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コスタビクトリアは
生まれ変わりました　ご
落ち着いたモダンヨーロピアンテイスト
から、陽気で明るいイタリアンテイストの
インテリアデザインへ。新しいビクトリアと

この春、出会ってください。 F　　　　　　　　　　　　　　　　＼＼ここ

こ：三一二二ふよて　　一　　二ムふムヒ

2

◎キャビン（客室）料金　●メインタイ二ンク・ビュッフェでの食事
代金（朝食、昼食、夕食）●ティータイム、夜食などの軽食料金
⑳プール・フィットネス・図書室などの船内設備使用料金
⑳ショー、催物などのエンターテインメント料金

⑳ハ一・ラウンジレストランなどで注文された飲み物代　●船内で
のショッピンク　●カジノ　●スパ　●エステ　●マッサージ

⑳ランドリーサービス　●医療費　●インターネットや電話などの
通信費　●写実　●美容室　●各都市の寄港地観光
●一部有料レストランでの食事料金
※船内チップ、港湾税なとも別途かかります。

飛行権での旅行とは違い、クルーズなら気圧の変化もなく、乗り換えや待ち時間の時間
つぶしの心配も不要。お部屋でのんびりしながらそのまま移動してしまいます。

．．■一＿　√←．－l．∴

一　十一転▲．・一　警

楽しみいただくため、お子様の旅行代金＊1が無料！お子様向けの船内施設
「スクウオツククラブ」では、お絵かき教室や宝探し大会など、楽しく安全に遊
べる「キッズプログラム」もご用意しています。
＊1にども代金」6か月以上12歳未満のお客様で大人2名と同室の場合に適用。＊2「ジュニア代金」12歳以上18歳未満のお客様で大人2名と同室の場合に適用。
＊3「3・4人日旅行代金」大人2名と同室かつ3人部屋・4人部屋利用時に18歳以上のお客様に適用。※旅行代金には別途必要代金（港湾税、船内チップ）は含まれません。

※写真はすべてイメージです。



船内の滞在はやりたいことをチョイスするだけ。
あなたを船のとりこにさせてくれます。

重要モ
フォーマルナイトの日には、男性はジャケットとネクタイ、女性はワンピースやスーツ等で、おしゃれをし

て皆で雰囲気を楽しみましょう。夕食だけ開始時刻が決められています。仲間や家族でとっておきのディ

ナーをお楽しみください。レストランでのメニューは日本語も用意されているので安心です。

食事が終わったら、バーでゆっくりするもよし、カジノ
で楽しむもよし、ディスコで踊るもよし。お勧めは船尾

の劇場で行われる日替わりのショー。言葉が分からなく
ても楽しめるミュージカルなど、選局する時間はありま

せん。デッキに出れば、明かりの少ないところからキレ

イな星空を楽しめます。

プールやフィットネス、

お子様向けスペースなど

船内施設は無料！※一部除≪

お腹一杯になったらプールやジャグ

ジー、ジム、スパ、スチームサウナで食
べ過ぎた体をシェイプアップ！スパや

ジャグジーなど、日本では体験できない

リフレッシュ・タイムで、心身ともに癒

されてしまいましょう。

船に乗っていると目的地がやってくる雷

寄港地こそとっておきの楽しみ日

船から寄港地観光に出かける時は最
初の乗船時に作るクルーズカードを
提示するだけで下船可能。

終日クルーズの日は船内イベントに

参加するのも楽しみのひとつ。

夜にはシアターで行われるマジックショーやミュージック
ライフ、日中はクッキング教室やダンスレッスンなど、船内
では毎日各種イベントを開催。

寄港地オプショナルツアーもご用意！（別代金）

●ビンゴ大会

○ダンス教室

○ラジオ体操

○アートクラフト

●イタリア語講座

○イタリア料理教室など

●卓球大会

●キッズクラブ



藤憂鬱・蓼琢雫蓼

1年に1度のGWはテーマパークがピッタリ！

ワクワク＋ドキドキの

人気アトラクションを体験しよう。

①②韓国（済州島）・長崎（佐世保）クルーズ
2014年4月26日（土）・270（日）出発

横浜港　　　　　114：00 �120：00－恒良良 

」　　l　　lotoいつ 

佐世保 ハウステンボスへも便利！ �12：00 �19：00 �（⊃ �（⊃ �（⊃ 

済州島 �7：00 �13：00 �（⊃ �○ �○ 

終日クルーズ � � �（⊃ �○ �○ 

2014年4月29日（祝・火）出発
Ⅷ■ －こl＿－ ‥、、……；、′V三三′、くまこく、三・‡■－ �　　賦′′芸－、′、〉さ‡‥、；く′三、く ：′≡′づ′‡、、議か一筆ユ対し′ミま、－′／穀、l �附iii験顕現 �l登′、：騒き‡慈…i �寮 �国 �轡 �憩采 

4／29　祝・火 �佐世保 � �19：00 � � �（⊃ �（⊃ 

4／30　　水 �済州島 �7：00 �13：00 �（⊃ �○ �（⊃ �○ 

5／1　　禾 �絶日クルーズ � � �（⊃ �（⊃ �○ �⊂） 

5／2　　　金 �横漢 �8：00 �17：00 �○ �○ �○ �（⊃ 

5／3　祝・土 �終日クルーズ � � �○ �○ �（⊃ �○ 

5／4　祝・8 �釜山 �15：00 �22：00 �（⊃ �○ �○ �（⊃ 

ら／5　祝・月 �佐世保 �9：00 � �（⊃ � � � 

※港湾税、船内チップが別途必要となります。港湾税お1人様あたり14．700円（大人・子供共通）。旅行代金とともにお支払ください。船内チップ（6泊7日分）66USドル（14歳以上）、33USドル（4～13歳）、4歳未満は無札船内チップは、
船内精算に利用されるクルーズカードに自動的に加算されます。欒各寄港地では自由行動となります。

※港湾税、船内チップが別途必要となります。港湾税お1人様あたり12，250円（大人子供共通）。旅行代金とともにお支払ください。船内チップ（5泊6日分）55USドル（14歳以上）、2750USドル（4～13歳）、4歳未満は無札船内チップは、
船内精算に利用されるクルーズカードに自動的に加算されます。※各寄港地では自由行動となります。

・苦4月29日（祝・火）駈璽型帽駕日出究肺・■『（棚・釜山）クJL－ズ7日■廠行代金堅塁型型堅塁茎壁空室璽堅室壁

※港湾税・船内チップが別途必要となりますっ港湾税お1人様あたり14，700円（大人・子供共通）。旅行代金とともにお支払ください。船内チップ（6泊7日分）66USドル（14歳以上）、33USドル（4～13歳）、4歳未満は無料。船内チップは、
船内精算に利用されるクルーズカードに自動的に加算されます。※各寄港地では自由行動となります。

※落雷祝、圏内チップが別途必要となります。港湾税お1人様あたり12．250円（大人・子供共通）∴旅行代金とともにお支払ください。船内チップ（5泊6日分）55USドル（14歳以上）、2750USドル（4～13歳）、4歳未満は無料。船内チップは、
船内精矧こ利用されるクルーズカトドに自動的に加算されます8※各寄港地では自由行動となります日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　量写真はすべてイメージです｛



④⑤⑥⑦韓国（釜山）・長崎（佐世保）クルーズ
2014年5月2日（金ト5日（月）・7日（水）・10日（蕊）出発

ll、Ill、l二：

当、遜袈貼．： �巨通日 �i．範　萱 � �庖 �夢 �㍑ 
横浜港 ��17：00 � �（⊃　○ 

終日クルーズ　　　　t �� �○ �○ �○】○ 

豊山　　　　　　　　　　　15：00 ��22：00 �○ �⊂う �l・OJo 

…事佐世保 ：ハウステンボスへも便利！ �9：00 �17：00 �○ �⊂） �○ �○ 

訂闇旧クルーズ � � �（⊃ �○ �○ �○ 

這　横浜港 �8：00 �17：00 �○ �○ �○ �（⊃ 

‾　終日クルーズ � � �（⊃ �○ �（⊃ �○ 

（9日）釜山（14E）済州島 �15：00 �22：00※ �○ �（⊃ �（⊃ �（⊃ 

佐世保 �9：00涙 �17：00※ �（⊃ � � � 

業5／14済州島の出港は2030。※5／15佐世保の入港は830、出港は1500。

審萄鬼豪産垂嚢蓼努〒豪
春の花が咲く各地をめくり、
豊富な湧出量を誇る
日本有数の温泉地「別府」へ。

※4／29出発は「パス発着プラン」往復一律5，000円（お1人様大人・子供同額）

⑧韓国（済州島）・長崎（佐世保）・
別府クルーズ7日間

2014年5月12日（月）出発

※港湾税、船内チップが別途必要となります。港湾税お1人様あたり12，250円（大人・子供共通）。旅行代金とともにお支払ください。船内チップ（5泊6日分）55USドル（14歳以上）、2750USドル（4～13歳）、4歳未満は無料。船内チップは、
船内精算に利用されるクルーズカードに自動的に加算されます。※各寄港地では自由行動となります。

⑥5月7日（水）【辺這≡】出発矧司（釜山）・長崎（佐世保）クルーズ6日間旅行代金 捌＝1㍍那石；鳩胸弓Fa11≡壬■！

※港湾税、船内チップが別途必要となります。港湾税お1人様あたり12．250円（大人子供共通）∴旅行代金とともにお支払ください。船内チップ（5泊6日分）55USドル（14歳以上）、2750USドル（4～13歳）、4歳未満は無料。船内チップは、
船内精算に利用されるクルーズカードに自動的に加算されます。※各寄港地では自由行動となります。

※港湾税、船内チップが別途必要となります。港湾税　お1人様あたり14．700円（大人・子供共通）。旅行代金とともにお支払ください。船内チップ（6泊7日分）66USドル（14歳以上）、33USドル（4～13歳）、4歳未満は無料。船内チップは、
船内精算に利用されるクルーズカードに自動的に加算されます。※各寄港地では自由行動となります。

※ご旅行条件。注意事項は裏表紙をご覧ください。※入港。出港の時間、航路は変更になる場合がござい家す。
※写真はすへてイメージです。
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客室のご案■ ■ （ � �バスタブ 雇．望盛衰 lt 虹 宗“妻奉 安こつり �� 

口内964客 わずか14 だけ！ �室中∴三、… 部屋 �一丁TT．TITだ！I事 

レコン ������一＼J＿ニ　ぎ �� 

こ　　　　′三つ ������ 

■j　「㌻1■■■駆－ ����iく三、 二号へ 

〕r‘ 一法、一二 露 �感 

～芸三∴宇島萱絢朋頗 

コ二 �ンな �『■r �唯一 ��し三㌔、′ �－′“ノこち享＝　ご′炎上き　だ一一‾、蠣 

＜＞二二、ん1：芦　の客室 ������嶺なきモ1－′郵＿‾▲ぎニュー■ 　　　≠‾ 

＜三＞′、、至警・く′＿＿、垂‾澗r二二■？『 ����� ��・・‾・一・・＿・ミ 

顎，＿　㌧・こさ工か、ハスタフ1 �����逆′濫費ろこと． 
芸，　　　　・、魔醜ゝ、き・ノ ����� 

睾■タ遮音　団 ：－k一一一顧■ツ■▼ �����！ �＿D 

【バトラーの業務内容】
・オプショナルツアーや美容院のご予約

・代行荷造り・荷解き・靴みがき

・バスローブ、バスルームセット一式ご用意

広めのお部屋と、バルコニー
または窓付きの客室。スイー
トタイプだけのバスタブを

完備。快適なクルーズ滞在
をお楽しみいただけます。

薗ポイント曹
船内中最大の広さを誇る客

室。余裕のお部屋とスイー

トタイプだけのバスタブを

完備。快適なクルーズなら、

やっぱりスイート。

普　　　ポイント

ご宿泊の方専用のバルコニーを完備。

3名様1室、4名様1室ご利用は不可となります。

6

曽　　　　　ポイント　　　　　普

海側に設置された窓から陽光差し込む、明るいお部屋です。

日の光とともに目覚め、流れ行く洋上の景色をお楽しみいただけます。

曹　　　　　ポイント

価格重視の客室で、窓がなく、自然光の入らないお部屋となります。

プレミアムルームとクラシックルームの違い
●プレミアムルームの特徴　　　　　　　　　　　　　　　　　　●クラシックルームの特徴

◆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。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。

夢死藩閻替膵醤荊■【17：卸～】または【却：00～】からお遇びくだ乱も　濫詫言㌘芸妄語監レミア山レ互のお部屋番号のご指定

蜃麺軸軸憎、日頃早い時間に孝車重車重頭重重奏毒襲撃軒教主ラムルーム”をおすすめいたします里
二二‾‾・‾■■；　＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿－　　＿＿　＿」「′㌣■．く＝＝＝＝＝‾モ≡≡≡‾dEr工fT∴「て■　∴　■　　　　　　＿＿＿＿

※写真はすべてイメージです。



－サ

ブ‾ ツキプラン（船内見取り図）

⇔キャビングレード

内側クラシック（窓なし／バスタブなし）

－内側プレミアム（窓なし／バスタブなし）

海側クラシック（窓付き／バスタブなし）

願海側プレミアム（窓付き／バスタブなし）

海側バルコニークラシック（バスタブなし）

1■海側バルコニープレミアム（バスタブなし）

ミニスイート（海側／窓付き）

竪整ミニスイート（海側／バルコニー付き）

－スイート（海側／窓付き、バルコニーなし）

習訝毒口』□臆おず苛め里

くマークの部分がコネクティングルーム
※追加代金：1万円（2部屋に対して全泊分）

眺めにこだわる方へ

慧慧慧慧慧こ，（慧竃認諾）
ご注意デッキプランの情報は変更になる場合がございます。お部屋

番号の事前指定はできません。

冊附州別‥L
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材食事はどうなっているの？
船内での基本的食事が
旅行代金に含まれております。※飲み物は有料です。　－t－・・一一
オーダータイプのレストランやビュッフェレストランなどのお好きな場所でお召し

上がりください。メインダイニングでの夕食につきましては、2交代制となり、お食

事開始時間が指定されます。お時間のご希望がある場合は指定の出来る客室をご利

用下さい。他にワンランク上のクラブレストラン（有料）もございます。

材船内新聞について
毎晩、お部屋にお届けいたします。エンターテイメントの時間や内容、

ドレスコードのこと、レストラン・パーの営業時間、入出港時間などを

お知らせします。

材船上は現金が必要ですか？
船内では現金を持ち歩く必要はありません。
お客様には船内でのお金代わりとなる、便利なコスタカード（磁気カード）をお渡しい

たします（※船内はクレジットカードの登録により、キャッシュレスシステムを採用）。

材チップは必要ですか？
おひとり様につき1日のチップ顔が定められており

材／クルーズ中の服装について
日中の船内や寄港地での観光時はカジュアルな動きやすい服装でお過ごしください（半

ズボン、TシャツでもOKです）。夕方以降はドレスコード（船内における服装規定）が設

定されており、カジュアル、フォーマルの2種矧こ分けられます。あまり堅苦しく考えな

【女性】ワンピース、ドレスなど。思い切って華やかなアクセサリーを組み合わせて。

⇔持って行くと便利なものは？
船内は広いのでスニーカーなど履き慣れた靴をお持ちください。デッキでは風が強
い場合があるので、ウンインドブレーカーや、船内での冷房対策に力一デイガンなど

があると便利です。また、帽子・サングラス・日焼け止め・双眼鏡、さらにデジカメや携

帯電話などの充電用に電源タップなどをお持ちいただくことをお勧めします。

白扇転義岳畠た茹二元遠這蒐蒜よって毎日のお支紬は不要です0回船酔いや体調が心配なのですが・・・

材VISAは必要？パスポートの残存は
どのくらい必要ですか？
船会社の規定が適用され、パスポートの残存有効期限はクルーズ終了時点で6か月

以上が必要となります。日本国籍のお客様は、観光目的の場合、韓国には査証なしで

材船内でたばこは吸えますか？
船内は客室・バルコニー含め原則禁煙となります。パーや展望デッキ等の告喫煙スペー

スがございますので、ご利用ください。

医療サービスはあるのですか？
船内には医師と看護師が乗船しています。客室への往診サービスは24時間行われてい
ます。診察費、薬の処方箋は別途代金となります。医療負担を最低限に抑えるためにも

任意の旅行傷害保険に入ることをお勧めいたします。また、酔い止め薬はフロントにて
無料でお渡しすることが可能です。※6か月未満の乳児、妊娠25週目に入る方は乗船できません。

回船内で洗濯はできますか？
本船にはコインランドリー設備がありませんが、別途有料のクリーニングサービスがご
ざいます。ご希望のお客様はお部屋に備え付けのランドリーパックに入れ、専用用紙に

記入し、客室係にお渡しください。
※写真・イラストはすべてイメージです。

全コース共通のご旅行条件・注意事項
船のスケジュール及び寄港地での観光は安全面を最優先に考慮し、天候、海象及び現地諸事情により、船長判断によって予告なしに変更される場合がございます。乗船中のすべての
権限は船長が持っております。なお、寄港地変更、抜港、寄港時間の短縮などによる旅行代金の払い戻しは一切ございませんので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

プレミアムルーム（内側・海側・海側川レコ二一）、ミニスイートルーム（窓付き・川レコ二一付き）、スイートルームのお客様は、ご予約時にご夕食時問のご希望を承ります。

ご夕食は、メインダイニングルームにて2交代制となり、食事開始時間が指定されております。1回目は17・30頃～、2回目は2000頃～となり、航海中は毎日同じ時間帯で
のご夕食となります。どちらの国も人数に限りがございますので、なるべくお早めに弊社担当者までお申し付けください。
※ご旅行のお申し込み時（遅くても出発の60日前まで）に、パスポートの番号、発行日、有効期臥生年月日を必ずご予約された営業所又は担当者までメール又はお電話にてご連結ください。但し、こ出発の60日前以降にご予約の際は即日担当者まで
メ‾ル又はお電話にてご達格ください0※乗船日において6か月未満の乳児、下船巳に妊娠第25週に入るお客様、また乗船日において未成年者のみでのご乗船はできません。未成年者は、成人と同室での利用が必要となります。※予約状況によりキャ
ンセル待ち又はこ予約をお受けできない場合がございます。ご了承ください。※子供代金は、乗船日生後6か月以上12歳未満、ジュニア代金は、12歳以上18歳未満のお子様が適用となります。また、大人2名様と同室の慄のみ適用となります。※3

人日、4人目代金は・大人2名と同室かつ3人部屋・4人部屋利用時のみ適用となります03・4人目対応キャビンには限りがございます0また、3人計4人目のヘッドは上段簡易ベッドとなります。※ミニスイート（窓付）、ミニスイート（バルコニー

付）、スイート（窓付）はダブルベッド（ベッド1台）のお部屋となります。※すべてのキャビンで1名参加時の相部屋は不可です。※湾に停泊中も船内でご昼食はご用意いたしますが、オプショナルツアー等で上陸し、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0※添乗員は同行しませんが、船内では弊社スタッフがお世話いたします。※ご旅行をお申し込みの際は、海外クルーズ保険を同時にお申し込みされることをお勧めします。※最少催行人員各コース1名様。

1．お申し込みの前に
（1）この旅行は、株式会社クルーズプラネット（以下「当社」という）が企画募集し実頂する旅行であ

り、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。

（2）募集型企画旅行契約の内容条件は、本広告、旅行条件召、出発前にお渡しする最終日程表及び

当社募集型企画旅行契約的矧こよります。

2　お申し込み方法と契約の成立時期
（1）当社所定の「旅行申込書」に、下記の「申込金」を添えてお白し込みください。申込金は旅行代金

をお支払いいただく際、その一部として充当します。

（2）電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段によるお申し込みの場合は、3E］以内に当社所

定の「旅行申込書」及び「申込金」をこ提出ください。ご提出のない場合、当社はお申し込みがなかっ

たものとして取り扱います。

（3）旅行契約は当社がご予約の承諾をし、申込金を受理した時に成立します。

区　　分 �申込金（おひとり） 

全額 

3　旅行代金に含まれるもの
（1）旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃（コースによって等絹が異なります）。

（2）旅行日程に明示した宿泊の料金及び税、サービス科（2人部屋に2人ずつの宿泊を革準とします）。

（3）旅行日程に食事付きを明示したコースの食事料金、税、サービス料金（但し飲食物は含みません）。

（4）手荷物の運搬料金。おひとり様スーツケース1個の手荷物運援軍1（おひとり様20kg以内が原則と

なっておりますが、方面及び航空会社によって異なりますので、詳しくは係昌にお尋ねください）。手

荷物の運綿は当該運送綴関が行い、当社が運送機関に対する運送委託手続きを代行するものですゥ

（5）団体行動中の心付け（船上チップは除く）。

（6）広告等で「00付き」等と表示されているものの経費。その他、当社が旅行代金に含むことを明

示した代金料金。
燕上記の言音更用は　お客様のこ都合により一部こ利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。

4　旅行代金に含まれないもの
3に記載されているもののほか【ま、旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

●超過手荷物料金個人的性質の諸受用。

●渡航手続関係諸費用。

●運送機関の課す付加運賃料金（り一チャージ）。

●クルーズに伴う港湾祝（ポートチャージ）、船内チップ。
●希望者のみが参加するオプショナルツアーの代金。

5　お客様の解除権（旅行のお取り消し）
（1）お客様は、「取消料」を支払うことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。本広告に

お申し込みください

記載のコースlよ日本出国時及び帰国矧こ船髄を利用する募集型企画旅行に当たるため、船会

社の取消科が運用となります。通常の海外旅行の取消料とは異なりますので、こ注意ください。

クルーズ旅行をお取り消しになる場合、取消科をカバーする保険（クルーズ旅行取消梁用担保

特約付海外旅行傷害保険）がありますので、クルーズ旅行のお申し込みと同時にこの保険をお
申し込みいただきますよう、お勧めいたします。詳しくは販売員にお尋ねください。

取消料（おひとり） 　無料 

6　旅行条件の基準期日
この旅行条件は、平成26年1月15日現在の運賃料金を基準としております。

7　その他

旅券（パスポ，ト）査証（ビザ）等訪問国により、パスポートの有効期限に一定の残存期間が必
要となる場合や、ビザが必要となる場合があります。お問い合わせください（日本国籍以外の方
は、自国の領事館、渡航先国の領事領、入国管理事務所にお問い合わせください）。

旅行企画●実施◎慧諾蒜蒜蒜＝芸蒜ット
CruisePlanet

田℡03・6850・8443
〒15ト0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5－33－8サウスゲート新宿ビル9階

総合旅行業務取扱管理者　千原康裕

詳しくはホームページをご覧ください。

http：／／www．Cruiseplanet．cojp

クルーズプラネット　閥へ＼

日日℡03・5524・1681
〒104－0061東京都中央区銀座4丁自1番先北数寄屋ビル1階

総合旅行業務取扱管理者　橋本みか

l：：■ヨ℡045・317・2080
〒220－0004　神奈川県横浜市西区北幸1－6－1横浜ファーストピル11階

総合旅行業務取扱管理者　北野博文

閻℡045・224・8050

頼臼回□届　14GWVl5

ロ■ヨ℡06・4798・8001
〒530－0001大阪府大阪市北区梅田ト8－17大阪第¶生命ビル6階

総合旅行業務取扱管理者　大野素意

【≡ヨ℡052・569・2866
〒450－0002　愛知県名古屋市中村区名駅4－10－25名駅IMAlピル1階

総合旅行業務取扱管理者　新海雄茎

匿二回℡092・735・5511
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