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クルーズプラネットが神戸港発着 

チャータークルーズを発表 

2012 年４月出発のザーンダムで実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホーランド・アメリカ・ラインのアジア地区販売代理店である、株式会社クルーズプラネット（本社：東京都渋谷

区 代表取締役社長：小林敦）は、ホーランド・アメリカ・ラインのザーンダム（総トン数 61,396トン）をチャーターし、

神戸港発着でチャータークルーズを実施することを決定しました。ホーランド・アメリカ・ラインのチャータークル

ーズ及び、日本発着のクルーズの設定は、今回が史上初となります。 

当初クルーズプラネットでは、ザーンダムを利用し、船会社の自主運航で、2012 年 4 月 1 日神戸港発着のク

ルーズツアーを設定していましたが、東日本大震災の影響を受け、中止となりました。しかしながら、ホーラン

ド･アメリカ･ライン初となる、日本発着クルーズ実現の為、同社と交渉を重ね、日本マーケットでチャーターして

運航することを決定致しました。 

新しいコースの概略は、以下の通りとなり、当初のスケジュール、旅行代金とは変更になります。 

 

○2012 年 4 月 1 日発 香港・神戸クルーズ 4 泊 5 日（ノンストップ） 

○2012 年 4 月 5 日発 神戸港発着 台湾周遊と長崎・沖縄・奄美クルーズ 10 泊 11 日 

○2012 年 4 月 1 日発 香港発 台湾周遊と長崎・沖縄・奄美クルーズ 14 泊 15 日 

 ※これらの商品は 8 月 18 日（木）からの販売開始となります。 

 

船内には、日本人スタッフの他、当社添乗員も乗船し、お知らせを記載した船内新聞や、お食事のメニューを 

日本語で発行致します。船旅が初めてのお客様にも、安心してお楽しみいただけます。 

ザーンダムは、船内に美術品コレクションやアンティーク家具を配置し、「洋上の美術館」と言われ、豪華客

船にふさわしいスペースを誇ります。またこの度のクルーズでは、海側客室以上は全てバスタブ付で販売致し

ますので、日本のお客様には嬉しい設定となっています。 

詳しいスケジュール、旅行代金については、別紙をご参照ください。   

 

（ザーンダムシップデータ） 

 就航年：2000 年、  船籍：オランダ、 総トン数：61,396 トン、 全長 238m、  乗客定員 1432 名 

 

クルーズプラネットは、創業 139 年の歴史を誇る老舗の船会社、ホーランド・アメリカ・ラインのアジア地区販売

総代理店（GSA）を務めています。当社ではクルーズ業界のリーディングカンパニーとして、常に充実したクル

ーズライフをお客様にご提供できるよう、今後も様々なことにチャレンジしてまいります。 
 

 

本件に関するマスコミからのお問い合わせ先 

株式会社クルーズプラネット 本社仕入企画チーム 広報担当：角井隆尚 

TEL：03-5360-4747  FAX：03-5360-2270 
ホームページ： www.cruiseplanet.co.jp 

 

 



ザーンダム
香港・神戸クルーズ4泊5日　

■クルーズ行程
入港 出港

4月1日 日 17:00
4月2日 月
4月3日 火
4月4日 水
4月5日 木 7:00

■クルーズ代金

■取消料
取消日 取消料

3～4人目クルーズ代金 ¥19,800
港湾税

¥1,000
¥3,800チップ（事前徴収）

¥4,000

¥79,800

¥49,800

ペントハウスベランダスイート

¥39,800

¥298,000
デラックスベランダスイート

一人部屋追加代金 +100％

政府関連税

¥34,800

海側ツインＢ
海側ツインＡ

ベランダスイートＡ

クルーズ代金
内側ツインＢ

ご旅行開始42日～22日前まで クルーズ代金の７５％

ご旅行開始90～64日前まで クルーズ代金の２５％

内側ツインＡ
¥29,800

海側ツインＥ

ご旅行開始21日前以降 クルーズ代金の１００％

海側ツインＤ
海側ツインＣ

ベランダスイートＢ

ご旅行開始63～43日前まで クルーズ代金の５０％

寄港地
香港

終日航海

神戸

終日航海
終日航海



ザーンダム　神戸発着　
台湾周遊と長崎・沖縄・奄美クルーズ11日間 

■旅行日程
日付 入港 出港
4月5日 木 19:30
4月6日 金
4月7日 土 7:00 17:00
4月8日 日
4月9日 月 7:00 17:00

4月10日 火 8:00 17:00
4月11日 水 8:00 16:00
4月12日 木 12:00 23:00
4月13日 金 10:00 19:00
4月14日 土
4月15日 日 7:00

■旅行代金

■取消料

終日航海
花蓮（台湾）
高雄（台湾）
基隆（台湾）

寄港地
神戸（日本）
終日航海
長崎（日本）

那覇（日本）
奄美大島（日本）
終日航海
神戸（日本）

旅行代金
内側ツインＢ ¥152,000
内側ツインＡ ¥168,000
海側ツインＥ ¥185,000
海側ツインＤ ¥193,000
海側ツインＣ ¥198,000
海側ツインＢ ¥208,000
海側ツインＡ ¥218,000
ベランダスイートＢ ¥298,000

一人部屋追加代金 ＋１００％
３～４人目旅行代金

ベランダスイートＡ ¥368,000
デラックスベランダスート ¥698,000

ご旅行開始９０～６４日前まで 旅行代金の２５％

チップ（事前徴収）

ペントハウスベランダスイート ¥1,420,000

港湾税 ¥22,000
政府関連税 ¥2,500

¥9,400

キャンセル日 キャンセル料

¥69,800

ご旅行開始２１日前以降 旅行代金の１００％

ご旅行開始６３～４３日前まで 旅行代金の５０％
ご旅行開始４２～２２日前まで 旅行代金の７５％



ザーンダム
香港発神戸着　台湾周遊と長崎・沖縄・奄美クルーズ14泊15日
■クルーズ行程

日付 入港 出港
4月1日 日 17:00
4月2日 月
4月3日 火
4月4日 水
4月5日 木 7:00 19:30
4月6日 金
4月7日 土 7:00 17:00
4月8日 日
4月9日 月 7:00 17:00

4月10日 火 8:00 17:00
4月11日 水 8:00 16:00
4月12日 木 12:00 23:00
4月13日 金 10:00 19:00
4月14日 土
4月15日 日 7:00

■クルーズ代金

■取消料

ご旅行開始２１日前以降 クルーズ代金の１００％

ご旅行開始９０～６４日前まで クルーズ代金の２５％
ご旅行開始６３～４３日前まで クルーズ代金の５０％

キャンセル日 キャンセル料

ご旅行開始４２～２２日前まで クルーズ代金の７５％

港湾税 ¥26,000

チップ（事前徴収） ¥13,200
政府関連税 ¥3,500

３～４人目クルーズ代金 ¥79,800
一人部屋追加代金 ＋１００％

¥748,000
ペントハウスベランダスイート ¥1,620,000
デラックスベランダスート

ベランダスイートＢ ¥338,000
ベランダスイートＡ ¥408,000

海側ツインＢ ¥238,000
海側ツインＡ ¥248,000

海側ツインＤ ¥223,000
海側ツインＣ ¥228,000

内側ツインＡ ¥188,000
海側ツインＥ ¥215,000

クルーズ代金
内側ツインＢ ¥172,000

寄港地

神戸（日本）
終日航海
長崎（日本）

香港（中国）
終日航海
終日航海
終日航海

終日航海
神戸（日本）

終日航海
花蓮（台湾）
高雄（台湾）
基隆（台湾）
那覇（日本）
奄美大島（日本）


