
  平成３０年４月２６日更新 

 

 

 

４月２４日に、コスタクルーズ日本支社は、平成３１年の「コスタ ネオロマンチカ」による日本発着クル

ーズ商品を発表しました。 

これによりますと、酒田港には、平成３１年１０月１２日（土）に寄港します。同船は、平成２９年８月

２日に、外国船社のクルーズ船としては、初めて酒田港に寄港しました。今年（平成３０年）も８月２日、

１０月１２日に寄港予定ですので、初寄港以来、３年連続延べ４回目の寄港となります。 

来年（平成３１年）、酒田港には、既に公表されている「ダイヤモンド・プリンセス」（プリンセス・クル

ーズ）の４回、「ぱしふぃっくびいなす」（日本クルーズ客船）の１回に加えて、今回の「コスタ ネオロマン

チカ」の寄港が１回追加され、現時点で明らかになっているクルーズ客船の寄港予定は合計で６回になりま

す。 

クルーズ名：日本一周グランドクルーズ 

 

※寄港地（港湾名）をクリックすると、国土交通省港湾局・観光庁の HP に移動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 
 

寄港地 入港 出港 

10 月 6 日 日 東京港 

 
15:00 

10 月 7 日 月 神戸港 15:00 22:00 

10 月 8 日 火 終日クルーズ － － 

10 月 9 日 水 釜山港【韓国】 8:00 16:00 

10 月 10日 木 浜田港（島根県） 7:00 15:00 

10 月 11日 金 金沢港 8:00 15:00 

10 月 12日 土 酒田港（山形県） 9:00 14:00 

10 月 13日 日 終日クルーズ － － 

10 月 14日 月 東京港 8:00 15:00 

10 月 15日 火 神戸港 15:00 
 

船名 コスタ ネオロマンチカ 

船籍 イタリア 

総トン数 57,150トン 

船長 220.52ｍ 

乗客定員 1,578人（最大1,800人） 

運航船社 コスタクルーズ（伊） 

来年（平成３１年）も『コスタ ネオロマンチカ』が寄港します。 

～酒田港への寄港は、３年連続４回目となります～ 

 

※コスタクルーズ日本支社提供資料に、国土交通省酒田港湾事務所で一部加筆 

10/6、10/14 

10/7、10/15 

10/9 
10/10 

10/11 

10/12 

コスタ ネオロマンチカ 酒田港寄港の様子（H29.8.2） 

岸壁での歓迎イベント（H29.8.2） 街中での甲冑や着物の試着（H29.8.2） 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/018/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/031/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/037/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/022/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/015/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/018/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/031/index.html


 

 

 

  

 寄港予定日 入港 出港 
船名 クルーズ名 

寄港地 

1 4 月 23日（火） 7:00 18:00 

ダイヤモンド・プリンセス 麗しの春・韓国と東北９日間 

横浜－＜終日航海＞－釜山－＜終日航海＞ 
－酒田－青森－宮古（岩手）－＜終日航海＞－横浜 

2 5 月１１日（土） 9:00 19:00 

ぱしふぃっくびいなす 春の日本一周クルーズ 

神戸－横浜－浦河（北海道）－酒田－小木〈佐渡島〉（新潟） 
－佐世保（長崎）－別府（大分）－神戸－横浜 

3 6 月 23 日（日） 11:00 20:00 

ダイヤモンド・プリンセス 初夏の北前航路と韓国９日間 

神戸－＜終日航海＞－函館（北海道） 
－酒田－金沢（石川）－境港（鳥取）－釜山－＜終日航海＞－神戸 

4 8 月 30日（金） 7:00 16:00 

ダイヤモンド・プリンセス  日本巡拝の地めぐりと韓国１０日間 

横浜－鳥羽（三重）－高松（香川）－＜終日航海＞－釜山 
－境港（鳥取）－金沢（石川）－酒田－＜終日航海＞－横浜 

5 9 月 30 日（月） 7:00 16:00 

ダイヤモンド・プリンセス  日本巡拝の地めぐりと韓国１０日間 

横浜－鳥羽（三重）－高松（香川）－＜終日航海＞－釜山 
－境港（鳥取）－金沢（石川）－酒田－＜終日航海＞－横浜 

6 10月 12日（土） 9:00 14:00 

コスタ ネオロマンチカ 日本一周グランドクルーズ 

東京－神戸－＜終日航海＞－釜山－浜田（島根） 
－金沢（石川）－酒田－＜終日航海＞－東京－神戸 

※下線で示した寄港地は、発着港を示しています。 

※上記の寄港地（港湾名）をクリックすると、国土交通省港湾局・観光庁のHP に移動します。 

～～～来年（平成３１年）の酒田港へのクルーズ客船の寄港予定（平成３０年４月２６日現在）～～～ 

 

提供 サミット酒田パワー(株) 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/019/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/015/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/010/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/088/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/019/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/031/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/019/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/015/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/080/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/064/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/066/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/031/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/019/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/031/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/004/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/015/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/022/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/036/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/031/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/019/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/086/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/049/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/036/index.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/022/index.html
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http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/022/index.html
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【参考】 

 

 

 

 

 

～～～今年（平成３０年）の酒田港へのクルーズ客船の寄港予定（平成３０年４月２６日現在）～～～ 

 寄港予定日 入港 出港 
船名 クルーズ名 

寄港地 

1 7 月 1日（日） 7:00 16:00 

ダイヤモンド・プリンセス 初夏と宮崎・日本海クルーズと韓国９日間 

横浜－＜終日航海＞－油津（宮崎）－釜山－境港（鳥取） 
－金沢（石川）－酒田－＜終日航海＞－横浜 

2 7 月 10 日（火） － 10:00 にっぽん丸 
美食の船にっぽん丸で行く！ 

夏の北陸クルーズ３日間（チャータークルーズ） 

3 7 月 12 日（木） 13:00 － 酒田－伏木富山－酒田 

4 7 月 17 日（火） 7:00 16:00 

ダイヤモンド・プリンセス 夏の日本海クルーズと広島・韓国９日間 

横浜－＜終日航海＞－広島－釜山－境港（鳥取） 
－金沢（石川）－酒田－＜終日航海＞－横浜 

5 8 月 2日（木） 10:00 19:00 

コスタ ネオロマンチカ 日本海周遊と東北ねぶた祭り 

博多（福岡）－京都舞鶴－金沢（石川）－酒田－青森－＜終日航海＞ 
－釜山（韓国）－博多（福岡）－京都舞鶴－金沢（石川） 

6 8 月 23 日（木） 8:00 17:00 
飛鳥Ⅱ 函館発 夏の日本海クルーズ 

函館（北海道）－酒田－伏木富山 

7 10月 12日（金） 9:00 14:00 

コスタ ネオロマンチカ 日本一周グランドクルーズ 

東京－神戸－＜終日航海＞－釜山－浜田（島根） 
－金沢（石川）－酒田－＜終日航海＞－東京－神戸 

※下線で示した寄港地は、発着港を示しています。 

※上記の寄港地（港湾名）をクリックすると、国土交通省港湾局・観光庁の HP に移動します。 

船 名 

（船籍） 

ダイヤモンド・プリンセス 

（イギリス） 

コスタ ネオロマンチカ 

（イタリア） 

飛鳥Ⅱ 

（日本） 

にっぽん丸 

（日本） 

写 真 

プリンセス・クルーズ社 
 提供 

２０１７年８月２日 
酒田港寄港時 

２０１７年９月８日 
酒田港寄港時 

２０１７年７月１０日 
酒田港寄港時 

定 員 
２，７０６人 

（１室２名利用時） 

１，８００人 

（最大乗客定員） 
８７２人 

５２４人 

（最大乗客定員） 

運航 

会社等 

カーニバル・ジャパン 

http://www.princesscruises.jp/ 

コスタクルーズ 日本支社 

https://www.costajapan.com/ 

郵船クルーズ株式会社 

https://www.asukacruise.co.jp/ 

商船三井客船株式会社 

https://www.nipponmaru.jp/ 

国土交通省 東北地方整備局 酒田港湾事務所 

〒998-0061 山形県酒田市光ヶ丘 5丁目 20番 17号 

TEL：0234-33-6311（代表） 
URL：http://www.pa.thr.mlit.go.jp/sakata/ 

※出典（定員等）：「数字で見る港湾２０１７」 

※本情報は、平成３０年４月２６日時点のものです。料金や最新の情報は、各自HPや旅行会社でご確認ください。 
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