
雨よけのビニールをかけて演奏 重たい雨雲にも負けず大旗を振ります
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毎回ご案内。

我らが［おもてなし隊］の活躍ぶり！

高知おもてなしガイド
英語通訳：山本 香さん

〒780-0081 高知市北川添 10-15（株）ほっとこうち内 TEL.088-885-0355（おもてなし隊係）

　3月に新設された高知新港客船ターミナルに
あり、下船した乗客同士や地元から迎えに来
た人 と々の待ち合わせスペースとして利用され
ています。左手には高知を紹介する地図やパ
ンフレットが多言語で揃えられており、正面の
モニターでは高知の様 な々風景を紹介する美
しい映像が流れ、高知観光への気分を盛り上
げてくれています。ターミナル内には無線LAN
が完備されているため、下船したクルー達がこ
の場所で接続しに来ている姿を見ることもしば
しば。ターミナル新設にあたって、無線LANへ
の接続方法が変更になりましたので以前から
ご利用くださっている方はご注意ください。

　新港の案内所で、英語を駆使して乗客たち
の要望に応えている山本さん。ハワイへの留学
経験や大手旅行会社での勤務経験があり、現
在は本業として英会話教室を営んでいらっしゃ
います。「自分の強みを生かしつつ何か手助け
ができれば」との想いを持ち、おもてなし隊として
の活動を始めました。「尾崎県知事も寄港100隻
を目標にしていますし、皆さんに口づてで高知は
楽しかった、と伝えてもらえると嬉しい。いろいろ
な国からのお客さまがいて、もちろん英語以外
の言語が必要な時もある。中国語など、英語以
外の言葉も使いこなせるようになりたいですね」
これからの目標を朗らかに語ってくれました。

　朝から強い雨が降るなか始まった寄港イベ
ント。山田太鼓の演奏は太鼓の革が痛まない
ようビニールをかけた状態で演奏したり、いつ
もは軽やかになびくよさこい大旗も雨を含ん
でどっしり重たく、竿が折れそうに感じるほど
でした。この日は上海から日本へのファース

トポートだったため、日本円への換金を目的
に並ぶお客さんで両替コーナーは大賑わい。
　出航の際には、TEAM MINATOのよさこ
い踊りもずぶ濡れの状態に。寄港のお礼を告
げるよさこい演舞隊に、船内に戻った乗客達
もデッキから熱い声援を送ってくれました。始
終雨の続く一日でしたが、ノルウェージャン・
ジュエルは高知との充分な交流を果たし、無
事に出航していってくれました。
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高知新港：入港カレンダー（予定） 5～ 6月
　コスタベネツィア (5,260)
　ダイヤモンド・プリンセス (2,706)
　コスタネオロマンチカ (1,578)
　飛鳥Ⅱ(872)
　ダイヤモンド・プリンセス (2,706)

  5 月 14 日 ( 火 )
  5 月 19 日 ( 日 ) 
  5 月 20 日 ( 月 )
  5 月 30 日 ( 木 )
  6 月  2 日 ( 日 )

     入港日　　　　　　　　　　     船名（乗船客数）　　　　　　　入港時間     出港時間　　前港　　  次港
基隆
広島
基隆
鳥羽
松山

大阪
神戸
神戸
油津
神戸

17:00
18:00
14:00
17:00
18:00

●予定は、更新日時の時点で、各船会社ＨＰ等でチケット販売等の確認ができたものについて紹介しています。  ●予定は、天候その他の事情により
変更となる場合があります。●入出港予定時間についても、天候その他の事情により、当日予告なく変更される場合があります。   ●★マークは
初寄港の船です。  ●船の名前の横にある数字は、乗客定員数です。

9:00
8:00
9:00
8:00
8:00

高知新港クルーズ船をお
もてなしする「おもてな
し隊」隊員を募集してい
ます。高知県に在住の
方でクルーズ船乗客を歓迎したい方な
らどなたでも入隊できます。
●応募の詳細は高知新港・観光案内所または
「おもてなし隊」事務局までお問い合わせください。

コスタ・ネオロマンチカ

高知を訪れた有名クルーズ船をご紹介。

コスタ・ネオロマンチカ
●就航年：1993年 ●船籍：イタリア ●総ト
ン数：57,150トン●全長：220.6m ●最大
幅：30.8m ●デッキ：14層 ●乗客定員：約
620人 ●乗組員数：140人 ●巡航速度：18.5
ノット（34.3km/h）

　「洋上のイタリア」をキャッチフレーズにク
ルーズを提供するコスタ・クルーズ社の船で
す。内装はもちろん、レストランでは様々なイ
タリア料理が振舞われています。家族での
バカンスを大切にするイタリアンの精神に則
り、12歳未満の子ども二人までは乗船無料
にしているなど、家族で気軽にイタリア気分
が味わえるのも嬉しいポイント。次の休みは
家族でイタリア式クルーズはいかがですか？

前回寄港のクルーズ船
ノルウェージャン・ジュエル、
4月24日（水） 入港。

両替コーナーには長蛇の列が 名前を漢字で書いてくれるコーナーが大人気
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船名

船会社

入港日時

クルーズ期間
コース

乗船者数

ぱしふぃっく びいなす
日本クルーズ客船

平成31年4月29日(月)     
8:30入港　17:30出港
(高知新港7-3岸壁)
2019年4月26日（金）～4月30日（火）

横浜～終日クルーズ～屋久島～高知～横浜

乗船予定客数：約411名
乗組員定員数：約200名

【クルーズ情報】

8:30

8:45～9:00

16:00

13:30～16:30

16:50

17:10

17:30

入港
初寄港イベント：太鼓演奏 (山田太鼓伝承会 )
　 　　　　　　+よさこい大旗お出迎え
入港歓迎セレモニー
地元産品の試食のふるまい　鰹の藁焼きタタキ実演
交流イベント 土佐和紙ちぎり絵体験 (土佐和紙ちぎり絵交流会 )
出港イベント① : 音楽演奏(Shimayamayucan(しまやまゆーきゃん))

出港イベント② : よさこい踊り(チームMINATO)
出港

【スケジュール】

ぱしふぃっく びいなす
4月29日（月）

寄港

中型船ならではの船旅
　ショートクルーズからロングクルーズまで、
様々なスタイルでの船旅を提供しており、フレ
ンドリー&エキサイティングな洋上の楽園と謳
われてる「ぱしふぃっく びいなす」。中型船とい
うサイズ感を生かし、屋久島や小笠原諸島など、
大型船では行くことの出来ない離島・秘境への
旅も提供しています。日本の隅々まで楽しみつ
くせるクルーズプランは下船してからのツアー
も個性的で楽しいものばかり。今回の高知寄港
でも、牧野植物園や赤岡の絵金蔵、仁淀川を目的
地にしたプログラムが用意されています。
また、「@venus_cruise」というアカウントではイ
ンスタグラムも実地中。船内での日常や船から
眺める雄大な海、寄港した土地の名産品の写真
などが投稿されており、見ているだけで旅行気
分の湧いてくる素敵なコンテンツになっていま
す。この機会に是非、あなたもフォローしてみま
せんか？

●予定は、天候その他の事情により変更となる場合があります。  ●入出港予定時間についても、天候その他の事情により、当日予告なく変更される場合があります。

高知新港寄港概要

就航年
船籍国
総トン数
全長／幅
巡行速力
乗客定員
乗務員数
客室数
デッキ
主エンジン
スタビライザー
タイプ

1998年
日本
26.518トン
182.9m／25m
21.9ノット
696名
約220名
238室
12層
ディーゼルエンジン
あり
ラグジュアリークラス

■ぱしふぃっく びいなす:データ

ツアーバス

【岸壁体制】
A　植物が好きになる牧野植物園と竹林寺(牧野植物園、竹林寺)
B　恐ろしくて美しい絵金蔵と高知城(絵金蔵、高知城)
C　高知城・桂浜・竹林寺 高知満喫観光(高知城、桂浜、五台山、竹林寺)
D　日本100名城の高知城と仁淀川屋形舟遊覧船(仁淀川、高知城、五台山)
その他観光タクシープラン

岸壁～桂浜間で運行

①てんこす（高知県全域の食品・雑貨等）

②かつお船(海産物、お菓子、柚子加工品、四万十のり)

③香南市(せとか等の柑橘類、山北みかんジュース、塩たれ、野菜チップス等)

④ポーラ小百合（化粧品、サプリメント）

⑤池川郵便局（切手、フレーム切手）

シャトルバス

物産品販売
11:00～17:00


