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最　盛

★ホーランドアメリカライン初の日本発着クルーズ。ラクラクの

神戸港発着で、本格的プレミアム船に乗船（1泊約1．6万円～）

★今回の目的地は、台湾と南西諸島。豊かな自然と文化を
持つ島々を巡る、クルーズならではのコースです。

★出港は、神戸港ポートターミナルから。神戸空港にも近く、

遠方のお客様にも便利なアクセスです。

T別途必要代金／
○港湾税：22．000円
○政府関連税2，500円
○船内チップ（事前徴収）9．400円

■食事条件／船30回

■涛乗員／同行
（神戸港乗船時から神戸港帰着まで）

■最少催行人員／2名

■本コースは、「日本出国時および帰国時に船舶を利用する旅行」
に適用される取消料条件となります。

キ ヤ 二／ セ 」レ 料 �から起算して さかのぼって � � 

■ホーランド・アメリカラインの船舶燃油サーチャージは廃止（基準日8月1日）されておりますが、今後
原油価格の変動に伴い、追加で徴収させていただく場合がございます。

このクルースでは、海側以上の客室に限り、ご利用いただく客室の位置をリクエストすることができます。

但し、先着順となりますので、ご希望に漆いかねる場合もございます8お申込み時にお問い合わせください。

◆旅行日程
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神戸　　　　　　　　午後、神戸港ポートターミナルにて、ザーンダム乗船手続き

台湾周遊と長崎・沖掛奄美クルーズ
1930　神戸港ポートターミナル出港。　己船内泊】○窃認

終日クルーズ　　　　　　　　已船内泊】窃田認

07－00　長崎入港。

3憲　長崎　　　讐賢覧慧㌶く蒜語など、見所が多い

百三百一　　」　－Z三9g二一諾浩ズ　＿＿　…慧害…喜；芸冨冨

5％ア　花劃台湾）　諾監禁罷アロコ渓谷を訪問するOP”－を

17：00　花蓮出港。　　　　　　　　　E船内泊ヨ窃窃窃

6畳P毒高雄（台湾）蓋嘉羞憲渠詳詣漂評議
17：00　高雄出湾。　　　　　　　　　巨船内治】認認田

7懲　基隆（台湾）　悪賢警諾謎宗諾狩だ讃警博物館
16：00　茎隆出港。　　　　　　　　　監船内泊ヨ窃窃惣

8誓∵温本島）　芳賀宗諾要語鷲だ蓋訝「沖楷ら鰍族軋
23：00　那案出澄。　　　　　　　　【船内泊】田田領

9竃戸呈誤大島）　芸警雷警ではの大目郡独特の文化が残る
19．00　名瀬出港。　　　　　　　　　E船内泊】8彷顎

岨　－＿＿＿＿＿　　＿華甲二塑二三・・・・・・．一・・．＿」±王立塁塁遷

11等戸　神戸　07‥00誓忘発話窟蒜左ご覧寂港。　一望に封コ

◆旅行代金（大人お一人様・2名様1室利用）

客室タイプ �賀ソ＿ � � 

内側A（L・K・J・け �168，000円 
（シャワー一付） 

海側E（HH・DD） （バスタブ付） �185，000円 

※視界が遮られます。 

海側D（什G） �193，000円 
（丸窓・バスタブ付） 

海側C（FF・FEE） �198，000円 
（バスタブ付） 

海側B（E・DA・ロ） �208，000円 
（バスタブ付） 

3・4人目旅行代金
※客室タイプ問わず（同額）

69，800円

客室タイプ � � � � � 
零＿ゴ苦萱汚 �九紹 �築 � 

海側A　（C） �218，000円 
（バスタブ付）※一部視界が 

ベランダスイートA �368，000円 

（B・AA・A） 

（バルコニーtバスタブ付） 

デラックス �698，000円 
ベランダスイート 
（パルコ二一・バスタブ付） 

ペントハウス　、 �1，420，000円 
ベランダスイート 
（ノてルコ二一・バスタブ付） 

1部屋を1名様でご利用の場合、
上記代金の100％増しとなります。



とっぷり満喫できるお得なクル「ズ

・成田、羽乱新千歳、中部、関西発

空路、直行便にて香港へ。
・福岡発、空路経由便にて香港へ。

【ホテル泊】□00
午前、ホテルをチェックアウト、港へ。

午後、ザーンダム乗船手続き。

香港出港。香港の素晴らしい出港風景をお楽しみく

17：DO　ださい。

終日クルーズ

終日クルーズ

終日クルーズ

日　神戸　　0700　神戸港ポートターミナルに入港。
本　　　　　　　　　着後、入国・通関の後、解散。

【船内泊】証帽凱遜

【船内泊】窃憫針田

【船内泊】田田窃

【船内泊】暖相計這

四〇〇

◆旅行代金（大人お一人様・2名様1室利用）（）内の代金は、お一人部屋追加代金となります。

宣＿ランけ粥や．う．…▼
タル如ズの特緻

＊6万トンの、おもてなしが行き届く大きさ
船内には、広さを惜しみなく利用したパプリッえネ】ペースを
用意する一方、お客様に十分サービスが行き届く、程度い
サイズの中型客船ザーンダムを利用し辛ず挙

＊美術品が配置された優雅なスペニス

美術館。デッキチェアが置かれ、チーク材を使ったフ
デッキは、古き良き客船の時代を思い起こさせます。

＊多彩な食の選択肢をご用意

熟練のウェイター2名による、丁寧なサービスを受け
られるメインダイニングでは、コースのお食事を、
また、ビュッフェスタイルのリドレストランでは、気軽な

雰囲気で、お好きなお料理をお好きなだけお召し

転よがりください0

ザーンダム・船内アトリウム

★通常、長期のクルーズが多い、ホーランドアメリカラインのクルーズを
4泊で楽しめる体験クルーズ。神戸港着でお気軽にお楽しみいただけますも

★旅行代金は、極力押さえ、特別価格でご案内。クルーズのみ
でもご利用いただけます。

★魅力溢れる都市香港では、思い思いにクルメや観光を楽しんだ後、
出港。香港の高層ビル群を見ながらの出港シーンは圧巻です。

★3日間の終日クルーズでは、古き良き客船の黄金時代を彷彿と
させる、優雅なクルーズライフをお楽しみください。

■別途必要代金／○港訝阻4，000円　　○政府関連税■1．000円　○船内チップ（事前徴収）3，800円

○空港施設使用料／成田空港2，040円　　　新千歳空港1．000円　　　中部空港．2．500円
福岡空港945円　　　　羽田空港2．000円　　　　関西空港2．650円

○旅客保安サービス料（成田空港のみ）／500円　○航空燃油サーチャージ／お一人様8．500円（8／1目安額）

■食事条件／朝1回、船12回　　　■添乗員／同行（日本各空港から神戸港帰着まで）
■最少催行人員／2名
■利用予定航空会社／成田発キャセイパシフィック航空、日本航空、全日空、デルタ航空、香港航空

新千歳発　キャセイパシフィック航空、日本航空
中部発　キャセイパシフィック航空、日本航空
福岡発　キャセイパシフィック航空、日本航空、ドラコン航空
羽　田発　キャセイパシフィック航空、日本航空、全日空
関空発キャセイパシフィック航空、日本航空、全日空、香港航空

■利用予定ホテル／キンバリー、イートン、ハーバープラザメトロポリス、パークホテル、ハーバープラザ8デイグノース、
エンパイアカオルーン、ザシティビュー、ノボテルセンチュリー香港又は同等クラス

■■■臣傭－ �3月31日（土）出発 
成田、新千歳、中部、福岡発 �羽田発 �関西発 

内側（シャワー付） �79，800円 �89，800円 �78，800円 
（40，000円） �（40，000円） �（40，000円） 

海側崇蒜課題諾D） �99，800円 �109，800円 �98，800円 
（50，000円） �（50，000円） �（50，000円） 

海側（バスタブ付） �109，800円 �119，800円 �108，800円 
（50，000円） �（50，000円） �（50，000円） 

ベランダスイ1ト �129，800円 �139，800円 �129，800円 
（ノてルコ二一・バスタブ付） �（60，000円） �（60，000円） �（60，000円） 

デラックスベランダスイート �159，800円 �169，800円 �159，800円 
（バルコニー・バスタブ付） �（70，000円） �（70，000円） �（70，000円） 

ペントハウスベランダスイート �338，000円 �348，000円 �338，000円 
（パルコ二一・バスタブ付） �（230，000円） �（230，000円） �（230，000円〉 

3・4人日旅行代金
※客室タイプ問わず（同額） 69，800円 79，800円 68，800円

◆クルーズ代金

4月1日（日）出繁

男巴讃昆※
29，800円

34，800円

39，800円

49，800円

79，800円

298，000円

19，800円

※クルーズのみの場合、1部屋を1名様でご利用の際は、上記代金の100％増しとなります。

■本コースは、「フライ＆クルーズ旅行」に適用される取消料条件となります，

キ ヤ ニノ 七： ル 料 �から起算して さかのぼって � � 

■クルーズ旅行傷害保険（クルーズ旅行取消費用担保特約付海外旅行
傷害保険）のクルーズ旅行をお取り消しになる場合は、宙取消の時期によって

取消料をお支払い頂くことがあります。お客様や同行者の入院などでやむを
得ずクルーズ旅行をお取り消しになる場合に取消料をカバーする保険が
ありますので、クルーズ旅行の申し込みと一緒にこの保険をお申し込みいただき

ますようお勧めいたします。詳しくは販売店におたずねください。

■クルーズのみでご利用の場合、取消料、旅行条件が異なります。
事前にご確認の上、お申し込みください。

ホーランド・アメリカラインの船舶燃油サーチャージは廃止

（基準日：8月1日）されておりますが、今後原油価格の変動に
伴い、追加で徴収させていただく場合がございます。

4月1日（日）香港乗船から、4月15日（日）神戸港帰着まで

15日間乗船する、連続乗船プランもございます。

お問い合わせください。



⑳船の中は退屈ではないですか？
クルーズはどアクティビティが豊富なところはありません。

早朝のストレッチ体操に始まり、タンス教室、カルチャー教室、
各種ゲーム、エアロビクスなど朝から夜までプログラムが目白

押しです。又、サウナにプール、本格的なカジノやディスコ、イン

ターネットカフェ、パーなどの施設も充実しています。

⑳客室の種類が沢山ありますが、
どうやって選べばよいでしょうか。

内側、海側、ベランダ付、スイート客室の4つに大別されています。

どのキャビンに泊まっていても船内設備の利用や食事、サービス

に違いはありません。遣いは窓り†ルコニーの有無、バスタブの

有無、キャビンの広さや視界の良さ、位置などによるものです。

お客様のご予算やお望みの船内ライフによりお選びください。

⑳チップは必要ですか？
ほとんどの客船では、従業員にとってチップは責重な収入源です。

今回のクルーズでは船内チップを出発前にお預かりし、船会社を

通じてクルーに支払わせていただきます。

『ご旅行条件（要約）
1．お申し込み前に

（1）この旅行は（株）クルーズプラネットが企画・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。

（2）募集型企画旅行契約の内容・条件は、本パンフレット、旅行条件書、出発前

にお渡しする最終日程表及び当社募集型企画旅行契約約款によります。

2．お申し込み方法と契約の成立時期

（1）当社所定の「旅行申込書」に、下記の「申込金」を添えてお申し込みください。

申込金は旅行代金をお支払いいただく際、その一部として繰り入れます。

（2）電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による申し込みの場合は、

3日以内に当社所定の「旅行申込書」及び「申込金」をご提出ください。

ご提出のない場合、当社は申込みはなかったものとして取り吸います。

（3）旅行契約は当社が予約の承諾をし、申込金を受理した時に成立します。

～クルーズQ＆A～
⑳大きな荷物はどうすればよいですか？
神戸港では、乗船時ご自宅→神戸港まで、下船時神戸港→ご自宅

まで宅配便でスーツケースなどを送付することができます（別料

金）。香港では、宅配便はご利用いただけません。

⑳船の中で財布は必要ですか？
船内では全てクルーズカード（乗船証）と署名で処理され、
最終日に届けられる明細書に基づき、お客様が事前に登録された

クレジットカードで自動精算されますので必要ございません。

船内での通貨はUSドルとなります。尚、各寄港地での通貨は
日本ご出発前に両替をお済ませください。

⑳現金とクレジットカードのどちらが便利でしょうか？
クルーズの場合は、断然クレジ、ソトカードが便利です。ご利用

いただけるクレジットカードはピザ、マスター、アメリカン・エキス

プレス、ディスカバーです。船内でのお支払いはクルーズカード

（乗船証）にチャージされた後、クレジットカードで自動精算され

ます。現金でのお支払いをご希望される方は、下船前夜の決め

られた時刻までにフロントデスクにてご精算ください。

3．旅行代金に含まれるもの

（1）旅行田程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃（コースに

よって等級が異なります。）

（2）旅行日程に含まれる送迎パス等の料金（空港、埠頭と宿泊場所間）
（3）旅行日程に明示した宿泊の料金及び税、サービス料（2人部屋に2人ずつ

の宿泊を標準とします）。

（4）旅行日程に会手付を明示したコースの食事料金、税、サービス料（但し

飲物代は含みません）。

（5）手荷物の運搬料金。お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料（お1人様

20ks以内が原則となっておりますが、方面及び航空会社によって異なり

ますので、詳しくは係員におたずねください）。手荷物の運搬は当該運送

機関が行い、当社が運送機関に対する運送依託手続きを代行するものです。

（6）団体行動中の心付。（船上チップはのぞく）

（7）パンフレット等で「00付」等と表示されているものの経費。

※上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても、原則として

払戻はいたしません。

4．旅行代金に含まれないもの

3に記載されているほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

●超過手荷物料金・個人的性質の諸費用

●渡航手続関係諸費用

●運送機関の課す付加運賃・料金（サーチャージ）

●お問い合わせ・お申し込みは下記まで（受託販売）
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⑳客室で喫煙はできますか？
ご愛煙家のお客様には恐縮ですが、客室は全面的に禁煙となり、

喫煙はバルコニーのみで可能となります。

⑳夕方以降の服装はどのようになりますか？
夕方（17時頃）からご就寝までの間は、ドレスコード（服装指定）が
あり、フォーマルまたはスマートカジュアルの二つのドレスコードに

分かれます。毎晩客室にお届けする船内新聞で翌日のドレス
コードをご案内いたします。

●スマートカジュアル／男性（スラックス、シャツ、セーター等）、
女性（スカート、スラックス、セーター、フラウス等）※夕食より、
レストランやパブリックスペースでのTシャツ、水着、タンクトップ、
ショーツ姿はお断りしております。

●フォーマル／男性（スーツとネクタイまたはタキシード）
女性（カクテルドレス、ガウンまたは和服）

⑳お食事のシステムはどうなっていますか？
ご朝食、ご昼食は、ダイニングルームゼユツフ工レストランなどの

お好きな場所でお召し上がりください。ご夕食のダイニングルーム

につきましては、2交代制となり、お食事開始時間が指定されます。

その他ビュッフェや有料のピナクルグ」ルなど、お好きなレスト
ランでお召し上がりください。

●日本国内空港の施設使用料　●旅客保安サービス料

●日本園外の空港税・出国税・及びこれに類する諸税

●クルーズに伴う港湾税（ポートチャージ）、政府関連税、船内チップ

●希望者のみ参加するオプショナルツアーの代金

5．お客様の解除権（旅行のお取消）

お客様は「取消料」を支払うことにより、いつでも旅行契約を解除することがで

きます。本冊子に記載のコースは、「クルーズ船を利用する旅行」に適用される

取消料条件となります。通常の海外旅行の取消料とは異なりますので、ご注意

ください。クルーズ旅行をお取り消しになる場合、取消料をカバーする保険

（クルーズ旅行取消費用担保特約付海外旅行傷害保検）がありますので、
クルーズ旅行の申し込みと一扁割ここの保襖をお申し込みいただきますよう

お勧めいたします。詳しくは販売員におたずねください。
※取消料については、各コース覧をご覧ください。

6．旅行条件の基準期日

このご旅行条件は、平成23年8月1日現在の運賃・料金を基準としております。

7．その他
●旅券（パスポート）：この旅行には、帰国時で有効期限が6ケ月以上残っている

旅券が必要となります。（日本園籠以外の方は、自国の領事鼠．渡航先の領事館、

入国管理事務所にお問い合わせください。）
●生後6ヶ月以下の乳児、下舶時に妊娠24週以上になる女性はご乗船頂け

ません。

※詳しい旅行条件を書面にてこ用意しておりますので、事前にご確認の上、お申し込みください。

旅行企画・実施

株式会社クルーズプラネット
観光庁長官登録旅行業第1739号　日本旅行業協会正会員

〒151－0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5－33－8サウスゲート新宿ビル9F

二⑳ Webならではの最新情報満載！

http：〝www・Cruiseplanet・CO・jpクルーズプラネット雫〕

★（株）クルーズプラネットは日本の販売代理店として、この度ホーランド

アメリカ・ラインと直接チャータークルーズ契約を締結しました。

◎総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの責任者です。この旅行の契約に関し、

担当者からの説明にこ不明な点がありましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。
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