
 

 

 

 

 

ゴールデンウィーク 

 
  

 
 

今年のゴールデンウィークはのべ 15 隻の客船が横浜港に寄港し

ます。市民から絶大な人気を誇るクイーン・エリザベスが３年ぶり

に寄港し、４月 27 日には日本初となる外国客船の４隻同時着岸が

実現するなど、見どころも満載です。 

そこで、市民の方に港や客船に親しんでいただくため、ゴールデ

ンウィークを中心に、市民向けの客船見学会を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クイーン・エリザベス 船内見学会 

毎回市民から大人気の船内見学会。今回は「憧れの豪華客船」の代名詞ともいえる、クイーン・エリザベス

が舞台です。運航するキュナード・ラインの協力により、大黒ふ頭客船ターミナルグランドオープン記念とし

て、市民向けの船内見学会を実施します。 

（詳細は別添１を参照） 

日   時 平成 31 年４月 28 日（日）及び５月５日（日・祝） 

午後 14 時～15 時（予定） 

募集人数  各日 47 人（応募者多数の場合抽選） 

対  象 市内在住で、当日まで有効な運転免許証又はパスポート 

を所持の人（乳児や子ども含む）。 

申  込 事務局(別添１)へ往復はがきで。3/15（金）消印有効 

平成 31 年 2 月 21 日 
港湾局客船事業推進課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

 

2018 年４月 28 日３隻同時着岸の様子 

大黒ふ頭客船見学会 
クイーン・エリザベス、ＭＳＣスプレンディダ及びアザマラ・クエスト着岸日に、10 年ぶりとなる岸壁での

客船見学会を実施します。大黒ふ頭客船見学会では、「スカイウォーク」からも客船を見学できます。 

[詳細は２月下旬から港湾局ホームページに掲載予定] 

※大黒ふ頭には見学者用駐車場はありません。見学をご希望の場合は本見学会へお申し込みください。 

なお、4/27、28、5/5 には、当日申込制で本牧ふ頭からの客船見学会も実施予定です。 

実 施 日 平成 31 年４月 19 日（日）、27 日（土）、28 日（日）、５月５日（日）、６日（月・休）各日 2000～

5000 人程度募集。 [３月 11 日受付開始。詳細は２月下旬から HP で]（応募者多数の場合抽選。二次募集は先着。） 

見学方法 集合場所（山下ふ頭）から専用バスで大黒ふ頭へ移動し、大黒ふ頭客船ターミナル隣接特設会場及

びスカイウォークから見学。集合場所まで専用バスで戻り解散。 

費  用 1,500 円 (２歳以上一律) 

詳  細  港湾局ホームページ http://www.city.yokohama.jp/kowan/cruise/kengaku/  

問合せ専用窓口 TEL：045-479-4658 受付時間：9:00～17:00（土日祝日は除く）        

申込期間 一次募集（抽選）：３月 11 日（月）から 18 日（月）/二次募集（先着）：４月 1 日（日）から  

ロイヤルコートシアター 

写真提供：キュナード・ライン 

市民向け 
事前申込制 

市民向け 
事前申込制 

【裏面あり】 



●ゴールデンウィーク期間４月 27 日（土）～５月６日（月・休）客船入港予定一覧  

 ※４月 27 日、５月６日は３ふ頭に 4 隻同時着岸！ 

 
【報道関係者の方へ】 

※申込みをされる方の混乱を防ぐため、本発表の見学会を取り上げていただく際は、別添詳細資料に記載

の港湾局ホームページの URL（http://www.city.yokohama.jp/kowan/cruise/kengaku/）か、応募方法を

漏れなくご記載いただくようお願いいたします。また、大黒ふ頭には見学者用の駐車場がないこともご

記載いただけますよう、ご協力お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大さん橋ふ頭 山下ふ頭 大黒ふ頭 

４月 27 日 

（土） 

ダイヤモンド・プリンセス 

入港 ６:30  出港 17:00 

前港 宮古 >>> 次港 プサン 

ノルウェージャン・ジュエル 

入港 ８:00   出港 17:00 

前港 清水 >>> 次港 神戸 

MSC スプレンディダ 

入港 26 日 7:00 

出港 27 日 17:00 

前港 鹿児島>>> 次港 大阪 

アザマラ・クエスト 

入港 7:00 出港 18:00 

前港 清水 >>> 次港 函館 

４月 28 日 

（日） 

ウェステルダム 

入港 7:00  出港 20:00 

前港 青森 >>> 次港 室蘭 

— 

クイーン・エリザベス 

入港 6:30  出港 18:00 

前港 八代 >>> 次港 広島 

4 月 30 日 

（火） 

ぱしふぃっくびいなす 

入港 7:00  出港 20:00 

前港 青森 >>> 次港 室蘭 

— — 

５月 2 日 

（木） 

ダイヤモンド・プリンセス 

入港 ６:30  出港 17:00 

前港 長崎 >>> 次港 プサン 

— — 

５月５日 

（日・祝） 

 

コスタ・ネオロマンチカ 

入港 8:00  出港 1５:00 

前港 細島 >>> 次港 大阪 

ノルウェージャン・ジュエル 

入港 ８:00   出港 17:00 

前港 ｷｰﾙﾝ >>> 次港 小樽 

クイーン・エリザベス 

入港 6:30  出港 18:00 

前港 長崎 >>> 次港 青森 

５月６日 

（月・休） 

 

飛鳥Ⅱ 

入港 7:00  出港 17:00 

前港 ｸﾞｱﾑ>>> 次港常陸那珂 

スター・レジェンド 

入港 7:00  出港 18:00 

前港 清水 >>>  次港 宮古 

MSC スプレンディダ 

入港 9:00  出港 18:00 

前港 大阪 >>> 次港 函館 

にっぽん丸 

入港 9:00  出港 未定 

前港 久慈 >>> 次港 未定 

お問合せ先 

（船内見学会について）港湾局客船事業推進課担当課長 鹿志村 兼貴  Tel 045-671-3870 

（大黒ふ頭客船ﾀｰﾐﾅﾙ・ｽｶｲｳｫｰｸについて）港湾局賑わい振興課担当課長 蝦名 隆元 Tel 045-671-2885 

（その他について）  港湾局客船事業推進課長    林 総      Tel 045-671-7237 

 

① 大黒ふ頭客船ターミナル及びスカイウォーク 内覧会 
３月下旬頃に大黒ふ頭客船ターミナル及びスカイウォークのメディア向け内覧会を予定しています。日程

等詳細については後日改めてお知らせします。 

② 客船クイーン・エリザベス 歓迎セレモニー 
クイーン・エリザベスの 2019 年初回寄港日（4 月 19 日（金））に、大黒ふ頭客船ターミナルのこけら落と

しを兼ねて、歓迎セレモニーを実施します。セレモニー後には船内見学を行います。当日の取材をご希望の

方は事前申し込みが必要です。詳細については 3 月上旬に改めてお知らせします。 

メディア対象 
事前申込制 予 告 



クイーン・エリザベス 船内見学会 詳細 

開 催 日 時 

① 2019 年４月 28 日（日） 

② 2019 年５月５日（日・祝） 

【受付】12：15～12：45 （中区内の集合場所にて受付） 

【見学】14:00～15:00（予定） ※グループ単位（25 人程度×2 グループ）で見学 

【解散】15:30 頃（予定）（専用バスで中区内に戻り解散） 

会 場 

大黒ふ頭客船ターミナル停泊中の客船「クイーン・エリザベス」内 

※中区内の集合場所で受付。専用バスで大黒ふ頭へ移動。見学後中区内に専用バスで

移動し解散。集合場所等詳細は当選通知に記載。 

対 象 者 

・横浜市内在住者 

・見学当日まで有効なパスポート又は運転免許証(運転経歴証明書も可)をお持ちの方

（乳幼児やお子さまも同様にパスポートが必要です。） 

募 集 人 数 各日47名（応募多数の場合は抽選）※乳幼児も１人とします 

応 募 方 法 

往復はがき往信面に（１）～（５）の必要事項を記入し、裏面に記載の事務局へ送付 

（１）行事名（「市民船内見学会」と明記） 

（２）希望日 

（３）参加人数（１人または２人） 

（４）参加者全員の氏名(ローマ字)・国籍・生年月日(西暦)・住所・電話番号 

(日中連絡のとれる電話番号)、パスポート又は運転免許証（又は運転経歴証明書）の

種類・番号(乳幼児でも必要) 

（５）返信面に返信先（代表者住所・氏名） 

※応募は、１人１通までとし、応募者１人につき２人まで応募可能です。 

（実施日両方の応募は不可、重複応募の場合無効となります。） 

※乗船者名簿を事前に船側へ提出するため、当選後の参加者の変更はできません。 

※外国船のため見学乗船の場合でもパスポートによる本人確認が必要ですが、船会社

の協力により、今回は特別に運転免許証による本人確認も可となっています。 

※船側より有効と認められている身分証明書である「パスポート又は運転免許証」 

以外の身分証明書(保険証、マイナンバーカード、住基カード等)は不可となります。 

※参加者はキュナードメールマガジン会員に登録が必要です。 

募 集 締 切 
平成31年３月15日(金) 消印有効 

※当落結果は３月下旬に代表者あてに、当選は封書、落選は往復はがき返信面で送付 

注 意 事 項 

・見学会は、客船入出港状況等によって、変更・中止となる場合もあります。 

・20 歳未満（未成年者）のみでの参加はできません。 

・車椅子利用者は付添人（参加人数に含まれます）が同伴し、当日は車椅子を持参し

てください。 

・船内ではベビーカーは使用できません。 

・見学会当日は、記入した「身分証明書」原本が必要です。 

・保安上の理由により、乗船の際にはパスポート又は運転免許証をお預かりします。 

・御応募いただいた際の個人情報は、条例に基づき適切に取り扱い、今回の船内見学

会以外の目的では利用いたしません。 

そ の 他 
市民船内見学会については、港湾局ホームページでも御確認いただけます。 
http://www.city.yokohama.lg.jp/kowan/cruise/kengaku/ 横浜港 客船見学会 検索 

別添 1 

【裏面あり】 



応 募 ・   

問 合 せ 先 

見学会事務局（株式会社旭広告社内） 市民船内見学会係 

〒231-0014 横浜市中区常盤町２－19 

TEL：045-663-7267 FAX：045-681-2695  受付時間：９:00～17:00（土日祝日は除く） 

 

※なお、鶴見区民枠として、鶴見区役所が別途区民を対象に各日３人を募集しています。 

（本募集との重複応募可能。） 
このため、見学会は各日合計 50 人で実施します。 

 
＜参考＞ 
○「クイーン・エリザベス」の概要 

総トン数 
全長 
全幅 
乗客定員 
就航 
船籍 
運航会社 

90,900 トン 
294.00ｍ 
32.25ｍ 
2,081 名 
平成 22 年 10 月 
バミューダ 
キュナード・ライン 

 
 
○クルーズ概要【ゴールデンウィーク・クルーズ８日間】 

横浜港入港・出港予定日時 平成 31 年４月 28 日（日）６時 30 分入港／18 時 00 分出港 

横浜港入港・出港予定日時 平成 31 年５月５日（日） ６時 30 分入港／18 時 00 分出港 

寄港ルート 横浜（4/28）→広島（4/30）→釜山（5/2）→長崎（5/3）→横浜 5/5） 

 

 
グランド・ロビー  写真提供：キュナード・ライン 

 

                      ロイヤルコートシアター 写真提供：キュナード・ライン 

写真提供：キュナード・ライン 


