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ツアーマネージャー、クリスティアンが、コスタネオロマンチカヘの

ご乗船を歓迎いたします。

ご乗船初 日にぜひツアーオフィスにお越しください !

クルーズ中のコスタ主催のツアーをご紹介いたします。コスタのツ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いたします。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。

良質

安全

便利

現地ライセンスガイドやコスタのスタッフがツアーに同行し、お客様を終始お手伝いいたします。

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c

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 !

新しいトーテム登場! 本船デッキ5階、8階、9階にトーテムがございます。
′ つ

マルチメディア,TOTEMにてツアーのお申込みが可能ですcトーテムにコスタカードを挿入し、
ツアーを選んでください。その場でチケットが発行されます。

ご自身の携帯電話、タブレット、ノートパソコンを使って、無料の VIRTUAL PLAZAで ご予約い

ただけます。ご自身の端末で W面 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含直接届けられます。

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にお越し頂くか、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直接お尋ねください。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にお部屋へ直接お届けします。届かない場合はデッキ 5階ツアーオフィスま

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 ツアーオフィス〔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ィス、またはマルチメディ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。



MNZURU―舞鶴

(舞鶴で下船されるお客様はご参加いただけません。予めご了承ください。)

01T5  日本三景「天橋立」と歴史的建造物「伊根の舟屋」めぐり 惧贔瞼薇
所要時間 :約 6時間 食事なし         大人 USD 99.00/子 供 USD 74.25

出発時刻 :前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞 TODAYでご確認ください。

伊根湾めぐり遊覧船は、舟屋が立ち並ぶ伊根湾を周遊します。陸地からではなかなか味わえない舟屋の風景は趣があります。笠松公園

から天橋立を望むその眺めは「昇龍観」と呼ばれる絶景ポイントです。知恩寺は臨済宗妙心寺派の寺院で知恵の文殊として知られていま

す。

ご注意 :旅程の順序が異なる場合があります。気象条件により、景色を見ることができない場合があります。日本の旅行シーズンにあたるたう、所 で々渋滞

が予測されます。歩きやすい靴でご参加ください。帽子、サングラス、お水を持参することをお勧めいたします。座席数に限りがございますのでお早うにご

予約ください。

olT9   舞鶴と福知山歴史探訪 警憑i亀鹸獅

座席数限定

所要時間 :約 4時間 30分 食事なし     大人 USD 100.00/子 供 USD 75.00

出発時刻 :前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞 TODAYでご確認ください。

座F数限電

田辺城 (舞鶴城)は戦国時代、織 田信長の命 により丹後を平定した細川藤孝 (幽斎)が、築いたお城です。現在の城跡は市民の憩いの場

となっています。明智光秀ゆかりの地、福知山では福知山城、御霊神社、1日 洋館住宅で有名な足立音衛門などを訪問します。

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。旅程の順序が異なる場合があります。気象条件により、景色を見ることができない場合

があります。日本の旅行シーズンにあたるため、所々で渋滞が予測されます。歩きやすい靴でご参加ください。帽子、サングラス、お水を持参することをお

勧めいたします。

01TE  世界記憶遺産と日本遺産のある街 舞鶴 ≧墨幸聯
所要時間 :約 4時間 食事なし         大入 USD 82.00/子 供 しSD 61.50

出発時刻:前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞TODAYでご確認ください。

三言数 1員 定

標高 301mの高さを誇る五老ヶ岳。その頂上にそびえる高さ 50mの展望タワー (※ 1自 由入場)からはリアス式海岸と360度広がる壮大な

パノラマビューが楽しめます。引揚と抑留の歴史的史料がある舞鶴 引揚記念館、東郷平八郎ゆかりの海軍資料館には旧海軍資料が 200

点も展示されています。

ご注意 :旅程の順序が異なる場合があります。気象条件により、景色を見ることができない場合があります。日本の旅行ン~ズンにあたるたな 所々で渋滞

が予測されます。歩きやすい靴でご参加ください。帽子、サングラス、お水を持参することをお勧めいたします。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。※1五老スカイタワー見学は別料金となります (大人 200円 、小人 100円 )※ 5/2、 6/13,9/12は 催行しません。

ⅣⅧAZAWA― 金沢

(金沢で下船されるお客様はご参加いただけません。予めご了承ください。)

01U4  金沢 終 日観光 径羹鰺 11暑

所要時間:約8時間 食事付き(昼食)          大入 USD 95.00/子 供 USD 71.25

出発時刻 :前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞TODAYでご確認ください。

座席数限定

江戸時代の代表的な大名庭園である『兼六園』、生鮮食品や乾物等を取り扱う、金沢の台所『近江町市場』、かつての加賀藩主が住んで

いた『長町武家屋敷』、街並みの文化財として、重要伝統的建造物群保存地区に指定されている『ひがし茶屋街』へご案内。昼食も付い

て、ショッピング も楽しめる金沢市内観光の決定版です。
ご注意 :近江町市場では、水曜日定休 日のお店がございます。予めご了承下さい。
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01U5   世界文化遺産・白川郷

。撼

鶉鼈畢掌‡驚
所要時間:約 7時間 30分 食事付き(昼食)       大人 USD 100.00/子 供 USD 75.00 座席数限定

出発時刻:前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞TODAYでご確認ください。

1995年 に合掌造り集落として、ユネスコの世界文化遺産に指定された『 白川郷』。日本音話や絵本の中に迷い込んだような、のどかな田

舎の集落をお土産の購入や自由散策でお楽しみ下さい。『ひがし茶屋街』には江戸時代末期から明治時代にかけて建てられた、茶屋様

式の町屋が数多く残されています。

ご注意 :旅程の順序が異なる場合があります。歩きやすい靴でご参加ください。帽子、サングラス、お水を持参することをお勧めいたします。

01U6   立山黒部アルペンルート 鰺雉攀撃鵞畢
所要時間 :約 8時間 食事付き(昼食)          大人 USD 145.00/子 供 USD 108.75

出発時刻:前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞TODAYでご確認ください。

座席数限定

『立山黒部アルペンルート』は、富山県の立山駅から長野県の扇沢駅までの全長約 86kmをロープウェイやケーブルカー等で移動する山
岳観光ルート。今回は、立山駅から山頂の室堂駅までを観光バスでご案内します。深さ約 20mの雪壁で囲まれた雪の大谷や澄んだ湖面
が美しいみくりが池の周辺散策でお楽しみ下さい。

ご注意 :雪の大谷は、4月 ～6月 頃迄、みくりが池は、7月 ～10月 頃迄 :観光可。歩きやすい靴でご参加ください。
こちらのツアーでは、黒部ダムをご覧になる事ができません。予めご了承下さい。4月 28日 は、ケーブルカーと高原バスで室堂までご案内します。

01U7  金沢 半日観光

‐ `滲

惧蝙不雉わ
所要時間 :約 5時間 30分 食事なし             大人 USD 65.00/子 供 USD 48.75

出発時刻:前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞TODAYでご確認ください。

座席数限定

前田家の庭園として造られた特別名勝『兼六園』は、江戸時代の代表的な大名庭園。重要伝統的建造物群保存地区に指定されている
『ひがし茶屋街』では、ショッピングや自由散策をお楽しみ下さい。

ご注意 :近江町市場では、水曜日定休 日のお店がございます。予めご了承下さい。

01U8   山代温泉と九谷焼 疵鶉難1鸞
所要時間:約 7時間 30分 食事付き(昼食)       大人 USD 125.00/子 供 USD 93.75

出発時刻:前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞TODAYでご確認ください。

座席数限定

『 山代温泉』は、石川県加賀市にある県下有数の温泉郷。1300年 の歴史を持つ名湯は北大路魯山人や与謝野晶子など多くの文
化人に愛されました。江戸時代前期に、佐賀藩 。有田の技術を導入してつくられた磁器が『九谷焼』。多種多様な絵付が見る
人の心を魅了します。美術館や土産店では、ショッピングもお楽しみ頂けますc

VLADIVOSTOK- ,7,T^I-'

01VO   ウラジオストク市内観光 屹颯 亀諄
所要時間 :約 4時間  食事なし             大人 USD 75.00/子 供 USD 56.25

出発時刻:前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞TODAYでご確認ください。

座席数限定

港を出発後、金角湾を眺めながらゴールデンブリッジを渡り、鷲の巣展望台へと向かいます。道中では、音ながらの街並みと、発展し続
ける新しい街並みの様子をご覧いただけます。鷲の巣展望台には Stキリルのモニュメントがあり、またその名の由来は最初の開拓者達が
ここへ上り着いた際に、鷲の巣とその中に雛を見つけたことにあります。展望台では、すばらしい街並み、湾の様子を一望できます。ロシア
正教会を訪れ、ウラジオストクの歴史や人々の生活に触れていただいたあと、スポーツハーバーヘ。地元の住人にも大変人気の地でもあ
ります。19世紀末から20世紀初頭に造られたミリオンカと呼ばれた赤レンガ造りの旧市街地を歩きながら中央広場へ。続いて第二次世界
大戦時代の潜水艦 S56(外観)をご覧ください。途中、手作りの伝統工芸品 (ショールやロシアンサモワール、マトリョーシカなど)のお土産

店に立ち寄ります。
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ご注意 :歩きやすい靴でご参加ください。体に支障のある方の参加はお勧めしておりません。帽子、サングラス、お水を持参することをお勧めいたしま

す。日本円や USドルが利用できる土産店へご案内します。ロシア正教会では教会行事がある場合には入場できません。 現地の交通機関は規模は小さ

く、エアコン、マイク、空気清浄機の設備がない等日本の基準とは異なる場合がございます。日本語ガイドの数に限りがございます為、英語またはロシア語

ガイドとなる場合がございます。旅程の順序が異なる場合があります。気象条件により、景色を見ることができない場合があります。旅行シーズンに当たるた

め、混雑や渋滞が予測されます。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。

olVl   ウラジオストクの名所めぐり 鶉儡 貶鯰
所要時間 :約 4時間  食事なし             大人 USD 85.00/子 供 USD 63.75

出発時刻:前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞TODAYでご確認ください。

座席数限定

港を出発後、金角湾を眺めながらゴールデンブリッジを渡り、鷲の巣展望台へと向かいます。ゴールデンブ リッジは、世界で最も長

いケーブル橋のひとつです。道中では、音ながらの街並みと、発展 し続ける新 しい街並みの様子をご覧いただけますc鷲の巣

展望台では、金角湾やウラジオス トクの街が一望できます。続いて歴史博物館を訪れますc館内は自由にご見学ください。 ご

希望の方は、近くのロシア正教会も見学できます。続ぃてスポーッハーバーからの景色を楽しんだ後、ウラジオス トク要塞博

物館にご案内します。さまざまは火砲類が展示され、砲台からはアムールスキー湾 と市内の美しい景色をご覧いただくことが

できます。中央広場に立ち寄り、写真撮影の時間を設けます。

ご注意 :歩きやすい靴でご参加ください。体に支障のある方の参加はお勧めしておりません。市冒子、サングラス、お水を持参することをお勧

めいたします。日本円やUSドルが利用できる土産店へご案内します。ロシア正教会では教会行事がある場合に|ま 入場できません=現地の交通

機関は規模は小さく、エアコン、マイク、空気清浄機の設備がない等日本の基進とは異なる場合がございます。 日玉語■/tの数|こ 理りがご

ざいます為、英語またはロシア語ガイドとなる場合がございます。旅程の順序が異なる場合があります。気象条イ=,■ よ ,j、 景色を見ることが

できない場合があります。旅行シーズンに当たるため、混雑や渋滞が予測されます。′座席数|こ 限りがござい三f'でぉ三う|こ ご予約ください。

01V2   美術館と博物館 塾墨 鯉諄
所要時間 :約 4時間   食事なし             大人 じSD 90.00 子供 USD 67.50  座席数限定

出発時刻:前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞TODAYでご確認ください。

ウラジオストクのシンボルとも言える、革命戦士広場として知られる中央広場では写真撮影のお時間をお取りします=広場近くにあるプリモ

ールスキー州立美術館を訪れ、18～ 20世紀に描かれたソビエトや東ヨーロッパの絵画コレクションをご覧いただきます。さらに沿岸州の

探検家アルセーニエフの名を冠するアルセーニエフ博物館へご案内します。また、鷲の巣展望台を訪れます。その名 |ま最初の開拓者達

がここへ上り着いた際に鷲の巣とその中に雛を見つけたことにあります。展望台では、美しいウラジオストクのすばらしい街並み、湾の様子

を一望できます。途中、新旧両方の街並みの様子をご覧いただける眺望の良いゴールデンブリッジも通過し、金角湾を渡ります e

途中、手作りの伝統工芸品 (ショールやロシアンサモワール、マトリコーシカなど)のお土産店に立ち寄ります。

ご注意 :歩きやすい靴でご参加ください。体に支障のある方の参加はお勧めしておりません。帽子、サングラス、お水を持参することをお勧めいたしま

す。日本円や USドルが利用できる土産店へご案内します。現地の交通機関は規模は小さく、エアコン、マイク、空気清浄機の設備がない等日本の基準と

は異なる場合がございます。日本語ガイドの数に限りがございます為、英語またはロシア語ガイドとなる場合がございます。旅程の順序が異なる場合があり

ます。気象条件により、景色を見ることができない場合があります。旅行シーズンに当たるため、混雑や渋滞が予測されます。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。

01VT  シベリア鉄道体験 鰺軋 雉瞥
所要時間 :約 5時間   食事なし             大人 USD l18.00/子 供 USD 88.50

出発時刻 :前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞 TODAYでご確認ください。

座席数限定

ウラジス トクでシベ リア鉄道を体験。車窓からウラジオス トクの穏やかな美 しい景色を堪能していただけます。シベ リア鉄道

の起点であるウラジオス トク駅舎は、古代ロシア様式で歴史的にも重要な建物となってます。ウラジオス トク駅は、シベ リア

鉄道がョーロッパヘとつながるモスクフヘ と続 く、極東の大変重要な駅でもあります。乗草は約 50分程度です。その後、バス

に乗 り換え、1920-1970年代の各国より集められた、様々なユニークで歴史的な車が所蔵されているオー ト博物館へと参 りま

す。続いて街の中心街へ向かい、鷲の巣展望台から素晴らしい景色をお楽 しみいただけます。その後、昔ながらの街並み と、

発展 し続ける新しい街並みの様子を眺ごらんいただける、世界 7大つ り橋の一つであるゴールデンブリッジを渡 り、中央広場

に立ち寄 ります。写真撮影の時間を設けたあと船に戻 ります。途中、伝統工芸品 (シ ョールやロシアンサモワール、マ トリョ

ーシカなど)のお土産店に立ち寄 ります。

ご注意 :歩きやすい靴でご参加ください。体に支障のある方の参加はお勧めしておりません。帽子、サングラス、お水を持参することをお勧

めいたします。日本円や USドルが利用できる土産店へご案内します。現地の交通機関は規模は小さく、エアコン、マイク、空気清浄機の設備

がない等日本の基準とは異なる場合がございます。日本語ガイ ドの数に限りがございます為、英語またはロシア語ガイ ドとなる場合がござい

ます。旅程の順序が異なる場合があります。気象条件により、景色を見ることができない場合があります。旅行シーズンに当たるため、混雑

や渋滞が予測されます。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。
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SOKCHO…東草

01RV  東草 雪岳山国立公園 躾襦 陽 苺警
所要時間 :約 6時間 30分   食事付き         大人 USD 105.00/子 供 USD 78.75

出発時力:前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞TODAYでご確認ください。

座席数限定

海外からの観光客にも人気の雪岳山国立公園を訪れます。新羅時代創建の韓国仏教最大宗派である曹渓宗寺院である新興寺に

も向かいます。ケーブルカーで山頂にある権金城を訪れ、歴史と自然を満喫したあと、お食事をお楽しみいただき、船へと戻

ります。

ご注意 :歩きやすい靴でご参加ください。体に支障のある方の参加はお勧めしておりません。旅程の順序が異なる場合があります。帽子、サ

ングラス、お水を持参することをお勧めします。席に限りがございますのでお早めの予約をお勧めします。韓国の旅行混雑シーズンとなるた

めところどころで混雑や渋滞が予測されます。両替は事前にお済ませください。 (日 本円や USドルが利用できる土産店もございます) 現地

の交通機関は規模は小さく、エアコン、マイク、空気清浄機の設備がない等日本の基準とは異なる場合がございます。

01RW  ベスト・オブ・ソクチョ 咤鰺難1撃
所要時間 :約 5時間  食事付き           大人 USD 85.00/子 供 USD 63.75  座席数限定

出発時刻:前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞TODAYでご確認ください。

港を出発し、五峰山にある、新羅時代の高僧・儀湘 (ウィサン)大師によって1300年 以上前に創建された洛山寺をご覧いただきます。その

後、ユニークな東草市立博物館&難民文化村を訪れます。船に戻る前に素敵なお食事をお楽しみ頂きます。

ご注意 :歩きやすい靴でご参加ください。体に支障のある方の参加はお勧めしておりません。旅程の順序が異なる場合があります。帽子、サングラス、お水

を持参することをお勧めします。席に限りがございますのでお早めの予約をお勧めします。韓国の旅行混雑シーズンとなるためところどころで混雑や渋滞が

予測されます。両替は事前にお済ませください。(日 本円や USドルが利用できる土産店もございます)

01RX   東草の文化

ム静

薇準轡
所要時間 :約 4時間  食事なし          大人 USD 72.00/子 供 USD 54.00

出発時刻:前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞TODAYでご確認ください。

座席数限定

韓国時代劇ドラマの撮影地「テ。ジョヨン」を訪れます。自然にできた円周 7.8kmに わたる永郎湖をご覧いただいたあと、朝鮮戦争の時に

現在の北朝鮮から避難してきたことにより作られた「アバイ村」へと参ります。`アバイ'とは北朝鮮のハムキョンドの方言で`お年寄り'という

意味があります。当時の避難民にお年寄りが多かったことからこの名前がつけられました。船に戻る前に、東草観光水産市場を訪れます。

ご注意 :歩きやすい靴でご参加ください。体に支障のある方の参加はお勧めしておりません。旅程の順序が異なる場合があります。帽子、サングラス、お水

を持参することをお勧めします。席に限りがございますのでお早めの予約をお勧めします。韓国の旅行混雑シーズンとなるためところどころで混雑や渋滞が

予測されます。両替は事前にお済ませください。(日 本円や USドルが利用できる土産店もございます。)

01RY   東草散策ツアー 釉彙華雉簿
所要時間:約 4時間  食事なし          大人 USD 75.00/子 供 USD 56.25  座席数限定

出発時刻:前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞TODAYでご確認ください。

港から出て、エキスポタワーまで歩きます。丘まで 40分ほど歩き、澄んだ空気を吸いながら、チョクソ湖に向かいます。(タワー入場は含ま

れておりません。)歩道はウォーキングを楽しむために整備されてます。その後、セラミック美術館へ向かいます。こちらの美術館は 1997

年 10月 にセラミストSeokbong Cho Muhoに よって開館されました。韓国式建築で建てられた美術館は Seokbong Cho MuhOの 功績や彼

のセラッミク作品のコレクションを見ていただくために建てられました。プレートとタイルの上に飾られた巨大な装飾作品をぜひご覧ください。

最後に、現代的な東草美術館とシビリアンビレッジを訪れ、その地域の歴史を学びます。美術館は「渤海の歴史」、「1950年代の再現」、
「東草の歴史美術館」の 3部 にわかれています。ユニークな群集文化を東草美術館とシビリアンビレッジでご覧いただけます。

ご注意 :歩きやすい靴でご参加ください。体に支障のある方の参加はお勧めしておりません。旅程の順序が異なる場合があります。1冒子、サングラス、お水

を持参することをお勧めします。席に限りがございますのでお早めの予約をお勧めします。韓国の旅行混雑シーズンとなるためところどころで混雑や渋滞が

予測されます。両替は事前にお済ませください。(日 本円や USドルが利用できる土産店もございます)

5



01VEソクチョ・ランドマ一`ク 鰺襴攀鰺襦鵞畢
所要時間 :約 7時間  食事付き          大人 USD 130.00/子 供 USD 97.50

出発時刻:前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞TODAYでご確認ください。

座席数限定

港から出発して、「年老いた人」を意味するアバイ村に向かいます。通りには小さな韓国式の家々が並び、1970年代の暮らしを思い出さ

せます。町の自然や海の静けさにより、アバイ村のユニークな雰囲気を感じていただけます。この地域は、韓国のドラマ「秋の童話」が撮影

されたことでとても有名になりました。続いて、アバイフェリーを体験していただけます。東草の繁華街とアバイ村を分け隔てる東草港へ通

じる手段です。その距離は約 50メートルしかありません。その後、1982年 に運営が開始された観光水産市場を訪れます。そこでは、地上

2階、地下 1階に 450も の店が見られます。市場で自由時間を楽しんでいただいた後、雪岳山へと向かいます。そちらでは、要塞や 23

代 目の王によつて建てられたと信じられている城をお楽しみいただけます。ご夕食後は、温泉でおくつろぎください。こちらの温泉は肌や

日の病に効くと言われています。

ご注意 :歩きやすい靴でご参加ください。体に支障のある方の参加はお勧めしておりません。旅程の順序が異なる場合があります。帽子、サングラス、お水

を持参することをお勧めします。席に限りがございますのでお早めの予約をお勧めします。韓国の旅行混雑シーズンとなるためところどころで混雑や渋滞が

予測されます。両替は事前にご準備することをお勧めします。(日 本円や USドルが利用できる土産店もございます)

01VG 束草 雪岳山とお買い物 鷺扮篠餞貶蛉蝙
所要時間 :約 4時間  食事なし          大人 USD 62.00/子 供 USD 46.50

出発時刻 :前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞 TODAYでご確認ください。

座席数限定

1982年に運営が開始された観光水産市場を訪れます。そこでは、地上 2階、地下 1階に 450もの店が見られます。その後、雪岳山へと

向かいます。雪が長い間とけず、岩を永遠に自くしてしまうことが名前の由来となっています。その地域は 1965年 11月 に自然保護地域

に、1973年 12月 に公園保護地域に、1982年 8月 にユネスコによって生物圏保護区域に指定されています。そちらでは、要塞と23代 目

の王によつて建てられたと言われている城をお楽しみいただけます。

ご注意 :歩きやすい靴でご参加ください。体に支障のある方の参加はお勧めしておりません。旅程の順序が異なる場合があります。帽子、サングラス、お水

を持参することをお勧めします。席に限りがございますのでお早めの予約をお勧めします。韓国の旅行混雑シーズンとなるためところどころで混雑や渋滞が

予測されます。両替は事前にご準備することをお勧めします。(日 本円や USドルが利用できる土産店もございます)

BUSAN―
`釜

山

(釜山で下船されるお客様はご参加いただけません。予めご了承ください。)

010C  釜山終 日観光 魏礼鉤儡‖鵞鸞
所要時間 :約 7時間 30分  食事付き(夕食) 大人 USD 79.00/子 供 USD 59.25   座席数限定

港からヌリマル APECハウスに向かいます。美しい景色を誇る冬柏島に位置するこの APECハウスは、APEC国際会議が行われた近代的
な建物です。海雲台ビーチを訪れたあと、釜山で最も栄えるソミョンに参ります。情熱あふれる韓国の人々の生活を垣問見ることが出来る
でしょう。途中、民主主義記念公園へもご案内いたします。また、DFSへもご案内いたしますので、お買い物もお楽しみいただけます。

ご注意 :毎月第一月曜日、ヌルマリAPECハウスは閉館のため、代わりに冬栢島のウォーキングツアーに変更となります。旅程の順序が異なる場合がありま
す。ツアーの行程のほとんどがバスでの移動となります。お早目のご予約をお勧めします。

010D  釜山半日観光 饉鮮亀螂
所要時間 :約 4時間 30分  食事なし 大人 USD 59.00/子 供 USD 44.25席数限定

港からヌリマル APECハウスに向かいます。美しい景色を誇る冬柏島に位置するこのAPECハウスは、APEC国際会議が行われた近代的
な建物です。海雲台ビーチを訪れたあと、釜山で最も栄えるソミョンに参ります。情熱あふれる韓国の人々の生活を垣間見ることが出来る
でしよう。民主主義記念公園へもご案内いたします。

ご注意 :毎月第一月曜日、ヌルマリAPECハ ウスは閉館のため、代わりに冬栢島のウォーキングツアーに変更となります。旅程の順序が異なる場合がありま
す。ツアーの行程のほとんどがバスでの移動となります。お早目のご予約をお勧めします。
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651A   太宗台と国立海洋博物館 鰊雉鼈靡
所要時間:約 4時間 30分  食事なし 大人 USD 45.00/子 供 USD 33.75   座席数限定

港を出発し、BIFF(釜山国際映画祭)広場を訪れた後、自然公園である太宗台へ向かいます。その後 14,000以 上もの歴史的な収蔵品を
展示した韓国国立海洋博物館を訪れます。

注意 :毎週月曜日(月 曜日が祝日だつた場合にはその翌日の振り替え休 日)は国立海洋博物館が開館のため、代わりに甘川文化村へ訪
れます。旅程の順序が異なる場合があります。ツアーの行程のほとんどがバスでの移動となります。お早目のご予約をお勧めします。歩き
やすい靴でご参加ください。帽子、サングラス、お水を持参することをお勧めいたします。

6645   釜山水族館と市内観光

`醸

骰酪蛉螂
大ン人、uSD 55,00/三芦供 USD 41.25 座席数限定

港を出発し、80mにも及ぶ海底トンネルがある、釜山水族館へ参ります。次に韓国で有名な、美しい自然に囲まれた海雲台ビーチを訪れ
ます。その後、韓国最大のマーケット、国際市場へと参ります。こちらでお買い物の時間を設けたあと船に戻ります。

ご注意 :国際市場は予告なく閉まることがございます。その際は、代わりに正面にある釜山国際映画祭広場へと参ります。

6647   スパ &市場でお買い物体験 饉笏皿
所要時間 :約 5時間 食事なし 大人 USD 75.00/子 供 USD 56.25 座席数限定

海雲台の「新世界セントムシティ」にある伝統的な韓国のスパ、スパランドヘご案内いたします。ご家族やご友人といろいろな種類の温泉や
サウナでぜひリフレッシュしてください。その後、富平市場で自由時間を設けたあと船に戻ります。

注意 :旅程の順序が異なる場合があります。このツアーにはスバヘの入場料のみ含まれています。スパランドで有料のものをご利用になら
れる場合は、ご自身にてお支払いください。13歳以下の方はスパランドヘご入場いただけませんのでご了承ください。

6648   海東竜宮寺半 日観光 鶯鰺心轡
所要時間 :約 5時間 食事なし 大人 USD 50.00/子 供 USD 37.50 座席数限定

韓国にあるほとんどのお寺が陸内にあるのに対し、釜山の北東に位置する海東龍宮寺は長い海岸線にあります。百段以上の階段を登り
下りした後に見える景色は絶景です。海東龍宮寺を訪れた後、韓国最大のマーケット、国際市場へと参ります。こちらでお買い物の時間を
設けたあと船に戻ります。

ご注意 :国際市場は予告なく閉まることがございます。その際は、代わりに正面にある釜山国際映画祭広場へと参ります。

FUKUOⅣ卜 福 岡

(福岡で下船されるお客様はご参加いただけません。予めご了承ください。)

福岡終 日観光 (月 曜 日除く) 量綺桑鍋撃‡撃01ST

所要時間 :約 6時間 食事付き(昼食)         大人 USD l12.00/子 供 USD 84.00

出発時刻:前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞TODAYでご確認ください。

座席数限定

海浜タワーとしては、日本一高い福岡タワー。太宰府天満官は、学問の神様と言われる天神さま(菅原道真公)をお祀りする神社です。活
気ある参道散策や、隣接した九州国立博物館も見どころの一つです。福岡の代表できな観光コースをお楽しみください。

ご注意 :気象条件により、景色を見ることができない場合があります。日本の旅行シーズンにあたるため、所々で混雑や渋滞が予測されます。歩きやすい靴
でご参加ください。帽子、サングラス、お水を持参することをお勧めいたします。お食事の際、お水以外のお飲み物は別途現地にて精算して頂きます。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。
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01SX

菫霧     r、  轟燻轟

世界遺産候補「宗像大社」と世界最大涅槃像「南蔵院」,日 本最大釈迦座像「東長寺」璽魯鶉蝙轟轟灘最撃lW

所要時間 :約 6時間 30分  食事付き(昼食 :お弁当)   大人 USD l12.00/子 供 USD 84.00

出発時刻:前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞 TODAYでご確認ください。

座席数限定

宗像大社は、世界文化遺産登録を目指す国内候補の一つになっています。神宝として古代祭祀の国宝を多数有し、裏伊勢とも呼ばれ

ています。南蔵院は、ブロンズ製で世界一の大きさを誇る釈迦涅槃像が有名です。

ご注意 :日 本の旅行シーズンにあたるため、所々で混雑や渋滞が予測されます。歩きやすい靴でご参加ください。帽子、サングラス、お水を持参することを

お勧めいたします。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。

01SY   ユネスコ無形文化遺産の唐津&呼子のイカを味わう 颯餘轟轟:〕撃1鵞
所要時間 :約 6時間 20分 食事付き(昼食)    大人 USD 125.00/子 供 USD 93.75

出発時対:前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞TODAYでご確認ください。

座席数限定

唐津は、世界的に有名であったフリーダイバー、ジャックマイコール氏が景色の美しさを絶賛した場所。日本三大松原の一つ、虹の松原

や、からつ曳山展示場、新鮮な海の幸をお楽しみください。唐津くんちの曳山行事は、エネスコ無形文化遺産に登録されています。

注意 :旅程の順序が異なる場合があります。気象条件により、景色を見ることができない場合があります。日本の旅行シーズンにあたるため、所々で混雑

や渋滞が予測されます。歩きやすい靴でご参加ください。帽子、サングラス、お水を持参することをお勧めいたします。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。

01SZ   柳川の川のクルージングと太宰府天満宮 疵鑢 :1警

所要時間 :約 5時間 食事付き(昼食)      大人 USD 132.00/子 供 USD 99.00

出発時刻:前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞TODAYでご確認ください。

席数数限定

詩人・北原自秋の故郷として有名な、水の都、柳川。約 410年前柳川城築城のおりに、城下町を形成するために人工的に堀を掘って整

備されました。その堀を巡る川下りをお楽しみください。

ご注意 :歩きやすい靴でご参加ください。帽子、サングラス、お水を持参することをお勧めいたします。お食事の際、お水以外のお飲み物は別途現地にて

精算して頂きます。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。

01Tl 博多とんこつラーメンと糸島観光 曇露醤%鯉掌‡撃 鹸
所要時間 :約 6時間 食事付き(昼食)      大人 USD 120.00/子 供 USD 90.00

出発時刻 :前夜にお客様のお部屋に届く船内新聞 TODAYでご確認ください。

座席数限定

福岡のグルメと言えば、博多ラーメン。博多ラーメンの有名ブランドー蘭が展開する、一蘭の森では、ラーメンの工場見学や、ここでしか食
べられない、オリジナルな博多ラーメンをご賞味いただけます。糸島地区の美しい風景も魅力のコースです。

ご注意:旅程の順序が異なる場合があります。気象条件により、景色を見ることができない場合があります。日本の旅行シーズンにあたるため、所々で混
雑や渋滞が予測されます。歩きやすい靴でご参加ください。帽子、サングラス、お水を持参することをお勧めいたします。お食事の際、お水以外のお飲み
物は別途現地にて精算して頂きます。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。伊都国歴史博物館は月曜日、休館となり 糸島の塩工房
の見学となります。
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ご注意とお願い
22奎と

=と
空ゼ奎■

=土
憂塑狙量 lK■主奎豊墜望型≧丞三二重墜

=2LI⊆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。そのためツアーガイドが旅程の管理を行つており、食事の時間、写真ス

トップ、見学箇所、自由時間などの時間の調整はツアーガイドに一任していただきますc

払い戻しとキャンセル

たヽし

手配を良好に提供させて頂くため、各現地手配会社と船会社で交わしておりますキャンセルポリシ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、お取り消しは一切受け付けておりません。
ツアーキャンセルによる払い戻しは、ツアーのチケ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/または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、最新板をご確認くださtヽ こ
お客様に最善のツアーが提供できますよう、出来る限り多くのツア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。

食品の持込

韓国と日本の両国の法律により、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。お客様はコスタにそれらの賠償を求めることは出来ません。

ビ ス

船への到着時間により、ボッティチェッリ(Deck8)が 開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。

足の不自由なお客様
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。
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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。

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。

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。
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。

観光: 主にバス観光に重きを置いたツアーで、歩くことの少ないツアーです。

自然: 自然を愛する方にお勧めのツアーです。

水遊び: 水泳の機会や、濡れる可能性のあるツアーです。

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す。

ショッピング: ショッピングが好きな方にお勧めです。

楽しい: 特にエンターテイメント好きの方にお勧めです。

家族向け: お子様連れのご家族にぴったりのツアーです。

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。

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
ご友人など付き添っ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。

お勧め: お客様に人気の高いお勧めのツアーです。

新登場 : 新登場の新しいツアーです。

試食: 軽いスナックまたは試食が含まれるツアーです。

食事つき: ツアー中にお食事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。

食事は船にて: 昼食または夕食のため一度船に戻り、再びツアーに戻るコースです。

食事なし: ツアー中、昼食のための自由時間が設けられています。個人で昼食をとっていただくツアーです

飲み物付き

個人ツアー: 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ーです。

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です。

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です。

プレミアムツアー: 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。

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

出:董壁間について: 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、時間は寄港地の代理店や港湾当局によって決定されます。
ツアー前日お部屋に届けられますコ墜⊇[≧▲】生逝菫塁:【墜Ittzz二の皇全墜」董Lと集合場所をご確認下さい。また、ツアーご購入後のお客様都合によるキャンセルの払
い戻しはできませんのでご了承下さい。ツアー開催には最低催行人数が必要なため、この人数に満たないときはツアーがキャンセルされることがございます。
その場合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。
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