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ようこそ
コスタクルーズへ！
さらに楽しく、もっと身近に。

常に前進し続けるイタリアの粋。
愛すべきコスタクルーズが、
あなたを忘れられない旅に
お連れします。

1948年3月31日、アンジェロ・コスタが自らの初めてのクルーズ船を
イタリアのジェノヴァ港から出港させて以来、70年にわたり
クルーズとホリデーの新しいスタイルを常に生み出してきたコスタクルーズ。

2006年からアジアで航海を開始し、
魅力あふれる旅先とともに、船自体が休暇の目的地になる、
特別な体験を、アジアと日本のお客様にお伝えしてきました。

最高のイタリア品質とは、エレガントで趣味の良いこだわり。
いつの間にか幸せが乗り移るような楽しさと陽気さ。
そんなイタリアの粋を堪能できる、コスタクルーズならではの旅に出かけませんか？

そして皆様を夢の旅にお連れするクルーズ船の魅力と
快適なご利用のためのさまざまな情報を、この一冊に満載しています。
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備えあれば憂いなし！ 出発前のご案内
クルーズの前には、旅行用書類を用意したり、荷造りをしたり、いろいろ準備が必要です。

陸や空の旅とはひと味違う旅ですから、ぜひこの章をじっくり読んで、
クルーズを快適に過ごすための準備を調えてください。

まず確認したいのが この つ

パスポートとビザ

乗船当日は、有効なパスポートの原本を必ず
ご持参ください。自宅を出発される日から数
えて最低でも滞在日数＋6ヶ月の有効期間が
あることをご確認ください。
パスポートに関するご質問がありましたら、ご
利用の旅行代理店にお早めにお問い合わせく
ださい。訪問国によってはビザが必要になる
ことがあります。乗船時のトラブルを避けるた
め、クルーズに必要な旅行用書類とその有効
期限をご確認ください。

※ 外国籍のお客様はビザが
必要になる場合があります
ので、必ず事前にお客様ご
自身にて各国大使館までお
問い合わせください。
※ 失効した古いパスポートを
誤ってお持ちになるケース
があります。どうぞご注意く
ださい。

パスポートは入国管理手続きのため、乗船時
にコスタクルーズのスタッフがお預かりし、寄
港地観光の際に、必要に応じてお客様にお返
しいたします。国によりパスポートやビザの要
件が異なります。詳しくは旅行代理店にお問
い合わせください。

クレジットカード

船内でのご利用金額を、クレジットカードで精
算することが可能です。利用可能なカードは
VISA、Master、アメリカンエキスプレス、JCB
の4社です。

※ ご利用になるクレジットカードの登録方法については、P.30をご
覧ください。カードによっては登録の際に暗証番号の入力が必要
な場合がありますので出発前に必ず暗証番号をご確認ください。
※ 下船日にクレジットカードが精算され、後日クレジットカード会社
より請求を受けます。精算方法については、P.58をご覧ください。
※デビットカードはご利用いただけません。

海外旅行保険

旅行中の盗難、事故、病気など、万が一の場
合に備え、ご自宅を出発前にご自身で任意の
海外旅行保険（携行品含む）に加入されることを
お勧めいたします。ご加入の方は保険証書を
ご持参ください。クレジットカードによっては、
海外旅行保険が付帯されているものもあります
が、補償内容などに制限がありますので、予
めカード会社にご確認ください。

Costa Taro, 
Costa Hanako

Costa Taro, Costa Hanako

23456789
XXXX/XX/XX

23456789

Costa neoRomantica

神戸（日本）

日本発着クルーズ

XXXX/XX/XX

XXXX/XX/XX XXXXXXXX XXXXXXXX1515

神戸（日本） XXXX/XX/XX

XXXX/XX/XX 説明：  EBDINING-BEVERAGE PACKAGE PRANZO -1515

18：00 20：00 22：00

出港当日の緊急連絡先

次に、 つの重要乗船書類をチェック！

クルーズ
チケット
（Cruise Ticket）

予約番号、発行日、船名

乗船日、クルーズ名、
キャビン、カテゴリー、デッキ

乗船地、乗船日、
搭乗時刻、最終搭乗時刻、
出航時刻

下船地、下船日

事前購入サービス

お名前

ご出発前に旅行代理店から、クルーズチケット、荷物ラベル、乗
船用フォームの3つの書類が届きます。コスタクルーズHP（ホー
ムページ）からお申し込みのお客様はEメールにて届きます。受け
取り次第、お名前のローマ字綴りやパスポート番号など、内容に
間違いがないかご確認ください。修正が必要な場合は早急に旅
行代理店にご連絡をお願いいたします。
※コスタクルーズHPからお申し込みの場合はコスタクルーズコールセンターへご連絡ください。

クルーズチケットには乗船日、乗船受付締め切り時間、客室番号、
下船日などの重要な情報を含む、クルーズの概要が記載されてい
ます。チェックイン時に必ずお持ちください。

※乗船はキャビンタイプ別（スイートとバルコニー、海側キャビン、内側キャビンの順）に承ります。乗船時間の目安はP.16～24をご参照ください。

寄港地観光ツアーをホームペー
ジから事前に申し込む場合、 こ
こに記載された予約番号が必要
です。
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XXXX/XX/XX 

1515

XXXXXXXXXXX

 
Costa Taro

23456789

XXXX/XX/XX 

1515

XXXXXXXXXXX

 
Costa Taro

23456789

Costa neoRomanticaCosta neoRomantica

乗船日
船名

客室番号

お名前

予約番号

ラベルの保護用
ビニールケース
※  ビニールケースは旅行代理店経由で
　お申し込みのお客様に送付されます。

XXXXXXXXXXX

Costa Taro

Costa Taro  RC-1

Dear Mr/Mrs Costa Taro,

Costa

MTaro

JAPANESE XXXXXX

JAPAN

JAPAN

XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

お名前と乗船日、客室番号、予約番号が記載されていま
す。内容に間違いがないかをご確認ください。保護用ビ
ニールケースにラベルを入れて、お荷物を宅配便で送付
する場合は発送時に、当日港に持参される場合は港への
到着日に、荷物のハンドルに取り付けてください。荷物
をお預けになると、安全検査後、お客様の客室に直接配
達されます。

荷物ラベル
（Luggage Labels）

乗船時に回収されますので、
必要事項をもれなくご確認およびご記入ください。

搭乗フォーム
（Boarding Form）

A   緊急連絡先 
（ご家族・ご友人など連絡のとれる方）
正しい情報が印字されていない場合、
下に正しく記入してください。

B あらかじめ印字された内容に
 誤りがなければ□YESにチェック、
 誤りがあれば□NOにチェックをしてください。

A

B

C

D

C お客様の情報の確認
お名前、国籍、出生地、性別、生年月日、携帯電話
番号、電子メールアドレス、パスポート情報（番号、
発行地、発行日、有効期限）が印字されています。

D その他の質問
 健康状態の申告、個人情報取扱いポリシーへの同意等
の項目にチェック、署名をしてください。

6 5

出
発
前
の
ご
案
内



日中・寄港地
カジュアル
動きやすい普段着で、リラックスしてお過ごしください。
男性はTシャツやポロシャツに、パンツやジーンズなど、
女性はブラウスやカットソーに、パンツやスカートなど。
デッキが滑りやすい場合がありますので、靴はかかとが低
く、滑りにくいものをお勧めします。水着姿で船内を移動
する場合は、上にTシャツやカーディガンなどを着用くださ
い。寄港地観光でも歩きやすい靴をお勧めします。強い
日射しにそなえて、サングラスや帽子もお持ちください。

夕方以降
スマートカジュアル
昼のカジュアルよりワンランク上の、スマートカジュアルで
どうぞ。男女ともに、ちょっとしたお出かけの気分で服装
をお選びください。男性のシャツは襟のあるもので、ネク
タイは不要です。フル丈のスラックスをお履きください。
女性はワンピース、ブラウスとスカート、フル丈のパンツ
などをお勧めします。

インフォーマル／フォーマル
クルーズ中には船長主催のガラ・パーティなど、フォーマル
で出席していただく機会があります。男性はスーツ、ジャ
ケット＋ネクタイ、ハイカラーシャツ、和服など。女性はイ
ブニングドレス、ワンピースやツーピース、和服などをお
勧めします。せっかくの機会ですから、どうぞ思い切りお
洒落をお楽しみください。

もう悩まない！ 船内での服装とドレスコード
初めてのクルーズで悩むのが、「どんな服装をしたらいいの？」ということ。
クルーズを快適に楽しく過ごすために覚えておきたいのが「ドレスコード」です。
3つのドレスコードの例をご覧の上、荷造りの参考にしてください。
船内イベントでのドレスコードは船内新聞「Today」「Diario di bordo」に記載されます。
船内では冷房が効いていますので、カーディガンやジャケットをご用意ください。

必見！ 荷物のチェックリスト
クルーズでの休暇を思う存分楽しめるように荷物の準備は万端に。
クルーズならではの注意点も含めた、このチェックリストを参考に準備してください。

■ パスポート ■ パスポートコピー2枚（顔写真のページ）
■ 現金・クレジットカード ■ クルーズチケット
■ 荷物タグ ■ 海外旅行保険証書（加入された方のみ）
■ 乗船用フォーム ■ 貴重品・精密機器 
■ クルーズガイド（本冊子） ■ 常備薬（持病のある方。P.50の「医務室」もご参照ください）
■ 英文の処方箋

■ スポーツウェア、水着 ※３ ■ 双眼鏡 ■ プラグ変換器
■ サングラス ■ 小型のバッグ ※４ 
■ 雨具（傘、レインコートなど） ■ 交換用電池
■ 寄港地のガイドブック ■ 各種変圧器

■ 衣類
　● 日中用のカジュアルウェア
　● ドレスコードに合わせた衣類
　　（テーマナイトやフォーマルなど）
　● 上着
　　（ジャケット、カーディガンなど） ※1

■ 靴
　● 日中用のはき慣れた靴
　● サンダルなど
　● ドレスコードに合わせた靴
　　（テーマナイトやフォーマルなど）
　● 寄港地観光用の歩きやすい靴
　　（スニーカーなど）
■ アクセサリー
　● 男性：ネクタイ、カフス、ベルト、
　　　　 ハンカチなど
　● 女性：ネックレス、イヤリング、
　　　　 スカーフなど

●乗船当日、手荷物に入れるもの

●あると便利なもの

●スーツケースに入れるもの

■ 下着類
■ スリッパ（スイート、ミニスイートには備えられています）
■ 寝間着
■ 帽子
■ 洗面用具
　● 歯磨きセット（歯ブラシ、歯磨き）
　● シャンプー／コンディショナー 
　● ひげそりセット
　● くし・ブラシ
　● 化粧品
■ 日焼け止め
■ お使いの方は
　● コンタクトレンズセット
　　（ケース、洗浄水など）
■ 各種充電器 ※2

※1　屋内は空調が効いていますので、お持ちになることをお勧めします。
※2　電圧、コンセントについてはP.32をご参照ください。

※3　  スパは水着着用です。ぜひお持ちください。
※4　  寄港地観光や船内での移動、下船前日に便利。

8 7

出
発
前
の
ご
案
内



お荷物配送については、お客様と【SGムービング株式会社】との直接のお取引になります。
コスタクルーズ及びお取扱い旅行会社は、お客様へのご紹介のみとなります。

配送に関するお問い合わせにつきましては、
【SGムービング株式会社】に直接お願い申し上げます。

SGムービングのお荷物配送サービス（以下「本サービス」という）では、ご自宅へのお荷物の集荷及び
配達はSGムービングのグループ会社である佐川急便株式会社が担当します。スーツケース等の大き
なお荷物は、本サービスをご利用いただくと、出発前の事前受付期間にお預かりしたお荷物を乗船日
まで一時お預かりし、乗船日に船の客室までお届けします。また、往復便をご利用になりますと、下
船後も通関後のターミナルからご自宅までお荷物を配送いたします（往復割引もございます）。ご希望
のお客様は以下をご覧いただき、インターネットまたはＳＧムービング クルーズ専用ダイヤルにてお申
し込みください。
なお、交通規制などの理由で急遽手配荷物集荷期間の変更・サービス自体の中止をする場合がございます。予めご了承ください。

荷物の準備

取扱い可能な１個の荷物のサイズは、  縦＋横＋高さの三辺合計が160cm以下、重さ20kg以下の
サイズ  となります。スーツケースは大きいサイズまでお受けします。  尚、ダンボール及びナイロン
等のソフトケースバッグ・紙袋等は船会社の規定により、お預かりできません。 

お荷物は船内の客室まで直送されます。お預けになる荷物には、現金、貴重品、パスポート、チェ
ックインに必要な書類、乗船後すぐにお使いになるもの（常備薬等）は入れず、手荷物にしてください。
乗船してから客室にお届けするまで２時間以上かかる場合があります。アルコール類・生もの・アイロ
ン・ドライヤー・ナイフ等の危険物は船内へ持ち込み禁止です。お荷物に入れないでください。コワレ
モノ、ビン、ガラス製品、スプレー缶、精密機器なども入れないでください。

ご準備が終わりましたら、  コスタクルーズのバゲージタグを同封のビニールケースに入れて、しっか
りと取り付けてください。

お申込受付・集荷期間

お申込受付期間は乗船日と決済方法により異なります。お客様のご乗船日より換算して下記の表か
らご確認ください。お申込期間が過ぎてからのお申込は出来ません。

●お取扱い可能な乗下船港
・横浜港  ・博多港  ・舞鶴港  ・金沢港

集荷ご依頼
受付開始日

クレジット
カード払い コンビニ払い 手荷物集荷

集荷ご依頼
受付終了日

集荷ご依頼
受付終了日 お支払期限 開始日 終了日

インターネット
申し込み ご乗船日の

19日前
ご乗船日の

7日前

ご乗船日の
10日前 ご乗船日の

10日前
ご乗船日の

11日前
ご乗船日の

5日前電話
申し込み

ご乗船日の
17日前

※海外港へ、または海外港からの配送はできません。※集荷地域によっては手荷物集荷終了日が早まる場合があります。
※那覇港の取扱いはありません。

お申込み

お申込みは【インターネットお申込み】／【電話申し込み】の2種類になります。

必要事項：  お客様のお名前・住所・電話番号・乗船港・乗船日・客室番号・集荷日・ 
片道／往復便のご希望・決済方法 
※申し込み時点で客室番号が不明な場合は、客室番号がなくても申し込みができます。

お支払方法：①クレジットカード支払い（一括払いのみ）
※ご利用可能カード：JCB、VISA、マスターカード、AMEX、ダイナースクラブ
※ お電話でお申込みの場合は、オペレーターに口頭で伝えるのでなく、自動音声のアナウンスに従いクレジットカ
ード情報を電話機にてご入力いただきますので、安心安全です。

②コンビニエンスストア支払い
※ インターネットお申し込みの場合、完了画面で表示された「受付番号」を印刷又は紙等に控えて、選択された最
寄のコンビニエンスストアにて期日までにお支払いください。
※ オペレーターにてお申し込みの場合、受付後、振込用紙をお客様宅へ郵送いたします。指定のコンビニエンスス
トアにて期日までにお支払いください。
※コンビニ払いの場合、受付終了がクレジットカード払いより3日早いのでご注意ください。

●インターネット申し込み（24時間受付）

ＳＧムービング　クルーズ専用サイト（https://www.sagawa-mov.co.jp/pcr/input/）
ＳＧムービングTOPページ→個人→旅客手荷物の受付画面からお申し込みください。

●電話申し込み（土日祝祭日含む　9:00～17:00）

ＳＧムービング クルーズ専用ダイヤル　  0120-35-4192（固定電話から）または 
03-5763-9188（携帯電話から）へお電話ください。

※ 電話でのお申し込みは、大変混み合いますのでインターネットでのお申し込みをお勧めします。電話申し込みをご希望の場合、午
前中は大変混み合います。午後から夕方は比較的つながりやすくなっておりますので、午後の時間帯のお電話をおすすめします。
※佐川急便または他の運送会社に直接連絡をされても、本サービスのお申込は出来ません。

SGムービングの
お荷物発送サービスのご案内

サービス提供会社 SGムービング株式会社
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お荷物の集荷

1.往路便の集荷（ご自宅から客室までの発送）
お申込み情報を元に、配送業務を担当する佐川急便が伝票を作成します。お客様にご記入いただく
書類はございません。集荷時に伝票を受け取り、その場でお預けになるお荷物に貼付し集荷します。
※バケージタグをビニールケースに入れて必ず取れない様に付けてください。

2.復路便の集荷（ご到着後の港からご自宅までの発送）
下船後、お荷物を船外ターミナルの「ＳＧムービング受付カウンター」にご持参ください。
※お土産でご購入された焼き菓子やガラス製品・置物などの繊細で壊れやすいお荷物は必ず手荷物としてお持ちいただき、発送荷物には
しないで下さい。

①   出発前に事前申し込み（往復申込み／復路のみの申込み）済みの方は、住所、お名前記載の送付
状を準備していますのでお名前を伝えるだけです。

②   出発前に事前申し込みをされていない方は、カウンターに置いてある未記入の送付状にご自身で
住所・氏名を記入し送料は現金でお支払ください。

下船日当日のターミナルはかなり混雑しますので、出発前の事前申し込みをおすすめします。

配送料金

●  往復でのお申し込みの場合は、乗船地までの片道料金と、下船地からの片道料金を合計した金額
から100円引きとなります。
例）北海道のお客様が、横浜港で乗船し、博多港で下船する場合：　3,300円+4,000円-100円＝7,200円

配送料金／消費税込
（往復割引100円）

横浜港 発／着 博多港 発／着 舞鶴港 発／着 金沢港発／着

片道料金 片道料金 片道料金 片道料金
バッグ、スーツケース（1個あたり）　 160サイズ 20kg以下
スーツケース以外（1個あたり）　　　140サイズ 20kg以下

北海道 北海道（陸便） ¥3,300 ¥4,000 ¥3,700 ¥3,600 

北東北 青森、秋田、岩手 ¥3,100 ¥3,900 ¥3,500 ¥3,400 

南東北 宮城、山形、福島 ¥3,000 ¥3,800 ¥3,400 ¥3,300 

北関東 茨城、栃木、群馬、埼玉、山梨 ¥2,600 ¥3,400 ¥3,000 ¥2,900 

南関東 千葉、東京、神奈川 ¥2,500 ¥3,300 ¥2,900 ¥2,800 

信越 長野、新潟 ¥2,600 ¥3,200 ¥2,800 ¥2,700 

東海 静岡、愛知、岐阜、三重 ¥2,700 ¥3,100 ¥2,700 ¥2,600 

北陸 富山、石川、福井 ¥2,800 ¥3,100 ¥2,700 ¥2,500 

関西 京都、滋賀、奈良、
大阪、兵庫、和歌山 ¥2,900 ¥3,000 ¥2,500 ¥2,700 

中国 岡山、広島、山口、鳥取、島根 ¥3,000 ¥2,800 ¥2,700 ¥2,800 

四国 香川、徳島、高知、愛媛 ¥3,100 ¥2,900 ¥2,800 ¥2,900 

北九州 福岡、佐賀、長崎、大分 ¥3,300 ¥2,500 ¥3,000 ¥3,100 

南九州 熊本、宮崎、鹿児島 ¥3,400 ¥2,600 ¥3,100 ¥3,200 

沖縄 沖縄（船便） ¥5,000 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,000 

ご注意事項

●離島地域からは一部取扱い不可の地域がございます。詳細情報およびご不明な点は、【SGムービ
ングクルーズ専用ダイヤル（0120-35-4192　または　03-5763-9188）】までご連絡ください。
●集荷地域によっては最終集荷日の受付が出来ない場合もございます。
●海外からの引取／配達はできません。
●お申込後、発送したい手荷物の数が増えた場合は、集荷前に必ず【SGムービング専用ダイヤル
（0120-35-4192）】までご一報ください（※決済変更・追加が必要の為、必ずＳＧムービングクルー
ズ専用ダイヤルへ連絡お願いします）。

●お荷物を佐川急便にお預け後にクルーズをキャンセルされた場合は、お手数ですがお客様自身で
SGムービングにご連絡いただき、キャンセルをお申し出ください（お預かり後キャンセルの場合、
返金は御座いません。別途返送代金を請求させて頂きます）。

●天候等の理由によりお客様の乗船地が変更されSGムービングにてお荷物の移動を行う場合は、
別途配送代金を請求させて頂く場合がございます。

お荷物破損について

●ご乗船後、お荷物が客室に届いた際に破損等がございましたら、船内のスタッフへお申し出くだ
さい。
●下船時、ターミナル内で引取ったお荷物に破損等がございましたら、通関前ターミナル内に待機し
ているクルーズスタッフにお申し出ください。

●お帰り後、ご自宅で破損等ございましたらＳＧムービングクルーズ専用ダイヤルへご連絡ください。
●経年劣化(年月が経つうちに品質・性能が低下した場合)や過重量による破損・かすり傷・キャスター
タイヤの欠け、スーツケースベルトやキーホルダー、ネームタグ等附属品の破損・紛失は補償の対
象外となります。

●飲料類、生もの、ナイフ等の危険物、ビン、スプレー缶、精密機器、お土産で購入された菓子類
やガラス製品・置物などの繊細で壊れやすいお荷物は必ず手荷物にして頂き、発送荷物にはしない
で下さい。こちらも破損補償の対象外となりますので予めご了承お願いします。

●SGムービングによってお荷物の滅失、破損など、延着、その他の理由によりお客様に損害が発
生した場合は、SGムービングの標準貨物自動車運送約款記載の内容に基づき賠償いたします。

MEMO
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　コスタクルーズが夏季に行う日本海
クルーズの寄港地の一つ、境港。鬼太
郎で有名になった商店街の一角に、
1865（慶応元）年創業の老舗酒屋、千
代むすび酒造がある。客船コスタネオ
ロマンチカでソムリエを務めるニーラジ・
カプリさんがここを訪れ、「日本酒の酒
蔵を見学したのは初めてで、自分が学
んだシャンパンの醸造工程とかなり似
ていることに驚きました」と語る。精米、
蒸し、上糟、麹、仕込みと蔵の中で説明
を聞き、加熱前の生酒を試飲。「甘い
パイナップルのような香りがしますね。
すごく美味しいです」。千代むすび酒
造の岡空晴夫社長曰く「鳥取県の米
にこだわって、伝統的な製法を守りな
がら新しい日本酒づくりに挑戦、スパー
クリング清酒の製造も始めました」。同
社の店舗には洒落たバーカウンターが
あり、この清酒をワイングラスで味わうこ
ともできる。酒蔵見学は随時受け付け
ているので、寄港時に訪れてみたい。
境港は本マグロ水揚げ量日本一の魚
港でもあり、特産ベニズワイガニと日本
酒との相性も抜群。イタリア客船で訪
れる港で、日本酒と新鮮な魚介のマリ
アージュを堪能 ……好奇心が弾む船
旅になりそうだ。

身近な日本の港からイタリア客船での
船旅が楽しめるコスタクルーズの

ソムリエが寄港地、境港の老舗酒蔵へ。
船上ではワインの楽しみ、

訪れる港では日本酒の楽しみを求めて。
船でも陸でも好奇心が広がるクルーズへ。

有名レストランなどでの勤務を経て
コスタネオロマンチカにソムリエとして乗船。
船内の「ヴェローナ ワイン＆チーズバー」
は豊富な世界のワインを取りそろえ、
山田錦、いいちこなど日本のお酒も。
イタリア、フランス産など8種類のチーズと
6種のワインのマリアージュを楽しめる
ワインテイスティング（有料）では
豊富なワインの知識をもとにレクチャーを行う。
夜のバーではピアノ演奏なども行われ、
素敵な雰囲気の中でワインを味わえる。

上：境港を代表する酒蔵、千代むすび酒造が
開発したスパークリング清酒「SORAH」は
瓶内2次発酵による美しい泡が特徴。
中：原料の蒸し米、水、麹に酒母を加えて
発酵させる「仕込み」工程の場所で。

酒づくりに取り組む蔵人たちの匠の技を感じる。
下：妖怪の像が並ぶ水木しげるロードにある
味処 美佐では、千代むすびの日本酒と一緒に

ベニズワイガニ料理を味わえる。

Traveller of the issue

SOMMELIER
Name:Neeraj Kapri

Costa Cruiseは
Curiosity、
好奇心あふれ、
情熱を持ち
人生を謳歌する
人々を応援します。

text by Nami Shimazu
photo by Takahiro Motonami

好奇心を鞄に
コスタの船旅
第1回

curiosity 1

匠の酒と
日本海の恵みを
味わえる港へ

鳥取県 境港
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クルーズ前後にも観光を楽しもう

舞鶴あるいは金沢でコスタクル
ーズの船に乗船する場合、港の
駐車場を無料でご利用いただけ
ます。マイカーなら、旅の荷物
の運搬が楽ちんですし、乗船前
後に港周辺を観光する場合も、
ちょっぴり遠出が楽しめます。
例えば舞鶴なら、古寺や城跡の
ある西舞鶴と旧海軍ゆかりの赤
れんが倉庫群が残る東舞鶴は
やや離れており、車での移動が
便利。金沢からは、能登半島
や飛騨高山などへ足を伸ばし、
気ままに観光を楽しむことがで
きます。

乗下船する港まで鉄道を利用す
るのが「レイル＆クルーズ」。例
えば金沢なら、首都圏からは北
陸新幹線、関西からは特急サン
ダーバードで楽々アクセスでき
るので、乗船前や下船後に時
間を取って、観光を楽しめます。
金沢は、加賀藩の城下町として
栄えた街。兼六園や武家屋敷
街などで当時の栄華に思いを馳
せたり、金沢21世紀美術館で
現代アートに浸ったりと、過去
と現在が共存する街を満喫しま
しょう。日本海の旬の味覚もお
忘れなく。

那覇発着の沖縄クルーズは、3
泊から5泊の短め日程。那覇
空港へは全国各地から飛行機
で行きやすいので、普段お忙し
い方でも参加しやすくなってい
ます。しかも乗船当日、那覇空
港で荷物を預けたら船の客室ま
で別送してくれるコスタクルー
ズ専用サービスがあるので、乗
船前も身軽に観光できます。国
際通りから船が発着するふ頭へ
はタクシーで10分、歩いて20
分ほど。免税店からはシャトル
バスもあるので、思い思いにお
楽しみください。

Fly & Cruise
〈フライ&クルーズ〉

Rail & Cruise
〈レイル&クルーズ〉

Drive & Cruise
〈ドライブ&クルーズ〉

空路利用だからこそ
気軽に沖縄クルーズ

鉄道を使って発着港で
乗船前後にのんびり観光

マイカー利用で
自由気ままな観光を

待ちに待った旅の始まり！

いよいよ乗船！
乗船するターミナル港へのアクセス

コスタクルーズの日本発着に乗船できる那覇港、横浜港、金沢港、京都舞鶴港、博多港のご案内です。あらかじめ交
通手段をご確認の上、乗船時間に間に合うように余裕を持ってお出かけください。混雑緩和のため、客室タイプ別に乗
船時間を指定させていただきます（詳細は各港ページをご覧ください）。ターミナル内には十分な待合スペースがありませ
んので指定時間にお越しください。またお見送りの方はターミナル内に入れません。乗船時間は出港の1時間前までです。

那覇港　●那覇クルーズターミナル（泊ふ頭８号岸壁）

タクシー　　　那覇空港から4㎞、約10分
ゆいレール　　「県庁前駅」下車後、徒歩1.5㎞、約20分
※那覇空港から港への直通バスはありません。

乗船日 客室カテゴリー 乗船時間 最終乗船時間

4月6日
スイート・バルコニー 15:00－16:00

18:00海側キャビン 16:00－17:00
内側キャビン 17:00－18:00

4月13日、4月17日、
4月20日、10月18日、
10月21日、10月25日

スイート・バルコニー 18:00－19:00
21:00海側キャビン 19:00－20:00

内側キャビン 20:00－21:00

4月25日
スイート・バルコニー 11:00－12:00

14:00海側キャビン 12:00－13:00
内側キャビン 13:00－14:00

10月11日
スイート・バルコニー 11:30－12:00

14:00海側キャビン 12:00－13:00
内側キャビン 13:00－14:00

10月15日
スイート・バルコニー 14:00－15:00

17:00海側キャビン 15:00－16:00
内側キャビン 16:00－17:00

●若狭海浜公園駐車場
駐車台数113台。料金は30分無料 
30分以上～1時間以内は200円 
1時間を超える場合、1時間ごとに100円が加算 
24時間まで最高限度額は500円

乗船当日の緊急連絡先
電話：080-4052-0892
（乗船日のみの対応となります）

●ご注意
・港に早めに到着された場合は、監督機関の指示により、
施設内に立ち入ることが一切出来ません。冷房のない
屋外でお待ちいただくことは、熱中症等の恐れがあり大
変危険です。指定乗船時間前に港にお越しになること
はご遠慮ください。

・クルーズターミナルには十分な待合いスペースがありま
せん。また、飲食店、売店は無く、自動販売機も十分で
はありません。必要なものは予めご用意ください。トイレ
は予め済ませていただいてから港にお越しください。港
での混雑緩和のため、指定乗船時間にお出でください。

・港には車椅子のレンタルはありません。

牧志駅

美栄橋駅

福州園

泊ふ頭旅客ターミナル
「とまりん」

国際通り 安里駅
県庁前駅

波の上うみそら
公園駐車場

若狭海浜公園
駐車場

那覇クルーズターミナル
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0 500m

※乗船日により乗船時間が異なります。ご注意ください。
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●ご注意
・乗船日および客室カテゴリーにより乗船時間およびバス運行時間が異なります。
・港までのバス所要時間（移動時間）は約20分です（道路状況によります）。
・港での混雑緩和のため、指定された時間帯のシャトルバスをご利用ください。
・バスの指定乗車時刻に間に合わない場合は、最終乗車時間までにご乗車いただくか、公共交通機関等をご利用の上、ご自身で
港までお出でください。

・Tギャラリア沖縄by DFSでお買い物された場合、免税品の受取り方は乗船日により異なります。詳しくは店内係員よりご案内し
ます。

●運行区間
【乗車地】 
Ｔギャラリア沖縄  by DFS （免税店）
住所 沖縄県那覇市おもろまち4－1
電話 0120-782-460
アクセス ゆいレール「おもろまち駅」直結
 （那覇空港からゆいレールで約20分）

【下車地】 
那覇クルーズターミナル（泊ふ頭8号岸壁）

那覇空港駅

おもろまち駅

県庁前駅

とまりんゆいレール

那覇西道路
（うみそらトンネル）

58

330

Tギャラリア
沖縄

●乗車時間（※乗船日によりバス運行時間が異なります。ご注意ください。）
乗船日 客室カテゴリー バス乗車時間 最終バス乗車

4月6日
スイート・バルコニー 14:45－15:45

17:30海側キャビン 15:45－16:45

内側キャビン 16:45－17:30

4月13日、4月17日、
4月20日、10月18日、
10月21日、10月25日

スイート・バルコニー 17:45－18:45

20:30海側キャビン 18:45－19:45

内側キャビン 19:45－20:30

4月25日
スイート・バルコニー 10:45－11:45

13:30海側キャビン 11:45－12:45

内側キャビン 12:45－13:30

10月11日
スイート・バルコニー 11:15－11:45

13:30海側キャビン 11:45－12:45

内側キャビン 12:45－13:30

10月15日
スイート・バルコニー 13:45－14:45

16:30海側キャビン 14:45－15:45

内側キャビン 15:45－16:30

那覇市内（ゆいレール「おもろまち駅」）から港までの連絡バスを運行します（無料、予約不要）。 
滞在時間を有効に活用いただき、那覇観光を存分にお楽しみください。

●ご注意
・スーツケースを預ける際は、指定の荷物タグを必ず荷物のハンドルに取り付けてください。お預かり後は那覇空港から港まで直送
し、安全検査の後、客室までお届けします。荷物タグが無い場合は部屋番号が分からず、お届けが出来なくなります。
・お預けになる荷物には、現金、貴重品、パスポート、チェックインに必要な書類、乗船後すぐにお使いになるものは入れないでくだ
さい。また、乗船後、客室にお届けするまでに2時間以上かかる場合があります。アルコール類、生もの、アイロン、ドライヤー、ナ
イフ等の危険物は船内へ持ち込み禁止です。コワレモノ、ビン、ガラス製品、精密機器なども入れないでください。

・取扱い可能な1個の荷物のサイズは、縦＋横＋高さの三辺合計が160cm以下、重さ20kg以下のサイズとなります。
・スーツケース以外の形状のお荷物（ベビーカー、自転車、こわれやすいものなど）はお預かりできません。
・那覇空港から港行きのシャトルバスはありません。

●お荷物お預けカウンター開設時間 
（※乗船日により開設時間は異なります。ご注意ください。）

乗船日 開設時間
4月6日 9:00－16:30

4月13日、4月17日、4月20日、
10月18日、10月21日、10月25日 9:00－19:30

4月25日、10月11日 9:00－12:30

10月15日 9:00－15:30

●カウンター開設場所
那覇空港国内線ターミナル1階（到着ロビー）　ミーティングルームA・ B

国内線到着口AまたはBを出て、外通路を右手に見て進んでください。その先にカウンター開設場所で
ある「ミーティングルームA ・ B」があります。
※スーツケース等のお荷物をお預かりするのみの施設です。イス等お待ち合わせスペースはありません。

国内線
到着口

国内線
到着口

Ａ B
ミーティング
ルームA・B

エレベーター
エレベーター

エレベーター

エレベーター

エスカレーター エスカレーター

エスカ
レーター

エスカ
レーター

エスカ
レーター

エレベーター

●「コスタクルーズ」行き お荷物別送サービス 
ご乗船当日、乗船前に身軽に那覇市内観光をお楽しみいただけるよう、
那覇空港でスーツケースなどの大きな荷物をお預かりします。お荷物は船内の客室まで直送されます。

      シャトルバスご利用のお客様      那覇空港（国内線ターミナル）ご利用のお客様
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横浜港　●新港ふ頭客船ターミナル／●大さん橋国際客船ターミナル
基本的には新港ふ頭客船ターミナルに入港しますが、6月7日は大さん橋国際客船ターミナルに
入港します。（急遽変更となる場合がありますので、出発前にお申込の旅行会社にご確認下さい。）

乗船時間

スイート・バルコニーキャビンのお客様 ・・・・・・・12：00～12：30
海側キャビンのお客様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12：30～13：15
内側キャビンのお客様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13：15～14：00

最終乗船時間

14：00

●新港ふ頭客船ターミナル（横浜ハンマーヘッド）
電車　  みなとみらい線「馬車道駅」下車 徒歩約10分／「みなとみらい駅」下車 徒歩約12分
　　　  JR「桜木町駅」下車 徒歩約15分
バス　  市営バス ピアライン「ハンマーヘッド」下車
●大さん橋国際客船ターミナル
電車　  みなとみらい線「日本大通り駅」下車 徒歩約7分（3番出口） 

横浜市営地下鉄／JR「関内駅」下車 徒歩約15分
バス　  市営バス「日本大通り駅県庁前」下車徒歩約5分 または「大さん橋」下車 徒歩約3分 

市営バス ピアライン「大さん橋客船ターミナル」下車 徒歩0分 
横浜観光スポット周遊バスあかいくつ「大さん橋国際客船ターミナル」下車 徒歩0分

みなとみらい線
21
8

133

16

横浜ワールドポーターズ
横浜第二
合同庁舎

馬車道駅

みなとみらい駅

横浜ランドマークタワー
桜木町駅

関内駅

横浜スタジアム

元町・中華街駅

横浜マリンタワー山下公園

日本郵船氷川丸

横浜美術館
日本大通り駅

カップヌードル
ミュージアムパシフィコ横浜

新港ふ頭客船ターミナル
大さん橋

横浜赤レンガ倉庫

根岸線 0 500m

● 新港ふ頭客船ターミナル 
（横浜ハンマーヘッド） 有料駐車場 
平日 280円／30分　休日 330円／30分
詳しくは横浜ハンマーヘッドホームページをご覧ください。
https://www.hammerhead.co.jp/access/

● 横浜港大さん橋 有料駐車場 
1時間まで  500円　 
24時間まで  平日1,500円、土・日・祝日2,000円

新港ふ頭
客船ターミナル

（横浜ハンマーヘッド）

ハンマーヘッド
駐車場

バス乗り場 バイク駐輪場

乗船当日の緊急連絡先
電話：070-1366-8217
（乗船日のみの対応となります）
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京都舞鶴港　●西港第2ふ頭

乗船時間

スイート・バルコニーキャビンのお客様 ・・・・・・・17：00～17：30
海側キャビンのお客様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17：30～18：30
内側キャビンのお客様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18：30以降

最終乗船時間

21：00

JR西舞鶴駅   タクシーで約5分 
特別シャトルバスあり。（運行元：京都舞鶴港クルーズ誘致協議会）

 JR西舞鶴駅～舞鶴西港第2ふ頭で運行。
 片道 大人300円、小学生150円、未就学児 無料

伊
佐
津
川

明倫小

西消防署

舞鶴文化公園

大手

第2埠頭口

西町

舞鶴グランドホテル

京都銀行

道の駅 舞鶴港とれとれセンター

西舞鶴駅

JR舞
鶴線

第2ふ頭 停泊位置
京都舞鶴港
（西港） 27

27175

177

0 500m 綾部駅

小
浜
駅

● 舞鶴西港 第３ふ頭駐車場 
舞鶴西港から乗船されるお客様は 
乗船日～下船日までの間無料で利用可能

※ 駐車場（第３ふ頭）から乗船場所（第2ふ頭）まで 
約700m（徒歩10分）
※ 駐車場からクルーズ乗船ターミナルへの無料シャトルバスもご
利用できます。

※  第３ふ頭は、フェンスが設置されており施錠されます。但し、 
無人となるため、事故や盗難の責任は負えません。

舞鶴西港
第３ふ頭駐車場

第2ふ頭ターミナル

西消防署

第2埠頭口175

乗船当日の緊急連絡先
電話：080-4894-3989
（乗船日のみの対応となります）

金沢港　●金沢港クルーズターミナル　無量寺ふ頭
◆ 7泊8日クルーズ（6月14・21・28日、7月5日出港）のお客様
◆ 5泊6日クルーズ Aコース（7月16日、8月15日出港）のお客様
乗船時間 スイート・バルコニーキャビンのお客様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14：00～15：00

海側キャビンのお客様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15：00～16：00
内側キャビンのお客様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16：00～17：00

最終乗船時間

17：00
◆ 4泊5日クルーズ（7月12・21・25日、8月20日出港）のお客様
乗船時間 スイート・バルコニーキャビンのお客様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10：30～11：00

海側キャビンのお客様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11：00～11：45
内側キャビンのお客様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11：45～12：30

最終乗船時間

12：30
◆ 5泊6日クルーズ Bコース（7月29日、8月10・24日出港）のお客様
乗船時間 スイート・バルコニーキャビンのお客様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13：00～14：00

海側キャビンのお客様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14：00～15：00
内側キャビンのお客様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15：00～16：00

最終乗船時間

16：00
◆ 7泊8日クルーズ（8月3日出港）のお客様
乗船時間 スイート・バルコニーキャビンのお客様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12：00～13：00

海側キャビンのお客様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13：00～14：00
内側キャビンのお客様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14：00～15：00

最終乗船時間

15：00

JR金沢駅 タクシーで約15分　※金沢駅（金沢港口）より石川県が手配する専用バス（有料／500円）あり

小松空港 タクシーで約40分

金沢港

日本海

無量寺ふ頭　停泊位置
金沢港クルーズターミナル

石川県庁
石川県立中央病院

金沢駅 北鉄金沢駅
北陸
新幹
線

大
野
川

金沢港

戸水一丁目

0 1km

北陸
自動
車道

359
159

8北
鉄
浅
野
川
線

60

七ツ屋駅

上諸江駅
磯部駅

富
山
駅

IRい
しか
わ鉄
道線

● 金沢港クルーズ船専用駐車場 
金沢港から乗船されるお客様は乗船日～下船日
までの間、第3駐車場および第4駐車場を無料で
利用可能

※  クルーズ船が停泊している時間帯以外は出入口を 
閉鎖するため、航海中は車両の入出場はできません。 
また、事故や盗難の責任は負えません。

金沢港クルーズ
ターミナル

無量寺ふ頭

戸水ふ頭

第3駐車場
（乗船客専用）金沢駅

第４駐車場
（乗船客専用）

金沢港

金沢港南乗船当日の緊急連絡先
電話：070-1366-8217
（乗船日のみの対応となります）
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博多港 
古代には金印が伝わった
歴史あるアジアへの玄関口

博
多
を
代
表
す
る
祭
り

「
博
多
祇
園
山
笠
」

新
元
号「
令
和
」ゆ
か
り
の

坂
本
八
幡
宮

福岡市公式シティガイド「YOKANAVI」　https://yokanavi.com/

博多港　●中央ふ頭クルーズセンター

乗船時間

スイート・バルコニーキャビンのお客様 ・・・・・・・11：00～12：00
海側キャビンのお客様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12：00～13：00
内側キャビンのお客様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13：00～14：00

最終乗船時間

14：00

【ご注意】
7月27日出航のみ乗船時間および最終乗船時間が下記のとおりになります。
乗船時間
スイート・バルコニーキャビンのお客様 ・・・・・・・10：00～11：00
海側キャビンのお客様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11：00～12：00
内側キャビンのお客様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12：00～13：00

最終乗船時間

13：00

JR博多駅   タクシーで約10分。または、西鉄バス（88番）もしくはBRTにて博多駅前F 
より約20分で博多港国際ターミナルへ。下車後、徒歩約7分。

地下鉄天神駅 タクシーで約10分。
福岡空港 タクシーで約20分。

中央ふ頭クルーズセンター
マリンメッセ福岡
博多港国際ターミナル

福岡国際会議場

地
下
鉄
箱
崎
線

福岡サンパレス
福岡国際センター 福岡空港

博多駅

天神駅

西鉄福岡駅

呉服町駅 福岡空港駅

博多ポートタワー

博多港

大濠公園

地下
鉄空港線

山
陽

新幹
線

福
岡
都
市
高
速
環
状
線

御笠川

0 500m

202
385

33

原田駅 新鳥栖駅

小倉駅

● 博多港国際ターミナル 有料駐車場 
ターミナル第1駐車場（153台） 
ターミナル第2駐車場（73台）

※   4時間30分まで30分毎に100円 
  4時間30分超え24時間まで1,000円 
24時間以上は、上記金額の繰り返し（最初の15分は無料）

ターミナル
第2駐車場

ターミナル
第1駐車場

中央ふ頭クルーズセンター

マリンメッセ福岡

乗船当日の緊急連絡先
電話：080-2738-5540
（乗船日のみの対応となります）
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　客船コスタネオロマンチカが運航す
る夏の日本海クルーズの発着地でもあ
る金沢。船のサムサラスパ併設のヘア
サロンでヘアドレッサーを務めるユブナ・
エトワリーアさんが、港から少し足を延
ばして、金沢郊外の温泉へ。深谷温泉
は、奈良の大仏建立に携わった行基
菩薩により、奈良時代に発見されたと
伝えられる歴史ある温泉だ。その一角
にある元湯石屋は、江戸時代から続く
加賀藩ゆかりの老舗旅館。女将の石
屋千鶴さんに案内され、趣のある美術
品が展示された館内を巡ると、中庭に
能舞台まであった。日帰り温泉の利用
できるここの温泉の色は琥珀色をして
いて滑らかで、美肌に効果があるという。
「時間ができたら、ぜひ入りにいきたい」
とエトワリーアさん。
　さらに金沢の美に触れようと、観光
客でにぎわうひがし茶屋街に金箔工
芸の体験に出かけた。「金箔は1万分
の1ミリの薄さなので、しっかり押さえて
くださいね」と指導スタッフのアドバイ
スを受け、緊張しながら箸づくりの作
業に没頭したエトワリーアさんは「金箔
を貼るときに緊張したけど、とても面白
かった !」と満足。船でも港でも、美に触
れ、美を磨く旅を。

コスタクルーズが夏場に実施する
日本発着の船旅の拠点となる金沢で、
ヘアドレッサーが日本の美に出会う旅へ。
船上のスパ＆サロンでは美を磨き、

港では江戸期の豪商の別荘を移築した客間など
粋な趣向のある温泉旅館で
日本の美に触れて。

モーリシャス諸島出身。
コスタネオロマンチカのサムサラスパ併設の
ヴィーナスビューティーサロンに勤務。
「ゲストが満足してくれることが
仕事の一番のモチベーション」と語る。
キャプテンがヘアカットに来たときは
最初とても緊張したという。
サムサラスパは個室のトリートメントルーム、
タラソテラピープール、サーマルエリア、
5種類のサウナなど施設が充実している。
スパ入場のパスは1日分から購入可能。

上：金沢のひがし茶屋街にある
「箔座稽古処」の風情ある茶屋建築で、
箸に薄く繊細な金箔を付ける、箔押しを体験。

中：褐色で美肌健康効果のある「元湯石屋」の温泉。
出迎えてくれた女将は手作りの地図で金沢の
見どころを案内してくれ、心まで温まった気がした。
下：外国人の宿泊も増えている元湯石屋の館内、

中庭にある能舞台を見下ろす。

Traveller of the issue

HAIRDRESSER
Name:Yuvna Etwareea

Costa Cruiseは
Curiosity、
好奇心あふれ、
情熱を持ち
人生を謳歌する
人々を応援します。

text by Nami Shimazu
photo by Takahiro Motonami

好奇心を鞄に
コスタの船旅
第2回

curiosity 2

日本の美と
おもてなしを
探す港へ

石川県 金沢
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P16～24に記載された乗船時間に合わせて、
ターミナルにお越しください。

乗船口にて、パスポートの確認とお預かり、乗船用フォ
ームと健康・問診票の確認、顔写真の撮影があります。
─パスポートは入国審査のためにお預かりいたしますことを、ご
了承ください。

避難警報が鳴ったら、救命胴衣を身につけ、避難経
路に従って、緊急避難訓練に参加してください。
（詳細はP29）

❶コスタクルーズ専用の荷物タグ（P5）を
　スーツケースなどの大きな荷物に取り付ける。
─パスポート、入出国書類、現金、貴重品類、こわれものな
どは入れないでください。また、荷物が客室に届く時間が遅くな
ることもありますので、乗船後すぐにご利用になりたいものは、
手荷物にお入れください。

❷荷物受付カウンターで預ける。
─お預けの荷物と手荷物の両方に安全検査があります。

乗船後、すぐに客室をご利用いただけます。
─客室番号は右舷側（船の進行方向に向かって右側）に偶数、
左舷側（船の進行方向に向かって左側）に奇数の客室がございます。
船により偶数、奇数の位置が異なる場合がございます。
─当日の状況によって、客室の準備ができていない事があります。
その場合は、船内のレストランでお食事をされたり、設備の確認な
どをされてお過ごしください。

お手元にパスポートと入出国書類をご用意ください。
※税関、出国審査後は、ターミナルや港外にお戻りになれません。
※お見送りの方は、税関の先や船内に入ることは出来ません。

全てのお客様の安全のため、
X線検査と金属探知機による
手荷物の検査をお願いしてい
ます。
※手荷物としてお持ち込みいただけるの
は、55cm×25cm×35cm以内に限り
ます（車椅子、ベビーカーを除く）。食品・飲
料は原則として船内にお持ち込みいただけ
ません。

乗船手続きはこうやって進みます
待ちに待った乗船の時間がやって来ました ！
乗船から出航までの流れを頭に入れておけば、全てがスムーズに進むはず。
安心してお出かけください。
※各港により順序や内容が異なる場合があります。

ターミナル到着 チェックイン

緊急避難訓練に参加

いざ、出航！

荷物を預ける

客室へ

手荷物の安全検査

税関・出国審査

左：客室のドア内側に、緊急時
の避難経路が記載されていま
すので、必ずご確認ください。
右：クローゼット内に救命胴衣
が用意されていますので、ご確
認ください。
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レストラン名
指定時間

席番号
客室番号

クレジットカードを登録しよう
クルーズ中は、細かいことは気にせずにリラックスしたいもの。
クレジットカードを登録しておけば、キャッシュレスで過ごすことができます。

登録手順
①Startを押して、言語を選択します
②機械の下側で、ご自分のコスタカードをスライド 
させます。
③画面上に、同室の方のお名前が表示されます。同
じクレジットカードで精算をご希望の場合はお名前
欄の「×」印をそのままに、別のクレジットカードで
の精算をご希望の場合や、お子様にはクレジット
機能を付けないことをご希望の場合は、「×」印を外
してください（初期設定では×が入っています）。
④登録するクレジットカードをスライドさせます。
⑤備え付けのペンを使って、画面上でサインをします。

※クレジットカードの有効期限が、下船日の翌月以降
であることをお確かめください。
※下船時の精算については、P58をご参照ください。

カスタマーサービス近くに、クレジットカード登録専
用機（24時間稼働）を設置しています。乗船から48
時間以内に、コスタカードにクレジットカードを登録
していただくと、クルーズ中の支払いをすべて（カジ
ノを除く）コスタカードで行い、下船時に精算できる
ので、クルーズ中、身軽に過ごしていただけます。
クレジットカードの登録が無い場合、コスタカード
でのお支払いができかねる事がございます。その
際は、カスタマーサービスまでお立ち寄り下さい。

客室に入ったら、この つを必ずチェック！
いろいろな手続きを経て、ついにたどり着いた客室！
まずはこの3つを確認してから、思い切りおくつろぎください。

お客様のお名前、乗船および下船日、緊急避難
時のマスターステーションなどの重要な情報を含
む、クルーズの概要がこちらに記載されています。
また以下の4つの役割を果たす大切なカードです。
受け取られ次第、お名前の綴りなど内容に間違い
がないかをご確認ください。

1） 客室の鍵
客室はオートロックになっていますので、ご注意ください。

2） クルーズ中の精算用カード
乗船後48時間以内にクレジットカード登録をしていただくこと
で（P30）、船内ではすべてコスタカードの提示と署名による、
客室付けの精算が可能です（カジノを除く）。お支払いは下船
前の一括精算となります（P58）。

3） 身分証明書
寄港地での乗下船時に、係員がコスタカードの情報と、チェ
ックイン時に撮影した写真（P28）を確認いたしますので、必ず
携帯してください。

4） 緊急避難訓練の情報
出航前に全員参加が義務づけられている緊急避難訓練の集
合場所となるマスターステーション情報が、背面に記載されて
いますので、必ずご確認ください。

乗船後から出港までの間に、必ず緊急避難訓練が
実施されます。乗船後にはまず、客室のクローゼ
ット内に人数分の救命胴衣があることを確認してく
ださい。救命胴衣が足りない場合も、マスタース
テーションにお進みの上、係員にお問い合わせく
ださい。この訓練は国際海事法で義務づけられて
いますので、必ずご参加ください。避難警報（短
いサイレン7回＋長いサイレン1回）が鳴りましたら、
客室外にいる場合はただちに客室にお戻りくださ
い。救命胴衣を身につけ、ご自分の
コスタカードを携帯し、客室のドアの
内側に表示された案内を見て、誘導
担当の乗組員の指示に従って集合場
所に向かいます。避難時にはエレベ
ーターのご利用はできません。
※各客室のテレビで「緊急時のご案内」を繰り返
し放映していますので、必ず一度はご覧になって
ください。

指定席で食べる本格的ディナーは、コスタならで
はのお楽しみ。クルーズ中の指定レストランと開始
時間などがこの紙に記載されています。

コスタカード レストランカード

救命胴衣

クレジットカードをお持ちでないお客様／使用を希望されないお客様
米ドルによる現金でのお支払いとなります（乗船前に米ドルをご用意ください）。お一人様につき最低150米ドルを預り
金としてお支払いいただき、使用のたびにここから差し引いていきます。手続き場所・時間は船内新聞に掲載されます
（P47-48）。
金額が不足しましたら、追加の預り金をお願いしますので、多めの金額をご用意していただけると安心です。使用金額が
預り金よりも少ない場合、クルーズの最後に余った金額を米ドルで返金いたします。
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テレビ
客室内テレビには、船内生活、避難訓練や寄港
地観光などの各種案内が放映されています。

ルームサービス／ミニバー
有料のお飲物、お食事のご用意があります。お湯、
氷が必要な場合は、客室係にお申し出ください。
※客室クラスによりミニバーのご用意がない場合がございます。

電源（コンセント）
客室の電源は110～120V、60Hz、Aタイプと
220V、60Hz、Cタイプ二股コンセントを使用して
います。日本でご使用のタイプの機器はお使いいた
だけますが、自動変圧器が付いていない電気機器
をご使用になる場合は、変圧器をご用意ください。

バスルームとアメニティ
大小のタオル、シャワージェル、石けん、ティッ
シュが備えられています。シャンプー／コンディ
ショナー（リンスインシャンプーは室内にありま
す）、歯ブラシ、ひげそり、クシは用意しており
ません※ので、お持ちくださるようお願いいたし
ます。コスタクルーズでは、環境保護に気を配っ
ています。交換の必要がないタオルはタオルかけ
にかけておいてください。客室のトイレでは、備
え付けのトイレットペーパー以外のものは流さな
いでください。
※ スイート、ミニスイートには、バスローブ、スリッパ、シャンプ
ー、コンディショナー、シャワージェルが備えられています。

ドライヤー
客室内の引き出しの中にドライヤーが収納されて
いますので、どうぞご利用ください。船外からの
持ち込みはご遠慮ください。

電話
客室間の通話では、受話器を上げて客室番号 
を押してください。船内各施設への内線番号は
船内新聞「Today」（P47-48）最終面に記載され
ています。

詳しく知りたい、客室の使い方
室温から飲みものまで、客室にいる時間を快適に安全に過ごすために、
知っておきたいことがいろいろあります。
客室に何か不備がありましたら、お気軽に客室係にお伝えください。
※船により実際の設備が異なる場合がございます。

空調の調節
客室の壁に温度調節器がつい
ています。ツマミを左に回すと
温度が下がり、右に回すと上が
ります。船内の温度は低めに設
定されていますので、軽く羽織
るものがあると便利です。

金庫
手荷物、現金、貴重品の管理は、お客様ご本人
の責任の下での管理をお願いいたします。客室
内には金庫が備え付けられています。使い方は
以下の通りです。

●閉め方
4桁の暗証番号を入力してから、ドアを閉め、
Enterボタンを押します。
●開け方
4桁の暗証番号を入力してください。

※初回に使用する時は、何も入れない状態でまずお試しください。
※お部屋によって金庫の仕様が異なる場合がありますので、備
え付けの説明を良くお読みください。

客室内で何かご不明な点や困ったこと
がありましたら、担当の客室係にお問
い合わせください。
なお、客室係によるベッドメイキングと
清掃は1日1回になります。希望され
ない方は、赤い「Do not Disturb」
カードをドアの外におかけください。

頼りになる客室係

※写真はイメージです。
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　豊かな自然とグルメに恵まれた佐世
保港は、コスタネオロマンチカが訪れる
注目の寄港地の一つだ。港から高速艇
で30分ほど、大島に自然と調和するよう
に立つ「オリーブベイホテル」がある。手
掛けたのは東京五輪・パラの主会場、新
国立競技場を設計した建築家・隈研吾
氏。レストランは、大きな窓から明るい光
と島の緑、入り江の海が目に飛び込む
素晴らしい空間だ。コスタのエグゼクテ
ィブシェフがここを訪れ、近海のウニや
活車海老を使った前菜、和牛の網焼き
などを味見しながら、「長崎のビーフは
素晴らしいね」と感嘆。ホテルの総料理
長は、「フォンドボーは3日間かけて仕上
げ、九州産の柚子胡椒をアクセントにし
ています」と解説しながらもてなした。島
で人気の地元産トマトジ ュースを飲ん
だシェフは「５つの旨味を感じますね。イ
タリアも産地によりトマトの味が変わりま
すので、土は重要な要素ですね」と故郷
に思いを馳せた。また船上でも、原点イ
タリアのエッセンスを味わえる。産地・素
材・製法などが全て定められたルールに
則った特産品に対して与えられるDOP
（Denominazione di Origine Protetta）
マークの付いた食材を使ったイタリア
料理の数々……食との新たな出会い
が寄港地でも船上でも生まれる。

イタリア客船コスタクルーズの
エグゼクティブシェフが、佐世保の離島にたたずむ

リゾートホテルのレストランで

海の幸や山の幸を取り入れた地産ガストロノミーを味わう。
船でも陸でも、地元食材を活かした食を堪能する旅を、

日本を巡るコスタクルーズで。

イタリアのジェノバ出身。姉妹ブランド、
プリンセスクルーズなどでの勤務を経て
コスタクルーズのシェフとして10年ほど勤務。
「船は陸上と違い、スタッフが毎月入れ替わるので、
料理部門のチームワークがうまくいくように
努力するのが大切だと思っています。
コスタには、星付きシェフが監修した
イタリアン リストランテ・カサノバや、
本格石窯で焼き上げるナポリピッツァも
ありますので、ぜひご乗船ください」

上：大島造船所の農産事業部が栽培するトマトは
糖度８以上のものが「大島トマト」となる。
３～5月初旬が旬。甘みと酸味のバランスが

とれたその天然ジュース。
中：隈研吾氏設計の「オリーブベイホテル」外観。

大島造船の迎賓館として使われ、
館内には重厚なインテリアに

彩られた契約・調印のための部屋も。
下：入り江の景色を眺められる室内やビューバスに

心癒やされる客室。
ホテルにはクルーザーもある。

Traveller of the issue

EXECUTIVE CHEF
Name:Pasquale Ciarrmiello

Costa Cruiseは
Curiosity、
好奇心あふれ、
情熱を持ち
人生を謳歌する
人々を応援します。

text by Nami Shimazu
photo by Takahiro Motonami

好奇心を鞄に
コスタの船旅
第3回

curiosity 3

 Winter 2020 掲載

豊かな食材と
美味しい料理の
新たな出会い

長崎県 佐世保



朝

昼船を遊び尽くそう！

船上の楽しみ方
コスタの船ではバラエティー豊かな食事や夜通しのパーティーが楽しめます。

最上階デッキで海を眺めながら朝の散歩、またはストレッチなどのクラスで1日をスタート。
プールやジャグジーでのんびりするもよし、

スパ（サムサラおよびウェルネス）でのトリートメントで
リラックス＆リフレッシュもいいですね。

午前8時

午前11時

Exercise time／健康維持
朝9時、朝日を浴びながらのジョギングや、フィットネスマ
シンがそろったジムでのエクササイズ、ヨガ教室などの健康
促進のクラスに挑戦しませんか。もっと体を動かしたい方は、
多目的屋外コートでバレーボールやバスケットボールの試合
に参加してみてはいかがでしょう。

SPA time／贅沢をつくす 
朝のエクササイズをした後は、スパで心と身体をリラックス
させてください。スパでは、アロマハーブ、エッセンシャル
オイル、エキゾティックプラント、アユールヴェーダなどか
らヒントを得た、多数のトリートメントをご用意しています。
まず最初に、専用のバスや温浴室で体を温め、濃縮された
ディープエッセンシャルオイルを配合したエッセンシャル・
シー・ソルトで肌をリフレッシュしましょう！

午前9時

1日のスケジュール 目が覚めたら潮風を感じて、
船上の楽しいアクティビティを満喫！！

午後12時

Be Creative／クリエイティブになる
おいしいイタリア料理の作り方に興味はありませんか？ 
せっかくのイタリア客船ですからイタリア語を習ってみてもい
いですね。今回のクルーズの機会を利用して、乗船してい
るクルーに教えてもらってみてはいかがでしょう。さらに船
上での時間を楽しんでいただくために、アート＆クラフト、
ダンス、フィットネスなど多数のクラスやイベントを用意して
います。最新情報は毎日発行している船内新聞「Today」で
ご確認ください。

Breakfast／ご自分の客室で朝食
朝はご自分の客室でルームサービスはいかがでしょう。前
夜にリクエストフォームに記入してドアの外に下げておけば、
ご希望の時間に朝食をお届けします。客室で海を眺めなが
らの朝食はコスタクルーズの素敵な朝の始め方の一つです。

午後2時

Squok Club／お子様向け
もちろん、お子様向けにも楽しいアクティビティをご用意し
ています。スクウォック・クラブ（Squok Club）には専門の
チャイルド・エンターテイナーがおり、日中の宝探しやスクオ
リンピック（スクウォック・クラブ独自のオリンピック）から、
夜には仮装パーティやディスコパーティなど、お子様がワク
ワクするようなアクティビティを多数用意してお待ちしてい
ます。お子様向けプログラムはミニクラブ（3～6歳対象）と
マキシクラブ（7～11歳対象）に分けております。お子様を
お連れいただいたら、後は当社にお任せください。

ボ
おはようございま

す

ンジョルノ！　

※写真はイメージです。
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夕 夜
夕方から夜はさらにイベントや遊びが盛りだくさん
夕方も船上では遊び切れないほどの施設やイベントがたくさん！
そして、本格的なイタリア料理のディナーのあとはコスタ・ナイトが待っています。
さまざまなエンターテインメントをあちらこちらで楽しめます。
上質なショーや積極的に参加するのが楽しいパーティーへぜひどうぞ。

午後10時

Theme night／テーマナイト
最高級のディナーをお楽しみいただく夜は、
思いっきり着飾り、ガラ・ナイトでぜひハメを
外してください。当社は、お客様に楽しんで
いただけるよう、テーマナイトを多数用意し
ています。夜が明けるまで、素晴らしいエン

ターテインメントをお届けします。クルーが
スパークリングワイン「Prosecco」やイタリ
アワインをお客様のグラスに注いだら、笑顔
で皆と乾杯してください！

「イタリア人のように食せ！」という諺
があります。本場のイタリア料理を
多彩にご用意した気さくな雰囲気の

イタリアンナイトはお客様に大変好評
のイベントです。船上でイタリア各
地の料理を堪能することができます。

&

午後7時

ラウンジやシアターで開催される、世界各国
から集められた当社の才能豊かなパフォーマ
ー集団によるショーを観ずに、クルーズを語る
ことはできません！ 見事なアクロバットショー、
イタリア人オペラ歌手による素晴らしいコン
サート、ミュージカル、コメディショー、マジ

ックショー、カジノなど、毎晩、盛りだくさん
の内容をお届けしています。カジノではルー
レットやポーカー、スロットマシンまで初心者
ならお手軽に、上級者は本格的に楽しんでい
ただけます。換金は下船前日までにカジノの
キャッシャーにてご対応ください。

Entertainment／夜のエンターテインメント

Dinner time／イタリア料理の神髄

カーニバル・オブ・ヴェニス・パーティ
船全体がカーニバルの熱気に包まれる人気プ
ログラム。マスクを身につけてダンスパーテ
ィに出席しませんか？　日頃シャイな方でも照
れることなく踊ることができるかも。

ダンスレッスン
ちょっと気取ったステップを覚
えると、船内で披露する機会
がいろいろあるので、楽しみ
が倍増します。

ビンゴゲーム／イタリア語講座
カクテルデモ／氷の彫刻デモ
クルーズを楽しみながら、 語学も学べる人気の
「イタリア語講座」などユニークなカルチャー教
室やイベントを多数ご用意しています。

こんなアクティビティが人気！
船上生活の主役は、毎日盛りだくさんのアクティビティ。特に終日航海日には一日中多彩なメニューが
組まれています。船内新聞「TODAY」（P.47-48）で翌日のアクティビティ情報をお見逃しなく！

午後6時
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Costaでは全てがユニーク！
海を眺めながらの食事、多彩なブッフェ、その他さまざまな料理やワインをどうぞ。

メイン・ダイニング
壮大なダイニングルームでコースメニューの中か
らお好きなものをオーダーしてください。特別な
ガラ・ディナーの日もあります。

ピッツェリア
コスタクルーズでは、
焼きたてのピッツァ
を毎晩提供していま
す。豊富なメニューか
らお好きなピッツァを
お選びください。

その他シガーバー、ワインバー、
コーヒー＆チョコレートバーなど
お楽しみいただけます。

ダイニング、ブッフェ、スペシャリティ レストラン（有料）、ピッツェリア（有料）など、
朝から晩まで様々なところでお食事を用意しています。イタリア料理はもちろん、
クルーズで訪れた街の食材をヒントに作られた料理まで、できたての食事をお召し上がりください。

ブッフェ
朝や昼は気軽にお好きなものを自分で選べるブッ
フェがお勧め。作りたてのパスタなどもぜひトラ
イしてください。

スペシャリティ レストラン
ワンランク上のお食事や特別な夜を過ごしたい日
には有料レストランをご予約ください。海をのぞ
むロマンチックなステーキレストランでは極上のお
料理と世界のワインを堪能いただけます。くつろ
いだ雰囲気のイタリアンレストランではミシュラン
3星シェフが監修したスペシャルメニューがおすす
めです。

特別なテーマのディナーをお届
けする夜もあります。例えば、ガ
ラ・ナイトには、洗練された料理
やちょっとしたサプライズが登
場するかもしれません。楽しい
夜になることをお約束します。 ルームサービス

コンチネンタルの朝食：  
追加料金なし。専用オーダー表にご記入いただき、
前日の夜にドア外側のノブにかけておいていただ
ければご希望の時間にお届けします。

その他：
別料金（コスタカードに課金)。キャビン
にあるメニューをご覧いただき電話でご
注文ください。
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トリートメントルーム
身も心もとろけるようなマッサ
ージはいかが？ フェイシャルや
ホットストーンマッサージ、スパ
トリートメントをご用意していま
す。ジャグジーやスチームサウ
ナも併設。

ジム＆スタジオ
大きなガラス窓から海を見晴ら
しながらウォーキングや筋力ト
レーニング。スタジオではヨガ
などのクラスも開かれます。ご
利用の際には適した服装と室
内用運動靴をご用意ください。

ビューティサロン
カットやパーマなど本格的なヘ
アサロンメニューをご用意。フ
ォーマルナイトのヘアセットなど
にもご利用ください。ネイルケ
アも承ります。

ドリンクパッケージ
コスタ クルーズの日本発着にご乗船のお客様はお飲み物もクルーズ代金に含まれております。キャビンタイプ
に応じて下記のドリンクパッケージが付帯しています。バリュー（変動制料金）プランでご予約のお客様にはドリ
ンク特典が付帯しないので、船上でお好みのパッケージをご購入ください。

クラシックキャビンのお客様
内側クラシックIC／海側クラシックEC／
バルコニークラシックBC

●＠ミール ドリンクパッケージ
（Pranzo and Cena）
お食事の際に限られたレストラン・時間中
のみ、特定のドリンクが飲み放題です。

対象レストランと時間
ランチ／ディナータイムのメインレストランとブ
ッフェおよび有料メニューご利用時のレストラン

メニュー
グラスで提供するソフトドリンク、ドラフトビー
ル、イタリアンハウスワイン赤白
※20際未満のお客様は前記のうちソフトドリンクのみです。

プレミアムキャビンおよびバルコニー
デラックス、スイートのお客様
内側プレミアムIP ／海側プレミアムEP／バルコニープレミアムBP／
バルコニーデラックスSB／すべてのスイート

●オールインクルーシブドリンクパッケージ
（Brindiamo）
すべてのレストランやバーで以下のドリンクが飲
み放題です。

対象レストランと時間
メインレストラン、ブッフェ、有料レストラン、バーの
営業時間中

メニュー
グラスで提供するソフトドリンクとミネラルウォーター、ド
ラフトビール、ノンアルコールビール、フルーツジュース、
コーヒー各種、ハウスワイン赤白、他各種お酒
※お部屋のミニバー、ルームサービス、ワインディスペンサーは
対象外となります。

船上で購入できるドリンクパッケージ
●オールインクルーシブドリンクパッケージ
●ビールラバー
●ミネラルウォーターパッケージ
●プリンセス&プリンス（ソフトドリンクパッケージ）

クラシック／プレミアムキャビン以上で付帯しているドリンクパッケージ

※ドリンクパッケージの内容は変更となる場合があります。 

リラックス&ウェルネス

プールエリア
プールエリアは日光浴にぴったり。青い海原
に白く輝く航跡を眺めながらのんびり楽しむ
のはいかがでしょう。プールサイドのバーで
はコスタオリジナルカクテルも味わえます。

サムサラスパ
スペシャルなクルーズライフを過
ごしたい方には、広々としたスパ
を満喫ください。サウナで汗をか
いた後はティーハウスで各種ハー
ブティーをどうぞ。
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京都舞鶴港

京都府

★舞鶴引揚記念館（ユネスコ世界記憶遺産に登録）
引き揚げの史実を後世に伝え、平和の尊
さを世界に発信する同館には、当時の貴
重な資料が収蔵されており、平成27年
にその一部がユネスコ世界記憶遺産に登
録されました。
●営業時間：9時～17時
●料金：一般400円、学生150円

お得情報  ★＝コスタクルーズの公式オプショナルツアーでお得に巡ることができます。

舞鶴
ようこそ、海軍ゆかりの港まち・舞鶴へ
四方を山で囲まれ波静かな美しい舞鶴湾の奥に位置する舞鶴。
明治期、日本の近代化を推し進めた軍港都市として発展した
歴史は「日本遺産」に認定されています。岩ガキや丹後とり貝など
日本海の幸を満喫しつつ、海軍ゆかりのスポットをたどりながら、
激動の近代史に思いを馳せてみませんか。

まいづる観光ネット http://www.maizuru-kanko.net

★舞鶴赤れんがパーク
旧海軍が建設した赤れんが倉庫群。付近には世界中
のれんがを集めた赤れんが博物館（有料）もあります。

●入場無料

★五老スカイタワー
近畿百景第１位に選出された舞鶴湾の美しいリアス式海岸と舞鶴市街
地が一望できます。入港時はコスタ ネオロマンチカのデッキから舞
鶴湾の眺めをお楽しみください。
●営業時間：9時～19時　●料金：大人200円、小人100円

自衛隊桟橋
護衛艦や補給艦などを桟橋から
間近に見学できます。
●土・日曜、祝日のみ見学可（変更の場合あり）。
●時間：10時～15時　入場無料。

★舞鶴港とれとれセンター
船が停泊する第２ふ頭から徒歩
10分。舞鶴湾で水揚げされたば
かりの海の幸が味わえます。
●営業時間：9時～18時

海軍ゆかりの港めぐり遊覧船
自衛隊桟橋に停泊する自衛艦や造船所など、舞鶴湾周辺の見どころ
を30分かけて周遊します。
●運航日：土・日曜、祝日、お盆 15時発  ●乗り場：北吸赤れんが桟橋
●料金：大人1,300円、3歳～12歳700円、2歳以下無料

おすすめ
グルメス

ポット

ご当地食材はこれ
舞鶴かまぼこ：生のすり身をふんだんに使い、舞鶴独自の二段蒸しで
作り上げた地域ブランド登録商品。
岩がき：冬の真がきに比べて大きくプリプリとした触感が特徴。
まいづる海自カレー：海上自衛隊の各艦艇・部隊・
学校の料理長が腕によりをかけたレシピを使用。

乗船前に申し込む

専用のウェブサイトMyCosta（マイコスタ）か
ら事前にお申し込みいただくことができます。
https://www.mycosta.com/jp 

事前予約いただくと次の割引が適用されます。

●寄港地が3カ所または4カ所のクルーズ
3つ以上の寄港地観光ツアーを事前予約する
と合計金額から10％割引

●寄港地が5カ所または6カ所のクルーズ
4つ以上の寄港地観光ツアーを事前予約する
と合計金額から10％割引

※4日前までにお申し込みください。お支払いは船上
でコスタカードに加算されます。お申し込み後、出
港4日前までのキャンセルは無料、その後のキャン
セルはご返金不可となります。
※10%割引はMyCosta（マイコスタ）には料金反映
されません。船上の最終会計明細書に反映されます。
※船上で寄港地観光を予約した場合、この割引は適
用されません。

※クルーズの予約を取り消された場合、別途
MyCosta（マイコスタ）からの取り消し操作は必要
ありません。また、その場合、寄港地観光ツアー
の取消料は一切かかりません。

乗船後に申し込む

キャビンに寄港地観光ツアーの説明と申込書
が配布されます。寄港地観光オフィスでお申し
込みを承ります。お申し込み後のキャンセルは
ご返金不可となります。

ツアーチケットはキャビンに届けられます。集
合場所と時間、出発時間は「Today」に掲載
されますので必ず前夜にご確認ください。

3歳～11歳のお子さまをスクォック・クラブに
預けてご両親だけでツアーに参加できるサー
ビスもあります。詳しくは直接スクォッククラブ
にお問い合わせください。

寄港地観光ツアーを申し込む
コスタ クルーズの日本発着の客船が停泊する各寄港地を最大限に楽しんでいただけるように、多
数のツアーを用意しています。乗船前にインターネットからお申し込みいただけるほか、乗船後に
もさまざまな情報が提供されますので、ご検討の上、早めにお申し込みください。

ツアー申込書や
ツアーマガジンの見本
※クルーズにより内容や
　体裁は異なります。
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金沢駅
金沢駅の兼六園口にある、能の鼓がモチーフの「鼓門」と
ガラスの建造物「もてなしドーム」は、金沢のランドマーク。
列車で金沢に降り立ったら、まずこちらで記念撮影する
のが旅人の定番コース。

新しく生まれ変わった金沢港でお待ちしています。

2020年4月4日（土）
金沢港クルーズターミナル オープン

金沢21世紀美術館
年間約255万人の驚異的な来場者数を誇る現代アートの
美術館。国内外で注目を集めるアーティストの展覧会が開
催されています。「まちに開かれた公園のような美術館」
が建築コンセプトで、家族連れでも楽しめます。

近江町市場
180を超える店舗が並び、城下町として発展してきた金沢
の食文化を支えています。購入したものは地方発送も
可能。食事処では新鮮な日本海の幸を味わえます。

兼六園
日本三名園のひとつに数えられ、国の特別名勝にも指定さ
れている兼六園。その名は造園技術上兼ねることが難し
い対象的な六つの美しさが共存していることに由来してい
ます。有名な「ことじ灯籠」は必見です。

ひがし茶屋街
金沢三茶屋街のひとつで、藩政期の街並みを今に伝える
フォトジェニックなエリア。古い建物を利用したショップや
お休み処が並びます。格子戸から漏れる灯とガス灯が
ほのかに石畳を照らす夕刻の散策もおすすめです。

大野地区
金沢港から車で5分ほどの場所にある、全国有数の醤油の
産地として知られる大野。昔ながらの街並みが残る一方、
ギャラリーやカフェに生まれ変わった町家や蔵も増え、
最近特に人気が高まっているエリアです。

（一社）金沢港振興協会　https://www.k-port.jp

金沢は、飛行機や新幹線、
特急などで全国各地から
のアクセスが便利。市内の
主要な見どころは港から５
キロ圏内に集積しています。
ぜひ乗船前に時間を取っ
て、古都ならではの歴史、
食文化、伝統工芸などを
味わい尽くしてください。

古
都・金
沢
を

丸
ご
と
味
わ
う

〈東京～金沢〉
新幹線で2時間半！
〈羽田～小松空港〉
飛行機で1時間！
※小松空港～金沢駅は車で約40分

東京

金沢

●

●



素晴らしいレストランや船内エンターテインメントが揃った
コスタクルーズの船を最大限に楽しく快適に過ごしていただくために、

船内新聞「Ｔoday」の読み方からツアー申し込み、
船内設備の案内まで、欠かせない情報を集めました。

クルーズ生活の基礎！
船内新聞「Today」を読みこなそう

毎晩客室に届けられる船内新聞
「Today」には、安全情報からイベ
ントの予定、サービスの営業時間な
ど、クルーズ中に必要なあらゆる情
報が掲載されています。ぜひ目を通
して、楽しい時間を過ごすために活
用してください。内容はクルーズの
状況に応じて適宜変更されますの
で、お客様にとって一番頼りになる
最新情報源になります。

1
2

3

4
6

5

7

9

8

10

お子様にはキッズルームのスクウォック・ 
クラブのアクティビティ・プログラム

1    日付、本日の予定
（寄港するか終日
航海か）、天候など

2    船長からの安全に関するメッセージや 
その日の最重要イベントについて

3    ショップ、バー、スパなどから 
おすすめ情報

4  日中のプログラム

終日航海日は多種多様なプログラムが開催されます。
寄港中は寄港地観光に関する情報も掲載されます。

5  ドレスコード

6    もっとも華やかな 
夜のプログラム

7    本日のカクテル、 
バーの営業時間

8    船内施設の場所や 
営業時間

9  生演奏のご案内

10   お食事のご案内

実用情報満載！

船上生活を楽しむコツ

48 47

船
上
の
楽
し
み
方



頼りになる便利な施設
コスタの船内で、楽しく快適に過ごしていくために、さまざまな設備やサービスを提供しています。
どうぞお気軽にご利用ください。

インターネット接続
❶ Wi-Fi接続
ご自分のノートパソコン、タブレット、スマートフ
ォンをお持ちの方は、全船で有料Wi-Fiが利用可
能です。ネットワークに接続後、コスタカード番号、
生年月日、電話番号11桁、Eメールアドレス、
パスワードを登録して、料金体系をお選びくださ
い。終了時には必ず「Logout（ログアウト）」のボ
タンをクリックしてください。画面を閉じただけで
は接続したままで、課金が続く可能性があります。
※客室の位置により、電波状況が悪くつながりにくい
場合もあります。

❷ インターネット・ポイント
パソコンをお持ちでない方のために、固定のパソ
コンをご利用頂けるインターネット・ポイントがあり
ます。インターネットは有料です。課金はコスタカ
ードにされますので、必ずお持ちください。ただし、
こちらのパソコンは日本語対応ではないため、日
本語がうまく表示できない可能性があります。

料金
ソーシャルプラン（facebook、Twitter、
InstagramなどのSNS）※LINE不可
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1日8ドル 
容量プラン（ウェブの閲覧、メール送受信、LINEなど）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250MB／10ドル 　など 

※1回につき1つのデバイスのみ利用可。
※料金は変更となる場合があります航海中や海外に寄港中など、日本の携帯電

話の電波が届くエリアを離れたら、電話やメ
ールの送受信が高額になる場合があるため、
機内モードなどに変更することをおすすめしま
す。詳しくは乗船前に電話会社にご確認くだ
さい。

カスタマーサービス／Customer Service
お客様のお問い合わせに24時間対応するサービ
スデスク。スタッフの胸元のバッチに、対応可能
な言語を示す国旗が表示されています。
※両替は手数料がかかります（1回5ドル程度）。

寄港地観光ツアーオフィス／Tour Office
寄港地観光に関するお問い合わせや申し込みはこ
ちらでどうぞ。

医務室／Medical Room
医師と看護師が常駐し、診察（有料）と応急手当を
行う医務室があります。営業時間は船内新聞
「Today」に記載されます（緊急時は24時間体
制）。船酔いの薬は、医務室またはカスタマーサ
ービスデスクで無料でお渡ししています。特別な
ケアが必要なお客様は、ご予約時にその旨をお知
らせください。特に長期治療を受けている方は、
薬の内容と投薬量の説明書と共に、すべての必
要な薬をご持参ください。薬品の自己注射が必
要な方は、注射針の廃棄用に特別な容器をご用
意しますので、客室係にお知らせください。
※注射器その他の医療器具を持ち込む場合は出港の
2週間前までにお申し込みの旅行代理店に申告くだ
さい。

多彩な特典が嬉しいコスタクラブに、
今すぐ入会しましょう！
乗船によるポイント数で、優先乗下船や素
敵なプレゼント、お得な特典など、素晴らし
い特典をご利用いただけるコスタクラブ。
入会は無料ですから、どうぞお早めにお申
し込みください。申し込みはトーテム（双方
向モニター）で受け付けています。登録には
Eメールアドレスが必須です。コスタに乗れ
ば乗るほどさらにお得になるコスタクラブメ
ンバーとしての、次回のクルーズ参加をお
待ちしています。

トーテム（双方向モニター）／Totem
船内には、寄港地観光や有料レストランの予約、
船内会計の明細確認、船内情報の閲覧などがで
きるタッチパネル式の双方向モニターがあります。
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　コスタクルーズが2020年春・秋に就
航する那覇から、“琉球はじまりの地”
を巡った。本島南部の南城市で、心と
体を癒やす旅を提案するイーストホー
ムタウン沖縄の琉球セラピスト・相澤和
人さんのガイドで「聖地巡りリトリート」
を体験。コスタのフィットネスインストラ
クター、フアン・リュウさんが、那覇から
車で30分ほどの百名ビ ーチにある「ヤ
ハラヅカサ」へ。琉球の始祖アマミキヨ
が第一歩を記したとされる神聖な場所
だ。自分の呼吸に集中し、精神を安定
させるマインドフルネスの後、相澤さんは
「あなたの両親はなぜその名前をつけ
たのですか」などと質問し、参加者の
原点回帰にアプローチ。自分と向き合
い、沖縄の持つ“パワー”に元気をもら
う旅である。
　同じ南城市には、本島からフェリー
で約20分で行ける「神の島」と呼ばれ
る久高島がある。琉球始祖が降り立ち
国造りを始めた場所と伝えられ、五穀
豊穣にまつわる祭祀が今に伝わってい
る。案内してくれた久高区長の西銘忠
さんは漁師でもある。「久高島の方言
は独特で、外国人の研究対象になった
ことも。船の無線で話していたら暗号
で話さないで、って言われたんですよ」。
琉球神話聖地の島には青い澄んだ海
が広がっていた。

中国、徐州市出身。趣味はサッカー。
ロンドンにある客船のスパなどを運営するブランド
スタイナーで研修を受け、コスタクルーズの
ヨガやフィットネスのインストラクターとして勤務。
同社のフィットネススタジオには、
イタリア・テクノジム社の
最先端のテクノロジーとデザインを備えたマシンが
何種類もそろっていて、船内でトレーニングができる。
「世界中を見られる今の仕事が好きです。
日本も大好きなので、那覇で食べた
沖縄料理もとても気に入りました」

Traveller of the issue

Fitness Instructor
Name:Huan Liu

Costa Cruiseは
Curiosity、
好奇心あふれ、
情熱を持ち
人生を謳歌する
人々を応援します。

text by Nami Shimazu
photo by Takahiro Motonami

好奇心を鞄に
コスタの船旅
第4回

curiosity 4

美しい自然に
彩られた聖地で
リトリート体験

沖縄県 那覇

 Spring 2020 掲載

上：久高島にあるカベール岬の海は透明度が高く、
時折魚やカメの泳ぐ姿も見られるほど。

周囲の植物群落は沖縄県の天然記念物になっている。
中：沖縄の古い集落らしく久高島には

石垣が多く見られる。
猫に遭遇したり、通りを散策したりするのも楽しいひととき。
島の猫はまぶしい光の中でのんびり幸せそうだ。

下：久高島の集落で、広い縁側のある
沖縄らしい民家を発見。

久高島独特の方言で話す、おばあたちの
楽しそうなおしゃべりが聞こえてきた。

コスタクルーズの新しい発着地、那覇。 
フィットネスインストラクターが

琉球の創世神アマミキヨが降り立った聖地、南城。
そして、神の島といわれる久高島へ。
沖縄の絶景、聖地に触れて 
心を癒やす「リトリート」の旅。



●喫煙について
客室内※、廊下、階段、エレベーター、レス
トラン、ラウンジ、シアターは全面禁煙です。
喫煙を希望される方は、喫煙エリアでお願い
いたします。
※バルコニーで備え付けの灰皿を使用する場合のみ喫煙可

客室バルコニーの灰皿

●飲酒について
20歳未満のお客様は、船内でアルコール飲
料をご注文いただけません。場合によって、
スタッフが年齢を証明する書類の提示を求め
ることもありますので、あらかじめご了承く
ださい。船外からのアルコール飲料のお持ち
込みは禁止されています。船内および寄港
地で購入された免
税扱いの酒類は船
内でお預かりし、
下船時にお返しし
ます。

●ホテルサービスチャージ（船内チップ）に
　ついて
コスタクルーズ（日本発着）では、1人1泊に
つき、特定の金額を、ホテルサービスチャー
ジ（船内チップ）として加算しており、最終日
の精算に含まれることになります。このため、
別途の船内チップは原則として必要ありませ
ん（特別なご要望にお応えしたケースには、
お客様の判断にお任せします）。また有料の
お飲み物にも15％のサービス料が加算され
ます。

●ゴミ捨て禁止
航海中、停泊中にかかわらず、デッキやバルコ
ニーから海へのゴミ捨ては法律で禁止されて
います。ゴミは所定のゴミ箱にお捨てください。

●寝間着やスリッパは客室内で
寝間着や下着姿、
スリッパで客室か
ら出ることはご遠
慮ください。

●アイロンについて
船の安全のため、客室内でのアイロンの使
用は禁止されてい
ます。船内にはア
イロンおよびドライ
クリーニングのサー
ビスがあります。

●訪問者
安全上の理由により、各港での外部の方や
お見送りの方の乗船はお断りしています。

船内マナーとルール、ここに注意！
通常の旅行と客船でのクルーズはちょっと違うかもしれません。
船内で快適に過ごしていただけるようマナーとルールをご紹介します。

日本発着クルーズの客船紹介
日本発着クルーズを行う客船のシップデータです。
船内施設は船によって異なりますのでご確認ください。

※登録総トン数は略式表記です。

Costa neoRomantica
コスタ ネオロマンチカ
登録総トン数：57000t
就航年：1993年
          （改装：2012年）
客室数：789室
最大乗船客数：1800名

Costa Serena 
コスタ セレーナ
登録総トン数：114500t
就航年：2007年
客室数：1504室
最大乗船客数：3780名

Costa Venezia
コスタ ベネチア
登録総トン数：135500t 
就航年：2019年3月
客室数：2116室 
最大乗船客数：5260名

Costa Atlantica
コスタ アトランチカ
登録総トン数：86000t
就航年：2000年
客室数：1057室
最大乗船客数：2680名

船内施設 Costa
neoRomantica

Costa
Serena

Costa
Atlantica

Costa
Venezia

サムサラ・スパ
（Samsara Spa） ● ●

ウェルネス・スパ
（Wellness Spa） ● ●

クラブ・レストラン
（Club Restaurant） ● ● ●

ゴルフ ●

4Dシネマ ●

グランド・プリックス・シミュレーター
（Grand prix stimulator） ●

コニャック＆シガーバー ● ●

チョコレートバー ● ●

サムサラ・レストラン
（Samsara Restaurant） ▲※1 ● ▲※1

サムサラ・キャビン
（Samsara Cabin） ▲※2 ●

※1  スペシャリティ レストラン　※2  デラックスキャビン
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Costa
  Q & A 一般的に多く寄せられる質問を

Q&A形式でまとめました。

Q 船上で怪我をした場合は
どうなりますか？

A 救急手当てや治療が必要な時のために、当社の 
すべての船に医務室が備えてあります。ご利用は
有料となります。船酔い止めのための薬は無料で

提供させていただいております。

Q 英語を話せなくても、
楽しめますか？

A 「正しい」英語でなくてもジェスチャーや単語だけ
でも十分通じることが多いです。コスタクルーズに
乗船しているクルーはとてもフレンドリーなので片

言の英語でも喜んでコミュニケーションをとってくれます。 
また、船内新聞をはじめ、日本語での案内もございます。

Q クルーズ船にはミサを開催してい
る場所がありますか？

A 当社のすべての船にはチャペルがありますが、ミサ
は行っておりません。

Q 船上にはWi-Fiや携帯デバイスの
ための接続がありますか？

A すべての船で、衛星を使ったウェブ接続が可能で
す。Wi-Fiや携帯デバイス接続プラン（ご使用にな
るたびに支払うプランとプリペイドプラン）を購入

し、船上でもオンラインアクセスをお楽しみいただくことが
できます。

Q
ランドリー、アイロン、
ドライクリーニングサービスは
ありますか？

A 船上では、エクスプレスランドリー、アイロン、ドラ
イクリーニングサービスを提供しており、料金表は
客室にあります。

Q
寄港先では、
自分自身で観光プランを
立てるのですか？

A 寄港先では、停泊時間内でご自身で自由にプラン
を決めることもできますし、当社がご用意する寄
港地ツアーに事前に申し込んでご参加いただくこ

ともできます。ツアーは、船の出航時間に合わせて、最大限
旅を楽しんでいただけるように計画されています。乗船前の
ご予約はウェブサイトwww.mycosta.com/jpをご利
用ください。

Q 水を船に持ち込むことは
認められていますか？

A 安全上の理由により、乗船の際には税関によりす
べての液体は没収されます。乗船後、ワイン、ミネ
ラルウォーター、ドリンクパッケージなどをお買い
求めいただけます。

Q
クルーズ料金に含まれてる
特典はどのようにすれば
使用できますか?

A ドリンクパッケージやスパエリアの利用、有料レス
トランなどがクルーズ料金に含まれている場合、こ
れらのサービスのご利用にはコスタカードをご提
示ください。

Q 船上で喫煙はできますか？

A シアター、レストランおよびブッフェ・エリア、廊下、 
ホール、エレベーター、階段での喫煙は一切許可さ
れていません。バルコニー客室のバルコニー、デッキ

など、喫煙エリアをご用意しています。火事を防止するため、
お吸いの際は、必ず備え付けの灰皿でタバコを消し、船上から
（海に）タバコを投げ捨てないようにお願い申し上げます。

Q 食べ物や飲み物を
船に持ち込むことはできますか？

A ビスケットやキャンディなど、一部の乾物はお持ち
込み頂けますが、調理済食品の持ち込みは禁止さ
れています。また、寄港地などで購入されたワイン

ボトルなどのアルコール類は乗船口で回収させていただき、
クルーズが終了した下船時にお返しいたします。

Q 寄港地ツアーはどのように
予約するのですか？

A ウェブサイトから事前に申し込むか船上の寄港地
観光オフィスでご予約ください。詳細はP.44およ
び別冊の「寄港地観光ツアーのご案内」をご参照く

ださい。ツアーは予約順でお申し込みいただけますが、予約
が満員になったり、催行最少人数に満たず催行中止となる場
合があります。その場合は船内でお知らせします。

Q 子供向けプログラムは
ありますか？

A クルーズをご家族皆様に楽しんでいただけるよう
に、お子様向けプログラムもご用意しています。
プールやジャグジー、多目的の屋外スポーツコー

トなどの船上施設のほかに、アート＆クラフトやエンターテイ
ンメントもお楽しみいただけます。10代のお子様にはディス
コパーティやゲームセンターなどのアクティビティを備えた
ティーン・ゾーン（Teen Zone）をご利用いただけるほか、
より小さなお子様や幼児向けにはスクウォック・クラブ
（Squok Club）で乗組員が楽しいアクティビティを提供
します。また、当社の「C」ワンダー・アクティビティは、あらゆ
る年齢のお子様に大好評です！詳細は、船上でお申込時に
お問い合わせください。

Q クルーズ料金に含まれるものは
何ですか？

A クルーズ料金には、宿泊料と船上でのすべてのお
食事が含まれています（ただし、有料エリアのご利
用、有料レストランでのお食事やルームサービスを

除きます。ドリンクは含まれていませんので、船上で別途お
買い求めください。ブッフェ・エリアには、飲用水ディスペン
サーがありますのでご利用ください）。また、クルーズ料金に
は、フィットネスセンター、ダンスクラス、アート＆クラフト、ス
クウォック・クラブ、生演奏、エンターテインメントショーなど
の料金が含まれています。追加料金が適用されるのは、船
内チップ、コスタ※保険加入料、お飲み物、Wi-Fiおよびモバ
イル接続料、寄港地ツアー、ビデオゲーム、Costa「C」ワン
ダー・アクティビティ、サムサラ/ウェルネス・トリートメント、
特別施設のご利用などです。

Q サムサラ・キャビンの
利点は何ですか？

A 他の客室での快適さに加え、サムサラおよびウェル 
ネス・スイートおよびキャビンでは、スパの無制限の
利用、ウェルカム・ティー・セレモニー、トリートメント

2回分、フィットネスセッションまたは瞑想クラス2回分、日焼
けセッション2回分、専用のサムサラ・レストランでのヘルシ
ーな料理など、様々な特別サービスがあります。サービス内
容は各クルーズにより変更される可能性がございます。
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終わりよければすべてよし！

スムーズな下船
楽しかったクルーズもいよいよ下船が近づいてきました。

たくさんのお客様を乗せた船からスムーズに下りていただくために、
必ず知っておいていただきたいステップがあります。
楽しい思い出と一緒に、快適にお帰りください。

下船の前日

下船の当日

1.コスタカードの精算
客室に船内でのコスタカード利用の最終明細書が
届けられますので、必ず目を通していただき、何
らかの相違がある場合には、下船前までに船内新
聞「Today」に記載の指定の場所またはカスタマ
ーサービスにお越しください。
下船後には返金などの手続きを取ることができませんの
で、ご注意ください。明細書で問題がない場合、それ
以上の手続きは必要ありません。
1※米ドルセント単位は四捨五入となります。
2※航行中、カスタマーサービスまたはトーテムでも明細が確認できます。
3※ 現金支払いの精算は、船内新聞「Today」に記載された場所と時間に、手
続きを行ってください。最終明細書とコスタカードが必要になります。

2.朝食
朝食が食べられるレストランと時間が、いつもと異なる場合が
ありますので、船内新聞「Today」で必ずご確認ください。

3.客室の引き渡し
客室を出る際は、金庫を含めてお忘れ物がないか、
ご確認ください。
コスタカードは下船時に必要になりますので、
必ずお持ちください。

4.待ち時間
指定の集合時間まで、船内の公共スペースで
おくつろぎください。

5.集合場所へ
集合時間になりましたら、全てのお手荷物を持って
集合場所へお集まりください。

6.下船案内放送に
従い船外へ

荷物タグの色別に、船内放送による
下船の指示が出されます。
呼ばれましたら、速やかに下船ください。

7.預けた荷物の受け取り
ターミナルに降りたら、
サインに従って預けた荷物を受け取ります。
荷物タグの色別に分かれて配置されています。

8.税関カウンター
荷物を受け取ったら、税関カウンターへ。
「携帯品申告書」にご記入の上、パスポートと一緒にご用意
ください。ご自宅まで荷物を送りたい方、往復で荷物宅配
サービスをお申し込み済みの方は、SGムービングお荷物
配送サービスカウンターへお立ち寄りください。9.下船完了！

1.下船説明会に出席
クルーズマネージャー主催の下船説明会が開催されます。
開催時間や場所は船内新聞「Today」に掲載されます。 
ぜひご出席ください。

2.荷物タグを受け取る
客室に下船用の荷物タグが配られます。
こちらに名前（ローマ字）、客室番号、 
電話番号を記入してください。

3.下船時間の確認
下船時間は荷物タグの色ごとに異なります。
船内新聞「Today」で確認してください。
利用する交通機関の出発時間などの理由で、早めの下船が
必要な方は、事前にカスタマーサービスにお申し出ください。

4.預け荷物を客室の外へ
①下船までに必要な1泊分の着替えや日用品、パスポート、
その他の旅行書類、貴重品、薬などを残して、スーツケ
ースなど預ける予定の荷物をまとめます。
②荷造りが終わったら、スーツケースなどに荷物タグを忘れ
ずに取り付け、前夜（深夜12：00まで）に廊下に出してお
いてください。後ほどポーターが引き取りにうかがいます。

5.アンケート
クルーズ全般やサービス内容についての 
アンケートが、お客様の客室に配られます。
お客様のご意見やアドバイスは、今後より良いサービスを提
供するためにとても重要ですので、ぜひご協力をお願いしま
す。ご記入後は、カスタマーサービス近くのポストに、下船
前までにご投函ください。
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