
写真はすべてイメージです。

QUEEN ELIZABETH

クイーン・エリザベス
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
全長：294m　

歴史と伝統の客船

クイーン・エリザベスで航く

2023年春  4月～5月出発
横浜発着クルーズ／ショートクルーズ

日本人日本人
スタッフスタッフ
 乗船 乗船!!

期間限定のお得な特典
をご用意しております。
是非ご確認ください！

海側バルコニー限定



日次 月日 寄港地 入港時間 出港時間 食事
1 4/19 水 横浜 午後乗船 19：00 夕

2 4/20 木 終日クルージング 朝 昼 夕

3 4/21 金 八代 9：00 16：00 朝 昼 夕

4 4/22 土 福岡 9：00 18：00 朝 昼 夕

5 4/23 日 釜山（韓国） 7：00 18：00 朝 昼 夕

6 4/24 月 終日クルージング 朝 昼 夕

7 4/25 火 金沢　 6：30 18：00 朝 昼 夕

8 4/26 水 秋田 9：00 17：00 朝 昼 夕

9 4/27 木 終日クルージング 朝 昼 夕

10 4/28 金 横浜 午前下船 朝

日次 月日 寄港地 入港時間 出港時間 食事
1 4/28 金 横浜 午後乗船 22：00 夕

2 4/29 土・祝 終日クルージング 朝 昼 夕

3 4/30 日 鹿児島 8：00 18：00 朝 昼 夕

4 5/1 月 終日クルージング 朝 昼 夕

5 5/2 火 釜山（韓国） 7：00 18：00 朝 昼 夕

6 5/3 水・祝 福岡 6：30 22：00 朝 昼 夕

7 5/4 木・祝 長崎 8：00 17：00 朝 昼 夕

8 5/5 金・祝 終日クルージング 朝 昼 夕

9 5/6 土 横浜 午前下船 朝

2023年4月28日（金）～5月6日（土）

ゴールデンウィーク
新緑の九州と韓国 ９日間 Q316

日次 月日 寄港地 入港時間 出港時間 食事
1 5/6 土 横浜 午後乗船 19：00 夕

2 5/7 日 終日クルージング 朝 昼 夕

3 5/8 月 函館 6：00 19：00 朝 昼 夕

4 5/9 火 終日クルージング 朝 昼 夕

5 5/10 水 ウラジオストク（ロシア） 5：00 18：00 朝 昼 夕

6 5/11 木 終日クルージング 朝 昼 夕

7 5/12 金 小樽 6：30 18：00 朝 昼 夕

8 5/13 土 青森 8：00 18：00 朝 昼 夕

9 5/14 日 終日クルージング 朝 昼 夕

10 5/15 月 横浜 午前下船 朝

日次 月日 寄港地 入港時間 出港時間 食事
1 5/15 月 横浜 午後乗船 19：00 夕

2 5/16 火 終日クルージング 朝 昼 夕

3 5/17 水 広島 8：00 20：00 朝 昼 夕

4 5/18 木 終日クルージング 朝 昼 夕

5 5/19 金 釜山（韓国） 7：00 18：00 朝 昼 夕

6 5/20 土 長崎 6：30 18：00 朝 昼 夕

7 5/21 日 油津（宮崎） 8：00 19：00 朝 昼 夕

8 5/22 月 高知 8：00 19：00 朝 昼 夕

9 5/23 火 終日クルージング 朝 昼 夕

10 5/24 水 横浜 午前下船 朝

北海道とウラジオストク
10日間
2023年5月6日（土）～5月15日（月）

Q317

初夏の西日本歴史名所巡り
10日間
2023年5月15日（月）～5月24日（水）

Q318

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
～」を実施。
ビートルズをはじめとするUKポッ
プス＆ロック、英国にゆかりのある
映画など、様々なイベントが体験で
きる特別なコースです。

2023年4月19日（水）～4月28日（金）

新緑の日本周遊と韓国
10日間 Q315

※天候、港湾などの事情により、寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。予めご了承ください。

横浜

小樽

青森

函館

ウラジオストク

長崎

横浜釜山

福岡

鹿児島

横浜釜山

秋田

金沢

福岡

八代

長崎
高知

広島

宮崎

横浜
釜山

テーマクルーズ

少ないお休みで乗船可能！日本を周遊しながら英国を感じる！

日本の歴史・文化に触れてみては！日本から一番近いヨーロッパ、ウラジオストクを訪問！



日次 月日 寄港地 入港時間 出港時間 食事
1 4/23 日 釜山（韓国） 午後乗船 18：00 夕

2 4/24 月 終日クルージング 朝 昼 夕

3 4/25 火 金沢 6：30 18：00 朝 昼 夕

4 4/26 水 秋田 9：00 17：00 朝 昼 夕

5 4/27 木 終日クルージング 朝 昼 夕

6 4/28 金 横浜 午前下船 朝

日次 月日 寄港地 入港時間 出港時間 食事

1 4/19 水 横浜 午後乗船 19：00 夕

2 4/20 木 終日クルージング 朝 昼 夕

3 4/21 金 八代 9：00 16：00 朝 昼 夕

4 4/22 土 福岡 9：00 18：00 朝 昼 夕

5 4/23 日 釜山（韓国） 午前下船 朝

横浜
釜山

福岡

八代

横浜
釜山

秋田

金沢

ショートクルーズ

釜山～横浜 6日間
2023年4月23日（日）～4月28日（金）

Q315B

2023年4月19日（水）～4月23日（日）

ショートクルーズ

横浜～釜山 5日間 Q315A

ロシア極東にある港町ウラジオス
トク。ウラジオストク港はシベリア
鉄道の終点ウラジオストク駅のす
ぐそばです。街中は坂道が多く、
坂道に沿って建ち並ぶ建物はど
れも欧風建築で見応えがありま
す。ロシア正教会ポクロフスキー
聖堂やアンドレイ教会をみるとそ
の壮大さに驚くことでしょう。

国際旅客ターミナルにはたくさんのフェ
リーや大型客船が入港し、賑わっていま
す。釜山の町へ出かけるのもよし、ターミナ
ル内でお買い物を楽しむもよし。ターミナ
ルからは地下鉄1号線の釜山駅が徒歩圏
内で、シャトルバスや市内バス、タクシーもご利用いただけます。日本人観光
客に特に人気の観光スポット南浦洞（ナンポドン）ではショッピングやグルメを
満喫できます。外国人にも人気の高いビーチリゾート海雲台（ヘウンデ）には
高級ホテルが建ち並び、アーチ状の砂浜が約2km広がっています。

釜山

ウラジオストク

1571年開港した長崎港はオランダや中国との
交易で栄え、19世紀には、日本と中国の架け橋
として多くの人の交流の場となりました。2021年
に開港450周年を迎え、今も長崎港にはたくさん
の大型客船が入港しています。モナコ・香港と並
ぶ「世界新三大夜景」であり、神戸・札幌と並ぶ
「日本新三大夜景」スポット長崎の夜景をご堪
能ください。街中を走るかわいいチンチン電車で
観光地を巡ってみてはいかがでしょうか。

長崎

寄港地のご紹介

短いお休みしか取れない方にもオススメ！

※釜山からの帰路、釜山までの往路の航空券は含まれておりません。弊社での手配も可能ですのでお問い合わせください。



コース番号 Q315 Q316 Q317 Q318 Q315A Q315B

出発日・コース名
4/19 

新緑の
日本周遊と韓国

4/28
GW新緑の
九州と韓国

5/6
北海道と

ウラジオストク

5/15
初夏の西日本
歴史名所巡り

4/19
横浜〜釜山

4/23
釜山〜横浜

日程 9泊10日 8泊9日 9泊10日 9泊10日 4泊5日 5泊6日

キャビンタイプ 客室
タイプ

ご利用
レストラン

2名1室利用
（1名1室利用）

2名1室利用
（1名1室利用）

2名1室利用
（1名1室利用）

2名1室利用
（1名1室利用）

2名1室利用
（1名1室利用）

2名1室利用
（1名1室利用）

グランド スイート 
（船体後方6・7F）約128㎡（バルコニー・バスタブ付） Q1

クイーンズ・ 
グリル

¥1,752,000
（¥3,504,000）

¥1,750,000
（¥3,500,000）

¥1,752,000
（¥3,504,000）

¥1,943,000
（¥3,886,000）

設定なし

マスター スイート  
（船体中央7F）約102㎡（バルコニー・バスタブ付） Q2 ¥1,535,000

（¥3,070,000）
¥1,500,000

（¥3,000,000）
¥1,535,000

（¥3,070,000）
¥1,698,000

（¥3,396,000）

ペントハウス
（船体中央4〜6・8F）約47㎡（バルコニー・バスタブ付） Q3 ¥883,000

（¥1,766,000）
¥950,000

（¥1,900,000）
¥883,000

（¥1,766,000）
¥970,000

（¥1,940,000）

ペントハウス
（船体中央7F）約47㎡（バルコニー・バスタブ付） Q4 ¥856,000

（¥1,712,000）
¥900,000

（¥1,800,000）
¥856,000

（¥1,712,000）
¥943,000

（¥1,886,000）

クイーンズ スイート 
（船体後方）約45㎡（バルコニー・バスタブ付） Q5 ¥800,000

（¥1,600,000）
¥830,000

（¥1,660,000）
¥800,000

（¥1,600,000）
¥863,000

（¥1,726,000）

クイーンズ スイート 
（船体前方・後方）約45㎡（バルコニー・バスタブ付） Q6 ¥700,000

（¥1,400,000）
¥720,000

（¥1,440,000）
¥700,000

（¥1,400,000）
¥719,000

（¥1,438,000）

プリンセス スイート  
約31㎡（バルコニー・バスタブ付）

P1
プリンセス・ 

グリル

¥645,000
（¥1,290,000）

¥660,000
（¥1,320,000）

¥645,000
（¥1,290,000）

¥645,000
（¥1,290,000）

P2 ¥600,000
（¥1,200,000）

¥630,000
（¥1,260,000）

¥600,000
（¥1,200,000）

¥600,000
（¥1,200,000）

クラブバルコニー  
約24㎡（バルコニー・バスタブ付）

A1
ブリタニア・ 

クラブ

¥465,000
（¥813,750）

¥490,000
（¥857,500）

¥465,000
（¥813,750）

¥465,000
（¥813,750）

A2 ¥450,000
（¥787,500）

¥470,000
（¥822,500）

¥450,000
（¥787,500）

¥450,000
（¥787,500）

海側バルコニー
約21㎡（バルコニー・シャワー付）

BA

ブリタニア・ 
レストラン

¥352,000
（¥616,000）

¥374,000
（¥654,500）

¥352,000
（¥616,000）

¥352,000
（¥616,000）

¥188,000
（¥329,000）

¥235,000
（¥411,250）

BB ¥342,000
（¥598,500）

¥369,000
（¥645,750）

¥342,000
（¥598,500）

¥342,000
（¥598,500）

¥183,000
（¥320,250）

¥228,000
（¥399,000）

BC ¥338,000
（¥591,500）

¥360,000
（¥630,000）

¥338,000
（¥591,500）

¥338,000
（¥591,500）

¥181,000
（¥316,750）

¥226,000
（¥395,500）

BD ¥336,000
（¥588,000）

¥355,000
（¥621,250）

¥336,000
（¥588,000）

¥336,000
（¥588,000）

¥180,000
（¥315,000）

¥224,000
（¥392,000）

BE ¥331,000
（¥579,250）

¥350,000
（¥612,500）

¥331,000
（¥579,250）

¥331,000
（¥579,250）

¥177,000
（¥309,750）

¥221,000
（¥386,750）

BF ¥325,000
（¥568,750）

¥345,000
（¥603,750）

¥325,000
（¥568,750）

¥325,000
（¥568,750）

¥174,000
（¥304,500）

¥217,000
（¥379,750）

海側バルコニー（視界が遮られます）
約21㎡（バルコニー・シャワー付）

CA ¥320,000
（¥560,000）

¥335,000
（¥586,250）

¥320,000
（¥560,000）

¥320,000
（¥560,000）

設定なし

CB ¥320,000
（¥560,000）

¥330,000
（¥577,500）

¥320,000
（¥560,000）

¥320,000
（¥560,000）

海側
約17㎡（窓・シャワー付）

EB ¥275,000
（¥481,250）

¥300,000
（¥525,000）

¥275,000
（¥481,250）

¥275,000
（¥481,250）

EC ¥270,000
（¥472,500）

¥290,000
（¥507,500）

¥270,000
（¥472,500）

¥270,000
（¥472,500）

EF ¥265,000
（¥463,750）

¥285,000
（¥498,750）

¥265,000
（¥463,750）

¥265,000
（¥463,750）

海側（視界が遮られます）
約17㎡（窓・シャワー付）

FB ¥260,000
（¥455,000）

¥280,000
（¥490,000）

¥260,000
（¥455,000）

¥260,000
（¥455,000）

FC ¥255,000
（¥446,250）

¥275,000
（¥481,250）

¥255,000
（¥446,250）

¥255,000
（¥446,250）

デラックス（内側）
約19㎡（シャワー付）

GA ¥250,000
（¥437,500）

¥270,000
（¥472,500）

¥250,000
（¥437,500）

¥250,000
（¥437,500）

GB ¥245,000
（¥428,750）

¥265,000
（¥463,750）

¥245,000
（¥428,750）

¥245,000
（¥428,750）

GC ¥240,000
（¥420,000）

¥260,000
（¥455,000）

¥240,000
（¥420,000）

¥240,000
（¥420,000）

スタンダード（内側）
約14㎡（シャワー付）

IA ¥235,000
（¥411,250）

¥255,000
（¥446,250）

¥235,000
（¥411,250）

¥235,000
（¥411,250）

ID ¥230,000
（¥402,500）

¥250,000
（¥437,500）

¥230,000
（¥402,500）

¥230,000
（¥402,500）

IE ¥227,000
（¥397,250）

¥245,000
（¥428,750）

¥227,000
（¥397,250）

¥227,000
（¥397,250）

IF ¥225,000
（¥393,750）

¥240,000
（¥420,000）

¥225,000
（¥393,750）

¥225,000
（¥393,750）

租税・手数料および港湾費用〈国際観光旅客税¥1,000含む〉
 （別途申し受けます） ¥16,341 ¥14,896 ¥16,191 ¥16,729 ¥9,135 ¥7,301

・ 上記代金は、2名1室利用時の大人1名あたりの代金、または、2名1室利用部屋を1名で利用した場合の大人1名あたりの代金です（日本円表記）。ただし、1人利用客室の販売数には、制限があります
ので予めご了承ください。予約状況によっては、利用できない場合もあります。予約時にご確認ください。

・ 租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用：1名あたりの代金で、別途申し受けます。※国際観光旅客税は出国1回につき、お一人様¥1,000を徴収いたします。本ページに掲載の対象コース（コース
番号：Q315、Q316、Q317、Q318、Q315A、Q315B）にお申し込みの場合はクルーズ代金にチップ代金が含まれます。（3名1室または4名1室利用時の3人目4人目の方は別途チップを申し受けます）

・ 3名1室または4名1室利用時の3人目4人目の方の代金は正規代金の半額となります。（3名1室、4名1室利用可能なお部屋カテゴリーについては旅行会社／旅行代理店にお問い合わせください。）

2023年 春 
横浜発着クルーズ
ショートクルーズ
旅行代金表

全コース
チップ
込み

海側バルコニー限定
特別プランをご用意
しております

お得なキャンペーン情報は
こちら＞＞＞



客室・ダイニング

クイーンズスイート Q5-Q6 約45㎡

本格的な英国を船内にてご体感いただけます

英国伝統の習慣「アフタヌーン・ティー」
船上での午後のひと時は優雅にアフタヌーン・ティーをどう
ぞ。紅茶とともにスコーンやチョコレートをご堪能ください。

英国王室を身近に感じられる
「英国女王エリザベス2世」の肖像画

ロンドンのウエストエンドを彷彿とさせる
華麗なショータイム

ロイヤル・コート・シアターではミュージカルやダンスショー
をはじめ、コメディアンやマジシャンなどのアーティストが特
別な夜を盛り上げます。

アールデコを現代風にアレンジした
エレガントな内装

洋上最大級の広さを誇るボールルーム
クイーンズ・ルームで生バンドの演奏をバックに社交ダン
スはいかがでしょうか。ダンスホストもおりますので、ダンス
パートナーがいなくても安心してお楽しみいただけます。
※諸般の事情によりダンスホストが不在の場合もございます。

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。

「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。

上記客室は一例です。他にも客室がございますので、詳細はお問い合わせください。

Q1〜Q6のお客様専用ダイニング
クイーンズ・グリル

「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、「グリルクラス」と称しています。グリルクラス グリルクラスの特典

● 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・ドリンクとチョコレート
●  illy（イリー）のコーヒーマシン
●  柔らかいベロアのバスローブとスリッパ

●  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）

クイーンズ・グリルのお客様へ特別サービスのご案内
グランドスイート Q１ 約128㎡ ペントハウス Q3-Q4 約47㎡

P1・P2のお客様専用ダイニング
プリンセス・グリル

プリンセススイート P1-P2 約31㎡

海側バルコニー 約21㎡

海側 約17㎡ スタンダード内側 約14㎡
クラブバルコニー A1 約24㎡

A1・A2のお客様専用ダイニング
ブリタニア・クラブ

ブリタニアクラス

海側バルコニー
〜内側のお客様
専用ダイニング
ブリタニア・
レストラン

心地よい潮風を感じら
れる客室。バルコニー
に面した窓も大きく開
放感があります。

おすすめ
客室



〒108-0071  東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル２階
TEL:03-3567-1202　FAX:03-6447-7155（平日10：00〜17：00　土・日・祝日休業)
総合旅行業務取扱管理者：牧野大輔

03-3567-1202 URL : https://www.travelota.jp/

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所でのお取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

お問い合わせ・資料請求・お申し込み先

tourcenter@vacation-ota.jpE-mail 

旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第366号 JATA正会員

写真はすべてイメージです。

受託販売

旅行条件（要約）　詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前に内容をご確認の上、お申し込みください。
■募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社オーバーシーズ・トラベル／観光庁長官登録
旅行業第366号、以下当社という）が企画・募集し実施する旅行で
あり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契
約を締結することになります。契約の内容・条件は、募集パンフレッ
ト、別途お渡しする確定書面（ご予約確認書）および当社旅行業約
款によります。
■旅行のお申込み
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金をお支払い下

さい。申込金は旅行代金の20％を申し受けます。
●当社は電話・郵便・ファックスなどによる募集型企画旅行の予約

申込を受け付けることがあります。この場合、電話などによる予
約申込から起算して10日以内に申込書と申込金を提出していた
だきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、
申込みはなかったものとして取り扱います。

●残金は、旅行開始日の前日から起算して遡り、90日前までにお
支払いいただきます。

■旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した船代、食事代、船内チップ（※ただし、3名

1室／4名1室の3、4人目の方は別途かかります。）など。
■旅行代金に含まれないもの
●寄港地での観光、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに

伴うチップ、ご自宅から乗船・下船場所までの交通費、宿泊費用、
港湾税、国際観光旅客税等の諸税、クリーニング、電報・電話
料金

■旅程保証
●契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金

をお支払いいたします。ただし､ 次の場合は変更補償金をお支
払いいたしません。天災地変､ 戦乱､ 暴動､ 官公署の命令､ 運

送・宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止､ 当初の運行計
画によらない運送サービスの提供､ 旅行参加者の生命または身
体の安全確保のため必要な措置。なお変更補償金は旅行者1名
に対し、1募集型企画につき旅行代金の15％を限度とします。
また変更補償金が千円未満である時は、変更補償金はお支払い
いたしません。

■取消料等（取消日は旅行出発日の前日から起算します。）
●6泊以下のクルーズに適用される取消料

旅行開始日から
起算して
さかのぼって

75 日前まで 無料
74 日〜 45 日前まで 旅行代金の20％
44 日〜 29 日前まで 旅行代金の50％
28 日〜 15 日前まで 旅行代金の75％
14 日前〜当日・無連絡不参加 旅行代金の100％

●7泊〜30泊のクルーズに適用される取消料

旅行開始日から
起算して
さかのぼって

90 日前まで 無料
89 日〜 61 日前まで 旅行代金の20％
60 日〜 31 日前まで 旅行代金の50％
30 日〜 15 日前まで 旅行代金の75％
14 日前〜当日・無連絡不参加 旅行代金の100％

●お申込みの後、お客様のご都合により取消になる場合、および
旅行代金が所定の期日までに入金がなく、当社が参加をお断り
した場合、旅行代金に対し下記の料率で取消料 （または違約料）
を申し受けます。本クルーズは通常のツアーとは取消料の規定
が異なります。

■お客様に対する責任及び免責事項
●当社は募集型企画旅行約款の履行にあたって、当社の故意又は

過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責
を任じます。なお、お手荷物の場合にはお1人最高15万円を限
度とします。また、お客様が以下の事由により損害を受けられ
た場合は、賠償の責を負いません。（a）天災地変・戦乱・暴動又は、
これらのために生じる旅行日程の変更もしくは、旅行の中止。（b）
運送・宿泊機関の事故もしくは火災又は、これらのために生じる
旅行日程の変更もしくは旅行の中止。（c）官公署の命令又は伝
染病による隔離。（d）自由行動中の事故。（e）食中毒。（f）盗難。

（g）運送機関の遅延、不通又はこれらによって生じる旅行日程の
変更もしくは、目的地滞在の短縮。

■確定書面（最終日程表）
●確定された最終日程表は、旅行開始日の7日前までに交付いた

します。
■特別補償
●当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特

別補償規定で定めるところにより、お客様の旅行参加中にその
生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害補償について、
あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いいたします。
ただし、お客様の故意、酒酔い運転または危険な運動中の事故
によるものであるときは、上記の補償金・見舞金はお支払いいた
しません。

■この旅行条件の基準日は2022年1月31日です。 
■個人情報の取り扱いについて
●個人データ第三者への提供当社は、お申込みいただいた旅行の

手配の為に、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様
の氏名、年齢、住所、電話番号、婚姻の有無、旅行中の緊急
連絡先、及び生年月日等の個人情報を予め郵便、電子的方法
等で送付することによって提供いたします。 

※天候、港湾などの事情により寄港地、日時、ルート等は変更になる場合があります。

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）
※車いす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
・固形石鹸、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。予めご了承ください。
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. 船内イベントやショーの時間と場所、各施設の営業時間は
　 どこで確認できますか？

A. お部屋にお届けされる船内新聞にてご案内しております。なお、日本発着コー
スでは日本語の船内新聞もご用意しております。

Q. 喫煙はできますか？
A. 電子タバコを含め、全客室内（バルコニー含む）は全面禁煙です。指定された
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（葉巻のみ）　・デッキ3とデッキ10右舷

Q. 洗濯はどこでできますか？
A. ご自身での洗濯は、客室の各フロアにランドリーがございますのでご利用い
ただけます。また、ランドリーサービス（有料）をご希望の際はルームスチュワー
ドにお申し付けください。

Q. 体調不良になった場合はどうしたらよいですか？
A. お体の調子が悪いときはパーサーズ・オフィスにご連絡ください。船内に医療
センターがございます。営業時間は船内新聞をご確認ください（緊急時は24時
間対応）。診察は英語で行われることがございますので、持病にご心配のある方、
常用薬をお持ちの方は英文処方箋やお薬手帳を乗船前にご用意していただくこ
とをおすすめいたします。診療は有料となりますので、治療費が高額になる場
合がございます。万一の場合に備えて、海外旅行傷害保険へのご加入をおすす
めいたします。

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。

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）

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

ガラ・イブニング スマート・アタイアー

終日航海日・寄港日
ガラ・イブニング

（週に2〜3回程度）
乗船日・寄港日・停泊日
スマート・アタイアー

※ガラ・イブニングの回数は泊
数で異なります。


