客はあらゆる傷害、損失、損害または費用についてキュナードに厳密な
責任を負うことになるものとし、乗客はかかる違反によりキュナードが被った損失、損害 または
費用についてキュナードに全額補償するものとします。乗客は、個人的に法的罰則の対象と
なる場合もあります。船長（または目的のために委任されたその他のオフィサー）は、船 長が
本項に違反している可能性があると合理的に考える乗客の客室にいつでも立ち入り、検査
し、当該乗客の個人的な荷物（客室内にあるか否かを問わない）を検査する権利を有する
ものとします。乗客が本項に違反していると判明した場合、キュナードおよび/または 船舶の
船長は、第45項によって付与された権限のいずれかを行使する権利を有し、第46 項が適
用されます。上述の事項を制限することなく、乗客は、海洋および/または水路に物 品を投
棄することを含む、不法投棄またはあらゆる種類の汚染に関連した行動に起因するす べて
の損失および罰金に対して責任を負うものとします。

50. 乗組員またはキュナードによって権限を付与されたその他の人物は、必要な検査、保
守管理、修理作業を実行するため、またはそれらに関連する目的のために乗客の客室に立
ち入る権利を有するものとします。
苦情
51. 旅行中に発生する問題は、その時点で乗客からキュナードの代表者に提起する 必要
があります。旅行中に、乗客が全面的に納得する程度まで問題が解決しなかった場合、苦
情が適切に調査されるには、その後都合がつき次第、またいかなる場合においても乗客がパ
ッケージから戻った後28日以内に、キュナードに通知することが非常に重要です。 こ の期間
内に苦情について報告できなかった場合、キュナードが苦情について調査を行い処理する能
力に不利な影響を与える可能性があり、また将来の請求を害する可能性があります。海上
および内陸の水路を旅行する乗客の権利に関するEU規則第1177/2010号に関連する苦
情は、サービスが提供された日から2ヶ月以内に書面によってキュナードに行う必要があります。
キュナードは、1ヶ月以内に、乗客の苦情が立証されたか、却下されたか、または 未だ検討
中であるかを、乗客に返答するものとします。ただし、返答するための所要時間は、 苦情を
受け取ってから2ヶ月を超えないものとします。
賠償責任
52. 第52乃至56項に従って、キュナードは、クルーズを除き、パッケージに関連する サプ ライ
ヤーの過失または不作為に起因する死亡、傷害または疾病に対する責任を負います。キュ
ナードは、該当する場合、第55乃至60項（同項を含む）で参照される協定によって、その責
任を制限します。いかなる場合も、キュナードは、パッケージの一部を形成するサービ スの不
適切な履行または不履行に対して、それらが乗客の過失、本契約に基づいて提供されるサ
ービスの提供と無関係の第三者の予測不可能または不可避の作為または不作為、または
不可避かつ異常な状況に全面的に起因する場合には、責任を負いません。
53. 人身傷害、死亡または疾病に関連しない請求または第55乃至60項（同項を含む）で
参照される協定の対象ではない請求について、本契約の不適切な履行に対するキュナード
の責任は、影響を受けた乗客がパッケージに支払った料金（保険料および変更手数料を除
く）の最大3倍までに制限され、キュナードは、事業の損失または利益の喪失、使用 の損失
またはその他の派生的または間接的な損失または損害に対して責任を負わないも の としま
す。
54. すべての運送（陸海空による）は、実際の運送者の運送条件の対象となります。これら
により、責任が制限されるかまたは免責される場合があります。それらは明示的に本契約に
組み込まれます。これらの諸条件の写しは、要求があり次第キュナードから入手可能です。
キュナードは、航空会社の身元について最終決定後乗客に通知され、また可能性 の高い
航空会社の詳細がパンフレットに記載されることを確認します。キュナードは、EUが禁止した

航空会社リスト（弊社ウェブサイトにて閲覧可能です）に掲載されている航空会社は利用し
ません。キュナードの賠償責任は、航空会社の賠償責任を超えません。
55. 乗客および乗客の荷物の航空輸送は、1929年ワルソー条約（1955年ハーグ議定書
または1999年モントリオール議定書に改正されたものまたはその他であるかを問わない）また
は1999年モントリオール条約を含む、様々な国際条約（以下「国際航空条約」という）に準
拠します。英国と欧州連合加盟国の間の航空便は、EU規則第889/2002号に準拠し、同
規則が1999年モントリオール条約を法的に有効にしています。キュナードが航空輸送に関し
て不稼働の航空会社として乗客に責任を負う可能性のある範囲内で、国際航空 条約の
諸条件（キュナードと乗客間のフライクルーズに関する契約に適用される可能性のあ る将来
的な改正および新たな協定を含む）は本利用条件に明示的に組み込まれています。国際
航空条約は、航空会社が、死亡、人身傷害、荷物の損失および損害ならびに遅延につい
ての責任を制限することを許可している場合があります。キュナードが航空輸送に関して乗
客に対して責任を負う可能性がある限り、責任の制限は然るべく決定されます。これ らの条
約のコピーは、要求があり次第キュナードから入手可能です。
56. 乗客および乗客の荷物の国際海上輸送（クルーズを含む）は、船客に対する 賠償責
任に関するEU規則第392/2009号（https://www.gov.uk/government/uploads/system/upl
oads/attachment_data/file/2724/annex-b-reg-ec-392-2009.pdfで閲覧可能）および2002年
アテネ条約（https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi
le/261628/Misc.6.20 13_Prot_2002_Athens_8760.pdf で閲覧可能）に準拠します。コピー
は要求することにより入手可能です。2002年アテネ条約およびEU規則第392/2009 号は、
本利用条件に明示的に組み込まれており、国際海上輸送に起因する死亡、人身傷 害ま
たは荷物の損失または損害についてのキュナードの責任は、死亡、人身傷害または荷 物の
損失または損害についての航空会社の責任を制限し、有価物についての特別条項を作成
する2002年アテネ条約およびEU規則392/2009号に従って独自に提起および決定される も
のとします。責任の制限は、特別引出権（SDR）を参照して評価され、SDRは毎日 の為替
レートによって変動します。本利用条件におけるすべてのSDRの価値は、2020年10月28 日
時点で正確です。最新の価値は以下のウェブサイト http://www.imf.org/external/np/fin/da
ta/rms_sdrv.aspxで評価できます。書面による通知が以下の通り（航空会社としての）キュナ
ードに提供されない限り、乗客に届けられた荷物には何らの損害もなかったものと推定されま
す。
a) 明らかな損害がある場合、下船または再配送以前またはその時点、b) 明白でない損害
または損失の場合、下船または再配送またはかかる再配送が行われるべき時点か ら15 日
以内。クルーズが航行中であるものの、1ヶ国にのみ寄港する場合（国内輸送）には、1974
年アテネ条約の条項が適用されます。国内輸送が英国内である場合は、2014 年商船法
（乗客およびその手荷物の海上運搬に関する条約）（改正）（施行）（2014年規則）が適用
されます。非航海クルーズは、1995年商船法の規定の対象となるものとし、死亡または人身
傷害の賠償責任は、乗客1名当たり175,000 SDRに制限されます。これらの条項は、船舶

が水上ホテルとして使用されている場合も適用されます。1974年アテネ条約および2014 年
規則に従って客室の荷物に適用される制限は、833 SDR（909ポンド）です。EU規則第392
/2009号および2002年アテネ条約が適用される場合、この数値は2,250 SDR（2,452）まで
上昇します。有価物が船舶に預けられていない限り、キュナードは、有価物に対する損 失お
よび/または損害に関して責任を負いません。客室の金庫の使用は、船舶に預ける こと では
ありません。船舶に預けられており、より高額な金額が書面によって合意されていない限り、1
974年アテネ条約および2014年規則に準じたキュナードの賠償責任は1,200 SDR（1,308ポ
ンド）に制限され、EU規則第392/2009号および/または2002年アテネ条約が適用 され る場
合は、3,375SDR（3,678ポンド）に制限されます。死亡および/または人身傷害が発生した場
合、1974年アテネ条約および2014年規則に基づき適用される制限は、46,666 SDR（50,85
0ポンド）または運行する航空会社の主たる事業所が英国内にある場合、300,000 SDR（3
26,895ポンド）です。EU規則第392/2009号および2002年アテネ条約に従い、乗客 は、船
舶の難破、転覆、衝突または座礁、船内の爆発または火災、または船内の瑕疵に関連す
る死亡または人身傷害（「輸送事故」）に対して事故1件あたり250,000 SDR（272,431ポン
ド）の補償を航空会社から受け取る権利を有します。ただし、輸送事故が戦争行 為、敵対
行為、内戦、暴動または例外的、不可避かつ抵抗不能な性質を持つ自然現象により起こ
った場合、または第三者が事件を引き起こす意図を持って行った作為または不作為 を全面
的な原因とする場合を除きます。輸送事故に対する補償は、合計額400,000 SDR（435,8
89ポンド）となるまで、事故1件につき各乗客あたり150,000 SDRまで増額できます。ただし、
損失を招いた事故が航空会社の過失または不注意なしに発生したことを航空会社が立証
する場合を除きます。輸送中以外に発生した事故の場合、乗客は、損害を引き起こした事
故が航空会社の過失または不注意に起因したものであることを立証する必要があり ます。こ
れらの状況での最大支払い額は400,000 SDRです。戦争またはテロに関連する場合、最大
支払い額は、乗客１人あたり250,000 SDRまたは船舶1隻かつ事故1件あたり3億4000万S
DRとなります。EU規則第392/2009号の要約はこちら（http://ec.europa.eu/transport/theme
s/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf）で閲覧できます。
57. キュナードが支払う損害賠償金は、EU規則第392/2009号、2002年アテネ条約およ
び/または2014年規則の制限までは、乗客による寄与過失の割合および1974年アテネ条約
第8条(4)に定める最高免除額によって減額されます。
58. 航空輸送または海上輸送に起因する請求に関連してキュナードが乗客に対して責任
を負う可能性がある限り、キュナードは、アテネ条約に基づき、実際の航空会社に対して行
使可能な抗弁、免責および制限それぞれ全ての権利（輸送に関する自社の諸条件を含む）
を有するものとし、また本条件のいかなる規定もその利用条件の放棄とみなされない ものとし
ます。本利用条件の規定がワルソー条約、モントリオール条約もしくはアテネ条約 または強
制的に適用される法令によって無効とされるかまたは別途執行不能である範囲内で、当該
規定は無効となるものとしますが、その範囲を超えないものとします。

59. キュナードが所有していない船舶でクルーズを実行する可能性がある限り、1996 年の
議定書またはその他による改正のとおりであるか否かにかかわらず、また関係法域内で随時
有効であるとおり、1976年海事債権についての責任の制限に関する条約を目的として、キ
ュナードが常時船舶の所有者とみなされることが合意されており、またそのように当該条約に
基づき責任を制限する権利を有します。
60. 航空輸送に起因する請求を除き（第55項に記載のとおり）、海上輸送中に死亡や人
身傷害および荷物の損失または損害に関連してキュナードが乗客に負う可能性のある責任
は、本利用条件に従い本契約に基づくかまたはそれ以外かを問わず、常に2002年アテネ条
約、EU規則第392/2009号または2014年規則に含まれている責任の制限の対象 とな るも
のとします。
61. 2002年アテネ条約、EU規則第392/2009号、2014年規則および/またはモントリオール
条約などの国際条約に含まれていない荷物を含む所有物の損失または損害に対する請求
に関して、かつ責任が参照によって法律または諸条件に制限されない場合、キュナード がか
かる損失に対して負う可能性のある法律上の責任は、乗客１人あたり500.00ポンドに制限
されます。キュナードは、あらゆる状況において、宝石類および/または金銭を含む紛失有価
物に対し責任を負わないものとします。乗客は、その個人の所有物および有価物 を常に所
持していることを確認する必要があります。
62. パッケージに含まれるまたはその他の時期に購入したホテルおよびシャトル運行サ ービス
は、キュナードが現地のサプライヤーとともに手配します。この現地サプライヤー自身、 現地オ
ペレーターのサービスを利用している場合があります。寄港地観光が行われる多くの 諸国の
衛生環境、宿泊設備および移動手段の規格は、英国の同等の規格よりも低いこ とが度々
あります。キュナードは、評判が良く有能な現地のサプライヤーを指名するよう、常に努力しま
す。ホテルおよびシャトル運行サービスの諸条件は、適用可能であり、また本契約（またはシ
ャトル運行サービスに関するキュナードと乗客間のその他の契約）に明示的に組み込ま れま
す。これらは、ホテル経営者またはシャトル運行サービス事業者の賠償責任を制限または免
除する場合があります。キュナードの責任は、ホテル経営者および/またはシャトル運行サ ービ
ス事業者の責任を超えません。関連する国の現地規格は、本パッケージサービスの 履行を
評価する上で関連性があります。乗客からの苦情が発生した場合、本契約（またはシャトル
運行サービスに関連したキュナードと乗客間のその他の契約）は、イングランドおよびウ ェール
ズの法律に従っていない場合であっても、これらのサービスに関連する現地の規格 が十分に
満たされた場合、履行されたものとみなされます。キュナードは、乗客の過失、サービ スの提
供に無関係の第三者の予測不可能または不可避の作為もしくは不作為、または不可避か
つ異常な状況に全面的に起因するかかるサービスの不適切さまたは不履行に対して責任を
負いません。
63. キュナードは、料金に寄港地観光を含めません。寄港地観光は、パッケージの一 部を

形成しません。寄港地観光は、パッケージが予約された後も、別の寄港地観光のパンフ レッ
トまたはオンラインから予約できます。予約は、クルーズ開始前の特定期間に行うこ と ができ
ます。乗船中に購入することもできます。
64. 予約した寄港地観光は現地オペレータ一が提供します。キュナードは、関連する国 の
現地の法律および規制を適用する、評判が良く有能な現地オペレーターを指名す るよう常
に努力します。寄港地観光のオペレーターは、キュナードの被使用者、代理店またはサ プラ
イヤーではありません。キュナードは、現地オペレーターの過失に全面的に起因する作為また
は不作為に対して責任を負いません。キュナードは、寄港地観光を運営、実行または それ
以外に組織および/または監査しません。すべての乗客は、本人が寄港地観光に適して おり、
健康であることを確認する必要があります。すべての寄港地観光は、寄港地観光のパンフレ
ットにある諸条件に準拠します。
65. すべての従業員、代理店、請負業者およびその下請け業者（第1項で定義するサプラ
イヤーを含む）ならびにキュナードおよびそのサプライヤーの両方のすべての保険業者 は、本
利用条件に基づいてキュナードが利用できる同様の権利、抗弁、免責および制限の恩恵を
受けるものとします。
訴訟、請求および制限
66. 航空または海上輸送に起因する乗客による訴訟は、該当する場合、ワル ソー条約、
モントリオール条約、2002年アテネ条約、EU規則第392/2009号または2014年規則によって
定められた期限内に開始する必要があります。
67. 裁判所または法廷が英国法以外の法律を適用する場合、キュナードは、（すべての責
任の免除および制限に関連して）回復可能な損害額に関する制定法による法制限 の保
護を含む法律によって許容されている最大限の保護を受ける権利を有するものとします。
68. キュナードは英国旅行業協会（ABTA）の会員であり、会員番号はV8764です。キュ
ナードは、ABTAの行動倫理規範により、乗客に対して高い水準のサービスを維持す る義
務を負います。キュナードは、乗客に英国取引基準協会（CTSI）によって承認されたABTA
の紛争解決体系を提供することもできます。キュナードが苦情を解決できない場合、乗客は
www.abta.comを参照し、ABTAの簡潔な手続を利用できます。本規範および紛 争解決
におけるABTAの援助に関する詳細情報については、www.abta.comで閲覧できます。
財政的保護
69. キュナードは、すべてのパッケージに対して十分な財政的保護を提供します。航空便を
ベースとしたパッケージについては、キュナードの航空旅行業ライセンス（ATOL）番号6294 で
行われます。万が一キュナードが支払不能に陥った場合、CAAは、航空便をベースとしたパ

ッケージを予約した乗客が外国で立ち往生しないようにし、事前予約のために乗客 がキュナ
ードに支払った金銭を払い戻すよう手配します。詳細については、ATOLのウェブサイト
（www.atol.org.uk）を参照してください。乗客がATOLによって保護された航空便 または航
空便が含まれている休日プランをキュナードから購入した場合、ATOL証明書を受け取 りま
す。これには、航空便、宿泊設備、レンタカーおよび/または財政的に保護されている その他
のサービスの一覧が表記されており、乗客は、本人にとって証明書が持つ意味や、好ま しく
ない事態が発生した際の連絡先についての情報を得られます。キュナードまたはATOL証明
書で特定されるサプライヤーは、ATOL証明書に一覧表記されたサービス（または適切な代
替サービス）を乗客に提供します。キュナードまたはサプライヤーのどちらも、支払い 不能を事
由として、その提供を行うことができない場合があり、代替ATOL保持者が乗客に対して購
入したサービスまたは適切な代替サービスを（乗客に追加費用が発生することなく）提供する
場合があります。乗客は、そのような状況において、代わりのATOL保持者がそれら の義務
を履行することを承諾することに同意し、本契約に基づき乗客が支払う未払い金 銭を当該
代替ATOL保持者に支払うことに同意するものとします。ただし、乗客は、場合によっては代
替ATOL保持者を指名することが不可能であり、その場合、乗客は、ATOLスキーム（また
は該当する場合、そのクレジットカード発行会社）に基づいて請求を行う権利を有します。キ
ュナードまたはATOL証明書によって特定されるサプライヤーが、支払い不能を事由として、
一覧表記されているサービス（または代替ATOL保持者等を通じた適切な代替サービス）を
提供できない場合、エアトラベル・トラストファンド（ATT）の管財人が、ATOLスキームに基づ
き乗客に支払います（または利益を供与します）。乗客は、かかる支払いまたは利益に対し
て、乗客が当該サービスを提供されていないことに関連するまたはそれに起因する請求（キュ
ナード、乗客の旅行代理店（または該当する場合、乗客のクレジットカード発行会社）に対
する請求を含む）を完全にそれらの管財人に譲渡することに同意します。乗客がATOL スキ
ームに基づいて請求した金額を他の組織が支払った場合、乗客はかかる請求がその組織に
再譲渡される場合があることにも同意します。
70. キュナードによって提供および販売されたすべてのパッケージがATOLスキームに よ って
保護されるわけではありません。英国内でキュナードによって販売された航空便を利用しない
すべてのパッケージは、ABTAスキームの財政的保護に基づいて保護されます。万が一キュ
ナードが支払い不能に陥った場合、ABTAは、航空便を利用しないパッケージを 予約した
乗客が外国で立ち往生しないようにし、事前予約のために乗客がキュナードに支払 った金
銭を払い戻すよう手配します。海外で販売されたクルーズは、販売国で施行され てい る消
費者保護スキームまたはABTAによって運営されている保護スキーム保障される場合があ り、
乗客は、どの保護がその予約に適用されるかを確認するために、キュナードに連絡する必要
があります。
弊社がお客様のデータを利用する方法
71. 第71乃至75項の「お客様」とは、乗客を意味します。キュナードのプライバシ ー通知の

全文は、弊社ウェブサイト（cunard.com/privacy）で閲覧できます。また、コピーは、お客様の
電 話 予 約 の 間 、 ま た は お 客 様 対 応 部 門 （ Carnival House, 100 Harbour Parade,
Southampton, SO15 1ST）に連絡して要求できます。キュナードは、自社の事業ニーズをサ
ポートするために、お問い合わせいただいた方と乗客に関する個人データを、クルーズ の前後
およびクルーズ中に取り扱います。キュナードは、お客様が問い合わせ、予約またはキュ ナー
ドで渡航される際に提供いただく個人データを収集します。お客様とキュナードとのやり取りの
結果として個人データが作成され、キュナードによって保管されます。キュナードは、お客様に
関連するその他の個人または第三者組織から個人データを受け取る場合があります。 キュ
ナードは、ダイレクト・マーケティング・コミュニケーションの効果を向上させるため、またはロイヤ
ルティプログラムを届けるため、自社が保有する個人データを分析します。キュナード は、法
律上の事由がない限り、お客様に関する機密の個人データを処理することはありません 。キ
ュナードは、未成年者が自社船舶の乗客である場合、サービスの提供を目的として、その未
成年者に関する個人データを取り扱いますが、その他の目的では未成年者に関する個人デ
ータを収集することはありません。キュナードは、以下の1つまたはすべての理由でお客 様の個
人データを利用することがあります：（i）お客様との同意で、（ii）契約を締結しお客様に サー
ビスを提供するために必要である、（iii）法律上の義務に従うため、（iv）お客様または お客
様に関連する方の重要な利益を保護するため、（v）またはキュナード自体またはその他の組
織の法律上の利益のため。ただし、お客様の権利がこれらの利益に優先しないことを条件 と
します。
72. お客様が直接的または旅行代理店を通して予約する場合、キュナードは、 お客様 お
よび予約に影響があるお客様のグループ内のその他の乗客に関する個人データ（お 客様の
名前、性別、生年月日、自宅住所、電話番号、電子メール、医療、ケアまたは食事に関
する要件の詳細、お客様が選択した予約に関連する特定の嗜好、およびお客様 の支払い
情報を含む）を収集します。キュナードは、お客様と契約を締結するために本データ を必要と
します。お客様が予約に含まれるその他の個人に関する個人データをキュナードに提供する
場合、お客様は、第71項に定められた目的のためにその個人データをキュナードに提供する
権限がある必要があり、提供された情報に対する説明責任を負います。予約をする乗客は、
予約に含まれる乗客についての個人データが正確かつ最新であるようにする責任を負います。
クルーズを予約後、お客様はMy Cunard（ご予約済みのお客様専用ページ）のオンラインサ
ービスへのアクセスに電子メールで招待され、お客様および予約グループ内のその 他の乗客
に関する追加個人データを提供する必要があります。お客様および予約グループ 内の その
他の乗客のパスポート、保険および緊急連絡先詳細を含む追加の必須個人データは、予
約を完了するために必要です。お客様は、船内の製品およびサービス、観光およびその他の
アクティビティを任意で予約または購入できます。その際、さらに個人データの提供が必要と
なる場合があります。キュナードは、お客様の個人データを、スパのオペレーターまたは旅行業
オペレーターなど、それらのサービスをお客様に提供するために、その他の会社と個人デ ータを
共有する必要がある場合があります。

73. キュナードは、お客様のクルーズの前およびクルーズ中に、セキュリティおよび安全のため、
お客様にクルーズを楽しんでいただくため、およびお客様の健康と福祉を保護するた めに、お
客様に関する個人データを利用します。クルーズ後、キュナードがお客様のフィードバックを求
める、ロイヤルティプログラムへの参加を招待する場合があります。お客様に関する個人 デー
タは、問い合わせを調査または苦情を解決するために使用される場合があります。
キュナードは、英国内および世界中で船舶に乗船中に問い合わせをされた方およ び乗客に
関する個人データを処理します。進行中の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミ
ックにより、キュナードは公衆衛生要件を満たすためにクルーズ前およびクルーズ中 のお客様
の健康に関する個人データを収集し、処理する必要があります。これらの要件は 急速に進
化しているため、パンデミック中にこの個人データが処理される方法に関する最新情報につい
てはキュナードのウェブサイトをご参照ください。
74. 英国内で処理される問い合わせおよび予約は、キュナードのシステムにCarnivalグルー
プのスタッフおよびサプライヤーが英国外および/または欧州連合域外からアクセスすること がで
きる場合は、厳正なセキュリティ管理の対象となります。お客様が予約する場合、キュナード
はお客様の個人情報を、航空会社、ホテルおよび輸送会社など、旅行手配に関連す るそ
の他のサプライヤーに転送する場合があります。お客様の個人情報は、旅行代理店、セキュ
リティおよび信用情報審査会社、クレジットカードおよび請求を取り扱う会社とも共有さ れる
場合があります。キュナードは、政府および法執行機関およびお客様のクルーズ 旅行日程
内の国の公共団体（税関および出入国管理局を含む）に協力することが要求され ます。キ
ュナードは、お客様によるキュナードとのやり取り方法に応じて、欧州連合（EU）内およ び全
世界で個人データを収集および処理します。キュナードは、お客様の目的地によっては、たと
えば、キュナードが出入国管理当局、港湾管理機関または目的国での寄港地観光オペレ
ーターに個人データを提供する必要がある場合は、乗船中の船舶を含め、お客様の個人デ
ータを全世界で処理する必要がある場合があります。これには、データ保護における 管理が
EU域内の法的要件ほど強固ではないEU域外の諸国を含む、異なる諸国間でお 客様の
個人情報の送付が関与する場合があります。
75. お客様は、キュナードがお客様に関する個人データを利用する方法について の権利を
有します。これらの権利には、処理に対する同意の取下げ、お客様に関してキュナード が保
持する個人データへのアクセス、個人データの更新または変更、および適用される個人 デー
タの削除が含まれます。お客様が自身の情報に対する権利を行使する場合、または キュナ
ードの個人データの取り扱いについて懸念または苦情がある場合は、キュナードの デー タ保
護責任者（Carnival House, 100 Harbour Parade, Southampton, SO15 1ST）に連絡する
か、または電子メール（ privacy@carnivalukgroup.com）でご連絡ください。お客様が、キュ
ナードの個人データの取り扱い方法、または個人データの取り扱いに関する苦情への キュナ
ードの対応方法に満足されていない場合は、情報コミッショナーオフィス（ICO）、ウェブサイト
（https://ico.org.uk/concerns/）に苦情を申し入れる権利があります。

Should there be any differences and inconsistencies between the English version and the translated version
(Japanese version) of these Terms and Conditions, the English version shall prevail.
These are the terms and conditions which will apply to your holiday. Please read them carefully
as you will be bound by them.
DEFINITIONS
1. In these Conditions and unless the context requires otherwise: “the Contract” means the
contract made between Cunard and the Passenger relating to the Package; “Cruise” means the
cruise, voyage or crossing on board the ship as described in the relevant Cunard brochure or other
documentation published by or on behalf of Cunard; “the Cunard Fare” means the Cunard Fare,
as described in the Cunard brochure or website; “Disability” includes a condition that results in a
person’s mobility, when using transport, being reduced as a result of any physical disability
(sensory or locomotor, permanent or temporary) intellectual or psychosocial disability or
impairment, or any other cause of disability, or as a result of age, and which results in that person’s
situation needing appropriate attention and adaption to his particular needs in respect of the
services made available by Cunard to all Passengers; “unavoidable and extraordinary
circumstances’’ means a situation beyond the control of Cunard the consequences of which could
not have been avoided by Cunard even if all reasonable measures had been taken and which means
that Cunard cannot, as a result, provide the Package, or part thereof, including any part of the
itinerary, and includes (without limitation) technical problems, war or threat of war, terrorist
activity or the threat of terrorist activity, riots, civil commotion, disaster, Act of God, natural and
nuclear disaster, fire, closure of ports, strikes or other industrial action, medical problems on board
the ship or at intended ports, including, in each case, incidents of infectious or other diseases or
illnesses, lawful deviation at sea in response to a distress call or other emergency and adverse
weather conditions; “Early Saver” means an Early Saver fare, as described in the Cunard brochure
or website; "itinerary" means the proposed itinerary as described in the relevant Cunard brochure
or other documentation published by or on behalf of Cunard; “lack of conformity” means a failure
to perform, or the improper performance of, the Travel Services, "Minor” means a person below
the age of 18, “Travel Services” means the Cruise and any flights to and from the UK and any
pre-cruise and/or post-cruise package which is sold at the same time as the Cruise which forms the
package travel contract (hereinafter referred to as the “Package”), but not shore excursions or
shuttle services; “the Passenger” means each and every person named in the booking and/or a
Cunard ticket; “Cunard” means Carnival plc trading as Cunard Line; “the fare” means the fare
for the Package as detailed in the confirmation invoice issued by Cunard (excluding shore
excursions and any additional charges shown as such in the relevant Cunard brochure or otherwise
advertised) and payable by the Passenger under the Contract whether under the Cunard Fare, an
Early Saver or a Saver; “Saver” means a Saver fare, as described in the Cunard brochure or
website; “shore excursion” means any excursion offered for sale by Cunard for which a separate
charge is payable at the time outside the fare whether reserved in the UK prior to the
commencement of the Package or purchased on board the ship; “shuttle service” means any
transportation service (ferry, bus, coach or minibus) provided by a third party which may (without
guarantee) be available to Cunard’s passengers in certain ports; “a significant alteration” means
major changes to your Package; “Supplier(s)” means any company or individual contracted by
Cunard to provide any service forming part of the Package.

THE CONTRACT
2. The Contract shall be between Cunard and the Passenger on the basis of these Conditions and
the information contained in the Cunard brochure or website, and shall be governed by English
law and the non-exclusive jurisdiction of the English courts. The combination of Travel Services
offered to you under the Contract is a package within the meaning of The Package Travel and
Linked Travel Arrangements Regulation 2018. Therefore, you will benefit from all EU rights
applying to packages. Cunard will be fully responsible for the proper performance of the Package
as a whole. Additionally, as required by law, Cunard has protection in place to refund your
payments and, where transport is included in the Package, to ensure your repatriation in the event
that it becomes insolvent.
3. By making a booking, the Passenger confirms that all persons named in the booking including
Minors and persons under disability (and their personal representatives) have agreed to be bound
by these Conditions and all other terms of the Contract, and that he/she has their authority to do so
on their behalf and that all details provided for all Passengers named in the booking are correct.
When a Passenger makes a booking on behalf of other Passengers, Cunard shall collect details for
all Passengers named in the booking from the Passenger making the booking and will
communicate with the Passenger making the booking using the contact details provided, rather
than each individual Passenger in the group.
4. All Packages are subject to availability at the time of booking. No Contract shall be made
until the deposit (or, where appropriate, the full fare) has been paid, whether or not a booking
confirmation has been issued, but all money paid to a travel agent shall be treated as having been
paid to Cunard. Failure to pay the balance by the due date shall entitle Cunard to cancel the booking
and retain the deposit by way of a cancellation charge. Failure to pay any other amount by the due
date shall entitle Cunard to cancel the booking and to retain an amount by way of a cancellation
charge as set out in clause 38.
5. A Passenger shall not have the right to exclusive occupancy of a stateroom with two or more
berths unless the single person supplement is paid. If a cancellation results in a Passenger becoming
the sole occupant of a stateroom with two or more berths, he/she shall be liable to pay the single
person supplement. If a cancellation reduces the number of Passengers originally booked in a
stateroom together, the remaining Passengers shall each be liable to pay any increase in the fare
arising as a result of such reduction. In the event that all Passengers who are booked in a stateroom
permanently disembark the ship before the end of the Cruise, then the stateroom will revert to
Cunard’s inventory.
6. For Packages including any flights to or from the UK (and if not already confirmed at the
time of booking), Cunard will issue an ATOL confirmation invoice giving the details of the flight
arrangements (including UK and destination airports) within a reasonable time after such
arrangements are known.
7. Shore excursions are available for separate purchase prior to travel or on board and are
arranged by Cunard with local operators. They do not form part of the Contract and are not
performed by Cunard.

8. A booking may only be made by a person aged 18 or over. All Passengers who, at the time
of departure, will be under 18 years old must be accompanied by a Passenger aged 18 or over who
will at all times during the Package be responsible for their welfare, conduct and behaviour.
Passengers under 16 years old are not permitted to travel in a stateroom without an accompanying
Passenger who is 16 years old or over. Passengers under 16 years old are not permitted to
disembark the ship in any port without a Passenger who is accompanying them on the Package in
accordance with this clause.
9. Children aged 6 months or less at the commencement of the Package will be refused
permission to board the ship and Cunard shall have no liability whatsoever for any consequences
of such refusal. Certain Packages also have prohibitions on children aged 12 months or less.
Passengers should check with Cunard before booking.
10. Passengers are responsible for ensuring that they arrive in plenty of time for check in for
flights to/from the ship including any interconnecting flights. Passengers are responsible for
checking with regard to any delay/cancellation of flights. Passengers must ensure that they have
a valid passport and any other necessary travel documents (such as visas) for their Package and
should read the relevant section of the Cunard brochure or website before booking. Cunard is not
responsible for obtaining visas for any Passenger; this is the responsibility of the individual
Passenger.
11. Cunard may incur a fine if the Passenger fails to comply with all relevant visa or
documentation requirements for their Package. Cunard will re-charge any such fines to the
Passenger.
AMENDMENTS TO THE CONTRACT
12. In clauses 12, 13 and 14, “another person” means another person who can comply with all
conditions applicable to the Package. A Package may be transferred to another person provided
that the Passenger consults with Cunard prior to purporting to transfer the Package and Cunard
receives in writing the transfer request at least 7 days before the scheduled departure date. Where
Cunard agrees to the transfer, both the Passenger and the substituted Passenger shall be jointly and
severally liable for the payment of any balance of the fare due and for any reasonable additional
fees, charges or other costs arising from the transfer. In the case of Passengers booked under a
Cunard Early Saver or Saver fare, all transfers of a Package to another person under this clause
will be subject to an administration charge of £20. Passengers booked under the Cunard Fare will
not be required to pay an administration charge
13. Any transfer of a Package to another person will be subject to payment of all charges incurred
in connection with the transfer (for example hotel amendment charges) and any transfer of a
Package including any flights will also be subject to any charges imposed by the airline. Passengers
should note that airlines may not allow transfers on scheduled flights and that a flight booking may
have to be cancelled and rebooked, in which event the re-booking will always be subject to flight
availability and to payment of any charges imposed by the airline which may, in some cases, be
the full cost of the ticket.

14. Any request for a transfer of a Package to another person which is received by Cunard less
than 4 days before the scheduled departure date shall be treated as a cancellation by the Passenger
of the Contract and a cancellation charge under clause 38 shall become payable.
15. If a Passenger wishes to transfer to another Package, this will generally be treated as a
cancellation under clause 38. Cunard, at its discretion, may allow the transfer without treating it
as a cancellation if the Cunard holiday to which the transfer is to be made departs within 12 months
(within 6 months in the case of transfer from a world voyage or a world voyage sector) of the
original and is for a higher fare. Agreement to transfer a Package would also be conditional upon
such a request being made more than 90 days before the original scheduled departure date; there
being availability; and to payment of both an administration charge of £100 and any expenses
(such as airline and/or hotel charges) incurred by Cunard as a result. Such a transfer would only
be allowed on one occasion. The criteria for allowing transfers may be changed by Cunard at any
time without notice. Passengers who have booked a Saver shall not be entitled to transfer to another
Package and the provisions of this clause 15 shall not apply.
16. All transfers to another Package pursuant to clause 15 will be treated as a new booking. Any
discount or promotion applicable to the original booking may not apply to the new booking, in
which case the Passenger shall be required to pay any difference in fare.
17. After a Package has been booked, Cunard will try to accommodate any request for a change,
but such changes are always at Cunard’s discretion and may be subject to an administration charge
of £20. Passengers who have booked a Saver shall not be entitled to make changes to their Package
and the provisions of this clause 17 shall not apply.
FITNESS TO TRAVEL AND PASSENGERS WITH DISABILITIES AND/OR REDUCED
MOBILITY
18. In order to ensure that Cunard is able to carry Passengers safely and in accordance with
applicable safety requirements established by international, EU or national law or in order to meet
safety requirements established by competent authorities including the ship’s flag state, the
Passenger making the booking represents that all Passengers in the booking are fit to travel.
19. At the time of booking every Passenger is obliged to inform Cunard of any condition,
including but not limited to reduced mobility or any Disability of any Passenger travelling in the
booking, which may require special arrangements, medical equipment/supplies, care or assistance.
This is to ensure that the Passenger can be carried safely and in accordance with all applicable
safety requirements and for Cunard to consider whether the Package is generally suitable for the
person with reduced mobility or any Disability. If Cunard considers that the Package is not suitable
for the person with reduced mobility or any Disability or if the Passenger cannot be carried safely
and in accordance with applicable safety requirements then Cunard can refuse to accept a booking
or to subsequently embark that Passenger on the grounds of safety. Such a refusal will be based
on an assessment of risk by Cunard to take into account the provisions of national law and other
applicable legislation and international regulations including the International Management Code
for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention and the International Convention for

the Safety of Life at Sea. It is important that the fullest information is provided by the Passenger
at the time of booking. If a Passenger’s circumstances change between the date of booking the
Package and the date of commencement of the Package, which may make the carriage of that
Passenger unsafe or which may affect the suitability of the Package for the Passenger, the
Passenger is obliged to inform Cunard as soon as possible and to advise Cunard of any
requirements for special arrangements, medical equipment/supplies, care or assistance in order for
Cunard to make an informed decision as to whether the Passenger can be carried safely and/or to
assess the suitability of the Package for the Passenger.
20. Cunard reserves the right to require any Passenger to produce medical evidence of fitness to
travel on the Package in order to assess whether that Passenger can be carried safely in accordance
with applicable international, EU or national law. Where Cunard considers that it is strictly
necessary Cunard may require a Passenger with reduced mobility or any Disability to be
accompanied by another person who is fit and able to assist them in day to day tasks and capable
of providing the assistance required by the Passenger with reduced mobility or any Disability. This
requirement will be based entirely on safety grounds and may vary from ship to ship and/or
itinerary to itinerary. Examples of Passengers who may fall into this category include Passengers
who use wheelchairs or mobility scooters (the term ‘wheelchair’ shall hereinafter be used to refer
to wheelchairs and mobility scooters collectively) or who require assistance with personal care.
The assessment of whether or not it is strictly necessary for a Passenger to be accompanied will be
based on information provided at the time of booking. Passengers are requested to provide as
much information as possible to enable a full risk assessment to be made. Passengers may be
asked to provide further information to ensure that Cunard has all relevant information.
21. In order to ensure that Cunard can provide the necessary assistance and there are no issues
relating to the design of the ship or port infrastructure and equipment, including port terminals,
which may make it impossible to carry out the embarkation, disembarkation or carriage of the
Passenger in a safe or operationally feasible manner, Passengers who may require special treatment
or assistance or with reduced mobility or Disabilities (including Passengers who use wheelchairs)
must advise Cunard at the time of booking. Passengers who use wheelchairs must furnish their
own standard size wheelchairs. Ships’ wheelchairs are available for emergency use only. For the
safety of the ship and all Passengers on board, all wheelchairs and other aids to mobility must be
stored in the Passenger’s stateroom when they are not being used and in order to ensure that this
is possible, and to so ensure the safety of the ship and all passengers on board, Cunard reserves the
right to require that Passengers who use wheelchairs book a specified category of stateroom.
Further information is contained in the Cunard brochure and website. Cunard reserves the right to
refuse passage to any Passenger who has failed to notify Cunard of their requirement for special
treatment or assistance or of reduced mobility or Disabilities (including the requirement to use a
wheelchair). The cost for loss or damage to mobility equipment caused by the fault or neglect of
Cunard or a shipping incident is subject to Cunard’s absolute discretion to either repair or replace
the equipment. Except where Cunard agrees otherwise and in writing at the time of booking
Passengers are restricted to having on board the ship, two pieces of mobility or other medical
equipment with a combined value not exceeding £2,250 per stateroom.
22. Cunard and/or the relevant port authorities shall be entitled to administer a Public Health
Questionnaire or any other form of health screening at any time prior to boarding or during the

Package. All Passengers agree to complete the pre-boarding questionnaire, to comply with any
health screening and to supply accurate information regarding any symptoms of illness including
but not limited to gastro-intestinal illness, bacterial and/or viral illness and/or Coronavirus
(COVID-19). Any Passenger who is unwell and experiencing a high temperature, a new
continuous cough or a loss of, or change in normal sense of taste or smell, either during the 14
days prior to embarkation, or at any time during the cruise must report such symptoms and
follow the guidance provided by Cunard, the relevant port authorities or any other national or
international authority. In the interests of health and safety Cunard may deny boarding to any
Passenger who has symptoms of any viral or bacterial illness including but not limited to Norovirus
or Coronavirus (COVID-19) and/or any Passenger who does not comply with an instruction from
a member of the ship’s crew or port representative or a representative of any national or
international authority designed or intended to prevent or limit the spread of any bacterial or viral
infection. Refusal by a Passenger to complete the relevant pre-boarding questionnaire or comply
with any health screening measure requested by Cunard, the relevant port authorities or any other
national or international authority may in itself result in denied boarding. All cases of denied
boarding will be treated as a cancellation attracting 100% cancellation charges in accordance with
clause 38.
23. In the event that a Passenger is diagnosed with any viral and/or bacterial illness whilst on
board or if, in the opinion of Cunard and/or the Master and/or a member of ship’s medical staff a
Passenger displays any symptoms of a viral or bacterial illness (including, but not limited to,
Coronavirus (COVID-19)) that Passenger, any accompanying Passenger and any other Passenger
who, in the opinion of any of Cunard and/or the Master and/or a member of ship’s medical staff
has been in close contact with that Passenger may be required to remain in his or her stateroom for
reasons of health and safety. In the event that any Passenger refuses to remain in their stateroom
during the period recommended by Cunard, the Master or the ship’s medical staff or if any
Passenger does not comply with any measures in place or any instruction from a member of the
ship’s crew designed or intended to prevent or limit the spread of any bacterial or viral infection
(including any instruction given by a local operator during a shore experience) then that Passenger
may for reasons of health and safety be required to remain in the medical centre or be disembarked
(or refused permission to embark or disembark) by Cunard without any further liability. In
addition, any Passenger who, in the opinion of Cunard and/or the Master and/or a member of ship’s
medical staff, demonstrates the symptoms of a viral illness (including but not limited to
Coronavirus (COVID-19)) may be disembarked by Cunard without any further liability.
24. In order to ensure that Passengers are carried in accordance with applicable safety
requirements Passengers are required to notify Cunard at the time of booking:
(i)
of their specific needs with regard to accommodation, seating or services required and/or
whether they need to bring any specific medical equipment on board;
(ii)

of the nature any assistance required from Cunard or any terminal operator;

(iii)
if the Passenger wishes to bring a recognised assistance dog on board the ship. Assistance
dogs are subject to national regulations. There is also a limit to the number of dogs which can be
carried on board. It is therefore imperative that the requirement is notified at the time of booking.

(iv)

of any other assistance which is required on board.

Please note that the medical facilities on board Cunard’s ships are NOT equipped to perform
dialysis. The shipboard doctors are not trained to provide dialysis treatments but are able to assist
in emergency situations. It is the responsibility of the Passenger to provide all dialysis equipment
and treatment. This includes antibiotics. A risk assessment shall be carried out at the time of
booking to ensure that the Passenger can be carried safely and in accordance with applicable laws.
The electrical supply on board Cunard’s ships varies but may not be the same as the standard
electrical supply in the UK. Passengers should contact Cunard for specific details. It is important
that any Passenger who will be bringing electrical medical equipment on board the ship contacts
the manufacturer or supplier to ensure that the equipment is safe to use on board the ship. In
relation to medical equipment there are limited storage facilities onboard. It is the responsibility
of the Passenger to arrange delivery of all medical equipment to the ship prior to departure. The
requirement for Passengers to notify Cunard prior to booking if they need to have medical
equipment on board is to ensure that the medical equipment can be carried and/or carried safely.
There are restrictions on the number of oxygen cylinders which can be carried in staterooms. The
ship’s medical centre cannot refill or supply oxygen cylinders. It is the Passenger’s responsibility
to ensure that all medical equipment is in good working order and for arranging enough equipment
and supplies for the duration of the Package. The ship does not carry any replacement equipment
and access to shore side care and equipment may be difficult and expensive. Passengers must be
able to operate all medical equipment. If there are any particular medical conditions which require
supervision then such supervision must be organised by the Passenger and at the Passenger’s
expense. The ships do not provide one-to-one or other carers for physical or psychiatric or other
conditions. The ships do not offer respite services. Passengers must note that not all medical
equipment can be carried or used onboard aircraft. Passengers must check with the airline prior to
carriage.
PREGNANCY
25. Cunard recommends that women who are less than 12 weeks pregnant should seek medical
advice prior to travel.
26. Cunard does not have on board its ships adequate medical facilities for childbirth.
Accordingly for reasons of health and safety Cunard regrets that it cannot carry Passengers who
will have entered their 24th week of pregnancy or beyond at any point during their Package. All
pregnant women are required to produce a doctor’s or midwife’s letter stating that mother and
baby are in good health, fit to travel taking into account the proposed itinerary and that the
pregnancy is not high-risk. The letter must also include the estimated date of delivery (EDD)
calculated from both the last menstrual period (LMP) and ultrasound (if performed). Cunard
cannot accept a booking or subsequently carry a Passenger unless they comply with the
requirements of this clause. In the case of a booking by or on behalf of a pregnant Passenger made
before it could reasonably have been known that the Passenger would not be able to join the
Package by reason of the Passenger entering their 24th week of pregnancy or beyond at any point
in their Package, Cunard will refund in full the fare paid by or on behalf of that Passenger and the
fare paid by any accompanying Passenger, provided that the pregnant Passenger notified Cunard
as soon as reasonably practicable upon becoming aware that she would not be able to join the
Package, but shall otherwise have no liability whatsoever. Cunard expressly reserves the right to

refuse passage on board to any Passenger who appears to be in an advanced state of pregnancy and
Cunard shall have no liability whatsoever in respect of either such refusal and/or the carriage of
any such Passenger.
27. Pregnant Passengers are referred to clauses 29 - 31 headed “Medical Treatment” for
information regarding the medical facilities on board.
28. The ship’s doctor is not qualified to deliver babies or to offer pre or post-natal treatment and
no responsibility is accepted by Cunard in respect of the inability to provide such services or
equipment.
MEDICAL TREATMENT
29. The Passenger acknowledges that whilst there is a qualified doctor on board it is the
Passenger’s obligation and responsibility to seek medical assistance if necessary during the Cruise.
30. The ship’s doctor is not a specialist and the ship’s medical centre is not required to be and is
not equipped to the same standards as a land based hospital. The ship’s medical centre is not
designed for the provision of extensive or continuing treatment. The ship carries medical supplies
and equipment in accordance with the requirements of its flag state. Neither Cunard nor the ship’s
doctor shall be liable to the Passenger as a result of any inability to treat any medical condition as
a result. Charges will apply for services and medications dispensed by the ship’s medical centre.
31. In the event of illness or injury a Passenger may have to be landed ashore for medical
treatment. No representations are made regarding the quality of medical treatment at any port of
call or at the place at which the Passenger is landed. Medical facilities do vary from port to port
and no representations or warranties are made in relation to the standard of medical treatment
provided by the various hospitals and/or clinics.
INSURANCE
32. It is a condition of the Contract that every Passenger must have adequate and appropriate
insurance. This must include cover for travel, cancellation and curtailment and full and valid
medical cover for pre-existing medical conditions worldwide, or as a minimum, in the countries
that the Passenger is due to visit and which must remain in force for the entire duration of the
Package. The insurance policy(ies) must, as a minimum, include medical and repatriation
coverage for not less than £2 million and must include cover for the cost of emergency evacuations
from the ship, including but not limited to, evacuations by helicopter. It is the Passenger’s
responsibility to ensure that adequate and appropriate insurance is in place for the entire duration
of the package.
33. Wherever possible, Cunard will offer general assistance to any Passenger who suffers illness,
personal injury or death during the period of the Package, whether or not arising from an activity
forming part of the Package and whether or not the result of fault by any party.

34. Any cost or expense which is reasonably incurred by Cunard for or on behalf of the Passenger
in respect of any form of medical, dental or similar treatment, hotel, transportation, repatriation or
any other expense shall be repayable by the Passenger to Cunard, whether or not such sum is
covered by the Passenger’s travel insurance. Cunard reserves the right to take any action that it
considers appropriate to recover any such cost or expense.
FARES AND EXTRAS
35. Cunard reserves the right to vary particulars and fares shown in the brochure after the date of
publication. Fares, discounts, supplements and special offers advertised in the brochure or
elsewhere may be withdrawn or changed. Fares may go up or down. Passengers should contact
their travel agent for up to date fares and charges before booking, or call us on 0843 374 0000, or
visit our website: www.cunard.co.uk.
36. Cunard reserves the right to vary fares up or down at any time up to 20 days before departure
to allow for variations in the fare for your Package due to changes in transportation costs such as
fuel and other power sources, scheduled air fares and other airline cost changes which are part of
the contract between the airline (and their agents) and Cunard, government action such as changes
in VAT or any other government imposed changes and currency changes in relation to an exchange
rate variation, the level of taxes or fees on the Travel Services included in the Package imposed by
third parties not directly involved in the performance of the Package, including tourist taxes,
landing taxes or embarkation or disembarkation fees at ports and airports. In the case of any small
variation, an amount equivalent to 2 per cent of the fare for your travel arrangements, which
excludes insurance premiums and any amendment charges, will be absorbed for increases but not
retained from refunds. For larger variations this 2 per cent will still be absorbed for increases but
not retained from refunds. If this means the Passenger has to pay an increase of more than 8 per
cent of the fare for the Package, the Passenger may cancel the Contract and receive a full refund
of all monies paid, except for any amendment charges or insurance premiums. No consequential
costs or expenses or loss of profits will be payable. Cunard will consider an appropriate refund of
insurance premiums paid if the Passenger can show that he/she was unable to transfer or re-use the
policy. Should the Passenger decide to cancel for this reason, the Passenger must exercise his/her
right to do so within 14 days from the time Cunard has notified the Passenger of the proposed
changes. Failure of the Passenger to notify Cunard of whether the Passenger wishes to accept the
proposed changes or terminate the contract may result in Cunard terminating the contract and
refunding all payments made by the Passenger. Cunard shall refund all payments due to the
Passenger no later than 14 days after the Contract is terminated. Alternatively, the Passenger can
accept an offer of an alternative Package if Cunard is able to provide an alternative and transfer
payment made in respect of the original Package to the alternative Package. If the cost of the
alternative Package is less than the original Package the difference in fare will be refundable.
Please note that travel arrangements are not always purchased in local currency and some apparent
changes have no impact on the fare for your Package due to contractual and other protection in
place.
37. A payment card will be required to be registered at check in, in order to set up an account for
on board purchases, and a cruise card will be issued for this account. An initial pre-authorisation
of $100 will be required at check in and thereafter any on board purchases made by the Passenger

using their cruise card (including the Hotel and Dining Service Charge which will be charged at
the rate specified in the Cunard brochure and on the Cunard website) which exceed this initial
amount are accepted by the Passenger as being in an amount which is both exact and approved for
the purposes of a further blocking of funds on the registered payment card. All accounts for onboard services and goods and for shore excursions must be settled in full before the Passenger
leaves the ship. In the event that a Passenger fails to settle his on-board account at or before the
completion of the Cruise, Cunard reserves the right to charge interest on the outstanding sums until
the date of actual payment and shall be entitled to make a reasonable administration charge for the
subsequent collection of such sum due in addition to any costs of legal process. Cunard also
reserves the right to cancel any future bookings that the Passenger may have and to set off any
sums owed to Cunard by the Passenger against any sums due to the Passenger from Cunard,
without prejudice to any other remedies Cunard may have under these Conditions or otherwise.
CANCELLATION BY THE PASSENGER
38. The Passenger has the right to cancel the Contract prior to commencement of the Package
without paying any cancellation charge in the event of unavoidable and extraordinary
circumstances (as defined in clause 1) significantly affecting the performance of the Contract. In
such circumstances the Passenger shall be entitled to a full refund of all monies paid, but shall not
be entitled to additional compensation.
The Passenger may cancel the Contract at any time prior to the commencement of the Package via
their travel agent or, for Passengers who have booked direct, by calling our Reservations
Department, but if the cancellation is not as a result of unavoidable and extraordinary
circumstances significantly affecting the performance of the Contract, in that event Cunard shall
be entitled to levy a cancellation charge as a percentage of the fare paid in accordance with the
below scales.
For the avoidance of doubt, circumstances which prevent the Passenger from travelling on their
holiday (rather than circumstances which prevent Cunard from performing the Package) do not
give the Passenger the right to a full refund and cancellation charges will apply. Such
circumstances may include, but are not limited to, any international, national or local measures in
place in either the Passenger’s home or area or any country or countries which form part of the
itinerary. A requirement that the Passenger may need to self-isolate or enter any form or quarantine
on their return home does not entitle the Passenger to cancel the Contract without paying
cancellation charges. Advice against travel to any country or countries in the itinerary issued by
the Foreign Commonwealth and Development Office (or any other public body) does not entitle
the Passenger to cancel the Contract without paying cancellation charges. The Passenger should
ensure that their travel insurance provides sufficient cover for such eventualities as required by
clause 32 above.
The Cunard Fare and Early Saver:
Period before departure within which written notice of
cancellation is received by Cunard

Cancellation charges
(percentage of fare)

From the date of booking until 91 days before departure

Deposit

90 to 57 days

50%

56 to 42 days

60%

41 to 16 days

75%

15 to 6 days

90%

Less than 6 days before departure or failure to embark.
For fly-cruises, departure day is the date of the flight departure.

100%

Saver:
Period before departure within which written notice of
cancellation is received by Cunard

Cancellation charges
(percentage of fare)

From the date of booking until departure, including failure to
embark.

100%

39. It may be possible for the Passenger to re-claim these cancellation charges (less any
applicable excess) under the terms of the Passenger’s insurance policy. Claims should be
submitted to the appropriate insurer. After departure, if the Passenger disembarks whether by
reason of sickness or any other reason the Passenger will not be entitled to a refund of a proportion
of the Package not used.
ALTERATION AND CANCELLATION BY CUNARD PRIOR TO DEPARTURE
40. Whilst Cunard will do its best not to cancel or to make any alteration to a Package after a
booking has been made such changes are sometimes necessary. Most alterations made by Cunard
will not be significant and Cunard has the right to make such alterations without paying the
Passenger compensation. Any alterations made by Cunard to their pre and post departure
requirements and procedures for reasons of health and safety (such as any alterations required in
response to Coronavirus (COVID-19)) are unlikely to constitute significant alterations and such
alterations do not give the Passenger the right to compensation or the right to cancel the Package
without charge. Cunard, shall nevertheless be entitled at any time prior to departure to cancel the
Contract or to change and/or curtail the Package where this reasonably becomes necessary on
operational, commercial or other grounds. Cunard will inform the Passenger or their travel agent
of any such cancellation or change of Package as quickly as possible (with, where appropriate,
written confirmation as soon as reasonably possible thereafter). If Cunard makes a significant
alteration to the Package the Passenger will have the choice of either accepting the alteration,
accepting an offer of an alternative Package of comparable standard if available (Cunard will
refund any fare difference if the alternative is of a lower value) or cancelling the Package and
receiving a full refund of all monies paid. The Passenger recognises and agrees that it will not
normally be possible for Cunard to offer an appropriate substitute Package which is available at
about the same time as and/or with a similar itinerary to that originally booked, but Cunard will
do its best to provide a suitable alternative Package of similar duration and value. The Passenger

must notify Cunard of his/her decision as soon as reasonably possible and in any event not later
than 14 days of being informed of the significant alteration.
41. If the Passenger cancels the Package in the circumstances set out in clause 40 or if Cunard
cancels the Package, the Passenger shall also be entitled to compensation as follows (except if the
change or cancellation is due to unavoidable and extraordinary circumstances, or, non-payment by
the Passenger).
Period of notification given by Cunard
90 to 43 days
42 to 29 days
28 to 15 days
14 to 0 days

Compensation per full fare paying
Passenger
5% cruise credit
10% cruise credit
15% cruise credit
20% cruise credit

Cunard may also cancel the Contract and give a full refund of monies paid, without paying any
additional compensation, if the number of passengers booked does not meet the minimum number
required for the Package to proceed and Cunard notifies the Passenger of the cancellation of the
Contract no later than:
20 days before the start of the Package in the case of Packages lasting more than 6 days;
7 days before the start of the Package in the case of Packages lasting between 2 and 6 days;
48 hours before the start of the Package in the case of Packages lasting less than 2 days.
42. The value of any cruise credit will be calculated by reference to the fare actually paid for the
cancelled Package and may only be used for other bookings with Cunard. Any such new booking
must be made by no later than 31 December of the year after the date of the original Package.
Credit vouchers may be redeemed against the fare of the new Package net of any discount available
to the Passenger at the time of booking. The compensation set out above does not exclude the
Passenger from claiming more if he/she is entitled to do so or from requesting that compensation
be provided in a different form. No consequential costs or expenses or loss of profits will be
payable.
ALTERATION AND CANCELLATION BY CUNARD AFTER DEPARTURE
43. After departure, Cunard does not guarantee that the ship will call at every port on the itinerary
or follow every part of the advertised route or schedule or that every part of the Package will be
provided. Cunard reserves the absolute right to decide whether or not to omit any such port(s)
and/or to call at additional ports and/or to change the advertised route, schedule or Package. If
Cunard is unable to provide a significant proportion of the Package, it will make suitable
alternative arrangements, at no extra cost to the Passenger, for the continuation of the Package. If
the Passenger does not accept them, for good reasons, or, if it is impossible to make suitable
alternative arrangements Cunard will, where appropriate, provide the Passenger with transport
back to the place of departure or to another place to which Cunard and the Passenger have agreed.
In both cases Cunard will, where appropriate, compensate the Passenger. Cunard accepts
responsibility for providing all the elements of the advertised Package but if it fails to do so, the
Passenger must inform Cunard without undue delay if it considers that any of the Travel Services

have not been performed in accordance with the Contract. Failure by the Passenger to notify
Cunard about any lack of conformity of the Package may be taken into account when determining
any fare reduction or compensation for damages where such notice would have avoided or reduced
the damage. Cunard shall remedy any lack of conformity of the Travel Services under the Contract
raised by the Passenger unless it is impossible to do so, or will incur disproportionate costs, taking
into account the extent of the lack of conformity and the value of the Travel Services affected.
Please note that compensation will not be payable if an alteration is not significant or if Cunard is
not able to provide a significant proportion of the Package due to unavoidable and extraordinary
circumstances.
44. Transit or part transit of straits, other sea areas controlled by vessel traffic schemes, canals,
rivers and all other navigable waterways may be subject to delay due to operational circumstances
and/or the requirements of the local authorities and Cunard shall have no liability whatsoever in
respect of any such delay.
SECURITY, SAFETY AND SUPPORT
45. Passengers are expected at all times to conduct themselves in a proper manner and with due
regard to the health, safety, comfort, enjoyment and general well-being of all persons both on board
the ship and involved in the provision of any service or facility forming part of the Package or any
shore excursion, and the Passenger expressly agrees to this. Cunard will implement measures predeparture and during the Package to address the risks posed by Coronavirus (COVID-19) and/or
any other public health issues. These measures may be implemented at short notice and may
change as advice, knowledge and government guidance of the relevant virus or condition changes.
Such measures may mean that some of the services and facilities onboard may not be available for
part or all of the cruise and Passenger will be required to follow any guidance provided by Cunard,
the Master or ship’s crew designed or intended to limit or prevent the spread of any infectious
disease. Any measures introduced in order to address the risks posed by Coronavirus (COVID-19)
or any other public health issue will not be significant changes to the Package. If it appears that
a Passenger’s conduct, behaviour or health is such as to be a breach of this requirement or the
Passenger's behaviour, health or conduct is likely to endanger the Passenger’s own health or safety
or that of any other Passenger or crew or may make the Passenger likely to be refused permission
to go ashore at any port or may make Cunard liable for the costs of any medical treatment and/or
maintenance and support and/or repatriation, then Cunard and/or the Master shall have the right
according to the particular circumstances to take any one or more of the following measures as
may appear to be reasonable and appropriate –
● refuse to embark or to disembark the Passenger at any particular port or other place
of call;
● disembark the Passenger;
● transfer the Passenger to another berth;
● confine the Passenger to a particular stateroom or to the ship’s medical centre;

● through the ship’s doctor and/or his staff, administer any drug, medicine or other
substance of a similar nature, or admit and/or confine the Passenger to a hospital or any
similar institution at any port as the ship’s doctor may consider necessary;
● remove the Passenger from the hotel, if appropriate;
● repatriate the Passenger to the United Kingdom.
46. In the event of Cunard and/or the Master acting in accordance with clause 45 above, neither
the Passenger nor (at the sole discretion of Cunard) any other person travelling with the Passenger
(whether or not under the same booking) shall be entitled to make a claim against Cunard for any
loss or expense incurred as a result of such action, whether for a full or partial refund of the fare
or for any other form of compensation or for the cost of returning to the United Kingdom or to any
other place or for any other form of loss or expense whatsoever. Where the Passenger is repatriated
pursuant to this clause at Cunard’s expense, Cunard shall have the right to recover the cost of this.
47. If any Passenger is denied the right to board an aircraft because, in the reasonable opinion of
the Captain, the Passenger is unfit to travel or represents a threat to the safety of the aircraft or its
passengers or crew or is abusive or disruptive, Cunard will not be liable to complete the Passenger's
holiday arrangements and will not be liable to pay any refunds or compensation. If an aircraft is
forced to make an unscheduled landing as a result of the conduct of any Passenger, Cunard shall
have the right to recover the full cost thereof from the Passenger.
48. For security reasons, it may be necessary at any time to search Passengers and/or their
luggage and goods and the Passenger agrees to allow such search upon being so requested by the
Master or any other authorised person.
49. The Passenger must not bring on board the ship any goods or articles of an inflammable or
dangerous nature, nor any controlled or prohibited substance, nor any animals. To do so shall be a
breach of these Conditions and shall render the Passenger strictly liable to Cunard for any injury,
loss, damage or expense and the Passenger shall compensate Cunard in full for any loss, damage
or expense suffered by Cunard as a result of such breach. The Passenger may also be personally
liable to statutory penalties. The Master (or any other officer delegated for the purpose) shall be
entitled at all times to enter and search the stateroom and personal luggage (whether or not in the
stateroom) of any Passenger whom the Master reasonably believes may be in breach of this clause.
Where the Passenger is found to be in breach of this clause, Cunard and/or the Master of the ship
shall be entitled to exercise any of the powers conferred by clause 45 and clause 46 shall apply.
Without limiting the foregoing, the Passenger shall be liable for any and all losses and fines caused
by their actions in regards to illegal dumping or pollution of any kind, including discharge of any
item into the ocean and/or waterways.
50. Any crew member or other person authorised by Cunard shall be entitled to enter a
Passenger’s stateroom to carry out necessary inspection, maintenance or repair work or for any
purpose associated therewith.
COMPLAINTS

51. Any problem which arises during a holiday must be raised by the Passenger at the time with
a representative of Cunard. If the problem is not resolved to the full satisfaction of the Passenger
during the holiday, it is essential that to enable the complaint to be investigated properly it must
be notified to Cunard at the earliest opportunity thereafter and in any event no later than 28 days
after the Passenger’s return from the Package. Failure to report the complaint within this time may
adversely affect Cunard’s ability to investigate and deal with it and may prejudice any future claim.
Complaints relating to EU Regulation 1177/2010 Concerning the Rights of Passengers when
Travelling by Sea and Inland Waterways must be made to Cunard in writing within two months
of the date on which the service was performed. Within one month, Cunard shall respond to the
Passenger that the Passenger’s complaint has been substantiated or rejected or is still being
considered. However, the time taken to provide the reply shall be no longer than two months from
receipt of the complaint.
LIABILITY
52. Subject to paragraphs 52 to 56 Cunard accepts responsibility for death, injury or illness
caused by the negligent acts and/or omissions of its Suppliers in respect of the Package, but
excluding the Cruise. Cunard limits its liability, where applicable, by the conventions referred to
in clauses 55 to 60 inclusive. In any event, Cunard is not responsible for any improper or nonperformance of any services forming part of the Package which are wholly attributable to the fault
of the Passenger; the unforeseeable or unavoidable act or omission of a third party unconnected
with the provision of any services to be provided under the Contract; or unavoidable and
extraordinary circumstances.
53. For claims not involving personal injury, death or illness or which are not subject to the
conventions referred to in clauses 55 to 60 inclusive, Cunard's liability for improper performance
of the Contract shall be limited to a maximum of three times the fare which the Passenger affected
paid for the Package (not including insurance premiums and amendment charges) and Cunard shall
have no liability for any loss of business or profits, loss of use or any other consequential or indirect
loss or damage.
54. All carriage (by land, air and sea) is subject to the terms and conditions of carriage of the
actual carrier. These may limit or exclude liability. They are expressly incorporated into the
Contract. Copies of these terms and conditions are available on request from Cunard. Cunard
will ensure that the Passenger is informed of the identity of the air carrier once it has been finalised
and details of likely carriers are contained in the brochure. Cunard does not use any carrier on the
EU banned carrier list, available via our website. The liability of Cunard will not exceed that of
any carrier.
55. Carriage of Passengers and their luggage by air is governed by various international
conventions (hereinafter “the international air conventions”), including the Warsaw Convention
1929 (whether as amended by the Hague Protocol 1955 or the Montreal Protocol 1999 or
otherwise) or the Montreal Convention 1999. Flights between the UK and any member state of the
European Union are currently governed by EC Regulation 889/2002 which gives legal effect to
the Montreal Convention 1999. To the extent that Cunard may be liable as a non-performing air

carrier to Passengers in respect of carriage by air, the terms of the international air conventions
(including any subsequent amendments and any new convention which may be applicable to a
Contract for a fly cruise between Cunard and a Passenger) are expressly incorporated into these
Conditions. The international air conventions may permit the carrier to limit its liability for death
and personal injury, loss of and damage to luggage and delay. Insofar as Cunard may have any
liability to the Passenger in respect of carriage by air, it shall be determined accordingly. Copies
of these conventions are available from Cunard on request.
56. International Carriage of Passengers and their luggage by sea, including the Cruise, is
governed by EU Regulation 392/2009 on the Liability of Carriers of Passengers by Sea in the
Event of Accidents
(EU Regulation 392/2009) which may be viewed at
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/annex-b-regec-392-2009.pdf
and The Athens Convention 2002 which may be viewed at
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/261628/Misc.6.20
13_Prot_2002_Athens_8760.pdf. Copies are available on request. The Athens Convention 2002
and EU Regulation 392/2009 are expressly incorporated into these Conditions and any liability
of Cunard for death or personal injury or for loss of or damage to luggage arising out of
international carriage by sea shall be solely brought and determined in accordance with the Athens
Convention 2002 and EU Regulation 392/2009 which limit the carrier’s liability for death or
personal injury or loss of or damage to luggage and make special provision for valuables. The
limits of liability are assessed by reference to Special Drawing Rights (SDRs) which fluctuate
depending on daily exchange rates. All SDR values in these Conditions are accurate as per 28
October 2020. Up to date figures may be assessed at the following website
http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx. It is presumed that luggage has been
delivered undamaged to the Passenger unless written notice is given to Cunard (as carrier):
a) in the case of apparent damage, before or at the time of disembarkation or redelivery; b) in the
case of damage which is not apparent or of loss, within 15 days from the date of disembarkation
or redelivery or from the time when such redelivery should have taken place. Where the Cruise is
seagoing but does not call at more than one country (Domestic Carriage) then the provisions of the
Athens Convention 1974 may apply. If the domestic carriage is in the UK the Merchant Shipping
(Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea) (Amendment)
(Order) 2014 (2014 Regulations) may apply. Non seagoing cruises shall be subject to the
provisions of the Merchant Shipping Act 1995 and liability for death and or personal injury is
limited to 175 000 SDRs per passenger. These provisions will also apply where the ship is being
used as a floating hotel. The limits applicable to stateroom luggage pursuant to the Athens
Convention 1974 and the 2014 Regulations are 833 SDRs (£909). The figure increases to 2,250
SDRs (£2,452) where EU Regulation 392/2009 and the Athens Convention 2002 apply. Cunard
is not liable in respect of the loss and/or damage to any valuables unless these have been deposited
with the ship. Using the stateroom safe is not a deposit with the ship. Where deposited with the
ship and unless a higher figure is agreed in writing, Cunard’s liability pursuant to the Athens
Convention 1974 and 2014 Regulations will be limited to 1,200 SDRs (£1,308) or where EU
Regulation 392/2009 and/ or the Athens Convention 2002 apply, 3,375 SDRs (£3,678). In the
event of death and/or personal injury then the limits applicable under the Athens Convention 1974
and 2014 Regulations are 46,666 SDRs (£50,850) or 300,000 SDRs (£326,895) where the
Performing Carrier’s principal place of business is in the UK. In accordance with EU Regulation
392/2009 and the Athens Convention 2002 the Passenger has a right to compensation for death or

personal injury up to 250,000 SDRs (£272,431) per incident from the carrier in respect of a
shipwreck, capsizing, collision or stranding of the ship, explosion or fire in the ship, or defect in
the ship (“Shipping Incident”) save where the Shipping Incident resulted from an act of war,
hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and
irresistible character; or was wholly caused by an act or omission done with the intent to cause the
incident by a third party. Compensation for a Shipping Incident can increase by a further 150,000
SDRs to a total figure of 400,000 SDRs (£435,889) per Passenger, per incident unless the carrier
proves that the incident which caused the loss occurred without its fault or neglect. In the event
of a non-shipping incident the Passenger must prove that the incident which caused the damage
was the result of the carrier’s fault or neglect. In those circumstances the maximum amount payable
will be 400, 000 SDRs. In any case involving war or terrorism the maximum payable is 250 000
SDRs per passenger or 340 million SDRs per ship per incident. A summary of EU 392/2009 may
be viewed at http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-ofaccident.pdf
57. Any damages payable by Cunard up to EU 392/2009, the Athens Convention 2002 and/or
2014 Regulations limits shall be reduced in proportion to any contributory negligence by the
Passenger and by the maximum deductible specified in Article 8 (4) of the Athens Convention
1974.
58. Insofar as Cunard may be liable to a Passenger in respect of claims arising out of carriage by
air or carriage by sea, Cunard shall be entitled to all the rights, defences, immunities and limitations
available, respectively, to the actual air carrier (including its own terms and conditions of carriage)
and under the Athens Convention, and nothing in these Conditions shall be deemed a surrender
thereof. To the extent that any provision in these Conditions is made null and void by the Warsaw
Convention, the Montreal Convention or the Athens Convention or any legislation compulsorily
applicable or is otherwise unenforceable, it shall be void to that extent but no further.
59. Insofar as the Cruise may be performed on a ship not owned by Cunard, it is agreed that
Cunard shall at all times nevertheless be deemed a ship owner for the purposes of the Convention
on Limitation of Liability for Maritime Claims 1976, whether as amended by the Protocol of 1996
or otherwise and as in force in any relevant jurisdiction from time to time, and so entitled to limit
liability thereunder.
60. Except for claims arising out of carriage by air (as provided by clause 55), any liability in
respect of death and personal injury and loss of and damage to luggage which Cunard may incur
to the Passenger during sea carriage, whether under the Contract in accordance with these
Conditions or otherwise, shall always be subject to the limits of liability contained in the Athens
Convention 2002, EU Regulation 392/2009 or the 2014 Regulations.
61. In respect of any claims for loss of or damage to property including luggage which are not
covered by international conventions including the Athens Convention 2002, EU Regulation
392/2009, the 2014 Regulations and/or the Montreal Convention and where liability is not limited
by reference to any enactment, terms or conditions then any legal liability that Cunard may have
for any such losses will be limited to £500.00 per Passenger. Cunard shall not be liable for lost

valuables including jewellery and/or monies under any circumstances. Passengers must ensure
that their personal possessions and valuables are with them at all times.
62. Hotels and shuttle services included in the Package or purchased at any other time are
arranged by Cunard with local Suppliers who may themselves engage the services of local
operators. Standards of hygiene, accommodation and transport in many countries where excursions
take place are often lower than comparable standards in the UK. Cunard will at all times endeavour
to appoint reputable and competent local Suppliers. The terms and conditions of the hotels and
shuttle services will be applicable and are expressly incorporated into the Contract (or any other
contract between Cunard and the Passenger in respect of shuttle services). These may limit or
exclude liability of the hotelier or the shuttle services operators. The liability of Cunard will not
exceed that of any hotelier and/or shuttle services operator. Local standards of the relevant country
will be relevant in assessing performance of the Package services. In the event of a complaint by
a Passenger, the Contract (or any other contract between Cunard and the Passenger in respect of
shuttle services) will be regarded as having been performed if local standards relating to those
services have been satisfied even if the laws of England and Wales have not been met. Cunard is
not responsible for any improper or non-performance of such services which are wholly
attributable to the fault of the Passenger; the unforeseeable or unavoidable act or omission of a
third party unconnected with the provision of the services to be provided; or unavoidable and
extraordinary circumstances.
63. Cunard does not include any shore excursions in the fare. Shore excursions do not form any
part of a Package. Shore excursions may be reserved after a Package has been booked from a
separate shore excursions brochure or online. Reservations may be made for a specified period
prior to the Cruise commencing. Purchases may also be made onboard the ship.
64. Any shore excursions booked will be supplied by local operators. Cunard will at all times
endeavour to appoint reputable and competent local operators who apply the local laws and
regulations of the relevant country. Shore excursion operators are not Cunard’s servants, agents
or suppliers. Cunard is not responsible for any acts or omissions which are wholly attributable to
the fault of the local operators. Cunard does not operate, perform or otherwise organise and/or
audit any shore excursions. All Passengers must ensure that they are fit and healthy to undertake
shore excursions. All shore excursions are governed by the terms and conditions in the shore
excursions brochure.
65. All employees, agents, contractors and their sub-contractors (including Suppliers as defined
in clause 1), as well as all insurers of both Cunard and its Suppliers shall have the benefit of the
same rights, defences, immunities and limitations available to Cunard under these Conditions.
ACTIONS, CLAIMS AND TIME LIMITS
66. Any action by a Passenger arising out of carriage by air or sea must be commenced within
the time limit prescribed by the Warsaw Convention, the Montreal Convention, the Athens
Convention 2002, EU regulation 392/2009, or the 2014 Regulations, as applicable.

67. If a court or tribunal applies any law other than English law, Cunard shall (in respect of all
exclusions and limitations of liability) be entitled to the maximum protection allowed by that law
including statutory protection of limitation as to the amount of damages recoverable.
68. Cunard is a Member of ABTA, membership number V8764. Cunard is obliged to maintain a
high standard of service to Passengers by ABTA’s Code of Conduct. Cunard can also offer
Passengers ABTA’s scheme for the resolution of disputes which is approved by the Chartered
Trading Standards Institute. If Cunard can’t resolve a complaint, Passengers can go to
www.abta.com to use ABTA’s simple procedure. Further information on the Code and ABTA’s
assistance in resolving disputes can be found on www.abta.com.
FINANCIAL PROTECTION
69.
Cunard provides full financial protection for all Packages. For flight-based Packages this
is through Cunard’s Air Travel Organiser’s Licence number 6294. In the unlikely event of
Cunard’s insolvency, the CAA will ensure that Passengers booked on flight-based Packages are
not stranded abroad and will arrange to refund any money the Passenger has paid to Cunard for an
advance booking. For further information visit the ATOL website at www.atol.org.uk. When a
Passenger buys an ATOL protected flight or flight inclusive holiday from Cunard they will receive
an ATOL Certificate. This lists the flight, accommodation, car hire and/or other services that are
financially protected, where the Passenger can get information on what this means for them and
who to contact if things go wrong. Cunard or the suppliers identified on the ATOL Certificate will
provide the Passenger with the services listed on the ATOL Certificate (or a suitable alternative).
In some cases, where neither Cunard or the suppliers are able to do so for reasons of insolvency,
an alternative ATOL holder may provide the Passenger with the services it has bought or a suitable
alternative (at no extra cost to the Passenger). The Passenger agrees to accept that in those
circumstances the alternative ATOL holder will perform those obligations and agrees to pay any
money outstanding to be paid by the Passenger under the Contract to that alternative ATOL holder.
However, the Passenger also agrees that in some cases it may not be possible to appoint an
alternative ATOL holder, in which case the Passenger will be entitled to make a claim under the
ATOL scheme (or its credit card issuer where applicable). If Cunard, or the suppliers identified on
the ATOL Certificate, are unable to provide the services listed (or a suitable alternative, through
an alternative ATOL holder or otherwise) for reasons of insolvency, the Trustees of the Air Travel
Trust may make a payment to (or confer a benefit on) the Passenger under the ATOL scheme. The
Passenger agrees that in return for such a payment or benefit the Passenger assigns absolutely to
those Trustees any claims which the Passenger has or may have arising out of or relating to the
non-provision of the services, including any claim against Cunard, the Passenger’s travel agent (or
the Passenger’s credit card issuer where applicable). The Passenger also agrees that any such
claims may be re-assigned to another body, if that other body has paid sums the Passenger has
claimed under the ATOL scheme.
70. Not all Packages offered and sold by Cunard will be protected by the ATOL scheme. All
non-fly Packages sold by Cunard in the UK are protected under the ABTA scheme of financial
protection. In the unlikely event of Cunard’s insolvency, ABTA will ensure that Passengers
booked on non-fly Packages are not stranded abroad and will arrange to refund any money paid to

Cunard for an advance booking. Cruises sold overseas may be covered by consumer protection
schemes in place in the country of sale or by the protection scheme operated by ABTA, and
Passengers should contact Cunard for confirmation of what protection may apply to their booking.
HOW WE WILL USE YOUR DATA
71. In clauses 71 - 75 “you” means the Passenger. Cunard’s full Privacy Notice is available on
our website at cunard.com/privacy, a copy may be requested during your telephone booking, or
by contacting Guest Relations, Carnival House, 100 Harbour Parade, Southampton, SO15 1ST.
Cunard processes personal data about enquirers and passengers before, during and after their
Cruise to support its business needs. Cunard collects the personal data that you provide when you
enquire, book or sail with Cunard. Your interactions with Cunard will result in personal data
being created and stored by Cunard. Cunard may receive personal data from other individuals or
third party organisations relating to you. Cunard analyses the personal data it holds in order to
improve the effectiveness of its direct marketing communications or to deliver its loyalty
programmes. Cunard does not process sensitive personal data about you except where there is a
legal reason to do so. Cunard processes personal data about Minors to provide services when
they are passengers on its ships, but does not seek to collect personal data about Minors for any
other purpose. Cunard uses personal data for one or all of the following reasons: (i) with your
consent, (ii) where it is necessary in order to enter into a contract and deliver services for you,
(iii) to comply with a legal duty, (iv) to protect your vital interests or the vital interests of those
around you; (v) or for Cunard’s own lawful interests or those of other organisations, provided
your rights do not override these.
72. When you make a booking either directly or through a travel agent, Cunard will collect
personal data about you and other Passengers in your group to effect the booking, including your
names, genders, dates of birth, home addresses, phone, email, details of any medical, care or
dietary requirements, specific preferences relating to the booking you have selected, and your
payment details. Cunard needs this data to enter into a contract with you. If you provide Cunard
with personal data about any other individuals included in a booking, you must have the authority
of those individuals to provide their personal data to Cunard for the purposes set out in Clause 71,
and will remain accountable for the information provided. It is the responsibility of the Passenger
who is booking lead to ensure that personal data about the Passengers included in a booking is
accurate and up to date. After you book a Cruise, you will be invited by email to access Cunard’s
online service ‘My Cunard’ where you will need to provide additional personal data about you and
other Passengers in your booking group. This additional mandatory personal data including
passport, insurance and emergency contact details for you and other Passengers in your booking
group is necessary to complete your booking. You may optionally book or purchase on-board
products and services, excursions and other activities, which may require you to provide further
personal data. Cunard may have to share your personal data with other companies such as spa
operators or travel operators in order to provide these to you.
73. Cunard will use personal data about you before and during your Cruise for the purposes of
security and safety, for the enjoyment of your Cruise, and to protect your health and welfare. After
your Cruise Cunard may seek your feedback and invite you to participate in its loyalty programme.
Personal data about you will be used to investigate and resolve queries or complaints. Cunard

processes personal data about enquirers and passengers in the UK and on board its ships
worldwide. Due to the ongoing global COVID-19 pandemic, Cunard must collect and process
personal data relating to your health before and during your Cruise in order to satisfy public health
requirements. As these requirements are evolving rapidly, please refer to the Cunard website for
the latest information on how this personal data will be processed during this pandemic.
74. Enquiries and bookings are processed in the UK, where Cunard’s systems may be accessed
by Carnival group staff and suppliers from outside of the UK and/or European Union subject to
strict security controls. If you make a booking Cunard may pass your personal information on to
other relevant suppliers of your travel arrangements such as airlines, hotels and transport
companies. Your personal information may also be shared with travel agents, security and credit
checking companies, credit and charge card companies. Cunard are required to co-operate with
government and law enforcement agencies and the public authorities of any country in your Cruise
itinerary, including customs and immigration authorities. Cunard collect and process personal data
in the European Union (EU) and worldwide depending upon how you interact with Cunard. Cunard
may need to process your personal data worldwide, including on board its ships, depending upon
the destinations you travel to, for example if Cunard has to provide personal data to immigration
authorities, port agents or excursion operators in destination countries. This may involve sending
your personal information between different countries, including countries outside the EU where
controls on data protection may not be as strong as the legal requirements in the EU.
75. You have rights over how Cunard uses personal data about you. These rights include
withdrawing consent to processing, accessing personal data Cunard holds about you, updating or
amending your personal data and deleting applicable personal data about you. If you wish to
exercise your information rights or have a concern or a complaint about Cunard’s processing of
personal data, you may contact Cunard’s Data Protection Officer at Carnival House, 100 Harbour
Parade, Southampton, SO15 1ST, or email privacy@carnivalukgroup.com. If you are not satisfied
with Cunard’s processing of personal data or how Cunard has responded to your complaint about
the processing of personal data, you have the right to complain to the Information Commissioner’s
Office (ICO) whose website is https://ico.org.uk/concerns/.

