〜 船 旅は便 利な神 戸 港 から〜

神戸港からの

神戸ポートターミナル発の国際フェリー

楽しいクルーズ

がんじん
新鍳真（ しXINんJIAN
/日中国際フェリー㈱
ZHEN ）

船
籍 ： 中国
建造年 ： 1994 年
総トン数 ： 14,543トン
全
長 ： 156.67 ｍ
航海速力 ： 21.0 ノット
旅客定員 ： 345 名

入
出
区

港 ： 隔週月曜9時30分
港 ： 隔週火曜11時30分
間 ： 神戸←→上海

Vol.37

http://www.shinganjin.com/
TEL : 06-6536-6541

神戸港に入港する日本籍クルーズ客船
にっぽん丸 -NIPPON MARU- / 商船三井客船㈱

飛鳥Ⅱ -ASUKA II- / 郵船クルーズ㈱

神戸ポートターミナル

NAKA PIER CRUISE TERMINAL

の1，2階部分にあたり、ターミナ
ル西側の岸壁は長さ305m・水
深9mで7万トンクラスのクルー
ズ客船が着岸可能です。メリケン
パーク周辺、神戸ハーバーランド
からは、客船の入出港を間近に楽
しむことができ、ウォーターフロン
トの賑わいの拠点となっています。
通
歩 で

交

● 市営地下鉄海岸線
「みなと元町駅」
から
徒歩約9分

● JR「神戸駅」
中央改札口から
徒歩約16分

医療センター
Iryo Center

京コンピュータ前
K Computer Mae

● JR新幹線「新神戸駅」
から約10分

● JR「三ノ宮駅」
から約8分

お

● JR新幹線「新神戸駅」から約12分
● 大阪方面・姫路方面から京橋ICを出て西へ約3分
● 24時間駐車場あり
駐 車 場

駐車台数

中突堤旅客ターミナル駐車場
（神戸メリケンパークオリエンタルホテル1階）

135台
46台

車 種

料

金

船籍：日本 建造年： 1998年 総トン数： 26,594トン
全長： 183.00ｍ 航海速力： 18.0ノット 旅客定員： 620名
http://www.venus-cruise.co.jp/ TEL : 0120-017-383

神戸港に入港する外国籍クルーズ客船
カレドニアン・スカイ -Caledonian Sky- / Noble Caledonia

船籍： バハマ 建造年： 1991年 総トン数： 4,200トン
全長： 90.60ｍ 航海速力： 15.5ノット 旅客定員： 101名
http://www.noble-caledonia.co.uk/

チャイニーズ・タイシャン -Chinese Taishan- / 渤海クルーズ

船籍： パナマ 建造年： 2000年 総トン数： 24,427トン
全長： 180.40ｍ 航海速力： 27.0ノット 旅客定員： 927名
http://www.chinesetsc.com/

コスタ・ビクトリア -Costa Victoria- / Costa Cruises

船籍：イタリア 建造年： 1996年 総トン数： 75,166トン
全長： 252.91ｍ 航海速力： 23.0ノット 旅客定員： 2,394名
http://www.cruise-ota.com/costa/

ダイヤモンド・プリンセス -Diamond Princess- / Princess Cruises

ゴールデン・プリンセス（初入港）-Golden Princess- / Princess Cruises

インシグニア
（初入港）-Insignia- / Oceania Cruises

船籍：イギリス 建造年： 2004年 総トン数： 115,906トン
全長： 290.00ｍ 航海速力： 22.0ノット 旅客定員： 2,706名
http://www.princesscruises.jp/

船籍： バミューダ 建造年： 2001年 総トン数： 108,865トン
全長： 289.51ｍ 航海速力： 22.0ノット 旅客定員： 2,600名
http://www.princesscruises.jp/

船籍：マーシャル諸島 建造年： 1998年 総トン数： 30,277トン
全長： 181.00ｍ 航海速力： 18.0ノット 旅客定員： 684名
http://tandt-jp.com/oceaniacruises/

普通自動車 200円/30分

24時間

普通自動車 200円/30分※

24時間

バス

2時間まで1,500円
（以降1時間ごとに
500円を加算）

24時間

290台

普通自動車

200円/30分※

24時間

バス

MSC リリカ
（初入港）-MSC Lirica- / MSC Cruise

マリナー・オブ・ザ・シーズ -Mariner of the Seas- / Royal Caribbean International

ノーティカ -Nautica- / Oceania Cruises

営業時間
※

11台

20台

車 で

● 大阪方面・姫路方面から京橋ICを出て
東へ約2分
● 24時間駐車場あり

車 で

かもめりあ駐車場

船籍：日本 建造年： 1990年 総トン数： 22,472トン
全長： 166.65ｍ 航海速力： 18.0ノット 旅客定員： 524名
http://www.nipponmaru.jp/ TEL : 0120-791-211

タクシーで
● JR「三ノ宮駅」
から約6分

● JR「元町駅」
から約4分

メリケンパーク駐車場
（ホテルオークラ北側）

歩 で

船籍：日本 建造年： 1990年 総トン数： 50,142トン
全長： 241.00ｍ 航海速力： 21.0ノット 旅客定員： 872名
http://www.asukacruise.co.jp/ TEL : 045-640-5301

● ポートライナー
「ポートターミナル駅」
降りてすぐ
（三宮駅から2駅/約5分、
神戸空港駅から6駅/約13分）

タクシーで

メリケンパーク駐車場
（メリケンパーク南西部）

通

徒

みなとじま Minatojima

● JR/阪神「元町駅」西口から
徒歩約15分

お

KOBE PORT TERMINAL

内外の大型クルーズ客船や
国際定期フェリー等が発着す
る客船専用ターミナルで、水
深−1 2 m の 岸 壁 を 含 め 6
バースを備え、ターミナルビ
ルには、税関・出入国管理・検
疫等のCIQ機能をはじめ、送
迎 デッキ 、ロビ ー 、インフォ
メーション、駐車場等を完備し
ています。

中突堤の先端に位置するホテル

徒

ぱしふぃっく びいなす-PACIFIC VENUS- / 日本クルーズ客船㈱

TEL: 078-331-0229

※常駐しておりませんので神戸ポートターミナルへおかけ下さい。

交

神戸港クルーズ客船情報

http://www.city.kobe.lg.jp/cruise/
キャプテンタワー君

中突堤旅客ターミナル

クルーズ客船入港予定
（2016年1月〜6月）

駐 車 場

2時間まで1,500円 午前8時〜
午後7時
（以降1時間ごとに
30分まで
500円を加算）
※ 20:00〜8:00 夜間最大800円

駐車台数

車 種

136台

普通自動車

150円/時間
1日最大900円

24時間

20台

バス

2,000円/日

24時間

神戸ポートターミナル駐車場

料

金

営業時間

船籍： バハマ 建造年： 2003年 総トン数： 138,279トン
全長： 311.12ｍ 航海速力： 22.0ノット 旅客定員： 3,114名
http://www.royalcaribbean.jp/

船籍： パナマ 建造年： 2003年 総トン数： 65,591トン
全長： 274.90ｍ 航海速力： 21.7ノット 旅客定員： 1,984名
http://www.msccruises.jp/jp̲jp/homepage.aspx

オーシャン・ドリーム -Ocean Dream- / Peace Boat

クァンタム・オブ・ザ・シーズ（初入港）-Quantum of the Seas- / Royal Caribbean International

船籍： パナマ 建造年： 1981年 総トン数： 35,265トン
全長： 205.00ｍ 航海速力： 19.0ノット 旅客定員： 1,422名
http://www.pbcruise.jp/

船籍： バハマ 建造年： 2014年 総トン数： 168,666トン
全長： 347.80ｍ 航海速力： 22.0ノット 旅客定員： 4,180名
http://www.royalcaribbean.jp

セブンシーズ・ボイジャー -Seven Seas Voyager- / Regent Seven Seas Cruises

フォーレンダム -Volendam- / Holland America Line

船籍： バハマ 建造年： 2003年 総トン数： 42,363トン
全長： 206.50ｍ 航海速力： 20.0ノット 旅客定員： 700名
http://www.pts-cruise.jp/regent/

船籍：オランダ 建造年： 1999年 総トン数： 61,214トン
全長： 237.91ｍ 航海速力： 23.0ノット 旅客定員： 1,432名
http://www.cruise-ota.com/holland/

企画/発行 神戸市客船誘致協議会
神戸市みなと総局 ☎078-322-5670
神戸市産業振興局 ☎078-322-5339
一般社団法人神戸港振興協会 ☎078-327-8982
一般財団法人神戸国際観光コンベンション協会 ☎078-303-1010

船籍：マーシャル諸島 建造年： 1998年 総トン数： 30,277トン
全長： 181.00ｍ 航海速力： 18.0ノット 旅客定員： 684名
http://www.tandt-jp.com/oceaniacruises/

シーボーン・ソジャーン（初入港）-Seabourn Sojourn‐ / Seabourn Cruise Line

船籍： バハマ 建造年： 2010年 総トン数： 32,346トン
全長： 198.19ｍ 航海速力： 19.0ノット 旅客定員： 450名
http://www.seabourn.com/main/Main.action

ワールド・オデッセイ（初入港）-World Odyssey- / V.Ships Leisure SAM

船籍： バハマ 建造年： 1998年 総トン数： 22,496トン
全長： 175.30ｍ 航海速力： 21.0ノット 旅客定員： 600名
http://www.semesteratsea.org/

クル ーズ客 船とは、移 動を目 的とした
フェリーや乗 船が短 時 間 のレストラン
船・遊覧船とは違い、長時間の船旅を楽しむレジャーを目的とした船で
す。船内では次から次へと楽しいイベントがあり、また、おいしい食事も
楽しめます。海の上を動く快適なホテルのようなもので、目が覚めると素
敵な寄港地が待っています。神戸港は数多くのクルーズ客船が発着する
港です。神戸港から、素敵なクルーズを体験してみませんか。

クルーズ客船とは?

クルーズ客船入港予定 1月〜6月
船名

バース

入港

出港

4Q1,4Q2,4O2：ポートターミナル

＊初入港

Naka-BC：中突堤旅客ターミナル

前港

次港

クルーズ内容

ぱしふぃっく びいなす

NAKA-BC

1月 3日（日）16:00

1月 3日（日）18:00

鹿児島

横浜

びいなすニューイヤークルーズ 帰港

にっぽん丸

NAKA-BC

1月 5日（火）16:00

1月 5日（火）18:00

横浜

細島

新春初旅 にっぽん丸 出港

ぱしふぃっく びいなす

NAKA-BC

1月 7日（木）13:00

1月 7日（木）16:00

横浜

パラオ

にっぽん丸

NAKA-BC

1月 8日（金）10:00

1月 8日（金）15:00

防府

横浜

WORLD ODYSSEY＊

4Q1

1月27日（水） 8:00

1月28日（木）20:00

横浜

上海

にっぽん丸

4Q1

3月 1日（火）15:00

3月 1日（火）17:00

東京

グアム

NAKA-BC

3月 2日（水）10:30

3月 3日（木）16:00

横浜

横浜

2016年オーストラリア・ニュージーランド サザンクロスクルーズ 帰港
皆既日食・
グアム・小笠原クルーズ 出港

中国・韓国・日本寄港クルーズ16泊

ぱしふぃっく びいなす

2016年オーストラリア・ニュージーランド サザンクロスクルーズ 出港
新春初旅 にっぽん丸 帰港
Spring 2016 a Voyage around the world
チャータークルーズ 出港

SEVEN SEAS VOYAGER

4Q1/Q2

3月 4日（金） 8:00

3月 5日（土）15:00

済州

東京

NAUTICA

NAKA-BC

3月11日（金） 8:00

3月12日（土）18:00

広島

清水

Beijing to Hong Kong

にっぽん丸

NAKA-BC

3月14日（月） 7:00

3月14日（月）17:00

グアム

油津

にっぽん丸

NAKA-BC

3月16日（水）17:00

3月17日（木）10:00

油津

長崎

4O2

3月17日（木）10:00

3月17日（木）16:00

横浜

大阪

チャータークルーズ 帰港
春の瀬戸内海・日南クルーズ 出港
春の瀬戸内海・日南クルーズ 帰港
チャータークルーズ 出港
（阪急交通社）
皆既日食・
グアム・小笠原クルーズ 帰港
回航

ぱしふぃっく びいなす
QUANTUM OF THE SEAS＊

4Q1/Q2

3月17日（木）13:30

3月17日（木）23:59

横浜

上海

にっぽん丸

NAKA-BC

3月20日（日）16:00

3月20日（日）19:00

屋久島

名古屋

SEABOURN SOJOURN＊

NAKA-BC

3月21日（月） 7:00

3月21日（月）19:00

那覇

広島

21-Day China, Japan & Korea

CHINESE TAISHAN

NAKA-BC

3月22日（火） 8:00

3月23日（水）20:00

済州島

青島

アジアクルーズ

ぱしふぃっく びいなす

NAKA-BC

3月24日（木）10:00

3月24日（木）17:00

宇野

名古屋

未定

3月28日（月） 9:30

3月28日（月）18:30

名古屋

油津

10 Night Best Of Japan Cruise
回航
神戸発着 小笠原スプリングクルーズ 出港
神戸発着 小笠原スプリングクルーズ 帰港
春の奄美大島・那覇クルーズ 出港

MARINER OF THE SEAS
にっぽん丸

NAKA-BC

3月31日（木）12:00

3月31日（木）17:00

広島

二見

にっぽん丸

NAKA-BC

4月 4日（月） 9:00

4月 4日（月）17:00

二見

古仁屋

飛鳥Ⅱ

NAKA-BC

4月 9日（土） 9:00

4月 9日（土）11:00

横浜

博多

ぱしふぃっく びいなす

NAKA-BC

4月11日（月）15:00

4月11日（月）17:00

横浜

喜界島

INSIGNIA＊

NAKA-BC

4月12日（火） 8:00

4月12日（火）21:00

広島

沖縄

8 Night Hiroshima, Tokyo & Kobe Cruise

回航
チャータークルーズ 出港

チャータークルーズ 帰港
春の南西諸島 島めぐりクルーズ 出港

4Q1

4月13日（水）14:00

4月13日（水）18:00

横浜

コタキナバル

4月14日（木） 7:00

4月14日（木）23:00

長崎

横浜

16-DAY CHINA&JAPAN

ぱしふぃっく びいなす

NAKA-BC

4月19日（火）15:00

4月19日（火）22:00

横浜

那覇

春の南西諸島 島めぐりクルーズ 帰港
那覇クルーズ 出港

COSTA VICTORIA

4Q1/Q2

4月20日（水） 8:00

4月20日（水）18:00

大阪

高知

アジアクルーズ

飛鳥Ⅱ

NAKA-BC

4月21日（木）16:00

4月21日（木）18:00

横浜

別府

チャータークルーズ 出港
やんばる
・奄美・種子島クルーズ 帰港
GW世界自然遺産小笠原クルーズ 出港
チャータークルーズ 帰港
ゴールデンウィーク 神戸・紀州クルーズ 出港
GW世界自然遺産小笠原クルーズ 帰港
回航
ゴールデンウィークに行く憧れのクルーズ5日間 帰港
ゴールデンウィーク気軽に韓国！ショートクルーズ 出港

NAKA-BC

4月28日（木）10:00

4月28日（木）17:00

島間

二見

飛鳥Ⅱ

NAKA-BC

4月30日（土）10:00

4月30日（土）17:00

横浜

新宮

ぱしふぃっく びいなす

NAKA-BC

5月 3日（火）10:00

5月 3日（火）14:00

二見

横浜

DIAMOND PRINCESS

4Q1/Q2

5月 4日（水） 6:00

5月 4日（水）17:00

釜山

釜山

MARINER OF THE SEAS

4Q1/Q2

5月 7日（土）14:00

5月 7日（土）20:00

横浜

高知

DIAMOND PRINCESS

4Q1/Q2

5月 8日（日） 6:00

5月 8日（日）17:00

釜山

鹿児島

商店街でお・も・て・な・し♪（CELEBRITY MILLENNIUM）

神戸大橋ライトアップでお出迎え☆（MARINER OF THE SEAS）

スポーツ界のレジェントと航く夢のアクティブクルーズ
ゴールデンウィーク気軽に韓国！ショートクルーズ 帰港
台湾三都市周遊 出港

4Q1

5月 9日（月）16:00

5月 9日（月）18:00

東京

釜山

びいなす音楽会クルーズ 出港

NAKA-BC

5月 9日（月）17:00

5月 9日（月）20:00

東京

宮崎

ぐるりにっぽんとナホトカ・ウラジオストク〜スペシャルエンターテイメント〜 出港

CALEDONIAN SKY

NAKA-BC

5月12日（木） 6:00

5月12日（木）23:59

高松

宇野

チャータークルーズ 帰港
Timeless Japan 出港

ぱしふぃっく びいなす

4Q1

5月12日（木）14:00

5月12日（木）16:00

釜山

横浜

びいなす音楽会クルーズ 帰港

ぱしふぃっく びいなす

NAKA-BC

5月14日（土）17:00

5月14日（土）19:00

横浜

福山

春の日本一周クルーズ 出港

4Q1

5月14日（土）17:00

5月15日（日）17:00

横浜

鳥羽

葵祭クルーズ 寄港

DIAMOND PRINCESS

4Q1/Q2

5月16日（月） 6:00

5月16日（月）17:00

花蓮

沖縄

にっぽん丸

NAKA-BC

5月21日（土）10:00

5月21日（土）17:00

東京

中津

飛鳥Ⅱ

NAKA-BC

5月22日（日）10:00

5月22日（日）17:00

横浜

日南

にっぽん丸

NAKA-BC

5月23日（月）13:00

5月23日（月）20:00

中津

広島

DIAMOND PRINCESS

4Q1/Q2

5月24日（火） 6:00

5月25日（水） 4:00

花蓮

釜山

ぱしふぃっく びいなす

NAKA-BC

5月24日（火）11:00

5月24日（火）17:00

横浜

名古屋

飛鳥Ⅱ

NAKA-BC

5月26日（木） 9:00

5月26日（木）17:00

上五島

名古屋

台湾三都市周遊 帰港
台湾三都市周遊 出港
ぐるりにっぽんとナホトカ・ウラジオストク〜スペシャルエンターテイメント〜 帰港
神戸発着 瀬戸内海クルーズ〜なかつ〜 出港
春の横浜・神戸ゆったりワンナイトクルーズA 帰港
神戸発着 日南・上五島クルーズ 出港
神戸発着 瀬戸内海クルーズ〜なかつ〜 帰港
回航
台湾三都市周遊 帰港
新緑の瀬戸内海と九州・四国・韓国 出港
春の日本一周クルーズ 帰港
回航
神戸発着 日南・上五島クルーズ 帰港
春の神戸・名古屋ワンナイトクルーズA 出港

GOLDEN PRINCESS＊

4Q1/Q2

5月29日（日）13:00

5月29日（日）23:59

石垣

小松島

アジアクルーズ

DIAMOND PRINCESS

4Q1/Q2

5月30日（月） 6:00

5月30日（月）17:00

高知

函館

新緑の瀬戸内海と九州・四国・韓国 帰港
グランド北海道周遊と知床クルージング･サハリン 出港

にっぽん丸

NAKA-BC

6月 1日（水） 9:00

6月 1日（水）12:00

名古屋

博多

チャータークルーズ 出港

飛鳥Ⅱ

NAKA-BC

6月 5日（日） 9:00

6月 5日（日）16:00

横浜

東京

Ａ-sytleクルーズ 帰港
日本一周グランドクルーズ 出港

飛鳥Ⅱ

初入港ありがとう！（SAPPHIRE PRINCESS）

第91回ピースボート
「地球一周の船旅」出港

にっぽん丸

ぱしふぃっく びいなす

岡口副市長より初入港記念楯贈呈（CHINESE TAISHAN）

Shanghai to Los Angeles

4Q1/Q2

ぱしふぃっく びいなす

園児のみんなといってらっしゃ〜い♪（にっぽん丸）

「木村優一と大地の会」による和太鼓演奏（QUEEN ELIZABETH）

チャータークルーズ 帰港
（阪急交通社）
回航

VOLENDAM

OCEAN DREAM

クルーズ客船歓送迎風景

MSC LIRICA＊

4Q1/Q2

6月 5日（日）13:00

6月 5日（日）20:00

上海

別府

アジアクルーズ

DIAMOND PRINCESS

4Q1/Q2

6月10日（金） 6:00

6月10日（金）17:00

青森

高知

にっぽん丸

NAKA-BC

6月10日（金）10:00

6月10日（金）20:00

名古屋

蔚山

グランド北海道周遊と知床クルージング･サハリン 帰港
龍馬ゆかりの地 神戸・長崎・高知と韓国 出港
名古屋・神戸チャータークルーズ 帰港
にっぽん丸
「美食の船旅」
〜蔚山・唐津〜 出港

にっぽん丸

NAKA-BC

6月14日（火）14:00

6月14日（火）23:00

唐津

横浜

にっぽん丸「美食の船旅」〜蔚山・唐津〜 帰港

MSC LIRICA

4Q1/Q2

6月18日（土）13:00

6月18日（土）20:00

上海

横浜

アジアクルーズ

上記のクルーズには神戸港から乗船できるものが多数あります。
クルーズへの参加希望やコースの詳細については、表面の各船会社へお問い合わせください。
※スケジュールは変更・追加されることがあります。

フライ＆クルーズのすすめ
飛行機（フライ）
と船（クルーズ）を組み合わせる旅行を『フライ＆クルーズ』
と呼びます。多くのクルーズ客船が発着する
神戸港は、神戸空港や関西空港からのアクセスに優れ、まさに『フライ＆クルーズ』に最適な港です。神戸・関西のみな
らず全国各地から、神戸港発着クルーズに気軽にご乗船いただけます。

神戸空港ご利用の場合

関西空港ご利用の場合

神戸空港は、東京（羽田）、札幌（新千歳）、茨城、長崎、鹿 児 島 、沖

高速艇「ベイ・シャトル」
は、約３０分で神戸空港と関西空港を海上

縄（ 那 覇 ）の 6 都 市に就 航しています。神 戸 空 港から神戸港まで

ルートで結びます。関西空港から神戸港までのアクセスは次のと

のアクセスは次のとおりです。

おりです。

神戸ポートターミナル
神戸ポートターミナル
ポートライナーで約13分
ベイシャトル・ポートライナーで約45分
（神戸空港駅〜ポートターミナル駅）
中突堤旅客ターミナル
中突堤旅客ターミナル
車で約65分
車で約15分
※上記の時間は乗継の時間を含みません。

17分

姫路

約2分

神戸
みなと元町駅
地下鉄 海岸線
徒歩

約

京都

地下鉄 西神・山手線

三ノ宮
（神戸三宮）

JR

20分

約

阪急・阪神

大阪
（梅田）

5

約 分

9

約 分

中突堤旅客ターミナル

29分

新神戸 新幹線

約

ポートライナー
ポートターミナル

13 分 ポートライナー

約

30分

約

神戸空港

関西国際空港

ベイシャトル

キャプテンTOBBY

海から行く、神戸-関空は近い。

Bay Shuttle

