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一切の転載・引用を禁じます

Facebookもチェック

イタリアンクルーズイタリアンクルーズ

青森青森

酒田酒田

新潟新潟
金沢金沢

舞鶴舞鶴境港境港

福岡福岡

函館函館

2017.4　2017.10
4泊5日 5泊6日
7泊8日 

気ままに楽しむ気ままに楽しむ

金沢発着

北海道、東北、北陸、山陰
ロシア、韓国へのクルーズ
北海道、東北、北陸、山陰
ロシア、韓国へのクルーズ

13歳未満
 無料＊

*詳細はP3へ

全ての出発日

コスタ ネオロマンチカで行く

※1

※2

※1　2017年7月28日出港（4泊5日）内側キャビンIC・2 名様 1室ご利用の場合

コスタクルーズで実現した驚きの価格帯！

早割導入 ※2　早割適用後の料金です。詳しくはお問い合わせ下さい。

62,800円※1

1泊あたり10,000円～※2
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本場のイタリア料理  選べるお食事

エンターテインメント＆アクティビティスパ＆ウェルネス

厳選された寄港地 

日本の寄港地を巡りながら、船内には溢れるイタリア感が満載！  エ
ンターテインメントもアクティビティも本場イタリア直輸入 !!　飽きのこ
ない船旅が楽しめます。

子供のためのイベント＆アクティビティ

クルーズは大人の娯楽なんて、誰が決めたのでしょう？ ネオロマンチ
カでは、クルーズ初体験の小さなお客様のためのイベントが盛りだく
さん。多国籍スタッフとの異文化体験も。

クルーズの楽しみは何といっても食にあり！ 本場イタリア料理だけでな
く、アジアや諸外国のお料理をお好きなだけ召し上がれ！こだわりの
食をご堪能ください。

最新のジム設備が整った施設がクルーズ中の健康美をバックアップ。ジョ
ギングで汗を流した後は、スパやジャグジーでリラックスのひと時を…。

ショッピング
旅の楽しみの一つはお買い物、旅の思い出を彩るお気に入りの品を探
しましょう！ ネオロマンチカでは、ヨーロッパのプレミアムブランドが免
税価格で購入できます。

お年寄りの方に対しても優しい船
船内はバリアフリー対応となっており、ご高齢の方でも不自由なくお過
ごしいただけます。コスタスタッフがサポートしますので車椅子をご利
用のお客様でも安心して生活いただけます。

日本のお客様のための特別サービス
日本語スタッフや日本語メニューがございます。日本クルーズならでは
の細かい配慮が随所に光ります。海の上のイタリア、ネオロマンチカも
これなら言葉の心配は不要です。

経験と知識をもとに選び抜いた、最高の日本航路。今年のコスタは更に
新しい寄港地が加わりました。日本発着で楽しめる楽々クルーズです。

コスタクラブでは、コスタクラ
ブ会員様だけにご案内する特
別な特典情報が満載です。お
見逃しなく。

つの

イタリアンクルーズならではの
自由気ままな旅を

コスタ ネオロマンチカへようこそ

乗船すれば、そこはイタリア。

親しみやすいクルー達と洗練されたイタリア料理、

多様なアクティビティが楽しめます。

こだわり抜いた美食とイタリア感あふれる船に乗り、魅力たっぷりの寄港地へ。

総額 150億円を費やし、洗練された調度品を備えて生まれ変わった

ネオロマンチカでのクルーズ旅をぜひお楽しみください。

ネオロマンチカ8 魅力
11

22

33

44 55

66 68

77

白川郷

自宅から乗船港、又は下船港から自宅まで宅配便にて荷物を送れるらくらくクルーズ！（有料）

227.6m

227.6m

200m

227.6m

13歳未満
無料

全ての出発日 お子様とご一緒にクルーズ旅行はいかがですか？ 
1キャビンにつき大人２名様分の通常料金（ファミリーキャ
ビンレート）をお支払いになられた場合、同室利用の12
歳以下のお子様のクルーズ代金は無料となります。
・港湾税、船内チップはお支払いください。
・追加サービスや特別レストランをご利用の際には別料金が発生します。

ネオロマンチカ

新幹線8両
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ビエンナキャバレー
ビエンナキャバレーは大理石とダークウッドのステージ
でピアノと楽団の演奏が行われます。優雅なひとときを
お過ごしください。　

ベローナワイン＆チーズバー　

1 ネオロマンチカの夜は、マスターソムリエが出すワイン
を飲みながらおしゃべり。
2  80種以上のワインとチーズ、ハチミツなどをご用意して
います。おしゃれな社交の場にピッタリ（有料）。　

ボッティチェリ レストラン ジャルディーノ ブッフェレストラン

クラブ ネオロマンチカレストラン
オープンキッチンと優雅なアイ
ボリー＆シルバーが調和した
アラカルトレストラン。
豪華なパッド付きアームチェア
でシェフ自慢の料理を召し上
がっていただきます。

巨匠ボッティチェリの名画「春」にインスピレーションを受けたロマンチッ
クな雰囲気。ムラノガラスのシャンデリアと精巧な真珠細工が映えます。

食べごたえのあるス
テーキが夜のディナー
を華やかに。豪華なス
テーキをご堪能あれ。

モノトーンのクラシックな店内に大きな窓から明る
い光が差し込み、レモンの木から芳香が漂います。
日中はブッフェ、夜はレストランになります。 

洋上の優雅なホテルさながらの気品あふれるレストランの数々。
おいしい食事とお酒を味わうひとときは船旅の最高の思い出となるでしょう。

ネオロマンチカの夜は、星空の下、サントロペプールバーでアペリティフ（食前酒）をたし
なみながら優雅なひとときを過ごすもよし、ベローナワイン＆チーズバーでワイン片手にお
しゃべりするもよし！　グランドステージでは毎晩、素晴らしいステージも堪能できます。
エンターテインメントとリラックス空間を融合したネオロマンチカで素敵なひとときを。

船
上
で
味
わ
う
イ
タ
リ
ア
ン
や

ハ
イ
セ
ン
ス
な
バ
ー
で
憩
い
の
ひ
と
と
き

Ristorante&Bar／レストラン＆バー

Lounge&Bar／ラウンジ＆バー

21

Ristorante menu
／有料レストラン

コーヒー&チョコレートラウンジ
チョコレートが主役のカフェテリア。ちょっと甘いもの
をつまんで、旅の疲れを癒しましょう（有料）。　

サントロペプールバー
サントロペのプールバーには快適な
サンベッドやソフトクッションのつい
たカウチ、おしゃれなカバーナ（天
蓋付きベッド）で、アペリティフを
お楽しみいただけます。

シガーラウンジ
良質の葉巻を楽しめるラウンジ。

タンゴ
ディスコ
お好きなカク
テルを楽しめ
ます。

他にも
有料レストラン

あり

ステーキ
ロブスターをはじめ
としる数々のシー
フードが食卓を彩
ります。

シーフード
日本食が恋しくなっ
ても、コスタのア
ジア食をお楽しみ
頂けます。

和食レストランでは
様 な々メニューを
ご賞味頂けます。

※このページの料理写真はイメージです
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1 テピダリウム／プライベートルームでスチームや泥を使った若返りトリートメントが受けられま
す。　2 リラクゼーションエリア／マッサージルームの快適なベッドで身体を伸ばしてリラック
ス。　3 サウナ／女性が使いやすい雰囲気と快適な空間でゆったりサウナが楽しめます。　
4 ソラリウム／インストラクターを招いてのヨガやピラティス教室に参加することもできます。

オープンエアジャグジー
碧い海を眺めながらジャグジーでリ
ラックス。開放的な雰囲気の中での
最高のシチュエーションは船旅なら
ではの贅沢な時間です。海風を浴び
ながら、限りなく続く大海原を眺め
てみては。

タラソテラピー
プール

ジャパニーズ
ティーハウス

ジャグジーの気泡が全身をマッサージして
癒してくれるスパ。ヨガやピラティスで汗
をかいたあとに、ゆったりくつろげます。

和のテイストを取り
入れたティーハウス。
トリートメント後に、
まったりとお茶を飲
んで休めます。

ジョギングトラック、プールやオープンエアジャグジーをはじめ、
ジム、サウナ、タラソテラピー用の二段プールとトリートメントルームでリラックスできます。

Relax e bellezza／リラックス＆ビューティー
極
上
の
癒
し
空
間
で

コ
コ
ロ
い
く
ま
で
リ
ラ
ッ
ク
ス

2

1

1 2
3 4

1 フィットネスセンター／パーソナルトレーナー
指導のもとマシントレーニングが受けられます。
2  サンデッキ／快適なサンベッド、ソフトクッショ
ンのついたカウチでのんびりと。

高級な備品と最新のテクノロジーを備えたデラックススパには、
オーシャンビューのリラクゼーションエリアや
タラソテラピー用のプールとトリートメントルームがあります。

Menu Spa／有料スパエリア
室外プール 室外のプールでは日光浴をしながら優雅に水浴を楽しめ

ます。プールサイドのチェアでゆっくり読書をするのも
おすすめです。

カジノ 赤のベルベットとスワロフスキークリスタルを飾ったエク
セルシオール・カジノで運だめしはいかがでしょうか？

免税のブランド品が購入できるショッピング
センター。欲しかった欧州ブランドが手に入
るかもしれません。買い物を楽しんでより充
実した船旅を！

ショッピングセンター
さまざまな研修や
セミナー、ミー
ティングを行なえ
るスペース。

会議室

イタリアンシップならではの快適な旅を過ごすために欠かせない施設が充実。
ショーラウンジやディスコ、カジノで非日常の空間を思いきりお楽しみいただけます。ラ

グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
な
空
間
で

魅
惑
の
ひ
と
と
き
を

Servizi ／施設

ピアッツァイタリアグランドバー
ブラウンガラスパールの照明に照らされ、美味しい
シャンパン、黄金の色彩、柔らかなアームチェア、
革とベルベットのソファと共に、船内の素晴らしい
夜がここで幕を開けます。

ネオロマンチカ客船のメインスペースにはオリジ
ナル作品や現代アートが飾られ、洗練されたモダ
ンラグジュアリーな雰囲気を醸し出しています。

モダンラグジュアリーな
インテリア
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お気軽日本海ショートクルーズと 釜山

福岡

舞鶴

ネオロマンチカがご案内するのは、日本の伝統的な城下町や港町を巡る船
旅です。クルージングで訪れることで、情緒あふれる家屋や神社仏閣、伝
統工芸の素晴らしさを再発見できるのも大きな魅力です。さらに活気あふ
れる港町の韓国・釜山への寄港も、楽しい旅の思い出となることでしょう。

中世から大陸文化を受け入れ、国際的な

商業都市として発展してきた博多。現在

もアジアをはじめ欧米諸国とも交流のあ

る都市としてますます発展し続けていま

す。見どころとしては、弘法大師が日本

で最初に創建した東長寺、厄払いの神社

である若八幡宮、博多祇園山笠が奉納さ

れる櫛田神社、また全国各地から参拝

者が絶えない学問の神様・菅原道真を

祭った大宰府天満宮など多くの神社仏閣

が並んでいる街並みです。観光地巡りで

お腹がすいたらとんこつラーメン、もつ

鍋など博多グルメをお楽しみください。

白濁のスープとごく細
麺が最高においしい、
博多の味、豚骨ラーメ
ンは思わず替え玉でお
かわりしたくなるほど。
ラーメンの本場・博多
に来たら、食べずには
いられません！

日本三景の天橋立をはじめとした自然や歴史に育まれた世界遺産「古都京都の文化財」を有

する関西の玄関口である舞鶴。散策の楽しみは国の重要文化財である赤レンガパーク。記念

館や博物館へ姿を変えた建築物が風情を醸し出しています。また、丹後半島の東にある伊根

町には大変珍しい舟屋と呼ばれる伝統的な建築様式が保存地区に指定され残っています。温

泉地も多数あるので、心と身体を癒してみてはいかがでしょうか。

歴史と文化を探訪できる魅惑の寄港地

４泊５日
　２出発日（航海）

釜山（韓国）
福岡／舞鶴

A

豚骨ラーメン

五老スカイタワーからの展望

伏見稲荷大社

ご当地料理

海軍の司令長官、東郷
平八郎が大好物だった
ビーフシチューから生
まれたのが肉じゃが。
舞鶴で軍艦の食事とし
て多くの人から愛され
た元祖肉じゃがを、ぜ
ひ召し上がれ。

肉じゃが

ご当地料理

福岡大宰府天満宮

河内藤園の藤河内藤園の藤

※写真はイメージです ※写真はイメージです
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10 

 釜山（韓国）

韓国のソウルに次いでショッピン

グやグルメなど観光地の拠点とし

ても人気のある釜山。チャガルチ

市場の新鮮な魚介類も釜山の魅力

のひとつ。その場でヒラメやタコ

など新鮮な食材で料理を作ってく

れます。

また国際市場ではアクセサリーや

洋服など何でもお手頃価格で手に

入るので、ぜひ足を運んでみては

いかがでしょうか。ゆっくり過ご

したい方には、東莱温泉や梵魚寺、

金井山城など歴史的なスポットを

散策してみるのもおススメです。

古き良き韓国の歴史に触れてみて

ください。

古くから良港として知られる境港。戦前は大陸貿易の拠点として栄えてきました。開府 400 年を迎えた水の都松江は、

さまざまな神話の舞台となっている出雲大社や日本の渚 100 選に選ばれた弓ヶ浜半島の白砂青松の雄大な海岸線や皆生

温泉など、大自然の中に神々の息吹を感じることでしょう。また現在は、『ゲゲゲの鬼太郎』の原作者・水木しげる氏

の故郷として「水木しげるロード」に多くの観光客が訪れています。

５泊６日
　24出発日（航海）

境港

釜山タワー

出雲大社

伏見稲荷大社

舞鶴、金沢、福岡、釜山（韓国）に境港をプラスしたコースは、船でゆっ
たり過ごしながらさらに日本の主要都市を巡れるプランです。歴史と文
化が織りなす名所の数々をお楽しみいただけます。

古都と城下町を巡る
麗しの日本海と釜山（韓国）

　境港／釜山（韓国）
福岡／舞鶴

福岡／舞鶴
釜山（韓国）
詳細につきましては4～6ページをご覧ください

プ　　　　サ　　ン

A B

韓国の街には、いたるとこ
ろに焼肉屋さんが立ち並び
ます。にんにくたっぷり、
ピリ辛のたれで食べる焼肉
は絶品。釜山に着いたら食
べてほしいメニューです。

焼肉

ご当地料理

カニやまぐろの水揚げ量が
日本一の堺港は、人気観光
地に海鮮料理の店が軒を連
ねています。新鮮でボリュー
ムたっぷりの魚介類を堪能
できます。

海鮮料理

ご当地料理松江城

釜山チャガルチ市場

※写真はイメージです※写真はイメージです※写真はイメージです
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※写真はイメージです※写真はイメージです※写真はイメージです
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夏の日本海周遊いいとこどり
北海道・韓国７泊８日

　１出発日（航海）

函館

ネオロマンチカならではのプランとして、小さな港にも対応できる特徴が
あります。本コースでは南は九州・福岡から北は北海道・函館、さらに釜
山にも渡る船旅として贅沢な内容になっています。

函館は横浜や長崎と並び国際貿易港と

して西洋の影響を受けた街並みが多く、

古くより北海道の玄関口として栄えて

きました。現在もレトロな風情のある

建物が残り、北海道を代表する観光都

市として人気です。見どころスポット

としては教会や函館山などのほか、五

稜郭タワーや公園、函館の朝市、赤レ

ンガの金森倉庫などはぜひ訪れてほし

い名所です。また港町ならではの新鮮

な刺身やウニ、いくらの丼もの、北海

道小麦を使用したラーメンや生乳から

作ったソフトクリームなどグルメには

嬉しい名産ばかりです。

新潟
かつて北前船の寄港地として栄えた湊町新潟は、雪国ならでは雄

大な景色と、大地がはぐくんだ美味しい食を味わえる土地。江戸

時代の末期には、長岡藩領から幕府の直轄領となり、幕末に開港

された 5 港のひとつとして発展しました。港町からのおススメ観

光スポットは、みなとぴあを起点として新潟市歴史博物館、金刀

比羅神社、少し遠出するなら佐渡島もおススメです。また新鮮な

野菜や総菜が並ぶ本町下市場で買い物を楽しみながら、お土産は

米どころ新潟ならではの日本酒はいかがでしょうか。

函館からの眺望

佐渡島

新潟／函館
釜山（韓国）
福岡／舞鶴

D

束草は韓国の東海岸に接した都市で、ソウ

ルのほぼ真東に位置します。海に面した場

所がら、新鮮な魚介類をたくさん味わえま

す。とくにおススメなのはソクチョ観光水

産市場の地下にある地下水産物刺身セン

ター。たくさんの水槽に魚やカニ、貝が泳

いでいて、オーダーすればその場でさばい

てくれ、新鮮な刺身を食べられます。また、

観光地としては国立公園に指定されている

雪岳山の玄関口としても知られています。

日本で人気を博した韓流ドラマ『秋の童話』

の舞台になった都市として、国内外から多

くの観光客が訪れています。

日本と一番近いヨーロッパであるロシア

の湾岸都市であるウラジオストクは、か

つて軍港として日本人のシベリア抑留の

舞台にもなりました。現在では企業進出

も進み、アジアとロシアを結ぶ重要な都

市へと発展しています。港には立派なター

ミナルがありそこからウラジオストク駅

のシベリア鉄道へつながっています。

古い建物と新しい建物が混在している街

並みは美しく、鷲の巣展望台下から港方

面を望む景色も最高です。ニコライ２世

の凱旋門や中央広場、スヴェトランスカ

ヤ通りの散策がおススメです。 統一展望台

中央広場

ロシア・韓国２都市周遊と
日本海
日本海を渡って日本とロシア、韓国の歴史と文化をつなぐ船旅がついに実
現しました。時差が少なく、異国情緒を味わえるネオロマンチカの魅惑の
クルージングをどうぞお楽しみください。

束草
（韓国）

７泊８日
　６出発日（航海）

ウラジオ 
ストク （ロシア）

 ウラジオストク（ロシア）
 束草（韓国）／釜山（韓国）

福岡／舞鶴

ソ　ク　 　　チ　ョ

C

福岡／舞鶴
釜山（韓国）
詳細につきましては4～6ページをご覧ください

福岡／舞鶴
釜山（韓国）
詳細につきましては4～6ページをご覧ください

ご当地料理

ボルシチ

ご当地料理

ホットク

ご当地料理

いくら丼

ご当地料理

新潟タレかつ丼

肉野菜を長時間
煮込んだロシア
の代表料理。

丼からこぼれんばかりの
いくらがたっぷり！

揚げたてのとんかつに
甘辛醤油だれが絶妙！

日本の「おやき」に近
い韓国のホットケーキ
のようなお菓子。

※このページの料理写真はイメージです

※このページの料理写真はイメージです
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函館からの眺望

佐渡島

新潟／函館
釜山（韓国）
福岡／舞鶴

D

束草は韓国の東海岸に接した都市で、ソウ

ルのほぼ真東に位置します。海に面した場

所がら、新鮮な魚介類をたくさん味わえま

す。とくにおススメなのはソクチョ観光水

産市場の地下にある地下水産物刺身セン

ター。たくさんの水槽に魚やカニ、貝が泳

いでいて、オーダーすればその場でさばい

てくれ、新鮮な刺身を食べられます。また、

観光地としては国立公園に指定されている

雪岳山の玄関口としても知られています。

日本で人気を博した韓流ドラマ『秋の童話』

の舞台になった都市として、国内外から多

くの観光客が訪れています。

日本と一番近いヨーロッパであるロシア

の湾岸都市であるウラジオストクは、か

つて軍港として日本人のシベリア抑留の

舞台にもなりました。現在では企業進出

も進み、アジアとロシアを結ぶ重要な都

市へと発展しています。港には立派なター

ミナルがありそこからウラジオストク駅

のシベリア鉄道へつながっています。

古い建物と新しい建物が混在している街

並みは美しく、鷲の巣展望台下から港方

面を望む景色も最高です。ニコライ２世

の凱旋門や中央広場、スヴェトランスカ

ヤ通りの散策がおススメです。 統一展望台

中央広場

ロシア・韓国２都市周遊と
日本海
日本海を渡って日本とロシア、韓国の歴史と文化をつなぐ船旅がついに実
現しました。時差が少なく、異国情緒を味わえるネオロマンチカの魅惑の
クルージングをどうぞお楽しみください。

束草
（韓国）

７泊８日
　６出発日（航海）

ウラジオ 
ストク （ロシア）

 ウラジオストク（ロシア）
 束草（韓国）／釜山（韓国）

福岡／舞鶴

ソ　ク　 　　チ　ョ

C

福岡／舞鶴
釜山（韓国）
詳細につきましては4～6ページをご覧ください

福岡／舞鶴
釜山（韓国）
詳細につきましては4～6ページをご覧ください

ご当地料理

ボルシチ

ご当地料理

ホットク

ご当地料理

いくら丼

ご当地料理

新潟タレかつ丼

肉野菜を長時間
煮込んだロシア
の代表料理。

丼からこぼれんばかりの
いくらがたっぷり！

揚げたてのとんかつに
甘辛醤油だれが絶妙！

日本の「おやき」に近
い韓国のホットケーキ
のようなお菓子。

※このページの料理写真はイメージです

※このページの料理写真はイメージです
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ねぶた祭りねぶた祭り 青森

酒田

青森港は、本州最北端、陸奥湾の最奥

部に位置した波が穏やかな良港です。

青森ねぶた祭や、四季折々に美しい八

甲田や十和田湖、酸ヶ湯温泉など、さ

まざまな観光名所があり、今クルーズ

は毎年 300 万人を超える人が集まるね

ぶた祭りの開催に合わせて寄港しま

す。また、青森港は中心市街地に隣接

した恵まれた立地にあるため、徒歩で

の散策やショッピングが気軽に楽しま

す。青森で人気の名産は、うにとアワ

ビのお吸い物「いちご煮」やりんご

ジュース。旅の思い出としてお土産に

もおススメです。

酒田市は最上川の河口に位置し、古くから紅花、庄内米などの特

産物をメインに発展を遂げてきた歴史ある港町です。山形県唯一

の国際貿易港として地域の経済を支える大きな役割を果たしてい

ます。とくにおススメなのは新鮮な庄内浜の魚の地魚料理や山形

牛のステーキ。また、米どころ庄内のシンボルでコメ保管倉庫と

して使われていた山居倉庫は目の前のケヤキ並木との景観が圧巻

です。また露天風呂も多いので、散策がてらゆっくり温泉につか

るのも、旅の楽しみのひとつになるでしょう。

山居倉庫

東北ねぶた祭りと日本海周遊
・釜山
山形・酒田や青森は素敵な港町でもあります。なかなか訪れる機会のない
東北の寄港地を船旅で訪れるのは、なんとも贅沢。素晴らしい観光地とお
いしい名産品を心ゆくまでお楽しみください。

７泊８日
　１出発日（航海）

酒田／青森
釜山（韓国）
福岡／舞鶴

E

福岡／舞鶴
釜山（韓国）
詳細につきましては4～6ページをご覧ください

ご当地料理

せんべい汁

ご当地料理

冷やしラーメン

せんべいを醤油
味で煮立てた八
戸の郷土料理

具だくさんの冷
やしラーメンは
山形が発祥の地

※このページの料理写真はイメージです
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コスタならではのパーティ 
●ホワイトパーティ：真っ白な服を着てパーティ
参加を。
●ガラ・イブニング：オフィサーとダンスを
●縁日ナイト（夏）：浴衣を着て盆踊りや屋台へ
出かけましょう
●カーニバル・ベニス・パーティ：仮面パーティ
船上のカルチャ―クラスとゲーム
●クッキング・デモンストレーション
●ダンスクラス
●アーツ＆クラフト 
●ビューティ＆ヘルスクラス
●グループ対抗ゲームやスポーツ大会

●1 日 5 回、本場のイタリアン＆インターナショ
ナルな料理（無料）
●6つのレストランと7つのバー
　＊時期により運営していない施設がございます。
特別なメニューのテーマナイト
●ロブスター料理が有名なガラディナー・ナイト 
●特別イタリア料理で彩られるイタリアンテーマ・
ナイト
●様々な種類のアジアやイタリアの料理をクルー

ズを通してお楽しみいただけます。
洗練されたダイニングレストラン
　豪華な雰囲気のダイニングレストランで美味し
いイタリアのこ馳走をお楽しみください。前菜
からデザートまで、本場イタリアの味に満足さ
れることでしょう。
有料レストラン（２ヵ所）
究極のダイニング・エクスペリエンス
　最高レベルの国際的なシェフたちが織り成すア
ラカルトメニューをお楽しみください。 
●エレガントな雰囲気が味わえます
●完璧な調和のもと提供されるサービス
●支配人、ソムリエ常駐（追加料金、要予約★）
リラックス＆ビューティ（一部有料）
　屋外プールやジョギングトラック、そして日光
浴のためのベッドやジャグジー。のんびり過ご
せる優雅なスペースをご用意しています。更に、
タラソテラピーの室内プール、サウナやマッサー
ジなど、特別なひと時を体験できる施設があ
ります。

　お子様向けプログラムをご用意したスクウォッ
ク・クラブでは、さまざまなアクティビティを
多国籍のスタッフと一緒に楽しめます。

コスタ ネオロマンチカには、まだまだお楽しみがいっぱい！

コスタクルーズ Q＆A

アーツ＆クラフト
●粘土細工や風船を使ったアート作り
●ネックレスなどのアクセサリー作り　
グループゲーム＆日中のアクティビティ
●宝探しゲーム
●ケーキの飾りつけとおやつの時間
●“ミート・ザ・キャプテン！” イベント
●“スクオリンピッグ” 子供達のスポーツ大会　
夕方のパーティー
●海賊パーティー
●フェイスペインティングパーティー 
　他にも色々なアクティビティが盛りだくさん

免税価格
　船上では、お気に入りのヨーロッパブランドを
お得な免税価格でご購入いただけます。
30日間価格保証＾
　乗船中、あるいは免税商品購入から 30 日以
内に、寄港地や下船後、同じ商品がお買い求
めていた価格より安く販売されていた場合、そ
の差額をご返金いたします。 

 価^格を証明するものを購入から 30 日以内に書面にてご提出くだ
さい。店舗の電話番号が記載された広告や価格情報などが必要
です。また、この価格保証はインターネット販売での商品価格は
対象外です。

イベント＆アクティビティ

船上でヨーロッパプレミアム
ブランドのお買い物

レストラン＆バー

キッズルーム

Q.クルーズ代金に含まれているもの、含まれていないものは？
A. キャビン（客室）の宿泊代金、お食事代金（有料レストラン除）、エンターテイ
ンメント（一部有料）が含まれます。ショアエクスカーション（寄港地観光）・食事、
一部ドリンク（アルコール含）、有料レストラン、カジノ、ショッピング、船内チップ、
ランドリー、スパトリートメント、その他個人的な費用は、クルーズ代金には含
まれません。

Q. 携帯電話やインターネット環境はどうなっていますか？
A. 携帯電話は沖合を航海中は海外設定を指定されても電波がつながらない状況が
あります。インターネットはお手持ちのPC・スマートフォンにてWi-Fi接続（有料）
が可能です。インターネットルームもございます（24 時間利用可）。

　　※衛星回線を利用するため海域やサテライト状況により通信が不安定で接続しにくい場合があります。
　　※船内のパソコンは日本語の閲覧は可能ですが入力はできません。

Q. 船内での支払いは？　チップは必要？
A.船内での支払いはルームキー機能もある「コスタカード」で行います。ＩＤカード、
クレジットの機能が備わっています。専用の機械でクレジットカードを登録いた
だき決済できます。また、既定のチップ額が自動的に船内会計に請求され、下
船前の精算時にまとめて決済していただくシステムです。

　　※クレジットカードは、ビザ、マスター、アメリカンエキスプレスが使用できます。船内通貨は米ドルです。現金
でお支払いになる場合は、米ドルか、コスタの定める両替レートで換算した金額の日本円で請求されます。

Q. アメニティは何がありますか？　パジャマはありますか？
A. 大中サイズのタオル、石鹸、ティッシュなどのアメニティが用意されています。
パジャマ、歯ブラシ、くし、髭剃りなどの用意はございません。他備え付けドラ
イヤーがございます。スリッパ・バスローブは特定の客室にのみございます。

　　※ドライヤーは高温を発するため、ご自身の物を船内へ持ち込むことは禁止されています。
　　※なお、その他の電化製品は、日本仕様のコンセント差込口（電圧 110 ～ 115V、220 ～ 240V）をご利用い

ただけます。

Q. 外国語が不安です
A.船内での公用語は英語となりますが、日本語を話すスタッフも乗船しております。
船内新聞『Today』は日本語版がございます。

Q. 船内での過ごし方は？　子供も楽しめる？
A. シアターショー、生演奏などをお楽しみいただける他、屋外プール、カルチャー
プログラム、スパ・ジムなど無料で様々なアクティビティをお楽しみいただけます。
詳細は船内新聞｢Today｣に詳細が記載されています。お子様向けのプログラム・
施設もあり、ご家族皆様がお楽しみいただけます。

Q. 船内での食事は？　アルコール飲料（お酒）の持込みできますか？
A. お食事はクルーズ代金に含まれています。メインレストランでの夕食は 2交代制
（17:30～／19:30～）です。フルコースが用意されお好みでお選びいただけます。
ブッフェレストランもご利用できます。アルコール類は有料です。有料レストラン
もご利用頂けます。なお、アルコール飲料の船内持ち込みは、禁じられております。
また生ものの持ち込みはできません。

Q.クルーズ内での服装が心配。フォーマルナイトの装いは？
A. 日中の服装は、お好きな服装で
おくつろぎください。カジュアル
が基本です。プールやジャグジー
は水着をご利用ください。クルー
ズ中1回、フォーマルナイトがあ
ります。夕食時は、男性はジャ
ケット、ネクタイ着用、女性はド
レッシーな装いでご参加下さい。

Q. カジノや免税店のショッピングは24時間営業ですか？
A. いいえ。カジノと免税店は寄港地に停泊中は営業することが出来ません。日々の
営業時間は毎日、客室にお配りする船内新聞『Today』でご確認ください。

Q. 船酔いや体調が不安です。
A. 横揺れ防止装置で、揺れが軽減されています。ご心配な方は、酔い止め薬を飲
まれることをおすすめします。また、船内に診察室（医療費有料・海外旅行損
害保険適応できる場合あり）がございます。

Q. 喫煙はできますか？
A.喫煙場所が屋外にあります。船内や客室内での喫煙は固く禁じられています。バ
ルコニー付の客室では、バルコニー部分での喫煙が認められています。

カジュアル フォーマルナイト夕食時

※料理写真はイメージです
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スケジュールとクルーズ代金

●1キャビンにつき大人 2名様分の通常料金をお支払いになられた場合、同室利用の13 歳未満のお子様のクルーズ代金は無料
となります。港湾税、船内チップのみお支払いください。4歳の未満のお子様は船内チップも無料となります。13 歳以上は大
人と同様の船内チップ（大人１２ドル、１２歳以下６ドル）をお支払いください。

●上記のクルーズ代金は、2名1室利用時のお一人様の料金です。港湾税、船内チップは含まれていません。クルーズ代金は税金
やその他の料金と連動し変更となる場合がございます。

＊船内チップはクルーズの最後に船上で、円またはUSドルでお支払いください。クレジットカードでもお支払いいただけます。
＊円でお支払いの場合は、USドルの金額をコスタの定める両替レートで換算した日本円の金額が請求されます。

●1キャビンを3名様、あるいは 4 名様でご利用いただく場合、大人、子供とも収納ベッドの上段やソファーベッドをご用意いた
します。状況によりご利用いただけない場合もございます。

●クラシックとプレミアム・デラックスのキャビンタイプでは場所やその他の条件が異なります。
●海外保険への加入をおすすめします。料金に関する免責約款及び情報については、2016 年 8月1日現在における正しい内容
であり予告なく変更となる場合もございます。コスタ社は必要に応じて料金を改正する権利を有します。

●クルーズの出発は福岡・舞鶴・金沢で可能ですが、発着の港は同一である必要があります。また、法律により外国客船が日本
国内の港だけを経由する旅程を組むことはできません。

4 泊
５日

5泊
6日

7泊
8日

クルーズ代金（大人お一人様）

寄港地 入港 出港

1 金沢 18:00

2 終日航海 - -

3 ウラジオストク
（ロシア） 07:00 16:00

4 束草（韓国） 13:00 21:00

5 釜山（韓国） 13:00 21:00

6 福岡 08:00 16:00

7 舞鶴（京都） 13:30 22:00

8 金沢 08:00

寄港地 入港 出港

1 金沢 14:00

2 釜山（韓国） 14:00 22:00

3 福岡 08:00 16:00

4 舞鶴（京都） 13:30 22:00

5 金沢 07:00

寄港地 入港 出港

1 金沢 18:00

2 境港 08:00 17:00

3 釜山（韓国） 09:00 19:00

4 福岡 08:00 16:00

5 舞鶴（京都） 13:30 22:00

6 金沢 08:00

古都と城下町を巡る
麗しの日本海と釜山（韓国）

お気軽日本海
ショートクルーズと釜山

ロシア・韓国２都市周遊と
日本海

2017年 A: お気軽日本海ショートクルーズと釜山（韓国）
4 泊 5 日

B: 古都と城下町を巡る麗しの日本海と釜山（韓国）
5 泊 6 日

B: 古都と城下町を巡る麗しの日本海と釜山（韓国）
5 泊 6 日 C: ロシア・韓国２都市周遊と日本海　7 泊 8 日 D: 北海道・韓

国　7 泊 8 日 *
E: ねぶた祭り
 7 泊 8 日 **

金沢出港日 7/28 8/8 4/28、7/6,11、
9/3,8,13,25

5/8,13,18,23、
6/4,9,14,19、

7/1、9/30、10/5
5/3、7/23、8/24 8/12 8/29 5/28、6/24 8/17 9/18 7/16 8/1

キャビンタイプ

ス
タ
ン
ダ

ー

ド
ク
ラ
ス

内側クラシック IC　2,3,4 人利用  62,800円  69,800円 76,800円 71,800円  79,800円  89,800円  75,800円  98,800円  119,800円  111,800円  108,800円  125,800円 

内側プレミアム IP　2,3,4 人利用  70,800円  78,800円  84,800円  79,800円  88,800円  98,800円  84,800円  113,800円  138,800円  129,800円  123,800円  142,800円 

海側クラシック EC　2,3,4 人利用  79,800円  88,800円  93,800円  89,800円  98,800円  108,800円  93,800円  125,800円  154,800円  142,800円  136,800円 160,800円 

海側プレミアム EP　2,3,4 人利用  88,800円  98,800円  102,800円  98,800円  108,800円  118,800円  102,800円  138,800円  166,800円 155,800円  148,800円 173,800円

バルコニークラシック BC　2 人利用  105,800円  114,800円  119,800円  116,800円  125,800円  138,800円  120,800円  163,800円  193,800円 179,800円 174,800円 201,800円 

バルコニープレミアム BP　2,3 人利用  115,800円  124,800円  131,800円  128,800円  138,800円  149,800円  131,800円  183,800円  215,800円 203,800円 198,800円 224,800円 

バルコニーデラックス BD　2 人利用  134,800円  143,800円 155,800円  152,800円 161,800円  173,800円  155,800円  215,800円  248,800円 236,800円 229,800円 256,800円 

ス
イ

ー

ト
ク
ラ
ス

スイート（バルコニー）S　4 人利用 170,800円 180,800円 200,800円 190,800円 210,800円  230,800円  200,800円  275,800円  310,800円 305,800円 295,800円 325,800円 

スイートデラックス（バルコニー）SD　2 人利用 185,800円 195,800円 220,800円 210,800円 230,800円  255,800円  220,800円  305,800円  345,800円 335,800円 325,800円 365,800円 

パノラマスイート（窓付）VS　4 人利用 210,800円 220,800円 250,800円 240,800円 265,800円  290,800円  250,800円  345,800円  390,800円 370,800円 360,800円 405,800円 

パノラマスイートデラックス（窓付）VD　2 人利用 225,800円 235,800円 270,800円 260,800円 285,800円  310,800円  270,800円  375,800円  425,800円 400,800円 390,800円 450,800円 

グランドスイート（バルコニー）GS　4 人利用 250,800円 260,800円 300,800円 290,800円 315,800円  350,800円  300,800円  420,800円  475,800円 450,800円 400,800円 510,800円

グランドスイ−トデラックス（バルコニー）GD　2 人利用 295,800円 310,800円 350,800円 340,800円 370,800円  410,800円  350,800円  490,800円  555,800円 520,800円 510,800円 580,800円

港湾税  15,600円  15,600円  18,000円  18,000円  18,000円  18,000円  18,000円  22,800円  22,800円  22,800円  22,800円  22,800円 

お１人部屋追加料金％ 100% 100% 50% 50% 100% 100% 50% 70% 100% 70% 70% 100%

お１人部屋（スイート）追加料金％ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 人目、4 人目料金（大人）  38,800 円  40,800円  45,800円  42,800円  48,800円  53,800円  45,800円  58,800円  72,800円  66,800円  64,800円  75,800円 

子供（6 ヶ月～ 12 歳）  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料 

船内チップ　大人 48USD 48USD 60USD 60USD 60USD 60USD 60USD 84USD 84USD 84USD 84USD 84USD

　　　　　　子供　13 歳以上 48USD 48USD 60USD 60USD 60USD 60USD 60USD 84USD 84USD 84USD 84USD 84USD

　　　　　　子供　4 歳～ 12 歳  24USD  24USD  30USD  30USD  30USD  30USD  30USD  42USD  42USD  42USD  42USD  42USD 

　　　　　　子供　4 歳未満  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料 

4泊 5日
5泊 6日

釜山／福岡／舞鶴 境港／釜山／福岡／舞鶴 ウラジオストク／束草／釜山／福岡／舞鶴

A B C

※早割価格は別紙をご参照ください。
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　ツアーの正式名称は下記のとおりです。
*  夏の日本海周遊いいとこどり　北海道・韓国 7 泊 8 日
** 東北ねぶた祭りと日本海周遊・釜山 7 泊 8 日

7 泊
8日

7泊
8日

寄港地 入港 出港

1 金沢 18:00

2 酒田 10:00 19:30

3 青森 10:00 22:30

4 終日航海 - -

5 釜山（韓国） 15:00 22:00

6 福岡 08:00 16:00

7 舞鶴（京都） 13:30 22:00

8 金沢 08:00

寄港地 入港 出港

1 金沢 18:00

1 新潟 08:00 17:00

2 函館 10:00 21:00

3 終日航海 - -

4 釜山（韓国） 14:00 22:00

5 福岡 08:00 16:00

6 舞鶴（京都） 13:30 22:00

7 金沢 08:00

東北ねぶた祭りと
日本海周遊・釜山

夏の日本海周遊いいとこどり
北海道・韓国

2017年 A: お気軽日本海ショートクルーズと釜山（韓国）
4 泊 5 日

B: 古都と城下町を巡る麗しの日本海と釜山（韓国）
5 泊 6 日

B: 古都と城下町を巡る麗しの日本海と釜山（韓国）
5 泊 6 日 C: ロシア・韓国２都市周遊と日本海　7 泊 8 日 D: 北海道・韓

国　7 泊 8 日 *
E: ねぶた祭り
 7 泊 8 日 **

金沢出港日 7/28 8/8 4/28、7/6,11、
9/3,8,13,25

5/8,13,18,23、
6/4,9,14,19、

7/1、9/30、10/5
5/3、7/23、8/24 8/12 8/29 5/28、6/24 8/17 9/18 7/16 8/1

キャビンタイプ

ス
タ
ン
ダ

ー

ド
ク
ラ
ス

内側クラシック IC　2,3,4 人利用  62,800円  69,800円 76,800円 71,800円  79,800円  89,800円  75,800円  98,800円  119,800円  111,800円  108,800円  125,800円 

内側プレミアム IP　2,3,4 人利用  70,800円  78,800円  84,800円  79,800円  88,800円  98,800円  84,800円  113,800円  138,800円  129,800円  123,800円  142,800円 

海側クラシック EC　2,3,4 人利用  79,800円  88,800円  93,800円  89,800円  98,800円  108,800円  93,800円  125,800円  154,800円  142,800円  136,800円 160,800円 

海側プレミアム EP　2,3,4 人利用  88,800円  98,800円  102,800円  98,800円  108,800円  118,800円  102,800円  138,800円  166,800円 155,800円  148,800円 173,800円

バルコニークラシック BC　2 人利用  105,800円  114,800円  119,800円  116,800円  125,800円  138,800円  120,800円  163,800円  193,800円 179,800円 174,800円 201,800円 

バルコニープレミアム BP　2,3 人利用  115,800円  124,800円  131,800円  128,800円  138,800円  149,800円  131,800円  183,800円  215,800円 203,800円 198,800円 224,800円 

バルコニーデラックス BD　2 人利用  134,800円  143,800円 155,800円  152,800円 161,800円  173,800円  155,800円  215,800円  248,800円 236,800円 229,800円 256,800円 

ス
イ

ー

ト
ク
ラ
ス

スイート（バルコニー）S　4 人利用 170,800円 180,800円 200,800円 190,800円 210,800円  230,800円  200,800円  275,800円  310,800円 305,800円 295,800円 325,800円 

スイートデラックス（バルコニー）SD　2 人利用 185,800円 195,800円 220,800円 210,800円 230,800円  255,800円  220,800円  305,800円  345,800円 335,800円 325,800円 365,800円 

パノラマスイート（窓付）VS　4 人利用 210,800円 220,800円 250,800円 240,800円 265,800円  290,800円  250,800円  345,800円  390,800円 370,800円 360,800円 405,800円 

パノラマスイートデラックス（窓付）VD　2 人利用 225,800円 235,800円 270,800円 260,800円 285,800円  310,800円  270,800円  375,800円  425,800円 400,800円 390,800円 450,800円 

グランドスイート（バルコニー）GS　4 人利用 250,800円 260,800円 300,800円 290,800円 315,800円  350,800円  300,800円  420,800円  475,800円 450,800円 400,800円 510,800円

グランドスイ−トデラックス（バルコニー）GD　2 人利用 295,800円 310,800円 350,800円 340,800円 370,800円  410,800円  350,800円  490,800円  555,800円 520,800円 510,800円 580,800円

港湾税  15,600円  15,600円  18,000円  18,000円  18,000円  18,000円  18,000円  22,800円  22,800円  22,800円  22,800円  22,800円 

お１人部屋追加料金％ 100% 100% 50% 50% 100% 100% 50% 70% 100% 70% 70% 100%

お１人部屋（スイート）追加料金％ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 人目、4 人目料金（大人）  38,800 円  40,800円  45,800円  42,800円  48,800円  53,800円  45,800円  58,800円  72,800円  66,800円  64,800円  75,800円 

子供（6 ヶ月～ 12 歳）  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料 

船内チップ　大人 48USD 48USD 60USD 60USD 60USD 60USD 60USD 84USD 84USD 84USD 84USD 84USD

　　　　　　子供　13 歳以上 48USD 48USD 60USD 60USD 60USD 60USD 60USD 84USD 84USD 84USD 84USD 84USD

　　　　　　子供　4 歳～ 12 歳  24USD  24USD  30USD  30USD  30USD  30USD  30USD  42USD  42USD  42USD  42USD  42USD 

　　　　　　子供　4 歳未満  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料  無料 

7泊 8日

7泊 8日　ロシア・韓国２都市周遊と日本海
7泊 8日　夏の日本海周遊いいとこどり　北海道・韓国
7泊 8日　東北ねぶた祭りと日本海周遊・釜山

新潟／函館／釜山／福岡／舞鶴 酒田／青森／釜山／福岡／舞鶴

D E

お子様とご一緒にクルーズ旅行はいかがですか？ 1キャビンにつき大人２名様分の通常料金（ファミリーキャビンレート）をお支払いになられた場合、同室利用の
12 歳以下のお子様のクルーズ代金は無料となります。港湾税、船内チップはお支払いください。

13歳未満の
お子様は無料 *** *** 追加サービスや特別レストランをご利用の際には別料金が発生します。すべての情報は都合により、事前の通告なしに変更される場合があります。最新情報は船内新聞『Today』にてご確認ください。
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デッキプラン 客 室
ネオロマンチカは配慮の行き届い

た客室（キャビン）をご用意し、

皆様をお待ちしております。

洋上グランドホテルのような優雅

なキャビンでの船旅をお楽しみく

ださい。

スイート〈人数2～4〉約48.3m2

■乗客定員数：1,800人　■就航年：1993年 (2011年/2012年改装） ■総トン数：約57,000トン  
■全長：220.6m　■全幅：30.8m　■最高速度：18.5ノット　■航海速力：20ノット　

グランドスイート〈人数2～4〉約48.3m2

デッキ5 ‒ コペンハーゲンデッキ 4 ‒ アムステルダム デッキ6 ‒ ロンドン デッキ7 ‒ パリ デッキ 8 ‒ ヴェローナ デッキ9 ‒ ウィーン デッキ10 ‒ マドリッド デッキ11 ‒ モンテカルロ デッキ12 ‒ ビアリッツ デッキ14 ‒ リスボア

クラシックキャビンと
プレミアムキャビン・デラックスキャビンの違い

クラシックキャビン
◆比較的低層階または船首または船尾のお部屋になります。
 （注）お部屋番号のご指定は承れません。予め了承ください。

プレミアムキャビン
◆比較的上層階または船内中央のお部屋（一般的に船揺れの
影響が少ない）となります。
◆メインダイニングでの夕食開始時間のご希望を承ることができます。

デラックスキャビン
◆ドリンクパッケージ全日分（20歳未満の方はソフトドリンクのみ）
　プレミアムパック：12ドル以内のドリンク（アルコール含む）を
　　　　　　　　　自由にお選びいただけます。
◆スパエリアの利用2日分
◆有料レストラン1回無料が含まれます。

(14) リズボア
(12) ビアリッツ
(11) モンテカルロ
(10) マドリッド
(9) ウィーン

(8) ヴェローナ
(7) パリ
(6) ロンドン
(5) コペンハーゲン
(4) アムステルダム

内側クラシックIC
内側プレミアムIP

バルコニークラシックBC
バルコニープレミアムBP
バルコニーデラックスBD

海側クラシックEC
海側プレミアムEP

スイート（バルコニー付）S
グランドスイート（バルコニー付）GS
パノラマスイート（窓付）VS
パノラマスイートデラックス（窓付）VD
スイートデラックス（バルコニー付）SD
グランドスイートデラックス（バルコニー付）GD

内側キャビン

海側キャビン

海側バルコニー

スイートクラス

シングルキャビン

身体の不自由な方向けキャビン

コミュニケーティングキャビン

リフト

折りたたみベッド1台

エキストラベッド1台

シングル2台

ダブルに変更不可

H

会
議
室

ツアー
ディスク

カスタマー
センター

ツアー
ディスク

カスタマー
センター

ボッティチェリ レストラン

ピアッツァイタリア
グランドバー

ベローナワイン
＆

チーズバー
カジノ

チャペル

フィットネス
センター

中央ロビー

ビューティー
サロン

ビューティー
サロン

スパ

ショップショップ

カフェテリア

シガー
ラウンジ

クラブ 
ネオロマンチカ
レストラン

クラブ 
ネオロマンチカ
レストランショッピングエリアショッピングエリア

写真館

ビエンナキャバレー

アジアン
レストラン

タンゴ
ディスコ

スクウォック
クラブ

スクウォック
クラブ

ジャルディーノ
ブッフェレストラン

ジャルディーノ
ブッフェレストラン
ジャルディーノ
ブッフェレストラン

ジ
ャ
ル
ディ
ー
ノ

ブ
ッ
フ
ェ
レ
ス
ト
ラ
ン

ジ
ャ
ル
ディ
ー
ノ

ブ
ッ
フ
ェ
レ
ス
ト
ラ
ン

モンテカルロプールバー

室外プール

グリル
カプリ
グリル
カプリ

カプリ
ピッツァ

図書館
＆

インターネット
カフェ

図書館
＆

インターネット
カフェ

サントロペ
ジャグジー
＆バー

サントロペ
ジャグジー
＆バー

ジ
ョ
ギ
ン
グ
ト
ラ
ッ
ク

ジ
ョ
ギ
ン
グ
ト
ラ
ッ
ク

サンデッキ

ビアリッツエリア

コスタ ネオロマンチカ主要目　 

スイート（バルコニー付）〈人数2～4〉約37.1m2

パノラマスイート（窓付）〈人数2～4〉約37.4m2 パノラマスイート（窓付）〈人数2～4〉約37.１m2

バルコニー〈人数2～4〉約24.2m2

海側〈人数2～4〉約16.6m2内側〈人数2～4〉約16.6m2
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デッキプラン 客 室
ネオロマンチカは配慮の行き届い

た客室（キャビン）をご用意し、

皆様をお待ちしております。

洋上グランドホテルのような優雅

なキャビンでの船旅をお楽しみく

ださい。

スイート〈人数2～4〉約48.3m2

■乗客定員数：1,800人　■就航年：1993年 (2011年/2012年改装） ■総トン数：約57,000トン  
■全長：220.6m　■全幅：30.8m　■最高速度：18.5ノット　■航海速力：20ノット　

グランドスイート〈人数2～4〉約48.3m2

デッキ5 ‒ コペンハーゲンデッキ 4 ‒ アムステルダム デッキ6 ‒ ロンドン デッキ7 ‒ パリ デッキ 8 ‒ ヴェローナ デッキ9 ‒ ウィーン デッキ10 ‒ マドリッド デッキ11 ‒ モンテカルロ デッキ12 ‒ ビアリッツ デッキ14 ‒ リスボア

クラシックキャビンと
プレミアムキャビン・デラックスキャビンの違い

クラシックキャビン
◆比較的低層階または船首または船尾のお部屋になります。
 （注）お部屋番号のご指定は承れません。予め了承ください。

プレミアムキャビン
◆比較的上層階または船内中央のお部屋（一般的に船揺れの
影響が少ない）となります。
◆メインダイニングでの夕食開始時間のご希望を承ることができます。

デラックスキャビン
◆ドリンクパッケージ全日分（20歳未満の方はソフトドリンクのみ）
　プレミアムパック：12ドル以内のドリンク（アルコール含む）を
　　　　　　　　　自由にお選びいただけます。
◆スパエリアの利用2日分
◆有料レストラン1回無料が含まれます。
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(11) モンテカルロ
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パノラマスイート（窓付）VS
パノラマスイートデラックス（窓付）VD
スイートデラックス（バルコニー付）SD
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身体の不自由な方向けキャビン
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コスタ ネオロマンチカ主要目　 

スイート（バルコニー付）〈人数2～4〉約37.1m2

パノラマスイート（窓付）〈人数2～4〉約37.4m2 パノラマスイート（窓付）〈人数2～4〉約37.１m2

バルコニー〈人数2～4〉約24.2m2

海側〈人数2～4〉約16.6m2内側〈人数2～4〉約16.6m2



早割価格適用期間にお申し込みのお客様には最大３５％引の割引がございます。
別途、別紙・早割ご旅行代金表をご参照ください。

〈早割割引 〉

www.costajapan.com

１）予約
● 予約申込みには適切な書式（電子フォーマットも利用できます）
を用いなければならず、お客様に全項目のご記入とご署名を頂
く必要があります。

● 予約申込書に記載されたお名前が２人以上の場合、予約した
お客様がリストに記載されたお客様がリストに記載されたお客
様の代理人としての必要な権限を与えられ、かつ、予約申込
書に記載された対象者の契約上の全ての義務を担保するもの
とします。

２）クルーズ代金
● 価格には、本カタログ及びウェブサイトの「お役立ち情報」セ
クションに記載された船内チップは含まれません。この金額は
ウェブサイト及び本カタログの両方において、クルーズ代金に
記載された注記に具体的に表示されています。船内チップは、
実際に乗船した日数に基づき、クルーズの終了時にお支払いい
ただきます。

● 表示価格は１人当たりのものです。ただし、お客様が同キャビ
ンを使用する場合、当該お客様はキャビン１室分の追加料金
を支払う必要があります。３）取消料

　 取消料については下記をご覧ください

　 出発日の変更は取消再予約となり、取消料の対象となります。

ご案内とご注意

ご旅行条件

■ パンフレット記載事項の変更
● 記載されたクルーズ代金やその他料金、出発日、日程、寄港地、
入港時間、特別プログラムなどは予告なしに変更されることが
あります。この様な変更に伴い発生したお客様の追加経費の
補償は一切ありませんので、予めご了承ください。

● 記載されたスケジュールは、天候、その他の事情などにより変
更される場合もございます。

● 着岸予定の港であっても、天候、海象、その他の理由によりテ
ンダーボートまたは通船での上陸に変更となる場合もございま
す。

● 本パンフレットに記載の寄港地情報および写真は、一部を除き
ショアエクスカーション（寄港地観光）またはランドツアーで
お楽しみいただけるものです。

■ 入港諸税について
● 渡航先の国 （々または地域）によっては、その国の法律などに
より渡航者個人に対して政府関連諸税等（出入国審査料、税
関審査料など）の支払いが義務付けられています。

● 燃料サーチャージは2016年８月1日現在廃止されていますが、
今後の原油価格の動向によりチャージされる場合があります。

● 港湾税および燃料サーチャージの代金は予告なしに変更され
る場合があり、運行会社はクルーズ代金全額収受後でも、そ
の不足分をお支払いいただく権利を有します。

● 港に停泊中も船内でのお食事はご用意いたしますが、ショアエ
クスカーション（寄港地観光）等で上陸し、船内でお召し上が
りにならなかった場合でも、返金はございません。

■ お部屋について
● ２名で１部屋をご利用の場合：原則としてツインベッドをご用意
いたしますが、ダブルベッドとなる場合があります。（３、４名
で１部屋をご利用の場合）３、４名１室で入れる場合、３、４
人目のベッドは簡易ベッド（エキストラベッド）を入れるもしく
は２段ベッド、プルマンベッド等の可動式のベッドのため大変
手狭となります。ミニスィート・スィート各客室のメインベッド
はダブルベッド１台となります。

● お一人部屋（シングルルーム）をご希望のお客様へ：１人部屋
の設定がありませんので、２人用のお部屋をお１人でお使いい
ただきます。

■ 乗船
● 通常、お昼ごろからの出航の１時間前までに乗船手続きをいた
します。正式な時間は、案内状でご案内いたします。指定され
た時刻前には乗船できませんのでご注意ください。

■ 下船
● 最終港に到着した後、下船まで２時間かかります。これは、乗
客の下船前にスーツケースを降ろすことが義務付けられてこと
と、入国審査や税関手続きなどに時間がかかります。

■ ショアエクスカーション（寄港地観光）
● 様々なショアエクスカーション（寄港地観光）を各寄港地で催
行予定です。（別料金）

■ お申し込みについて
● 当パンフレット内の渡航の案内は、日本国籍の方を対象としま
す。日本国籍ではないお客様の旅行のお申し込みは、ご自身
にて自国及び渡航先の領事館、入国管理事務所にお問い合わ
せの上、必要な手続きをお済ませください。

■ 食事回数
● 全コース共通
・最小催行人員：1名
・添乗員：同行いたしません。
・食事 4泊 5日（A） 朝 4 回、昼 3回、夜4回
 5泊 6日（B） 朝 5回、昼 4回、夜 5回
 7 泊 8日（C・D・E） 朝 7回、昼 6回、夜 7回

※本パンフレットは 2016 年 8月1日現在のもので、変更される
場合がございます。

４）乗船制限
● 未成年のみによる予約はお受けできません。未成年者の予約
は、保護者または必要な権限を与えられた成人によって行わな
ければならず、少なくとも両親のうちどちらか１人または該当
未成年者に対する全ての責任を負う成人と旅行することを条件
とします。

● 船には妊娠や出産を補助する設備が備えられていないため、ク
ルーズ期間中に妊娠 24 週に入る乗客はお受けできません。
全ての妊婦は自身と胎児の良好な健康状態、出産予定日及び
クルーズへの適正を証明する診断書を作成しなければなりませ
ん。コスタクルーズは、乗客の妊娠に関して発生する旅行中、
旅行後のいかなる事態についても責任を負いません。

● 出航日において６ヶ月未満の乳児の乗船は認められておりませ
ん。

● 船舶の障害者用設備を備えた客席の数は限定されており、船
の全てのエリア並びに設備が障害者に利用可能ではなく、特
別に受け入れる設計とはなっておりません。従って障害者用客
室の予約は、客室の空き状況の制約に従って受諾されることと
し、必要な場合は、障害者を補助する能力のある補助者また
は付添人の同乗を条件とします。

● 全ての乗客は、特別にケアや補助を必要とする可能性のある全
ての病状や身体及び精神的障害を、催行者に対し契約締結の
時点において通知することとします。旅行者の身体並びに精神
的状態により、旅行者のクルーズへの参加が不可欠であると判
断される場合や、旅行者自身もしくは第三者にとって危険な場
合、また船上で実行不可能な補助が必要であると判断された
場合、予約は受諾されないこととします。

５）パスポートと出国手続き　
● パスポートの有効残存期間は、下船日から６ヶ月以上必要です。
お客様本人の国籍に従い、パスポートと旅行中のすべての国
で有効な書類、また必要に応じて旅行用査証、通過査証、並
びに健康診断書を適宜取得してください。お客様からの特別
なお知らせをいただかない場合には、日本のパスポートを有し
ていることを前提とします。

６）個人情報保護
● ご予約の際には、個人情報が旅行代理店によって収集されま
す。旅行代理店はお客様の了解のもとで、必要な情報をコスタ
クルーズに送付いただきます。これらの情報は外国旅行を行う
場合にも法律上必要となります。コスタクルーズは、契約に基
づくサービスの提供に必要な場合、必要な会社や機関に情報
を提供します。

注 ウェブサイトwww.costacruises.jpにも掲載される英語版「一
般条件」を基に日本語に翻訳された参考版です。この解釈は、
常に英語版に基いて行われています。

通常料金での
ご予約に適用

旅行開始前の前日から換算して60日以上前 3.810 円／人
旅行開始前の前日から換算して59-41日以上前 20％
旅行開始前の前日から換算して40-28日以上前 40％
旅行開始前の前日から換算して27-14日以上前 60％
旅行開始前の前日から換算して13-2日以上前 80％
旅行開始前の前日から換算して1日前から当日 100％


