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ようこそ、キュナードへ

ホワイト・スター・サービス

1840年に大西洋横断定期航路の運航開始をした歴史ある客船会社であるキュナードは、

世界で唯一、英国王室より客船に女王陛下の名称を付けることが許された客船会社として知られています。

キュナードが保有するクイーン・エリザベス、クイーン・メリー2、クイーン・ヴィクトリアの3隻は、

約180年に及ぶ歴史と英国の伝統に彩られた比類ないラグジュアリーなクルーズ体験を提供し続け、

世界中のセレブリティに時を超えて愛され続けてきました。

英国女王エリザベス2世に命名されたクイーン・エリザベスは、

キュナード伝統のエレガンスとサービスを受け継ぎつつ、快適な設備で皆様をお迎えしております。

初めてご乗船される方も、何度もご乗船いただいているキュナーダーも、クイーン・エリザベスで唯一無二の体験をお楽しみください。

ホワイト・スター・サービスは、高品質なサービスを定める基準として採用され続けてきました。

タイタニックを所有していたホワイト・スター・ラインと1934（昭和9）年に合併、その高品質なサービスと名前を承継しました。

キュナードの全てのクルーは「ホワイト・スター・アカデミー」で学び、

船舶についての知識やサービスの全てにおいて高いレベルでお応えできるよう訓練されています。

胸元のロゴ・バッジは、長い伝統と格式を誇る、比類なきサービスの証です。



ジェネラル・インフォメーション

ご案内とご注意

キュナードの公式ウェブサイト（日本語版）に掲載している旅客運送約款は、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、これをご精読ください。

本規約の英語版と翻訳版（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。全文は下記ウェブサイトより必ずご覧ください。
更新や変更があった場合、最新版も下記ウェブサイトよりご覧いただけます。

英語版: www.cunard.com 上の Booking conditions をご覧ください。日本語版:www.cunard.jp 上の旅客運送約款をご覧ください。
予約金、取消し、払戻し等、一部旅客運送約款に当てはまらないものがございます。詳しくはご予約の旅行会社 / 旅行代理店にお問合せください。

※お申し込みの際は、事前にお渡しする旅行会社 / 旅行代理店の旅行条件（全文）を必ずご確認の上、お申し込みください。

予約金
ご予約から7日間以内にクルーズ代金の20%の予約金をお支払い
いただきます。キュナードの裁量により、上記より短い期間が指定さ
れる場合もあります。期間内に予約金が支払われなかった場合、客
室は取消しの対象となります。
全額のお支払い　　　　　　
31泊以上のクルーズは出航の120日前、7～30泊のクルーズは出航
の90日前、6泊以下のクルーズは出航の75日前までにキュナードに
クルーズ代金全額をお支払いいただく必要があります。規定された
期日までにクルーズ代金全額が支払われなかった場合、ご予約は取
消しの対象となります。すべてのご予約は、期限内に全額支払われ
た場合にのみ保証されます。クルーズ代金全額お支払い期限以降に
ご予約をいただいた場合は、予約時に全額をお支払いいただきま
す。
取消し/払戻しの規定
日数に応じ、以下の規定が適用されます。

◆6泊以下のクルーズに適用されるキャンセル料:
取消書面受け取りから出航までの日数 キャンセル料
75日前まで 無料
74日～45日 クルーズ代金の20%
44日～29日  クルーズ代金の50%
28日～15日 クルーズ代金の75%
14日～当日・連絡無しのキャンセル  クルーズ代金の100%

◆7～30泊のクルーズに適用されるキャンセル料:
取消書面受け取りから出航までの日数 キャンセル料 
90日前まで 無料
89日～61日 クルーズ代金の20%
60日～31日 クルーズ代金の50%
30日～15日 クルーズ代金の75%
14日～当日・連絡無しのキャンセル クルーズ代金の100%

※31泊以上のクルーズにつきましてはお問い合わせください。左記
の取消し規定は、クルーズ代金、地上手配、オプションのホテル、ショ
ア・エクスカーションを含む寄港地での各種アクティビティにも適用
されます。クルーズ以外の予約のみを取消しされた場合、航空会社
または他の交通輸送会社、ツアー会社、陸上サービス運営者または
ホテル運営者によって科せられるキャンセル料のお支払いはお客様
の責任となりますのでご了承ください。※期間限定の特別プロモー
ションが発表される場合があります。特別プロモーションのクルーズ
およびツアーは、お支払い後は100%のキャンセル料がかかり、払戻
しは一切いたしかねますので予めご了承ください。

払戻し
払戻しの裁決に当たり、クルーズに関するすべての書類をキュナードま
でご返却いただく必要があります。クルーズ、航空会社、地上手配、ホテ
ル、ランドツアーおよびショア・エクスカーションをわずかでもご利用に
なった場合、そのお客様は払戻しの対象とはなりません。すべての払戻
し請求は、キュナードの最終審理によって裁定されるものとします。

◆  表示代金は2人部屋を2名で使用する場合の1名当たりの代金です（日本円（¥）表示）。
◆  表示代金は2022年8月1日現在のものです。代金は予約状況により変動いたしますので、予約時に

ご確認ください（お早目の予約をお勧めいたします）。
◆  2人部屋を１名で使用する場合の代金は以下のとおりです。
     Q1～P2 : 200% A1～IF : 175%
     ※代金は100円単位を切り捨てまたは切り上げで調整をさせていただいております。
◆  同室の3～4人目代金はコース、ご利用の客室のカテゴリーにより異なります。但し、カテゴリー、予約

状況によってはご利用いただけない場合があります。
◆ 租税、手数料及び港湾費用：1名当たりの代金で、別途申し受けます。また、現地事情により予告なし

に変更になる場合があります。

◆ チップ：船上での通常のサービスに対するチップは、クイーンズ・グリルおよびプリンセス・グリルをご
利用のお客様は1人1泊当たり$13.50、その他のカテゴリーは$11.50で、自動的にお客様の船内会計
に計上されます。バーやラウンジなどでは代金の15%が別途サービス料として加算されます。
本カタログ掲載のコースにつきましては、チップがクルーズ代金に含まれております。

◆  チェックインは通常12時～16時頃までとなっております。ご自身のチェックイン時間につきましては
eチケットをご確認ください。

※本カタログは2022年8月1日現在のもので、予告なく変更される場合がございます。 最新のクルーズ代金はお近くの旅行会社 / 旅行代理店までお問い合わせください。

Q & A よ く あ る 質 問

Q.客室アメニティは何がありますか？
A.基本設備
◆エアコン（客室で調整可能）
◆電話
◆冷蔵庫
◆テレビ
◆セーフティ・ボックス（金庫）
◆湯沸かしポット（コーヒー・紅茶メーカー）
◆ヘアドライヤー
◆シャワー、トイレ
◆バスタブ（グリルクラスのみ）
※車椅子対応のお部屋にはバスタブがございません。
    共通のアメニティ
◆タオル類（バス/フェイス/プール用）
◆バスローブ
◆スリッパ
◆シャンプー・コンディショナー
◆固形石けん、ボディーソープ
◆ボディーローション
◆ミネラルウォーター（グリルクラスは無料）
※ アメニティと設備は予告なしに変更される場合がござい

ます。あらかじめご了承ください。歯磨きセット、シェーバ
ー、パジャマはございませんのでご注意ください。

Q.日本の電化製品は使えますか？
A. 110ボルト・220ボルト、60サイクルの2穴もしくは3穴の電

源プラグがございます。日本の自動変圧機能のある電気
器具はそのままご使用になれますが、自動変圧機能が付
いていない電気器具については変圧器が必要となります。

Q.チップは必要ですか？
A. 本カタログに記載のクルーズには、全てチップが含まれ

ております。通常は、ダイニングルームならびにルームス
チュワードへのチップとして、一律にお1人様1泊あたり
US$11.50（ブリタニアクラス）、またはUS$13.50（グリル
クラス）をお客様の船内会計に加算させていただきます。
なお、特別なサービスを受けたスタッフへお心遣いをさ
れる場合は、直接本人へお渡しください。有料のお飲み
物に対しては15％、またカジノ、スパのご利用代金に対し
て12.5％のサービス料が自動的に加算されます。その他
のスタッフに対するチップ、また、クイーンズ・グリルのお
客様がご利用いただけるバトラー・サービスへのチップ
は、お客様のご判断にお任せいたします。

Q.喫煙はできますか？
A. 電子タバコを含め、客室内（専用バルコニー含む）は全面

禁煙です。船内では下記の喫煙エリアをご利用ください。
◆チャーチルズ・シガー・ラウンジ
     （葉巻とパイプのみ）
◆デッキ3 右舷/ デッキ10 右舷

Q.ドレスコードについて詳しく教えてください
A.   ［日中や寄港地での服装］
　 日中はリラックスした服装でお過ごしいただけます（コッ

トンのパンツ、スポーツシャツ、カジュアルなワンピースな
ど）。また、デッキで寛いだり寄港地で外出される際は、
重ね着のできる服、ウインドブレーカーなど風を通しにく
い素材の上着、かかとの低い履き慣れた靴（デッキシュー
ズ、スニーカー）がおすすめです。また、エクササイズ用の
服、水着のご用意もおすすめいたします。

　［夕方以降の服装］
　 夕食時間以降は、ガラ・イブニングとスマート・アタイ

アーの2つのドレスコードがございますが、リド・レストラ
ンやゴールデン・ライオン等、一部施設では夕食時もド
レスコードに関係なくカジュアルな服装でお過ごしいた
だけます。船内の優雅な雰囲気をお楽しみいただくた
め、ショートパンツ、ジーンズ、Tシャツなどのラフな服装
はお控えください。

ドレスコードの目安
当日の船内新聞でご確認ください。
また、ご予約済みのお客様専用ページ「My Cunard」でも
ご覧いただけます。

※ ガラ・イブニングの回数は泊数で異なります。

ガラ・イブニング

女性： イブニングドレス、カクテル
ドレス、着物など

男性： タキシード、ディナージャ
ケット、ダークスーツにネク
タイなど

スマート・アタイアー

女性： カクテルドレス、スタイリッ
シュなスーツ、ワンピース
など

男性： ジャケットの着用をおすす
めします（ネクタイなしで
も可）

終日航海日・寄港日 乗船日・寄港日・停泊日
ガラ・イブニング

（週に2～3回程度） スマート・アタイアー

www.cunard.jp

お問い合わせ・お申込みキュナード・ワールドクラブ  メンバーシップ特典

キュナードでの初めてのクルーズを終えると、「キュナード・ワールドクラブ」の
シルバーメンバーにお迎えいたします。次回のクルーズから、乗船回数/泊数
に応じて様々な特典をご用意しております。詳細はこちらの「キュナード・ワー
ルドクラブ  メンバーシップ」のご案内をご確認ください ▶

刻々と変化する世界の状況を受け、
当社は衛生と安全の対策における方針や取り組みの内容を随時更新し、
最新の情報をCunard.com（英語）でご案内しております。

お客様と乗組員の健康・安心のために

比類なき洋上の体験
歴史と伝統を守り、革新を続けたキュナード。クイーン・エリザベスの船上で夢のようなひとときを。

グランド・ロビー

クイーンズ・ルームアフタヌーン・ティーロイヤル・コート・シアター

専用ダイニングの他にスペシャリティ・レストランがあり、
多彩な食をお楽しみいただけます。

キュナードは、ご利用になる客室カテゴリー毎に専用ダイニング
（レストラン）をご用意しています。グリルクラスのお客様は、客

室でのインスイート・ダイニングもお召し上がりいただけます。
◆ ヨット・クラブ ◆ エンパイア・カジノ
◆ キュナード・プレイス ◆ アート・ギャラリー

終日、魅力的な船内プログラムをご用意しています。また、キュ
ナード・インサイトなどの特別なイベントもございます。スパ、
フィットネスなど、アクティビティ施設をご利用いただけます。
航海中は免税ショッピングもお楽しみください。

バーには特別なカクテルや限定のジンをご用意しており、ピア
ノやハープなどの生演奏とともに、シャンパンやワインなども
お楽しみいただけます。パブではビールやフィッシュ＆チップス
をどうぞ。

◆ ステーキハウス・アット・ザ・ベランダ（要予約・有料）
◆ リド・レストラン（テーマ・レストラン / 要予約・有料）

◆ マレール・ウェルネス・アンド・ビューティー
◆ フィットネス・センター ◆ ゲーム・デッキ
◆ パビリオン・プール ◆ ロイヤル・アーケード

◆ ゴールデン・ライオン（英国風パブ）
◆ コモドアー・クラブ
◆ カフェ・カリンシア
◆ ミッドシップス・バー
◆ チャーチルズ（シガー・ラウンジ）
※アルコール類、スペシャリティコーヒー等は有料となります。

スペシャリティ・レストラン

専用ダイニング　

アクティビティ、スパ、フィットネス

エンターテインメント

カフェ、パブ、バー、ラウンジ



※写真はすべてイメージです。 ※サービスの内容は予告なく変更となる場合があります。 ※上記は平均面積で、客室により広さが異なります。
※全てのベッドは「ダブルベッド」または「ハリウッドツイン（隣り合い・間隔が空かない）」にベッドのセッティングを指定することが可能です。

キュナードの客船には多くの客室カテゴリーがあります。 
英国の古き良き時代の伝統を今に継承し、客室カテゴリーごとに専用のメイン・ダイニングを組み合わせています。

客室カテゴリーと客室レイアウト

グリルクラス ブリタニアクラス
2つの専用ダイニング（レストラン）「クイーンズ・グリル」と「プリンセス・グリル」を
利用する客室カテゴリーを、キュナードでは「グリルクラス」と称しています。グリ
ルクラスだけのサービスや専用エリアで特別な時間をお過ごしいただけます。

専用ダイニング「ブリタニア・クラブ」または「ブリタニア・レストラン」を利用する
客室カテゴリーを、「ブリタニアクラス」と称しています。バルコニー付のお部屋
からシングルタイプまで、お客様のご要望に合わせてお選びいただけます。

マスター スイート　Q2 ［約102㎡］

◆ ベッドルーム
◆ リビングルーム
◆ ダイニングルーム
◆ バルコニー
◆  バスルーム
（シャワー、ジェットバス）

ペントハウス　Q3、Q4 ［約47㎡］

◆ ベッドルーム
◆ リビングエリア
◆ バルコニー
◆  バスルーム
（シャワー、ジェットバス/

車椅子対応のお部屋を除く）

クイーンズ スイート　Q5、Q6 ［約45㎡］

◆ ベッドルーム
◆ リビングエリア
◆ バルコニー
◆  バスルーム
（シャワー、ジェットバス/

車椅子対応のお部屋を除く）

グ ランド  スイート　Q1 ［約128㎡］

◆ ベッドルーム
◆ リビングルーム
◆ ダイニングルーム
◆ バルコニー
◆  バスルーム
（シャワー、ジェットバス）

クイーンズ ・グ リル Q 1 ~ Q 6

クラブ バルコニー　A1、A2 ［約24㎡］

ブリタニア・クラブ A 1 、A 2

◆ ツインベッド
◆ バルコニー
◆ リビングエリア
◆  バスルーム
（シャワー）

ブリタニア B A ~ I F

海側バルコニー　BA, BB, BC, BD, BE, BF ［約21㎡］ 　CA, CB ［約21㎡］
※CAとCBは一部視界が遮られます

プリンセス スイート　P1、P2 ［約31㎡］

◆ ツインベッド
◆ リビングエリア
◆ バルコニー
◆  バスルーム
（シャワー、バスタブ）

プリンセス・グ リル P 1 ~ P 2

◆ ツインベッド
◆ バルコニー

◆ リビングエリア
◆  バスルーム（シャワー）

お得なキャンペーン
情報はこちら▶ 

海側バルコニー限定特別プランを
ご用意しております

グリルクラスの特典
クイーンズ・グリルとプリンセス・グリルのお客様のために

以下のサービスをご用意いたしました。
より快適な船内生活をお過ごしください。

極上の時間を
◆  クイーンズ・グリルまたは

プリンセス・グリルでのお食事
（客室でのインスイート・ダイニングも可）

◆  ザ・グリルズ・ラウンジ、ザ・コートヤード、
ザ・グリルズ・テラスのご利用

◆ コンシェルジュ・サービス
◆  乗船時の優先チェックイン
◆  乗船時のウェルカム・ドリンク
◆  illy（イリー）のコーヒーマシン

上質のアメニティ
◆  フレッシュフルーツ
◆  バスローブとスリッパ
◆  お好みの枕をお選びいただける

ピロー・コンシェルジュ・メニュー
（数に限りがございます）

クイーンズ・グリルのお客様へ
特別サービスのご案内

◆  バトラー・サービス
お荷物の荷解き、荷造りのお手伝い、
夕食前のカナッペのお届け、
レストランのご予約などがございましたら
バトラーにご依頼ください。

◆  インスイート・バー
（ソフト・ドリンクの他、ワインボトル2本また

はスピリッツ類からお選びいただいたもの
を補充いたします）※客室内のみご利用可

◆  無料のカナッペ・サービス
◆  ジェットバス（車椅子対応のお部屋を除く）
◆   iPad（Q1・Q2のみ）
◆  優先下船
◆  テンダーボートの優先乗下船（Q1～Q4）

海側　EB, EC, EF ［約17㎡］　FB, FC ［約17㎡］　※FBとFCは一部視界が遮られます

◆ ツインベッド
◆ リビングエリア
◆  バスルーム
（シャワー）

デラックス（内側）　GA, GB, GC ［約19㎡］

◆ ツインベッド
◆ リビングエリア
◆  バスルーム
（シャワー）

◆ ツインベッド
◆ リビングエリア
◆  バスルーム
（シャワー）

スタンダード（内側）　IA,ID,IE,IF ［約14㎡］



※写真はすべてイメージです。 ※サービスの内容は予告なく変更となる場合があります。 ※上記は平均面積で、客室により広さが異なります。
※全てのベッドは「ダブルベッド」または「ハリウッドツイン（隣り合い・間隔が空かない）」にベッドのセッティングを指定することが可能です。

キュナードの客船には多くの客室カテゴリーがあります。 
英国の古き良き時代の伝統を今に継承し、客室カテゴリーごとに専用のメイン・ダイニングを組み合わせています。

客室カテゴリーと客室レイアウト

グリルクラス ブリタニアクラス
2つの専用ダイニング（レストラン）「クイーンズ・グリル」と「プリンセス・グリル」を
利用する客室カテゴリーを、キュナードでは「グリルクラス」と称しています。グリ
ルクラスだけのサービスや専用エリアで特別な時間をお過ごしいただけます。

専用ダイニング「ブリタニア・クラブ」または「ブリタニア・レストラン」を利用する
客室カテゴリーを、「ブリタニアクラス」と称しています。バルコニー付のお部屋
からシングルタイプまで、お客様のご要望に合わせてお選びいただけます。

マスター スイート　Q2 ［約102㎡］

◆ ベッドルーム
◆ リビングルーム
◆ ダイニングルーム
◆ バルコニー
◆  バスルーム
（シャワー、ジェットバス）

ペントハウス　Q3、Q4 ［約47㎡］

◆ ベッドルーム
◆ リビングエリア
◆ バルコニー
◆  バスルーム
（シャワー、ジェットバス/

車椅子対応のお部屋を除く）

クイーンズ スイート　Q5、Q6 ［約45㎡］

◆ ベッドルーム
◆ リビングエリア
◆ バルコニー
◆  バスルーム
（シャワー、ジェットバス/

車椅子対応のお部屋を除く）

グ ランド  スイート　Q1 ［約128㎡］

◆ ベッドルーム
◆ リビングルーム
◆ ダイニングルーム
◆ バルコニー
◆  バスルーム
（シャワー、ジェットバス）

クイーンズ ・グ リル Q 1 ~ Q 6

クラブ バルコニー　A1、A2 ［約24㎡］

ブリタニア・クラブ A 1 、A 2

◆ ツインベッド
◆ バルコニー
◆ リビングエリア
◆  バスルーム
（シャワー）

ブリタニア B A ~ I F

海側バルコニー　BA, BB, BC, BD, BE, BF ［約21㎡］ 　CA, CB ［約21㎡］
※CAとCBは一部視界が遮られます

プリンセス スイート　P1、P2 ［約31㎡］

◆ ツインベッド
◆ リビングエリア
◆ バルコニー
◆  バスルーム
（シャワー、バスタブ）

プリンセス・グ リル P 1 ~ P 2

◆ ツインベッド
◆ バルコニー

◆ リビングエリア
◆  バスルーム（シャワー）

お得なキャンペーン
情報はこちら▶ 

海側バルコニー限定特別プランを
ご用意しております

グリルクラスの特典
クイーンズ・グリルとプリンセス・グリルのお客様のために

以下のサービスをご用意いたしました。
より快適な船内生活をお過ごしください。

極上の時間を
◆ クイーンズ・グリルまたは

プリンセス・グリルでのお食事
（客室でのインスイート・ダイニングも可）

◆ ザ・グリルズ・ラウンジ、ザ・コートヤード、
ザ・グリルズ・テラスのご利用

◆ コンシェルジュ・サービス
◆ 乗船時の優先チェックイン
◆ 乗船時のウェルカム・ドリンク
◆ illy（イリー）のコーヒーマシン

上質のアメニティ
◆ フレッシュフルーツ
◆ バスローブとスリッパ
◆  お好みの枕をお選びいただける

ピロー・コンシェルジュ・メニュー
（数に限りがございます）

クイーンズ・グリルのお客様へ
特別サービスのご案内

◆ バトラー・サービス
お荷物の荷解き、荷造りのお手伝い、
夕食前のカナッペのお届け、
レストランのご予約などがございましたら
バトラーにご依頼ください。

◆ インスイート・バー
（ソフト・ドリンクの他、ワインボトル2本また

はスピリッツ類からお選びいただいたもの
を補充いたします）※客室内のみご利用可

◆ 無料のカナッペ・サービス
◆ ジェットバス（車椅子対応のお部屋を除く）
◆ iPad（Q1・Q2のみ）
◆ 優先下船
◆ テンダーボートの優先乗下船（Q1～Q4）

海側　EB, EC, EF ［約17㎡］　FB, FC ［約17㎡］　※FBとFCは一部視界が遮られます

◆ ツインベッド
◆ リビングエリア
◆  バスルーム
（シャワー）

デラックス（内側） GA, GB, GC ［約19㎡］

◆ ツインベッド
◆ リビングエリア
◆  バスルーム
（シャワー）

◆ ツインベッド
◆ リビングエリア
◆  バスルーム
（シャワー）

スタンダード（内側） IA,ID,IE,IF ［約14㎡］

チップ
無料

チップ
無料

チップ
無料

チップ
無料

チップ
無料

チップ
無料

テーマ
クルーズ

2023年 春の日本発着

英国がテーマのクルーズです。船内でビートルズを始めとする英国の音楽や英国ゆかり
の映画などをお楽しみいただける内容となっております。ビートルズバンド「ザ・ブートレ
ッグ・ビートルズ（The Bootleg Beatles）」がスペシャルゲストとして登場いたします。

台湾と沖縄を巡る、南国の薫りが漂うクルーズです。暖かい南国の沖縄を訪れ、宮古島で人気の離島観
光、台湾では人気の2都市に寄港します。南国気分を味わいながら、グルメ、ショッピングも楽しめます。
クルージング（終日航海日）も4日間あるため、クイーン・エリザベスの船内も思いきり満喫できます。

長期での休暇取得が難しい皆様にもご利用いただ
けるよう、『新緑の日本周遊と韓国10日間』（Q315）
を半分に分けたショートクルーズです。人気客室タ
イプの「海側バルコニー」にて客室数限定でご用意
いたしました。

すべてのカテゴリーの代金はこちらよりご確認ください ▶

長期での休暇取得が難しい皆様にもご利用いただ
けるよう、『新緑の日本周遊と韓国10日間』（Q315）
を半分に分けたショートクルーズです。人気客室タ
イプの「海側バルコニー」にて客室数限定でご用意
いたしました。

代金の適用条件とご注意は裏面をご確認ください。掲載外のクルーズもございますのでお問い合わせください。　
このリーフレットに掲載された寄港時間は目安です。日程・寄港時間等は天候・港湾等の事情により予告なく変更される場合があります。

テーマクルーズ  ベスト・オブ・ブリティッシュ ～英国ミュージック＆ビートルズ～

寄港地 国名 入港 出港
1 4月19日（水） 横浜 日本 午後乗船 19:00
2 4月20日（木） クルージング - -
3 4月21日（金） 八代 日本 9:00 16:00
4 4月22日（土） 福岡 日本 9:00 18:00
5 4月23日（日） 釜山 韓国 7:00 18:00
6 4月24日（月） クルージング - -
7 4月25日（火） 金沢 日本 6:30 18:00
8 4月26日（水） 秋田 日本 9:00 17:00
9 4月27日（木） クルージング - -

10 4月28日（金） 横浜 日本 午前下船 -

寄港地 国名 入港 出港
1 4月28日（金） 横浜 日本 午後乗船 22:00
2 4月29日（土） クルージング - -
3 4月30日（日） 鹿児島 日本 8:00 18:00
4 5月1日（月） クルージング - -
5 5月2日（火） 釜山 韓国 7:00 18:00
6 5月3日（水） 福岡 日本 6:30 22:00
7 5月4日（木） 長崎 日本 8:00 17:00
8 5月5日（金） クルージング - -
9 5月6日（土） 横浜 日本 午前下船 -

寄港地 国名 入港 出港
1 4月19日（水） 横浜 日本 午後乗船 19:00
2 4月20日（木） クルージング - -
3 4月21日（金） 八代 日本 9:00 16:00
4 4月22日（土） 福岡 日本 9:00 18:00
5 4月23日（日） 釜山 韓国 午前下船 -

寄港地 国名 入港 出港
1 5月6日（土） 横浜 日本 午後乗船 19:00
2 5月7日（日） クルージング - -
3 5月8日（月） クルージング - -
4 5月9日（火） 基隆 台湾 8:00 18:00
5 5月10日（水） 花蓮 台湾 8:00 17:00
6 5月11日（木） 宮古島 日本 8:00 18:00
7 5月12日（金） 那覇 日本 8:00 18:00
8 5月13日（土） クルージング - -
9 5月14日（日） クルージング - -

10 5月15日（月） 横浜 日本 午前下船 -

寄港地 国名 入港 出港
1 5月15日（月） 横浜 日本 午後乗船 19:00
2 5月16日（火） クルージング - -
3 5月17日（水） 広島 日本 8:00 20:00
4 5月18日（木） クルージング - -
5 5月19日（金） 釜山 韓国 7:00 18:00
6 5月20日（土） 長崎 日本 6:30 18:00
7 5月21日（日） 油津（宮崎） 日本 8:00 19:00
8 5月22日（月） 高知 日本 8:00 19:00
9 5月23日（火） クルージング - -

10 5月24日（水） 横浜 日本 午前下船 -

寄港地 国名 入港 出港
1 4月23日(日) 釜山 韓国 午後乗船 18:00
2 4月24日(月) クルージング - -
3 4月25日(火) 金沢 日本 6:30 18:00
4 4月26日(水) 秋田 日本 9:00 17:00
5 4月27日(木) クルージング - -
6 4月28日(金) 横浜 日本 午前下船 -

カテゴリー 代金
Q6 クイーンズ スイート ¥700,000~
P2 プリンセス スイート ¥600,000~
A2 クラブ バルコニー ¥450,000~
BF 海側バルコニー ¥325,000~
EF 海側 ¥265,000~
IF スタンダード（内側） ¥225,000~
租税、手数料及び港湾費用（別途） ¥18,486

カテゴリー 代金
Q6 クイーンズ スイート ¥720,000~
P2 プリンセス スイート ¥630,000~
A2 クラブ バルコニー ¥470,000~
BF 海側バルコニー ¥345,000~
EF 海側 ¥285,000~
IF スタンダード（内側） ¥240,000~
租税、手数料及び港湾費用（別途） ¥16,852

カテゴリー 代金
BF 海側バルコニー ¥174,000~
租税、手数料及び港湾費用（別途） ¥10,334

カテゴリー 代金
BF 海側バルコニー ¥217,000~
租税、手数料及び港湾費用（別途） ¥8,259

カテゴリー 代金
Q6 クイーンズ スイート ¥700,000~
P2 プリンセス スイート ¥600,000~
A2 クラブ バルコニー ¥450,000~
BF 海側バルコニー ¥325,000~
EF 海側 ¥265,000~
IF スタンダード（内側） ¥225,000~
租税、手数料及び港湾費用（別途） ¥18,317

カテゴリー 代金
Q6 クイーンズ スイート ¥719,000~
P2 プリンセス スイート ¥600,000~
A2 クラブ バルコニー ¥450,000~
BF 海側バルコニー ¥325,000~
EF 海側 ¥265,000~
IF スタンダード（内側） ¥225,000~
租税、手数料及び港湾費用（別途） ¥18,925

コース番号
Q315

コース番号
Q316

コース番号
Q315A

コース番号
Q317

コース番号
Q318

コース番号
Q315B

新緑の日本周遊と韓国 10日間

ゴールデンウィーク 新緑の九州と韓国 9日間  

横浜～釜山 5日間

春の沖縄リゾートと台湾クルーズ 10日間

初夏の西日本歴史名所巡り 10日間

釜山～横浜 6日間

1.122 mm

釜山

長崎
鹿児島

横浜

福岡

1.122 mm

釜山

八代

横浜

福岡

花蓮

基隆 那覇

宮古島

横浜

1.122 mm

釜山

長崎

広島
横浜

宮崎

高知

1.122 mm

釜山 横浜

様々なお得な特典をご用意しております。
ぜひご確認ください ▶



チップ
無料

チップ
無料

チップ
無料

チップ
無料

チップ
無料

チップ
無料

テーマ
クルーズ

2023年 春の日本発着

英国がテーマのクルーズです。船内でビートルズを始めとする英国の音楽や英国ゆかり
の映画などをお楽しみいただける内容となっております。ビートルズバンド「ザ・ブートレ
ッグ・ビートルズ（The Bootleg Beatles）」がスペシャルゲストとして登場いたします。

台湾と沖縄を巡る、南国の薫りが漂うクルーズです。暖かい南国の沖縄を訪れ、宮古島で人気の離島観
光、台湾では人気の2都市に寄港します。南国気分を味わいながら、グルメ、ショッピングも楽しめます。
クルージング（終日航海日）も4日間あるため、クイーン・エリザベスの船内も思いきり満喫できます。

長期での休暇取得が難しい皆様にもご利用いただ
けるよう、『新緑の日本周遊と韓国10日間』（Q315）
を半分に分けたショートクルーズです。人気客室タ
イプの「海側バルコニー」にて客室数限定でご用意
いたしました。

すべてのカテゴリーの代金はこちらよりご確認ください ▶

長期での休暇取得が難しい皆様にもご利用いただ
けるよう、『新緑の日本周遊と韓国10日間』（Q315）
を半分に分けたショートクルーズです。人気客室タ
イプの「海側バルコニー」にて客室数限定でご用意
いたしました。

代金の適用条件とご注意は裏面をご確認ください。掲載外のクルーズもございますのでお問い合わせください。　
このリーフレットに掲載された寄港時間は目安です。日程・寄港時間等は天候・港湾等の事情により予告なく変更される場合があります。

テーマクルーズ  ベスト・オブ・ブリティッシュ ～英国ミュージック＆ビートルズ～

寄港地 国名 入港 出港
1 4月19日（水） 横浜 日本 午後乗船 19:00
2 4月20日（木） クルージング - -
3 4月21日（金） 八代 日本 9:00 16:00
4 4月22日（土） 福岡 日本 9:00 18:00
5 4月23日（日） 釜山 韓国 7:00 18:00
6 4月24日（月） クルージング - -
7 4月25日（火） 金沢 日本 6:30 18:00
8 4月26日（水） 秋田 日本 9:00 17:00
9 4月27日（木） クルージング - -

10 4月28日（金） 横浜 日本 午前下船 -

寄港地 国名 入港 出港
1 4月28日（金） 横浜 日本 午後乗船 22:00
2 4月29日（土） クルージング - -
3 4月30日（日） 鹿児島 日本 8:00 18:00
4 5月1日（月） クルージング - -
5 5月2日（火） 釜山 韓国 7:00 18:00
6 5月3日（水） 福岡 日本 6:30 22:00
7 5月4日（木） 長崎 日本 8:00 17:00
8 5月5日（金） クルージング - -
9 5月6日（土） 横浜 日本 午前下船 -

寄港地 国名 入港 出港
1 4月19日（水） 横浜 日本 午後乗船 19:00
2 4月20日（木） クルージング - -
3 4月21日（金） 八代 日本 9:00 16:00
4 4月22日（土） 福岡 日本 9:00 18:00
5 4月23日（日） 釜山 韓国 午前下船 -

寄港地 国名 入港 出港
1 5月6日（土） 横浜 日本 午後乗船 19:00
2 5月7日（日） クルージング - -
3 5月8日（月） クルージング - -
4 5月9日（火） 基隆 台湾 8:00 18:00
5 5月10日（水） 花蓮 台湾 8:00 17:00
6 5月11日（木） 宮古島 日本 8:00 18:00
7 5月12日（金） 那覇 日本 8:00 18:00
8 5月13日（土） クルージング - -
9 5月14日（日） クルージング - -

10 5月15日（月） 横浜 日本 午前下船 -

寄港地 国名 入港 出港
1 5月15日（月） 横浜 日本 午後乗船 19:00
2 5月16日（火） クルージング - -
3 5月17日（水） 広島 日本 8:00 20:00
4 5月18日（木） クルージング - -
5 5月19日（金） 釜山 韓国 7:00 18:00
6 5月20日（土） 長崎 日本 6:30 18:00
7 5月21日（日） 油津（宮崎） 日本 8:00 19:00
8 5月22日（月） 高知 日本 8:00 19:00
9 5月23日（火） クルージング - -

10 5月24日（水） 横浜 日本 午前下船 -

寄港地 国名 入港 出港
1 4月23日(日) 釜山 韓国 午後乗船 18:00
2 4月24日(月) クルージング - -
3 4月25日(火) 金沢 日本 6:30 18:00
4 4月26日(水) 秋田 日本 9:00 17:00
5 4月27日(木) クルージング - -
6 4月28日(金) 横浜 日本 午前下船 -

カテゴリー 代金
Q6 クイーンズ スイート ¥700,000~
P2 プリンセス スイート ¥600,000~
A2 クラブ バルコニー ¥450,000~
BF 海側バルコニー ¥325,000~
EF 海側 ¥265,000~
IF スタンダード（内側） ¥225,000~
租税、手数料及び港湾費用（別途） ¥18,486

カテゴリー 代金
Q6 クイーンズ スイート ¥720,000~
P2 プリンセス スイート ¥630,000~
A2 クラブ バルコニー ¥470,000~
BF 海側バルコニー ¥345,000~
EF 海側 ¥285,000~
IF スタンダード（内側） ¥240,000~
租税、手数料及び港湾費用（別途） ¥16,852

カテゴリー 代金
BF 海側バルコニー ¥174,000~
租税、手数料及び港湾費用（別途） ¥10,334

カテゴリー 代金
BF 海側バルコニー ¥217,000~
租税、手数料及び港湾費用（別途） ¥8,259

カテゴリー 代金
Q6 クイーンズ スイート ¥700,000~
P2 プリンセス スイート ¥600,000~
A2 クラブ バルコニー ¥450,000~
BF 海側バルコニー ¥325,000~
EF 海側 ¥265,000~
IF スタンダード（内側） ¥225,000~
租税、手数料及び港湾費用（別途） ¥18,317

カテゴリー 代金
Q6 クイーンズ スイート ¥719,000~
P2 プリンセス スイート ¥600,000~
A2 クラブ バルコニー ¥450,000~
BF 海側バルコニー ¥325,000~
EF 海側 ¥265,000~
IF スタンダード（内側） ¥225,000~
租税、手数料及び港湾費用（別途） ¥18,925

コース番号
Q315

コース番号
Q316

コース番号
Q315A

コース番号
Q317

コース番号
Q318

コース番号
Q315B

新緑の日本周遊と韓国 10日間

ゴールデンウィーク 新緑の九州と韓国 9日間  

横浜～釜山 5日間

春の沖縄リゾートと台湾クルーズ 10日間

初夏の西日本歴史名所巡り 10日間

釜山～横浜 6日間

1.122 mm

釜山

長崎
鹿児島

横浜

福岡

1.122 mm

釜山

八代

横浜

福岡

花蓮

基隆 那覇

宮古島

横浜

1.122 mm

釜山

長崎

広島
横浜

宮崎

高知

1.122 mm

釜山 横浜

様々なお得な特典をご用意しております。
ぜひご確認ください ▶

◆就航:2010年　◆改装:2018年
◆船籍:英国領バミューダ
◆総トン数:90,900トン
◆乗客定員数:2,081人
◆巡航速度:21.7ノット ◆最大速度:23.7ノット
◆全長:294m ◆最大幅:32.3m ◆喫水:7.9m

クイーン・エリザベス デッキプラン

前方▶



◆就航:2010年　◆改装:2018年
◆船籍:英国領バミューダ
◆総トン数:90,900トン
◆乗客定員数:2,081人
◆巡航速度:21.7ノット ◆最大速度:23.7ノット
◆全長:294m ◆最大幅:32.3m ◆喫水:7.9m

クイーン・エリザベス デッキプラン

前方▶ 前方▶



ジェネラル・インフォメーション

ご案内とご注意

キュナードの公式ウェブサイト（日本語版）に掲載している旅客運送約款は、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、これをご精読ください。

本規約の英語版と翻訳版（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。全文は下記ウェブサイトより必ずご覧ください。
更新や変更があった場合、最新版も下記ウェブサイトよりご覧いただけます。

英語版: www.cunard.com 上の Booking conditions をご覧ください。日本語版:www.cunard.jp 上の旅客運送約款をご覧ください。
予約金、取消し、払戻し等、一部旅客運送約款に当てはまらないものがございます。詳しくはご予約の旅行会社 / 旅行代理店にお問合せください。

※お申し込みの際は、事前にお渡しする旅行会社 / 旅行代理店の旅行条件（全文）を必ずご確認の上、お申し込みください。

予約金
ご予約から7日間以内にクルーズ代金の20%の予約金をお支払い
いただきます。キュナードの裁量により、上記より短い期間が指定さ
れる場合もあります。期間内に予約金が支払われなかった場合、客
室は取消しの対象となります。
全額のお支払い　　　　　　
31泊以上のクルーズは出航の120日前、7～30泊のクルーズは出航
の90日前、6泊以下のクルーズは出航の75日前までにキュナードに
クルーズ代金全額をお支払いいただく必要があります。規定された
期日までにクルーズ代金全額が支払われなかった場合、ご予約は取
消しの対象となります。すべてのご予約は、期限内に全額支払われ
た場合にのみ保証されます。クルーズ代金全額お支払い期限以降に
ご予約をいただいた場合は、予約時に全額をお支払いいただきま
す。
取消し/払戻しの規定
日数に応じ、以下の規定が適用されます。

◆6泊以下のクルーズに適用されるキャンセル料:
取消書面受け取りから出航までの日数 キャンセル料
75日前まで 無料
74日～45日 クルーズ代金の20%
44日～29日  クルーズ代金の50%
28日～15日 クルーズ代金の75%
14日～当日・連絡無しのキャンセル  クルーズ代金の100%

◆7～30泊のクルーズに適用されるキャンセル料:
取消書面受け取りから出航までの日数 キャンセル料 
90日前まで 無料
89日～61日 クルーズ代金の20%
60日～31日 クルーズ代金の50%
30日～15日 クルーズ代金の75%
14日～当日・連絡無しのキャンセル クルーズ代金の100%

※31泊以上のクルーズにつきましてはお問い合わせください。左記
の取消し規定は、クルーズ代金、地上手配、オプションのホテル、ショ
ア・エクスカーションを含む寄港地での各種アクティビティにも適用
されます。クルーズ以外の予約のみを取消しされた場合、航空会社
または他の交通輸送会社、ツアー会社、陸上サービス運営者または
ホテル運営者によって科せられるキャンセル料のお支払いはお客様
の責任となりますのでご了承ください。※期間限定の特別プロモー
ションが発表される場合があります。特別プロモーションのクルーズ
およびツアーは、お支払い後は100%のキャンセル料がかかり、払戻
しは一切いたしかねますので予めご了承ください。

払戻し
払戻しの裁決に当たり、クルーズに関するすべての書類をキュナードま
でご返却いただく必要があります。クルーズ、航空会社、地上手配、ホテ
ル、ランドツアーおよびショア・エクスカーションをわずかでもご利用に
なった場合、そのお客様は払戻しの対象とはなりません。すべての払戻
し請求は、キュナードの最終審理によって裁定されるものとします。

◆  表示代金は2人部屋を2名で使用する場合の1名当たりの代金です（日本円（¥）表示）。
◆  表示代金は2022年8月1日現在のものです。代金は予約状況により変動いたしますので、予約時に

ご確認ください（お早目の予約をお勧めいたします）。
◆  2人部屋を１名で使用する場合の代金は以下のとおりです。
     Q1～P2 : 200% A1～IF : 175%
     ※代金は100円単位を切り捨てまたは切り上げで調整をさせていただいております。
◆  同室の3～4人目代金はコース、ご利用の客室のカテゴリーにより異なります。但し、カテゴリー、予約

状況によってはご利用いただけない場合があります。
◆ 租税、手数料及び港湾費用：1名当たりの代金で、別途申し受けます。また、現地事情により予告なし

に変更になる場合があります。

◆ チップ：船上での通常のサービスに対するチップは、クイーンズ・グリルおよびプリンセス・グリルをご
利用のお客様は1人1泊当たり$13.50、その他のカテゴリーは$11.50で、自動的にお客様の船内会計
に計上されます。バーやラウンジなどでは代金の15%が別途サービス料として加算されます。
本カタログ掲載のコースにつきましては、チップがクルーズ代金に含まれております。

◆  チェックインは通常12時～16時頃までとなっております。ご自身のチェックイン時間につきましては
eチケットをご確認ください。

※本カタログは2022年8月1日現在のもので、予告なく変更される場合がございます。 最新のクルーズ代金はお近くの旅行会社 / 旅行代理店までお問い合わせください。

Q & A よ く あ る 質 問

Q.客室アメニティは何がありますか？
A.基本設備
◆エアコン（客室で調整可能）
◆電話
◆冷蔵庫
◆テレビ
◆セーフティ・ボックス（金庫）
◆湯沸かしポット（コーヒー・紅茶メーカー）
◆ヘアドライヤー
◆シャワー、トイレ
◆バスタブ（グリルクラスのみ）
※車椅子対応のお部屋にはバスタブがございません。
    共通のアメニティ
◆タオル類（バス/フェイス/プール用）
◆バスローブ
◆スリッパ
◆シャンプー・コンディショナー
◆固形石けん、ボディーソープ
◆ボディーローション
◆ミネラルウォーター（グリルクラスは無料）
※ アメニティと設備は予告なしに変更される場合がござい

ます。あらかじめご了承ください。歯磨きセット、シェーバ
ー、パジャマはございませんのでご注意ください。

Q.日本の電化製品は使えますか？
A. 110ボルト・220ボルト、60サイクルの2穴もしくは3穴の電

源プラグがございます。日本の自動変圧機能のある電気
器具はそのままご使用になれますが、自動変圧機能が付
いていない電気器具については変圧器が必要となります。

Q.チップは必要ですか？
A. 本カタログに記載のクルーズには、全てチップが含まれ

ております。通常は、ダイニングルームならびにルームス
チュワードへのチップとして、一律にお1人様1泊あたり
US$11.50（ブリタニアクラス）、またはUS$13.50（グリル
クラス）をお客様の船内会計に加算させていただきます。
なお、特別なサービスを受けたスタッフへお心遣いをさ
れる場合は、直接本人へお渡しください。有料のお飲み
物に対しては15％、またカジノ、スパのご利用代金に対し
て12.5％のサービス料が自動的に加算されます。その他
のスタッフに対するチップ、また、クイーンズ・グリルのお
客様がご利用いただけるバトラー・サービスへのチップ
は、お客様のご判断にお任せいたします。

Q.喫煙はできますか？
A. 電子タバコを含め、客室内（専用バルコニー含む）は全面

禁煙です。船内では下記の喫煙エリアをご利用ください。
◆チャーチルズ・シガー・ラウンジ
     （葉巻とパイプのみ）
◆デッキ3 右舷/ デッキ10 右舷

Q.ドレスコードについて詳しく教えてください
A.   ［日中や寄港地での服装］
　 日中はリラックスした服装でお過ごしいただけます（コッ

トンのパンツ、スポーツシャツ、カジュアルなワンピースな
ど）。また、デッキで寛いだり寄港地で外出される際は、
重ね着のできる服、ウインドブレーカーなど風を通しにく
い素材の上着、かかとの低い履き慣れた靴（デッキシュー
ズ、スニーカー）がおすすめです。また、エクササイズ用の
服、水着のご用意もおすすめいたします。

　［夕方以降の服装］
　 夕食時間以降は、ガラ・イブニングとスマート・アタイ

アーの2つのドレスコードがございますが、リド・レストラ
ンやゴールデン・ライオン等、一部施設では夕食時もド
レスコードに関係なくカジュアルな服装でお過ごしいた
だけます。船内の優雅な雰囲気をお楽しみいただくた
め、ショートパンツ、ジーンズ、Tシャツなどのラフな服装
はお控えください。

ドレスコードの目安
当日の船内新聞でご確認ください。
また、ご予約済みのお客様専用ページ「My Cunard」でも
ご覧いただけます。

※ ガラ・イブニングの回数は泊数で異なります。

ガラ・イブニング

女性： イブニングドレス、カクテル
ドレス、着物など

男性： タキシード、ディナージャ
ケット、ダークスーツにネク
タイなど

スマート・アタイアー

女性： カクテルドレス、スタイリッ
シュなスーツ、ワンピース
など

男性： ジャケットの着用をおすす
めします（ネクタイなしで
も可）

終日航海日・寄港日 乗船日・寄港日・停泊日
ガラ・イブニング

（週に2～3回程度） スマート・アタイアー

www.cunard.jp

お問い合わせ・お申込みキュナード・ワールドクラブ  メンバーシップ特典

キュナードでの初めてのクルーズを終えると、「キュナード・ワールドクラブ」の
シルバーメンバーにお迎えいたします。次回のクルーズから、乗船回数/泊数
に応じて様々な特典をご用意しております。詳細はこちらの「キュナード・ワー
ルドクラブ  メンバーシップ」のご案内をご確認ください ▶

刻々と変化する世界の状況を受け、
当社は衛生と安全の対策における方針や取り組みの内容を随時更新し、
最新の情報をCunard.com（英語）でご案内しております。

お客様と乗組員の健康・安心のために

日本発着クルーズ
2023年春




