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ツアーマネージャー・アナが、コスタビクトリアヘの

ご乗船を歓迎いたします。

ご乗船 1日 目にぜひツアーオフィスにお越 しください !

お客様の旅程中のコスタ主催のツアーをご紹介いたします。コスタのツアーは各寄港地でお客様がお時間を最大限有効に使っ

ていただけるようデザインされています。また、船の停泊時間に合わせてスケジュールされているので、安心して参加 してい

ただけます。コスタのツアーエスコー トと地元のライセンスを持ったガイ ドが、忘れることのできない場所へご案内させてい

ただきます。コスタのツアーでは、博物館、興味深い場所などに優先的に入っていただけます。各寄港地ではベス トな移動手

段をご用意 しています。お値段も明快です。

ツアーのお申し込み方法がますます簡単になりました |

トーテム

′つ

新しいトーテム登場! 本船デッキ 5階、6階、7階にございますマルチメディアトーテムにてツ

アーのお申込みをしていただけます。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 Wifi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にお越し頂くか、内線番号 06328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 |す 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

致します。 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 6階スクォッククラブに直接お尋ね下さい。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。

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 6階ツアーオフィスの営業時間は毎 日の Todaリ プログラムでご確認ください。

販売条件はッアーオフィス、またはマルチメディアトーテムでご覧いただけますc

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新間でご確認 くださいc



SANYA― 三亜 海南島

0022 天涯海角とショッピング ■
所要時間 :約鶴 間 食事なし 座席数限定

出発時刻 :前夜にお客様のお部屋に属く船内新聞 TODAYで ご確認ください

船を降りてまず 「地球の果て」に向かいます。天涯海角は 「地球で最も隔離された岬」と呼ばれ、三亜・フェニックス空港の

近 くにあります。ビーチにある巨大な岩の一つには中国語で 2つ の文字 「天涯」 (空の果て)と い うものが亥」まれています。
これは清朝・薙正の治世、崖州の奉公によつて書かれたものです。その背後にはさら|こ 「海角」 (海の果て)と 書かれた岩 も
あ ります。中国人にとつては彼 らの起源は唐の時代 (618-907)ま で遡るわけで、これ らの文字は文化的に重要な意味があり
ます。中国の有名なラブソングの歌詞でも「最後の時まで、地球の果てまで一緒に行こう」とあります。 このように 「天涯・

海角」というフレーズは地理的な距離だけではなく、友情・愛情 。生命の象徴 となっています。その後、お土産屋にて自由時

間をお楽しみください。

注意:座席に限りがございますので、早めにご子約ください。ツアーの順序に変更がある場合もございます。

0023 南山仏教センターとショッピング 籠薦圏壺囲錮 uSD 72.00
所要時間 :約4時間  食事なし 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

まずは南山仏教文化公園に向かいます。南山文化観光区は中国で唯一の熱帯沿岸都市・三亜に位置 し、面積は 50ポ。観光区全
体が海に面してお り、後ろには美 しく壮大な南山山があり、すばらしく優雅な自然の景観になっています。 こちらは中国の少
数民族の多様な文化交流・環境保護キャンペーンの実施、熱帯の海の観光スポットとして、また仏教文化情報センター として
の役 目を持ち、環境当局の承認を得て、国際的なマルチ文化観光公園として設立されました。ギネス世界記録を持つ金色の観
音像や、 ドラゴンインクス トーン、南シナ海を見下ろすように建てられた 108メ ー トルの観音像もあります。また中には近代
西洋文明を代表する建築物もあります。いくつかのテーマパークも入つてお り、仏教文化公園・観音文化公園・道教公園など
様々です。この公園の主な見所は南山寺・母仏像 。イン ドの仏教遺跡 となっています。南山文化観光区は長い歴史があり、神
聖な場所 と見なされています。仏教寺院としてだけでなく、リラックスできる穏やかな場所でもありますっ船に戻る前にはお
土産屋に立ち寄 ります。

注意:座席に限りがございますので、旦めにご予約ください。ツアーの順序に変更がある場合 もございます。

0025   鹿回斗公園とダ ドン湾 ■風囲 uSD 59,00
所要時間 :約 4諄問   食事なし

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

まずはダ ドン湾を訪れます。ダ ドン湾は三 日月形をした湾で、白いビーチがあり、 ミラーのようなクリスタルな海、太陽、透
き通った水、緑の木々があり、写真を撮るためには絶好の場所で、自由時間がありますっその後、鹿回斗公園をガイ ド付バ ッ
テ リーカーで周 り、そこでも自由時間もお楽 しみいただけます。鹿回斗公園は三亜の半島に位置 し、李朝の伝説から名づけら
れま した。古代五指山にいた李族出身の勇敢で勤勉で優 しい猟師がいたと言われています。彼は狩 りの際、鹿を見つけ 9日 間
それを追い続けて 99の 山と川を越えました。そして最後にこの公園の位置するサンゴ崖に着きました。追いつめられた鹿は振
り返 りその若い猟師を見つめました。ハンターがいよいよ矢を放 とうこしたとき、鹿は突然美 しい少女に変身 しました。少女
は妖精の王女で、その勇敢で勤勉な猟師に恋に落ちました。皇后の許可を得て、彼女はその若い猟師 と結婚 し、その後二人は
彗せ′[暮 ■)_ま したっその後人々はこの場所を鹿回斗 (鹿が頭を回す とい う意味)と 呼ぶようになり、また三亜は鹿の町とし
て=ら ■るょう|こ なりました。現在この公園には 1?メ ー トルの鹿の彫刻が建てられています。またいろんな木々が伸び、多く
~T‐ ニ ンや リゾー トもできました。海技 285メ ートルの公園の頂上では、南シナ海の景色 と三亜の町のパノラマを臨ま,こ とが

三百 三三´
=夏 ■,長距離歩くたつ覆きなれた歩きやす :ヽ靴を着用ください,ツ アーの順序 |こ変更がある場合もございま十,ベ ットボ ル`の水をご持参されること

を三~~´
貢́~: 晋,こ 眼

'1●
こゞさt｀ ますので、早め,ここ予約ください_
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6931 フーチャオマッサージセンター ■ uSD 64.00

所要時間 :約 4時間   食事なし

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

港からす ぐにフーチャオマッサージセンターに向かいます。港から8キ ロ離れたところにあるこのマッサージセンターは三亜

ではとても人気で、中国式ボディマッサージを体験できます。中国式マッサージは中国の伝統的な医療の一つ とみなされてい

ます。また漢方、鍼灸、指圧に密接に関連 しているため効果があります。中国式マッサージは常にソファやいすに座った状態

で受けまず。その際、靴は脱ぎ、体を締め付けない服装を着用する必要があります。 リラックスを目的としたアンモマッサー

ジはバランスと取れた全身 トリー トメン トに効果がありますc

⊂AI LAN― HALONtt BAY

6315   ツヽ ロ ン郊 外
H冊
■■L■ 2』」 uSD 59.0'0

所要時間 :約 5.5時間  食事なし

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

魅力的な海岸線を誇 り、1500キ ロにも伸びる沿岸、 トンキン湾の透き,i麗 つた青い水面に浮かぶ数千年の潮の侵食によつて形成

された石灰石でできた島があるハロン湾は ¬994年 ¬2月 に世界自然遺産として登録 されました。この有名な湾はベ トナムで最

も絵になる景色の一つで、クアンニン省・ホンガイ・カムファー省の大規模は炭鉱所 と隣接 しています。船を出発 してまず、

ハロン郊外の景色をお楽 しみください。国道沿いには限 りなく広がる田んぼや、農業の風景、地元の人たちの生活を垣間見る

ことができるでしょう。イエン トゥー寺に着 くと、本堂の壁や天丼に描かれた絵から長い仏教の歴史を感 じるでしょう。また

裏の庭は穏やかな雰囲気になっています。次に典型的な村に立ち寄 ります。そこではフレッシュな環境 とのんび りとした生活

を見ることができます。いくつかの典型的な家庭を訪問し、そこで出されるサツマイモや緑茶を飲みながらライフスタイルや

文化について知るチャンスもあります。その後同じ道を通 リハロン市に戻 ります。バイチャイの町につくとお土産物屋のある

ホテルにで休憩の自由時間があります。最後にバイチャイの屋外マーケッ トに立ち寄 り、ハロンのお土産のお買い物をお楽 し

みください。その後船に戻 ります c

注意:座席に限りがござし`ますので、早めにご予約ください。ツアーの順序に変更がある場合もございます。履きなれた歩きやすい靴を着用ください。また帽子、サング

ラス、ベットボ oルの水をご持参されることをおすすめします。

6316 ハ ロン湾魅惑のクルーズ 壼薫蘭 uSD 54、 95

所要時間 :約 45時間  食事なし

出発時刻 :前夜 |こ 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

ハロン湾は世界自然の不思議の一つであり、ベ トナムの最も美 しい観光地の一つです。1000以上の石灰石のカルス トと、バィ

チャイビーチに沿って 120キ ロもつづく様々な形や大きさの島からなります。クルーズはティエンクン洞窟に行き、中に入る

ことができます。その後クルーズで、香壷や戦 う鶏の形をしたいくつかの島を経由しボー タ`ーミナルに戻 ります。次にバス

に乗 リバイチャイの町の短いパノラマツアーをお楽 しみください。写真を撮れるスポットのある山にも行きます。バイチヤイ

とい う名前には多くの伝説があり、その うちの一つは、チュオン・ヴァン・ホーとい う大将に率いられてたモンゴル軍が食料

を輸送 している際に、チャン・カイン・ ドゥ大将率いるベ トナム軍が軍艦に火をつけ、その火が森まで燃や したというもので

す。それ以降このビーチはバイチャイまたは焼けたビーチとして知られるようになりました。船に戻る前に、バイチャイマー

ケットに立ち寄り、お買い物をお楽 しみください。

注意:ボートで |ま 足元が滑りやすいので、履きなれた歩きやすい靴を着用くだ さい。特に乗船時・下船時はご注意 ください。お子様や年配の万には厳 しいツアーにな り

ます。体が不 自由なお客様にはお勧めできません。 ツアーの |1頂序 |こ 変更がある場合もございます。

う
、
フ



目1出風囲銀 uSD 69.95
6317 ハロン湾探検

座席数限定

所要時間 :約 7時間  食事付き

出発時刻 :前夜にお客様のお部屋に居く譜内新聞 TODAYで ご確認ください

ハロン湾のクルーズに出発 しましょう !船の停泊位置から忘れ られないクルーズが始まります。楽園かのような数々の小島を

通る航路 となっています。民話では、龍が天から降 りてきて、地元の人々のために、海に宝石や翡翠を吐き自然の要塞を形成

し侵入者から守ったと言い伝えられています。これらの宝石が緑豊かな島々だと言 うことです。その中には美 しい洞窟や奇妙

な奇石、プールを隠し持っている島もあります。クルーズの後にはそれ らを探検できるパノラマツア~に参加 します。その後

ローカル レス トランにて典型的なベ トナム式ランチをお取 りいただきます。地元の人によると、 「バイチヤイ」とい う名前は

歴史的な出来事から名づけられたといいます。バイチヤイはかつて森でしたが、1287年に、チユオン・ヴァン・ホ~と い う大

将に率いられてたモンゴル軍がベ トナムを攻撃 しましたが、チャン・カイン・ ドウ大将が奪回。モンゴル軍の多 くの船は燃や

され、それが陸に漂着 し、強風によつてあおられ森まで焼きました。それ以降この沿岸は 「焼けたビーチ」を意味するバイチ

ャイと呼ばれるようになりま した。朝食後にはバイチヤイビ~チのコイヤルアミューズメン トパークを訪れます。これは面積

loヘ クタール、海岸の 1.5キ ロに沿つて位置 しています。ここではリラックスした り、水上人形劇や伝統文化のシヨーを見る

こともできますЭ最後にバイチヤイの屋外マーケットに立ち寄 り、ハロンのお土産のお買い物をお楽しみくださいoそ の後船

に戻 ります。

注意:ボートでは足元が滑りやすいので、履きなれた歩きやすい靴を着用ください。特に乗船時・下船時はご注意ください。お子様や年配の方には厳しいツアーになり

ます。体が不自由なお客様 |こ にお勧めできません。ツアーの順序に変更がある場合もございま、す。
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~マ ガジン アイコン説明
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。歩きやすい靴をお履きください。

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。歩くのが困難な万にはお勧めしません。

歩きやすく、しっかりした靴をお履きください。

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、冒険家の万にのみお勧めします。

以上のご案内は健康な方のためのものです。持病等お持らの方は医師にご相談いただくことをお勧めいたします。

観光: 主にバス観光に重きを置いたツアーで、身体を使うことはあまりありません。

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、その地域の伝統を愛する方にお勧めのツアーです。

ンヨンピング: シヨンピングが大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つたりのツアーです。

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でも、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スージャーにお申し付けいただきますと、エクスカーンヨ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。

スペン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|こ 泊まるッアーで十。

プレミアムツアーi 少人数で行くブレミアムツアーです。

グルメツアー: グルメ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。

フイランソロピー (人類愛)ツ アー1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。

出発時萱二ついて: ツアーマガジンに載つ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つて決定されます。
ツアー前日お部屋 |こ届けられます T⊆」日墜y:塞二重 !三11211EZ二 二4皇全壁固と豊:全場亜生」菫屋至さ登。
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。

盟
=全

整整2二三二Z:二る工担墨主くださ上`三菱壼董 :こ [量12つ 三`二L宣上の二、三 窒工 11呈りの二重迫生菱量壺し菫二 _

ツアー開催 :こ |ま最低催行人数が必要なため、この人数 |こ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|よ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|ま定ス」通りでこ出発し、遅れた方を待つことは出来Iせん,遅刻 |こ よるキ‐Fノ セルの払 .ヽ 戻しは一切受.■ 付1丁てお:,ま せんのでご了承下さい。

風

国
璽
編
一鋼
釧
澱
裏
懸
　
　
饗

困
圏臨
鮒
園
躙
磁

翻
日

璽
冒
驀

圏

【が
一

5


	IMG_20190820_0248
	IMG_20190820_0249
	IMG_20190820_0250
	IMG_20190820_0251
	IMG_20190820_0252

