第２８８５回

２０１３年３月２１日

本日の卓話者ご紹介
㈱ JTB 法人東京・法人営業神奈川西支店
支店長 小 林
昭 会員

卓 話
クルーズの魅力・楽しみ方について
㈱ JTB 法人東京・法人営業神奈川西支店
支 店 長 小
林
昭
●「クルーズ」の定義
広辞苑で引くと「周遊船旅行」
。なんかこれじゃ全然魅力を
感じませんね…。最近は良くクルーズって聞きますが、日本
でクルーズが普及し始めたのは結構新しくて 1989 年（平成元
年）がクルーズ元年と言われています。この時期を境に日本
船籍のクルーズ船もいくつか出てきました。代表的なところ
ですと、飛鳥１ですとか、にっぽん丸、ふじまる等がそうです。
●クルーズの魅力
クルーズの好きな人や経験のある人は、こんなところに魅
力を感じます。
まず１つ目として、船そのものがデスティネーション（目
的地）の一つである。イメージとして客船ターミナルやきれ
いな港に豪華客船がいれば乗ってみたいと思いますよね…。
たまに横浜の客船ターミナルに大型船が着岸してると、かな
り目立ちますよね…。クルーズ客船が飛行機や列車、バスと
は根本的に異なるのはそこが「快適な滞在空間」であること
であり「洋上のリゾート」と言っても過言ではないと思います。
そして最近の客船は大型化しており、アミューズメント化し
ています。船によってはカジノはもちろんシアターやショッ
ピングアーケード、アイススケートリンクやサーフィンプー
ル、遊園地まで備えた船も出てきました。乗船したらそこが
目的地の一つであると言われるのが、こんなところからもう
かがえます。船で行くではなく、まず船に行くのがクルーズ
だと思います。
２つ目としては「旅の煩わしさ皆無の手ぶらの世界」と言
うことですね…。通常の旅行では都市が変わるごとスーツケー
スの荷造りをし直し、飛行機に乗る場合は１時間も２時間も
はやく余裕を持ち空港へ行かなければなりません。しかしク
ルーズでは乗船して船室で荷ほどきをしたら、下船するまで
手ぶらの休日を楽しめるということです。又、陸上の周遊旅
行のように重いスーツケースを引きずりながら、盗難に気を

グランドホテル神奈中

週報第２８８５

付けながら移動する煩わしさから解放されます。寄港地での観
光も身軽に楽しめることや、外国港での上陸はトランジット扱いに
なるのでパスポートは船に預けたままで上陸 OK がほとんどです。
その他、日本船籍の船の場合は、ご自宅から船に宅急便を
出せばご自身の部屋まで宅配も OK です。家から手ぶらで OK
の旅行って良いですよね…。シニアに人気があるのもこんな
ところもあると思います。
３つ目としては「寄港地は向こうからやって来る」と言う
ことです。飛行機や列車、バスの旅は目的地に向かって移動
しているという実感がありますが、クルーズは滞在実感はあっ
ても、移動していることに気付かないことが多く、言い換え
れば移動に伴う疲労がほとんどないと言うことです。
「洋上の
リゾートホテル」で暮らしているうちに、島や陸地が向こう
から接近してくるように感じるのがクルーズです。広々とし
た空間ですのでエコノミー症候群等とは無縁ですし、少々足
腰に自信のないご年配やハンデキャッパーの方でも、移動の
疲れを知らないまま大移動が可能です。
４つ目は万全のセキュリティー態勢が引かれ安心・安全が
確保されると言うことです。乗船／下船の際は、穏やかな雰
囲気ながら厳格な搭乗者チェックが行われ、不審な人物や関
係者以外の乗船は厳しく規制されています。テロや伝染病
などの危険が予測される地域への航行は、事前情報を的確に
分析してコースや日程を適宜、変更もしますし、低気圧の接
近や気象状況には敏感に対応して、最も安全で安定したルー
トを航行します。それから乗船するとＩＤ変わりのパッセン
ジャーパスが発行され、このパスが身分証明書とクレジット
カードの役割をします。したがって船内はキャッシュレスで
貴重品を携帯する必要がありません。
ただ一つ面倒なのがポートドリルです。ポートドリルとは
救命艇訓練のことで、出港後 24 時間以内に乗船者全員に義務
付けられている避難訓練です。私は以前、参加しなくてもバ
レないだろうと、たかをくくり部屋に隠れて仕事をしていま
したが、みごとにバレ大目玉を食らったことがあります。も
しこれからクルーズに参加される方がいましたら必ずバレますの
で気を付けて下さい。
余談ですが、私がクルーズで一番すきな時間は早朝です。朝、
目が覚め洋上での早朝食は本当に気分良いです。又、日本船籍の
船ではサンセット大浴場も良いですね…。
●クルーズで良くある質問
◆船酔しませんか？
クルーズ（船旅）と聞いて船酔いを心配する人は、過去の
経験でフェリーや釣り船などで船酔いを経験された方が多い
と思います。フェリーはＡ地点からＢ地点へ定時で運行する
事を原則にしている交通手段で、揺れないよう航行するより
も定時に入港する事を優先している事。釣り船は客船とは比
較にならないほど小さいので言うまでもなく、波の影響を大
きく受けます。現在のクルーズ客船は、最も揺れない海域に
配船するようにスケジュールを組み、さらに最も揺れないと
される航海速度：だいたい 18 ノット位で航行し揺れを最小限
に抑えるようにしています。ちなみに１ノットとは 1.852 キ
ロ、18 ノット＝ 33 キロ。又、現在のクルーズ客船は、横揺
れをコンピューターで制御するフィン・スタビライザーが付
いていますので、横揺れについてはほとんど感じなくなって
います。ちなみにこのフィンスタビライザーは日本人の発明
のものです。縦揺れについてはなるべく大きな船に乗ること
が重要です。その他、最悪の場合はクルーズドクターを訪ね

＜出席報告＞
本 日 3月21日 会員数 64名 対象者 58名 出席者 46(41)名 出席率 73.02％
前々回 3月 7日 会員数 62名 対象者 56名 出席者 47(42)名 出席率 77.05％ MUP 3名 計 50名 修正率 81.97％

て下さい。私も船は弱いほうですが、クルーズではまだ１回
も船酔いは経験していません。
◆退屈しませんか？
未経験の方はそう考える人もいますが、全く心配はいりま
せん。机上にクルーズの１日の例を置きましたが、ご覧の通
りとても消化できない程のアクティビティーがあります。又、
寄港地ではエクスカーションもありますので、むしろ船によっ
てはわざとゆっくりしてもらえる時間を作る為に、ノーアクティ
ビテーＤＡＹを作る程です。
◆高いのでは？
イメージはクルーズ（船旅）＝高額と思っている人もいる
ようですが、これはマスコミが悪いですね…。ＴＶ等ではや
たら豪華とか世界一周でスイートルーム 1000 万とかやってま
すが、こんなのは極端なケースで、日本船籍の１泊２日のク
ルーズ料金は一人当たり４. ５万です。
高級旅館やスイートルー
ム並みの料金です。又、多くのお客様に理解されていないの
はクルーズ料金の内容です。アルコールは除きますが乗船し
てから下船するまでの食事代１日３食及びスナック／ミット
ナイト・ビュッフェ／早朝食・宿泊費・パーティー参加費・
映画やライブショーなどのエンターテイメント費・カルチャー
教室受講料・ジムやプール等のスポーツファシリティー費・
その他移動費これらが全部入ってます。計算してもらえれば、
かなりコストパフォマンスが高いことを実感してもらえると
思います。
それから船には日本の旅行のようにシーズナリティーがほ
とんどありませんのでＧＷや夏のお盆の時期、年末年始等は
かなりお得だと思います。今日お持ちしております小笠原ク
ルーズでＧＷ、６日間でボトム料金は 20 万前半からですので、
かなりお得だと思います。通常この時期に飛行機で旅行をす
れば、ほとんどノーマル料金で航空運賃だけで７、８万はす
ぐだと思います。この後クルーズのカテゴリー分けをします
が。安いカジュアル船では１日当たり 100 ＄前後のクルーズ
もあります。
●クルーズ船のカテゴリー分け
大きく分けると３つ、小さく分けると５つになります。
◆一番下のクラスでカジュアルクラス
机上のコピーをご覧ください。全クルーズ乗船客数の 85％
がこれです。このクラスの船はファミリーの需要から熟年の
需要まで気軽に楽しむタイプです。ロイヤルカリビアンやス
タークルーズが代表的です。この２つには私も乗りました。
料金的には１日当たり 100 ＄前後の格安クルーズです。日数
は３〜７日間ほどです。カリブ海クルーズやアジアクルーズ
が主流です。乗客定員は 2000 名を超す７万トン以上の船が多
いです。ちなみに最大の船はロイヤルカリビアンの 22 万トン・
5400 名乗りです。全長 361 メートル・幅 63 メートル・15 階建・
2700 室です。この船には遊園地もあります。先ほど揺れの話を
しましたけど、これじゃー揺れるわけないですよね…。
◆その次のプレミアムクラス
私がみなさんに乗ってほしいクラスです。全クルーズ乗客
数の 10％。熟年層やリタイヤしたカップル・ハンムーン等は
主流になってきます。日本人に人気なのがプリンセスクルー
ズです。料金的には１日当たり 200 ＄を超すクルーズ料金で、
日数は７日から２週間前後です。初夏のアラスカ沿岸クルー
ズやパナマ運河を通過するクルーズなどがあります。乗客定
員は 500 名〜 3000 名位まで様々な船があります。主流は 10
万トンの船です。
◆その上のラグジュアリークラス
ワールドクルーズや２週間から３か月以上に及ぶロングク
ルーズの設定が多いです。乗組員一人当たりの乗船客数は２
名以下ですので、お客様２名に対して１名の乗組員と考えて
下さい。１日当たり 350 ＄から 400 ＄以上です。このクラス
になるとドレスコード等もうるさくなり、クルーズ大好きの裕
福なリピーター向けとなります。
以上が３つの分け方ですが、この上のクラスに特殊ではあ
りますが小型の豪華船でブティッククラスというクラスもあ
ります。１万トン前後で１日当たり 600 ＄以上のクルーズで
す。その他、邦船は又違ったカテゴリーに属しています。近
いカテゴリーとしてはプレミアムクラスに近いと思います。
具体的な船としては、日本船籍で一番豪華と言われている
飛鳥Ⅱや、リニュアルしてまだ新しい美食船と呼ばれている
やや小型のにっぽん丸・他ぱしふっくびいなす・や命名が石
原伸太郎さんのふじ丸等があります。特徴は日本船籍ではあ
りますが外国人スタッフも乗船しています。そしてノーチッ
プ性であることや展望風呂・大浴場があったり日本食が充実
していたりとか、和のサービスが受けられます。初めてのク
ルーズや１人旅とかでも安心して楽しめます。但し、外国船
と比べると内容的にはやや割高です。
以上がカテゴリー分けとなります。ちょっと時間がありそ
うなので、キャビン（船室）のグレード分けを簡単に説明し
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ておきます。下から、インサイドキャビン（窓無）それから
スタンダードキャビン：これには〇窓付きや大型窓付きなど
です。それからデラックスキャビン（バルコニー付き）など
それからスィートだいたいこんな感じです。船により更に細
かく分かれているものもあります。船の中のエンターテイメ
ントは充実してますので船室は寝るところと考えればインサ
イドでも良いかと思います。価値観の問題ですが…。
●私の個人的なおすすめクルーズコース
国内であれば船でしか行けない、世界遺産の小笠原クルー
ズです。現在は竹芝から出ている、定期船でしか行く方法が
なく、かなり長く船に乗ることを考えれば絶対クルーズ船で
の小笠原行がおすすめです。さきほどＧＷのパシフックビー
ナスの話をしましたが、今、国内では人気 NO １だと思います。
日本船籍の船がこぞってこの方面へクルーズを出しておりま
す。
その他国内クルーズとしては、
初夏の北海道（利尻・礼文コー
ス）や東北の夏祭りを絡めたコースや海上花火を絡めた１ナ
イトクルーズあたりがおすすめです。
海外クルーズではアラスカの氷河クルーズやカリブ海ク
ルーズ等がおすすめです。アラスカの氷河クルーズとかは船
でしか入って行けませんし、運よく氷河が崩れるところが見
られれば最高ですね。ここにいらっしゃる社長の皆さんで日
頃奥様孝行ができていない方がいらっしゃればクルーズは最
高のプレゼントになりますよ…。又、不仲でそろそろやばい
と感じている方がいましたら２人きりの世界がそこにはあり
ます。是非とも私にご相談ください。ちなみ先程お話しまし
たＧＷの小笠原クルーズはまだ若干空きがあるようです。
以上で卓話を終わります。

＜委員会報告＞
＜委員会報告＞
職業奉仕委員会 委員長 片野之万会員
４/18（木）の企業訪問参加締切りは本日までです。早めに
お申込ください。
友好クラブ委員会 委員長 吉柳恵子会員
花巻ロータリークラブ表敬訪問、ご案内を本日お配りしま
した。
日
程：５/12（日）〜 14（火） ２泊３日
お申込締切：４/ ４（木）
皆様のご参加お待ちしております。
＜会長報告＞
＜会長報告＞
◎大磯ロータリークラブ創立 46 周年記念例会および、いわき
鹿島ロータリークラブ創立 11 周年合同例会
日 時：４/13（土） 12：30 〜 14：00
場 所：大磯プリンスホテル パティオ
＊昨年、
「福島県いわき市立江名小学校、永崎小学校復興支
援プロジェクト」として当クラブ会員皆様からもご寄付
をいただきました。そしてこの度、提唱された大磯ＲＣ
といわき鹿島ＲＣは、この記念例会日に姉妹クラブ締結
をされるそうです。
＜幹事報告＞
＜幹事報告＞
◎今回ロータリー財団への寄付へご
協力いただいた会員のなかで、３
名がポール・ハリス・フェローと
なり表彰状とピンバッジが届きま
した。
（小野 学、宅野順彦、福山 駿会員）
Ｐ・Ｈ・Ｆの表彰
◎次年度について
本日、会務分担表おくばりしました。また理事・役員・各
委員長には、活動計画書に載せます『活動計画（案）
』のご
提出を同封しました。締切は４/25（木）までとさせていた
だきます。併せて皆様のご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。
＜メークアップ＞
＜メ ー ク ア ッ プ＞ ３名
青山紀美代、江藤博一、鶴井雄仁
＜ゲスト・ビジター＞
＜ゲスト・ビ ジ タ ー ＞

０名

＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

18 名

会員

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞
４月 ４日（木） 会員卓話 小笠原 勲会員
１１日（木） 入会記念卓話 原田伊三郎会員（予定）
１８日（木） 企業訪問
山崎製パン横浜第一工場見学ほか
２５日（木） クラブ研修委員会 升水一義委員長
＜市 内 例 会 変
＜市内例会変更＞

金谷浩史

更＞ ＊現在ございません
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