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ご乗船を歓迎いたします。

ご乗船初日にぜひツア~オ フイスにお越しください |

クルーズ中のコスタ主催のッアーをご紹介いたします。コスタのッアーは船の停泊時間に合わせてスケジュ
ールされていますので、安心してご参加いただけます。

快適  私どものツアーバスは下船後すぐにご乗車いただける場所でお出迎えしヽたします。お客様はタクシ
ーや電車に乗って駅に行 くこともなく快適にバスで移動していただけます。博物館などでは優先的
にご入場いただけますので、有効的に時間が過ごせます。

安全  船に乗 り遅れることがないよう、ベス トな移動手段を考慮した時間の管理がされております。

便利  お子様には特別価格にて提供 しております。

ツアーのお申し込み方法がますます簡単になりました !

′つ トーテム!  本船デッキ 5階、8階、9階に トーテムがございます。コスタカー ド
を挿入 し、ツアーを選択するだけでツアーチケットの発券が可能です。

内線番号   3131 営業時間におかけください。

ご自身の携帯電話、タブ レッ ト、ノー トパソコンを使 って、無料で VIRTUAL PLAZAで ご予
約いただけます。ご自身の端末で Wiflに 接続すれば、簡 単な手順に従 って進むだけで船の
どこからでもご予約が可能です。ツアーチケッ トはご予約 された翌朝 お部屋へ直接届けら
れ ます。

専属ドライバーとガイドを手配して、ご家族やご友人の皆様だけでプライベー トなツアーをされたいお客様へ。
ツアーオフィスの営業時間内(こ お越 し頂 くか、内線番号 3131に お電話下さい。
お客様のご要望に沿えますよう、ベス トなサービスをご提案させていただきます。

ご家族向け新サー ビス: ご両親はツアーに、お子様はスクォッククラブで。
ツアーにご両親だけで参加ご希望の方へ、ツアーの間お子様 (3歳 から 12歳 まで)を スクォッククラブ
でお預かりいたします。 クラブにはプロのスタッフがおりますので、安心してお子様に楽しい時を過
ごしていただけます。詳しい内容はデッキ 10階スクォッククラブに宜接お尋ね ください。クラブのご予
約 も直接スクォッククラブで承 ります。

インターネットや旅行代理店を通 してツアーチケットをご予約頂いたお客様ヘ
ツアーチケットは遅 くともご乗船翌日tこ お部屋へ直接お届けします。届かない場合はデッキ5階 ツアーォ
フイスまでお問い合わせ ください。

その他ご不明な点は、ツアーオフィスのスタッフまでお尋ね ください。
デッキ 5階  ツアーォフィス (3131)営業時間は船内新聞 Todayで ご確認 ください。
販売条件はツアーオフイス、またはマルチメデイア トーテムでご覧いただけます。

ツアー出発時間と集合場所は

寄港日前夜に客室に配られるTODAY新聞でご確認ください。



神戸 一日本

01CA   北野異人館街 と神戸ポー トタフー 蝙鐵腎蘊 USD 59.00

所要時間:約 4時間                  食事なし                 座席数限定

出発時間:l oday船内新間でご確認ください。

神戸北野異人館街 では、かつて故国を離れた外 国人達 が、海 の見 える高台に邸宅 を構 え故郷 (こ 想いをはせて

い ました。異国情緒 あふれ る街 並みを自由散策 でお楽 しみ くだ さい。神戸 ポー トタワーは、神戸の港 と市街

地 、そ して六 甲山系が広 が る「海 と青空 」 「輝 く夜景 」の大 パ ノラマを見 ることがで きます。メ リケンバー

クは、神戸の ラン ドマ~ク 「神戸 ポー トタワー」など、象徴的な建築物が 目を惹 く海辺 のスポ ッ トです。

ご注意 :座席数に限りがございますので、お早めにご予約ください。こちらのッアーは菫椅子ご利用のお客様の参加はお勧めいたしま

せん。お足元はヒールが低く歩きやすいものがおすすめです。見学の順序|よ 11記記載順と異なることがあります。バスでの移動時間は

行程によリー律ではございません。観光シーズンによっては渋滞による所要時間の延長が起こることt,ご ざいます、_主見光途中に両替の

できる場所が期待できないため、事前に換金されでおかれることをお勧めいたします。記念館、宮段、教会など施設側の理田で予告無

しに閉館される場合がございます。夭候により、視界が悪く景色がはっきりと見えない場合がございます。

褥ni瞥

OIGR 六甲山夜景観光 麒輻σ餞隆 USD 49.00

01GN   大阪 道頓堀 自由散策 USD 49,00

所要時間:3時間 40`争)                       食事なし                  座席数限定

出発時間:Ъ day船 内新聞でご確認、ださt,.

''ミ ナミ"tこ 位置する道頓堀は、大阪を代表する観光客に人気の繁華街です。たこ焼 きやお好み焼きに代表

される粉 もんの店や、「松竹座」や「なんばグランド花月」などの芸能文化をお楽しみ頂けます。ショッピ

ングも楽しめる心斎橋やアメリカ村 も近 く、活気ある道頓堀エリアで思いにお過ごしください。

ご注意:座席数に限りがございますので、お早めにご予約ください。ガイ ドによる案内は含まれておりません。お足元はヒーウが低く

歩きやすいものがおすすめです。見学の順序は上記記載順と異なることがあります。観光シーズンによつては渋滞による所要時間の延

長が起こることもございます。観光途中に両替のできる場所が期待できないため、事前に換金されておかれることをお勧イ.1ヽ たします。

記念館、宮殿、教会など施設側の理由で予告無しに閉館される場合がございます。天候により、視界が悪く景色がはっき |;|と 見えない

場合がございます。

所要時間:約 4時間

出発時間:l odaァ 11内 新間でご確認ください。

食事なし 座席数限定

メリケンパークは、神戸のランドマ~ク 「神戸ポー トタワー」など、象徴的な建築物が日をな く、海辺のス

ポットです。フ爽やかな潮風のもと、パーク内での散策をお楽 しみ ください。六甲山麓 :こ 建つ枝垂れ展望合は、

豊かな自然を全身で感じられる体感型展望台です。眼下に広がる港町神戸の街並みから晴れていれば遠 く、

明石海峡大橋や関西国際空港 も見渡すことができます。

ご注意 :座席数に限りがございますので、お早めにご予約 ください。六甲山のケーブルカーの料金は含まれておりません。こちらのシ

アーは中椅子ご利用のお客様の参加はお勧めいたしません。お足元はし―ルが低 く歩さやすいものがおすすめです。1(首着用での温泉

入浴はできません。また、刺青のある方の人浴はできない場合がございます。見学の順序は 11記記載順と異なることがあります。バス

での移動時間は行程によリー律ではございません。観光シーズンによっては渋締による所要時間の延晨が起こることもございます。観

光途中に両誉のできる場所が期待できないため、事前に換金されておかれることをお勧めいたします。記念館、宮殿、教会など施設側
の理由で予告無しに闘館さオlる 場合がございます。大候により、視界が悪く景色がはっきりと見えない場合がございます。*ケ ーブル

カーを含めないです。

細島一日本

008N   延岡城跡 とショッピング 骰褥鯰檸 USD 89.00

所要時間:約 3.5時 間

出発時間:Today船 内新間でご確認ください。

食事なし 座席数限定



宮崎県北部に位置する延岡は、東九州第一の工業都市です。ツアーーはまず 1603年に建設された延岡城跡に

まい ります。延岡城跡には鐘台が保存されてお り、現在でも時を告げています。延岡城跡には 「千人殺 しの

石垣」と呼ばれた石垣が残ってお り、この石垣は一つの石を外すと石垣全体が崩れ、一度に千人を殺すこと

ができると言われています。その後、愛宕山展望台へ行きます。展望台からは愛宕山半島や沖田、片 FIを 見

渡すことができます。港へ戻る前に、シヨンピングエリアヘお連れいたしますの

ご 湛1意 :座席数に限 りがございますの で、お旦

'こ
こニート(た さ｀`= こちらのツア ―ヽは車椅子ご利用のお客様の参加はお勧めいたしません。お足元はヒ

ールが低 く歩きや ■いものがおすすめです。見■ Fジ 1言 熟 i上 記記敦 :|1頁 と異なることがあります。バスでの移動時間は行程によリー律 ●はございません。

観光シ‐ズンによつては渋滞による所要I寺間・■延長■'二 ころ二
`も

こさいます。観光途「nに両替の できる場所が期待 できないため、事前に換金されてお

かれることをお勧めいた します。記念館、宮段、
=ゴ

|́=:す 11二 llプ 理`田で予告無 しに閉館される場合がございます。天候により、視界が悪 く景色がはっ

きりと見えない場合がございます。 自由時 F員
弓キ.ら ,″ ―:■ 」

=十

.■ trメし、最少催行人数に満たない場合は、ツア ―ヽを中止する可能性がございます。

008Y   日向観光&シ ョッビング 憫熙鱚蘊 USD 89.00

所要時間:約 35時間

出発時間:Today船 内新聞でご確認くだ I.ヽ
=

細島とショッピング

訛蝙躙1なわ

饒置雉鐘儡靱趙揚

食事なし 座席数限定

∪SD 69,00

このツアーでは、美々津歴史地区とン ri′ ごングセンターにお連れ します。美々津には江戸、明治時代の白

壁土蔵の町並みが残されています3美 津々 |ま 昔から海の交易の拠点として歴史を刻み、関西との交流の主役

となった廻船問屋の活躍がしのばれ、往時の文化的な遺産を大切にした町づくりが行われています。最後に

地元のショッピングセンターにお連71レ ますこ.思い思いのお時間をお過ごしください。

ご:主意:座席数に限りがこざいますので、́ 5早 二|■ ■‐・t(ださい。ブイドによる案内は含まれておりません。お足元は1`―ルが低く歩きやすいものが

おすすめです。見学の順序は 11記記載順と異なること,■ ′■;二 十.観光ン~ズンによっては渋滞による所要時間の延長が起こることもございます。観光
途中に両替のできる場所が期待できないため、事可 tこ 婁三 ■■tで お■,こ lる ことをお勧めいた します。記念館、宮殿、教会など施設側の理由で予告無 しに

開館 される場合がございます。天候により、視界が悪 く景色■ |ま ぅき ||と 見えな。`場合がございます。 自由時間中のガイ ドはございません。最夕催行人

数に満たない場合は、ツアーを中止する可能性が■ぎtヽ ます _

6761 温泉とショ ピング USD 79.00

所要時間:約 4時間

出発時刻 :船内新聞 TODAYでご確認くださいし

食事なし 座席数限定

宮崎県にはいくつかの火山があり、中心部を流れる大淀川沿いに温泉 リゾー トが広がっています。最初に訪

れる温泉 リゾー トでは伝統的な日本温泉に浸かりながら壮大な景色をお楽 しみください。その後、お倉ヶ浜

ビーチを訪れます。ここは 4キ ロに渡る白浜青松のビ一ヽチで、日本のビー‐チベス ト100に選ばれており、貝

やサーーフィンでも有名です。その後、地元のショッピングセンターにお連れ します。船に戻るまで、ごゆっ

くりお買い物をお楽しみください。

ご鶴L意 :タ トゥーーがあるお客様は温泉にご入場いただけません.圧席業に限りかございますので、お早め(こ ご予約ください。このツアーは、車椅子をご

利用のお客様にはお勧めいたしません。ヒートルが低く歩きやすい靴をJD勧 めします.見学の順序は異なる場合があります。バスでの移動時間は、行程に

より異なります。観光シーズンによっては渋滞による所要時間の延長が起こることもございます。外貨両替所はありませんので現地通貨の準備は事前に

ご整備されることをお勧めいたします。天候によっては景勝地での視界が悪いこ_と も考えられます。記念館、宮殿、教会は、事前の警告なしに施設側の

理由により予告無しに開館される場合がございます。

6762

所要時間:約 35時間

出発時刻 :船内新聞 TODAYでご確認ください。

食事な し 座席数限

定

まず、日向を訪れます。宮崎県の北部に位置する港町で、日向灘に臨みます。 日向岬とその周辺の奇岩郡は

日豊海岸国定公園の一部となってお り、南部はビーチリゾー トとして名を馳せます。馬ヶ背は日向岬の先端

に位置する 70mの 高さの絶壁で、荒々しく岩椰に打ち付ける波の絶景を望めます。その後、願いがかなうと

されるクルスの海を訪れます。クロスの海とも呼ばれてお り、その名の通 り、波が岩を浸食して創 られた東



西に 200m、 南北に 220mの海の十字架をご覧いただけます。その後、大平洋を望む大御神社にお連れします。

ツアーの最後には、お買い物を楽しめるフリ―ヽタイムをご用意 してお ります。

ご注意::座席数に限りがこざいますので、お早めにご予約ください。このツアーは、革格子をご利り1のお客様にはお勧めいたしませ′し. `― ルが低く歩

きやすい靴をお勧めします。見学の順序 |■ 異なる場合があります。バスでの移動時間は、行程により異なります_観光ン~ス タ|こ よつイ
i■ 渋滞による所

要時間の延長が起こることもゴざいます。外貨両替所はありませんので現地通貨の准備は事前にご準備されることをお勧めいたしま ŕ.天候にょっては

景勝地での視界が悪いことも考えられます.記念館、宮段、教会は、事前の警告なlに施設側の「11由 により予告無 しに開日吉きだ_る 場 1ヽ す1~1ざいます。自

由時間中のガイドはございません。最少催行人数に満たなt｀場合は、ツデーーを中止する可能性がございます。

基際 台湾

0231 天灯 と九分 ツアー 蛛儡趾t皿眈 ∪SD 72.00

所要時間:約 4時間

出発時刻:船内新聞 TODAYでご確認ください。

食事なし 座席数限定

曲がりくねった道路や青 々とした山々、趣のある村の家 々などの景観を楽しめます。シーフンに着 くと、電

車を降 り百年り、上前 (こ 近 くの山から石友が発掘されて以来変わらぬ世界ヘチlξ び込みます。千年以 ヒ続 くラン

タンの歴史があります。これらの小さな熱気球はもともと 3置紀の初めから軍隊で情報を送る戦争の道具と

して使用されてtヽ ました。今日では、人 の々祈 り、願い、夢を表 します。油が塗られた米の紙で作られた各

ランタンは、宣径約 2フ ィー ト、高さ約 4フ ィー トです。天灯にメッセージを書いたあと中の千ャンドルに

火を灯 し、天灯を解き放ち、願いが天 1こ 届 くことを期待します。ツアーの間、オール ドストリー トにある多

くのお店や観光スボットを訪れる前に、ご自身の大灯をつ くることができます=そ して、由がつくねった道

を」|々 を通 り抜けながら移動します。九分は ``9つ の高ζ分"を 意味し、清朝の間にこのITlこ 9家 族だけが住

んでいたことを表 します。美しい景色、建物、土産物屋、美味しい地元の

'1貸

∫吉力:拍 うたなは、台湾での素

晴らしい一日の思い出を残すことができる場所です。

ご :主意 :座席数 !こ 限 t,が ございますので、お早めにご予約ください。このツアーは、車椅子をご利用のお客様にはお雪●、ヽ「二しま|■ ., こめツアーーに

は約 2時間の歩くが含まれています。九4は急な坂道や階段がある町です。低く歩きやすい靴をお勧めします。バスでの移重tF=胃 |ま 、行r+:こ より異なり
ます。観光シーズンによっては渋滞による所要時間の延長が起こることもございます。帽子、サングラス、飲み物の持参をおす十二し三―

「
。外貨両替所

はありませんので現地通貨の準備は事前にご準備されることをお勧めいたします。記念館、宮殿、教会は、事前の警告なし1こた設′員|::う 理由|こ より予告無
しに開館される場合が■

｀
さいます。自由時間中のガイ ドはございません。最少催行人数に満たない場合は、ツアーを中止する可能性がこ

‐
さぃま十

.

6530    台北市内観光 晰鰊儡鑽膜 ∪SD 34.00

所要時間i約 4時間

出発時間:Today船 内新間でご確認ください。

食事なし 座席数限定

港を出発後、台北 101ビ ルで写真ス トップの後、国立故宮博物院 :こ 向かいます。豊かなアンテイークコレク
ションが非常に有名で、陶器、磁器、ブ

｀
コンズと翡翠の陶器をはじめ、彫刻、刺舗、書道だけでなく、古典

絵画を含むおよそ 70万個の展示品があり、中国の 5000年の歴史を網羅しています。

その後、1969年 :こ 設立された忠烈桐へ向かいます、)壮大で壮大な建築様式は、北京の皇居の廊下の 1つ |こ

似ています。中華人民共和国が発足する前に、33万人の人 々が中日戦争や中国内戦に陥った革命に犠牲を
捧げ、ここで崇拝されています。その後、国立合湾民主化記念館を訪れます。1日 蒋介石記念館 とも呼ばれ、
台北市のラン ドマ~ク となっています。ナショナル・シアターやナショナル・コンサー ト・ホールなどの国
際芸術公演 も行われています`壮i界的に有名なミュージシャン (偉大なチエロ演奏者ヨ~ヨ ~。 マ、偉大な
ヴ ァイオリニス ト、シャオ・ リアン・ リンなど)と 著名人たちがここでバフォ~マ ンスを行っており、伝統
的な大変美しい中国式庭園です。

ご注 意 :座席数に限りがございますので、お早めにご予約ください。こちらのツア‐―は車格子ご利用のお客様の参加はお勧めいたしません。お足元はヒ
ールが低く歩きやすいものがおすすめです。寺院見学時、靴を脱いでいただくことがありますので、靴下の着用をお願いいたします。ネL拝場所に見合っ
た服装での入場でお願いいたします。見学の順序は上記記載順と異なることがあります。バスでの移動時間は行程によリー律ではございません。観光シ
ーヽズンによっては渋滞による所要時間の延長が起こることもございます。 日よけ帽、サングラス、お水の持参をお勧めいたします。観光途中に両替ので
きる場所が期待できないため、事前に換金されておかれることをお勧めいたします。記念館、宮殿、教会など施設側の理田で予告無 しに開館される場合
がございます。自由時間中のガイ ドはございません。最少催行人数li満 たない場合は、ツアーを中止する可能性がございます。



日よけ帽、サングラス、お水の持参をお勧めいたします。観光途中に両替のできる場所が期待できないため、事前に換金されておかれることをお勧めい

たします。記念館、官殿、教会など施設側の理由で予告無しに開館される場合がございます。自由時間中のガイドはございません。最少催行人数に満た

ない場合は、ツアーーを中止する可能性がございます。

軋炉:鰺軋心lわ USD 109.00022Z   宮古島観光
座席数限定

所要時間:約 3時間 30分

出発時間:l oday船内新聞でご確認ください。

食事なし

宮古島の景色を楽しむコースです。賞古島の一番の絶景、太平洋と東シナ海を一望にできる雄大な景色は日

本都市公園百景 tこ も選ばれている、宮古局の最東端にある約 2kmの美しい岬、東平安名崎 (ひ がしへんなざ

き)を 訪れます。断崖ιこ荒波が押し寄せる様は11常 |こ 迫力があり、また、整備された遊歩道の周辺では県の

天然記念物である天ノ梅やテツポウユリなど季節ごとにさまざまな花が咲 き乱れます。その後は、うえの ド

イツ文化村を訪れます。明治時代 (こ 上野村民が ドィッの難破船を救助したゆかりの地 |こ 建つテ~マ パ~ク で、

ドイツ文化と宮古島の美しい自然を満喫できます。石畳の園内には、芝生広場や海岸沿いを散策できる遊歩

道のほか、 ドイッのマルクスブルグ城を再現した記念館ゃ ドイツメルヘンの世界をテ~マ
|こ したキンダーハ

ウスなどお楽しみいただけます。

ご濃1意 :座席数に限りがございますので、お早● Iご予約ください。こちらのツアーーは車椅子ご利用のお客様の参加はお勧めいたしません。お足元はヒ

ールが低く歩きやすいものがおすすめです。見学バ頂庁は上記記載順と異なることがあります。バスでの移動時間は行程によリー律ではございません。

日よけ帽、サングラス、お本の持参をお勧めいたします_観光途中に両替のできる場所が期待できないため、事前に換金されておかれることをお勧めい

たします。記念館、宮殿、教会など施設側の理由で予告無しに開館される場合がございます。天候により、予告無しにオーシャンスカイソフトにお乗り

いただけない場合がございます。自由時間中のガ■ド,iご さいませ″.最少催行人数に満たない場合は、ツアーを中止する可能性がございます。

薇襴螂澁ベス トオブ宮古島
USD 109.00

023A
座席数限定

所要時間:約 3時間 30分

出発時間:Today船 内新聞でご確認ください,

宮古島の景色を楽しむコースです。宮古島の一番の絶景、大平洋と東シナ海を一望にできる雄大な景色は日

本都市公園百景にも選ばれている、宮古島の最東端にある約 2kmの 美しい岬、東平安名崎 (ひ がしへんなざ

き)を 訪れます。断崖に荒波が押 し寄せる様は111常 tこ 迫力があり、また、整備された遊歩道の周辺では県の

天然記念物である大ノ梅やテッポウユリなど季節ごと(こ さまざまな花が咲き乱れます。その後は、小高い丘

の上から海に向かってのびる沖縄初のペアリフ ト「オーシャンスカイ」からの絶景空中散歩をお楽しみくだ

さい。

ご i主意 :座席数に限 りがございますので、お早めにご予約 ください。 こららのツアーは革椅子ビ利用のお客様の参加はお勧めいた しません。お足元は

ヒールが低 く歩きやすいものがおすすめです。見学の順序は上記記載順 と異なることがあります。バスでの移動時間は行程によリー律ではございませ

ん。 日よけ帽、サングラス、お水の持参をお勧めいた します、観光途中に両替のできる場所が期待できないため、事前に換金 されておかれることをお勧

めいたします。記念館、宮殿、教会など施設側の理由で予告無 しに開館 される場合がございます。天候により、予告無 しにオーーシャンスカイ リフ トにお

乗 りいただけない場合がございます。 自由時間中のガイ ドはございません。最少催行 人数に満たない場合は、ツアーーを中止する可能性がございます。

食事なし

023B 与那覇前浜 ビー チ&シ ョッピング 颯鼈ρ USD 90.00

所要時間:約 3時間

出発時間:TOday船 内新聞でご確認ください。

座席数限定

最初の停留所は、同じ名前の橋 (長 さ 1.7 km)で 宮古島 (こ つながつた栗島の竜窟夭文台です。展望台は ドラ

ゴンパレスのように設計されていた。日本の民俗学によれば、実際には、「ドラゴンパレス」は竜のように

見える海の神、竜神の水中宮殿でした。観測所では、ヨナハ・前浜、伊良部島、栗島橋など、澄んだ水とそ

の周辺の壮大な海を眺めることができます。港 (こ 疾る前に、宮古島の南西に位置する長さ 7kmの 埼邦覇前浜

を訪ねます。水泳や水上スポーツにびったりな白い砂浜で、夕日がすばらして有名で、日本や置界各国から

多 くの観光客が訪れます。白い砂浜 とエメラル ドグリーンの海とサンゴ礁の組み合わせ :こ より、私たちを待

つ景色は信 じられないほど美しく、このビーチは東アジアで最高の場所です。船に戻る前、ショッピングを楽

しみいただけます。

ご注意 :座席数に限りがございますので、お早めにご予約ください。こららのツアーーは車椅子ご利用のお客様の参加はお勧めいたしません。お足元はヒ

ールが低く歩きやすいものがおすすめです。見学の順序は上記記載順と異なることがあります。バスでの移動時間は行程によリー律ではございません。

日よけ帽、サングラス、お水の持参をお勧めいたします。観光途中に両替のできる場所が期待できないため、事前に換金されておかれることをお勧めい

食事なし



鰈靱薇
6531基隆市内と野柳地質公園

uSD 84.00

所要時間:約 4時間

出発時間:Today船 内新聞でご確認ください。

座席数限定

港 を出発後、中正公園に向かいます。中世公園は基隆港を望む小高い丘の上:こ ある公園です。公国内には

25メ ー トルの高さの白い慈悲の女神像があり、基隆のランドマ~ク の一つ 4こ なっています。公園には3つ の

レベルがあり、歴史的なキャノン砦、仏教図書館、寺院があります。

その後、野柳地質公園ヘ ドライブします。野柳地質公園は大屯山脈が海に到達することによつて形成された

約 1700メ ー トルの岬です。上から見落 とされたとき、その場所は海に沈んだ巨大なカメのようなものです。

海岸の岩層には石友岩質の砂岩が含まれており、海の浸食、風化、上の動きがあるため、「イユリのカメ」

とも呼ばれています。海溝′鉢穴、真菌形岩、鉢型岩で構成された特別な景色があります。主に3つ の場所で

構成されており、最初の場所は、タイーンズヘッド、フエアリーシューズ、キャンドル :こ よく似た岩があり

ます。 2番 目の場所は豆腐や龍の頭 {こ よく似た岩があり、3番 目の場所は海が腐含された洞窟、アザラシに

よく似た岩石などがあります。地質学的研究や野外調査 (こ 道した場所として有名です
`

ご t主意 :座席数に限りがございますので、お早 y,1■ ゴ予約 ください.こ ちらのソア~は 車椅子ご利用のお客様′参 t口 |ま お勧淑 たヽしません。お足元はヒ

ーールが低 く歩きやすいものがぉすすめです。寺院 見学時、靴を脱ぃでぃただ くことがあ りますので、靴下の看用をぉ願 tヽ いた _´ ま‐_市 L拝場所に見合っ

た服装での人場でぉ願ぃぃた します。見学の順序は上記記載順 と異なることがあります。バスでの移動時間は行程 |こ より~律ではごさいません。観光シ

ーズンによつては渋滞による所要時間の延長が起 こることもございます。 日よけ帽、サングラス、お水の持参をお勧tい た しま十t観 光途中に両替ので

きる場所が期待 できないため、事前に換金 されておかれ ることをお勧めいた します。記念館、宮殿、教会など施設側の理由で予告無 しに開館 される場合

がございます。 自由時間中のガイ ドはございません。最少催行人数に満たない場合は、ツアーーを中止する可能性がございます.

食事なし

ヒ自由散策 漑鰊ρ USD 34.00
6533 台」

所要時間:約 4.5時 間

出発時間:iOday船 内新間でご確認ください。

座席数限定

港 より出発して台北方面に向かいます。市内の主要ショッピングセンターや複合施設 まで徒歩圏内の合北

lolの 建物でバスの下車が可能です。このツアーでιよご自身で自由時間を楽しむことができます。

こ:主主意 :座席数に限りがございますので、お早めにご予約ください。港から台北まではおよそ 111星 間の所要です。観光シーズレ(■ よつて:● 渋滞による

所要時間の延長が起こることもございます。観光途中に両替のできる場所が期待できないため、事前に換金されておかれることをお勧めいたします。こ

ちらのコ‐―スはガィドによる案内は含まれておりません。

宮古島一日本

食事なし

olss   宮古島観光地巡 り 晰警難隋螂揚 USD 89.00

所要時間:約 3時間

出発時間:Today船 内新聞でご確認ください。

食事なし 庄席数限定

宮古島の北西に浮かぶ伊良部島と隣接する下地島を訪れるコースです。海の 11:こ 弧を描 くように掛かる美 し

い伊良部大橋を通 り、伊良部島へ向かいます。海が美しい沖縄の中でも、特 :こ 美しいといわれている伊良部

島にある天然 ビーチ佐和田の浜を訪れます。美しい景観と透明度の良さで、1996年 :こ 「日本の渚 1選 」に選

ばれました(,明 るも` トルコブルーの遠浅の海は透明度抜群。明和」の大津波 tこ よって流れついた巨岩が点在 じ

独特の景観を見せてくれます。次 (こ 、下地島空港へ向かいます。IIヨ 内で唯一の民間パイロッ |ヽ 訓練飛行場で、

空港周辺の海は特に透明度が高 く魚が泳いでいるのも見えるほど。運が良ければ飛行機が間近で見られるこ

ともあります。最後に、人魚の伝説など、昔からいくつかの神話がある神秘的な池「通 り池」を訪れます。

池は水中でつながっていますが、上から見ると天然の石橋によつて 2つ の池のように見え、龍の目玉とも吉

われています。淡水 と海水の水質、温度差が作 り出すサーモクラインと呼ばれる水中の現象は、刻 々とその

色を変化させる不思議な光景です。

ご主主意 :座席数に限りがございますので、お早めにご予約ください。こちらのツアーは車格子ご利用のお客様の参加はお勧あいたしません。お足元はヒ

ールが低く歩きやすいものがおすすめです。見学の順序は上記記載順と異なることがあります。バスでの移動時間は行程によリー律ではございません。



ツアー申込書

TOUR ORDER FORIM

コスタ ネオロマンチカ

COSTA neoROMANTiCA

costa card// Jr .A, )J * )/バ ーー

Cabin Number//キ ャビンナンバー

幼児

3‐ 1

子供大 人□

日本語

」

霊響圏躍Free44.25  x59.00  X北野異人館街 と神戸ポー トタワーOICA

Free36.75 X49,00  xOICN 大阪 道頓堀 自由散策
」

醐レFree36.75  x49.00  x六甲山夜景観光OIGR

Free66.75  x89.00  X008N ffilffirfifift!eY€vl
Free66.75  x89.00  X008Y 日向観光 とシ ョッピング

Free59.25  x79.00  X温泉とショッピング6761
Free51.75  x6900  x6762 細島とショッピング

」

露輝酸Free54.00  x72.00  x十分の天燈と九扮0231
」

圏:繭Free63.00  x84.00  x6530 台北市内観光

Free X63.00  x84.00  x基隆市内と野柳地質公園6531
Free25.50  x34.00  x台北 自由散策6533

66.75  x89.00  x官古島観光地巡 り01SS
Free81.75  x109,00  x宮古島観光022Z

」

珈 駐Free81.75  x109.00  xベス トオブ宮 吉島023A
67.50  x Free90.00  x0238 与那覇前浜 ビーチ とショッピング

Free59.25  x79.00  x浅草観光と東京タワーOIHN

Free41.25  x55.00  x01HO 東京都市観光

重要事項 :コ スタクルー ズでは本書面への署名 とともに予約 を受 付 させ て頂きま十_ご予約 の変更お よび取消 しは出来かね ますのであ らか じめ ご 了承 くだ さい。

艤

Free

〓
●

エ



た します。記念館、宮殿、教会など施設側の理由で予告無 しに開館 される場合がございます。天候により、予告無 しにオーシャンスカイリフ トにお乗 り

いただけない場合がございます。 自由時間中のガイ ドはこざいません。最少催行人数に満たない場合は、ツアーを中止する可能性がございます。

航海日
9177  コスタネオロマンチカの舞合裏 USD 45.00

所要時間 :約 1時間 30分 座席数限定

・  操舵室

o 船内印刷室

● ラゲージエリア

・  ―一般 / 船員ランドリー

・  制服保管室 / リネン室

・  大工室

・  ゴミ分別エリア

・  食品貯蔵庫

o 船員の 食堂/ バー′ ジム

● メインキッチン

テイラー

> ッアーの最後 (こ 欲迎の軽貪をご用意いたします。

> 船内ツアーは英語でのこ案円 とな ります。

ご注意:定員は30名 となりますのでお早●こお亭し]■ ■ください:操蛇室の見学は、悪天侯などによる船の安全状況を考慮し、予告

なしにキャンセルになることがありますことを予めご了承くださいませ。車格子ご利用のお客様の参加はお断りさせて頂いておりま

す。上記の順序は見学ルー トではなく、また場合により
=案

内できない箇所が出る事もございます。ツアーオフィスで見学集合場所と

スケジュールの説明をさせて頂きます。船内見学中は気温差■`子
=さ

れます_見学筒所は限られたスペースのため、少人数に分けてご

案内させて頂く場合がございます。このツアーでは、かばん、刀メラ、ビギオ、携帯電話および金属の持込が認められておりません。

お持ちいただいた場合はツアーオフィスにてお預かり致します。船員エリア内で′ブ撮影 |ま かたくお断りいたします。

東京 一日本

01HN   浅草観光と東京タフー 餘雉珀量颯檸薇 USD 79.00

所要時間:約 4.5時間

出発時間:Today船 円新間でご確認ください.

食事なし 座席数限定

隅田川遊覧は、都会の街の景色や東京スカイツリーを望みながらお楽しみいただけるクルーズです。浅草寺

は、628年 ιこ創建された都内最古の寺院です。国内外から年間約 3000万人もの参拝者が訪れる東京の名所

で、雷門 :こ 架かる大提灯は圧巻です。雷門を過ぎると、江戸情緒豊かな仲見世通 りが 250m:こ 及び伸びてい

ます。老舗の名店などが軒を通ね、国内外の観光客で賑わっております。東京タワーは、東京を代表する観

光名所の 一つです。展望台から富士山や東京の街の景色をお楽 しみください。

ご注 意 :座席数に限 りがございますので、お早めにご予約 ください。こちらのッアーーは車椅子ご利用のお客様の参加はお勧めいたしま

せん。お足元はヒールが低 く歩きやすいものがおすすめです。見学の順序は上記記載順 と異なることがあります。バスでの移動時間は

行程によリー律ではございません。観光シーズンによ )で は渋滞による所要時間の延員が起こることもございます。観光途中に両替の

できる場所が期待できないため、事前に換金 されておかれることをお勧めいたします。記念館、宮殿、教会など施設側の理田で チ告無

しに開館
・される場合がございます。天候により、視界が悪 く景色がはっきりと見えない場合がございます。自由時間中のガイドはござい

ません。最少催行人数に満たない場合は、ツアーを中止する可能性がございます。



olHo   東京都市観光 鉤輻又晰 USD 55.00

所要時間

出発時間

約 5時間

T“ ay潟 i内 新間でご確認ください。

食事なし 座席数限定

東京 を代表する皇居は、大皇皇后両陛下の御所です。皇居 内には、御所 以外にも諸行事を行 う宮殿 、宮内

庁関係の庁舎 などの建物があ り、皇居正門 :こ 通 じる二重橋などをご覧いただけ ます。浅草寺は、都内最古

の寺院で、言門 :こ 架か る大提灯は必見です。雷門をくぐった先 tこ は、老舗の名店 などが軒 を連ね る江戸情

緒豊かな仲 見世通 りが広が ります ti

ご注意 :座席数に限りがございますので、お早めにご予約ください。こちらのッアーは車椅子ご利用のお客様の参加はお勧めいたしま

せん。お足元はし―ルが低く歩きゃすいこのがお丁fめ です.見学の順序は上記記載順と異なることがあります。バスでの移動時f卜暑は

行程によリー律ではございません。1観 光シーズン(二 よつてiま 渋清 :こ よる晰要時間の延長が起こることもございます。観光途中に両替の

できる場所が期待できないため、事前に換全さ4て お,イtる ことをお三Ⅲないたします。記念館、宮殿、教会など施設側の理由で予告無

しに閉館される場合がございます。自由l=曽
'コ

■■ 1-■■■■ .ま て _:景 ■́三・¬ ■ヽ|こ 清たない場合は、ツアーヽを甲止する可能性がございます。



ご注意とお願い

オプショナルツアーに参加されているお客様の乗下船について

オプショナルツアーに参加しているお客様は、船から優先して上陸する権利を持つことになります。船へ戻られる際は、保安上の

理由でツアーに参加していない乗客と同時進行する場合がございます。

参加者の人数

すべてのツアーーは参加者の上限と最少催行人員が設定されております。人数が上限を超えた場合は、申し込み順のご参加にさ

せて頂きます。関心の強いオプショナルツアーがございましたら、お早目に事前のご予約をお勧めいたします。

また、ツアーの参加者が少ない場合、言語よりもツアーの催行を優先いたします。その場合は、予告なしに二人のそれぞれの言

語を話すツアーガイド、または―一人のガイドが 2つの言語で案内をする場合があります。

所要時間

事前にご案内しておりますツアーの所要時間は、悪天候や交通事情など予測不可能な理由により、予告なしに変更する場合が

ございます。見学の順序は、上記の理由のために変更することがあります。そのためツアーヽガイドが旅程の管理を行っており、食事

の時間、写真ストップ、見学箇所、自由時間などの時間tF〕 調整はツアーガイドに一任していただきます。

払い戻しとキャンセル

_重玄壼を塵 唯 :2」盪l戻 1」よユ壼 仁憂 上 ▲ ■ i五 ■ 聾 墜 愛 主 ≦ 湿 ヱ 壁 整ι生
手配を良好に提供させて頂くため、各現地手配会社と1と会社で交わしておりますキャンセルポリシーーを徹底させて頂きます。そ

のため、チケット購入後の人数の変更、お取り消1_|ま ―切受け付けておりませんc

ツアーキャンセルによる払い戻しは、ッアー〔ら千‐ットを保持している代表の方に代表で払い戻されます。コスタクルーズはストラ

イキ、戦乱、天災地変などによる理由の場合、ツアーを予告なしに中止する権利があります。ツアーキャンセルや変更の際には、

事前通知はツアーマネージャーおよび |また|■ ツアーオフィス担当者によってお伝えいたします。

出発時間

出発時間・集合場所については、寄港地到着前夜、客室に配られる船内新聞(Today)表紙に記載されますのでそちらをご確認

ください。
ツアー中はガイドにより案内のある時間 (昼食、写真ストップなど)に従ってください。ガイドが案内する時間に遅れ、船に乗り遅れ

るような場合は、お客様 自身で次の寄港地までご移動頂く事になります。その際の交通費などはお客様のご負担となり、ツアー代
金の差額の返金もいたしかねます。

ツアーマガジン

事前にインターネットでツアーーをご予約なさったお客様は客室にお配りしております「ツアーーマガジン」で内容を再度ご確認くださ
いませ。

印刷の日付は更新されておりますので、最新版をご確認ください。
お客様に最善のツア‐―が提供できますよう、出来る限り多くのツアーーをご用意いたしております。

お忘れ物

お客様自身の持ち物は全て自己責任管理でお願いいたします。お忘れ物の場合、コスタクルーズは 一切の責任を負いかねま

す。したがいまして、それらに関するお支払いも一切いたしませんし

食品の持込

航海中の関連国の法律と規定により、船内のすべての飲食類の外への持ち出し、また船外からのすべての種類の食品を船に持
ち帰ることが禁止されています。くだもの、チーズ、おすしなど、生鮮食品を持ち帰ることもかたく禁止されております。お荷物をX線
に通した際、生鮮食品と判断された場合は、セキュリティが没収しそれらを処分いたします。お客様はコスタクルーズ社にそれらの

賠償を求めることは出来ません。お飲み物の持ち込みもかたく禁じられております。名産品地酒などにつきましてはお客様自身で

国際税関法をご確認くださるか、乗務員 (ゲストサービスデスク)におたずねくださいませ。コスタクルーズ社は、お客様の税関にお
けるトラブル (処罰やそれに近いケース)につきましては一切の責任を持ちません。

携行品について

ツアー中、お客様の携行品は自身で管理して頂きますようにお願いいたします。コスタクルーーズ社では、ツアーー中においてのお
客さまお携行品の紛失のお問い合わせは拒否いたします。

・ ツアーの終了到着時間により、ボッティチェッリ(Dock8)が閉店している場合がございます。その場合はビュッフェ ジャル

ディーノ(Deck10)がご利用いただけます。
・ 寄港地のスケジュールの多くは一般の寄港地のものと異なる場合があります、そのため対応できる言語の現地ガイド数に

限りがございます。その際、英語でのガイドが同行する場合がございます。

・ ツアーの利便性向上のため、バスの最前列のお席は障害者手帳をお持ちの高度な歩行困難なお客様を優
先とさせて頂きます。

・ ツアー代金はアメリカドル(USD)にて船内会計をとおして計上させていただきます。



ツア~マ ガジン アイコン説明
饉

機量菫 やさしい:比較的歩きやすい、平地などの徒歩が含まれるツアーです。歩きやすい靴をご用意ください。

機機餞 中くらい:このアイコンがついたツアーには、かなりの量の運動・アクティビティが含まれることがあります。砂利道や平坦でないところを歩いたり、階
璽量整1 段の上り下り、 急斜面の歩き、流れが穏やかな場所での水泳、自転車に乗ることなどが含まれることがあります。歩くのが困難な方にはお勧めしま

せん。歩きやすく、しっかりした靴をご用意ください。

妙鸞璽 大変:ツアーの行程中、長時間激しい運動をすることがあるツア ーです。地面が平坦でなく、急斜面であるる可能性があります。鷲議議鏡 このアイコンのついたツアーは、運動が好きで健康な方、冒険家の方にのみお勧めします。
螢 :鬱

肘鶴  観光: 主にバス観光に重きを置いたツアーーで、歩くことの少ないツアーです。

_ま ユ

報馨 自然:自 然を愛する方にお勧めのツアーです

蔭 _

.IP 水遊び: 水泳の機会や、濡れる可能性のあるツアーです。

な鍮 文化: 歴史、文化、その地域の伝統に興味のある方にお勧めのツアーで十
.

醸怪雲 
ショッピング: ンヨンビングが好きな方にお勧めです。

斃楽しい:特にエンターテイメント好きの方にお勧めです。

儘
l家 族向け:お子様連れのご家族にぴったりのツアーです。

燿醸轟
スポーツ愛好家: 冒険好きで、スポー‐ツが大好きな方にお勧めです。一番活動的なツアーです。

試i食: 軽いスナックまたは試食が含まれるツアーです。

お弁当: 船からお弁当をお配りします。

専用ガイドと貸切バスで行くプライベートツアー…です。

スペシャルイベントツアー: その期間中のみお楽しみ頂ける展示会、美術館、スポーツイベント等が含まれたツア一ヽです。

、 /

ノ織: フライトツアー: 飛行機で行くフライトの含まれたツアーーです。

鑑} オーバーナイトツアー: より長く現地に滞在し、船内ではなく現地に泊まるツアーーです。

ブレミアムツアー: 少人数で行くプレミアムツアーです。

グルメツアー, グルメの好きなお客さまの為の美食ツアーです。国際受賞したレストランや美食の場所に行きます。

ランソロピー(人類愛)ツ アー:社会、環境、 経済成長にご興味のあるお客様向けのツアーです
(

によるキャンセルの払い

動物愛護、

当局によつて決定されます(

まヽす。その場合

車いす: 車いすを御使用される方や、短い距離を自力で歩ける方にお勧めのツアーです。車いすの補助サービスなどはございませんので、ご家
族またはご友人など付き添つて下さる方とご一緒でのご参加をお願い致します。ほとんどのツアーでは、スペースの都合上折り畳みのできる車いす
しか持ち込むことができません。港によつては、バスに車いすを持ち込めるスペー‐スがあるかどうか前もってわからない場合もあります。ご乗船された
日に前もってツアーマネージャーにお申し付けいただきますと、エクスカーションの際のお席の確保等調整をさせていただくことができます。
その他にもご要望等ありましたらツアーオフィスまでお問い合わせください。

麟蠅鬱 お勧め: お客様に人気の高いお勧めのツアーです。

蝿分 新登場 : 新登場の新しいツアーです。

彗́罐
響

鶉
拶

贈
》
摯鑽
轟輩一

ツアー前

戻しはできませんのでご了承下さい。
は払い戻しをいたします。チケットのない幼児のためのお席は保障できませんのでご了承ください。

ツアーマガジンに載っている出発時間は暫定的なもので、

払い戻しをいたします。チケットのない幼児のためのお席は保障できませんのでご了承ください。

また、
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