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ⅥなIcome oれbodrdJ　　ご東船ありがとうござい吏す！

MSC　プル山ヌごと全てぎ）プル鵬をflも衣欽し■て、皆様に・ここより紋主空の：篭麦を衣しますの

ご礁均分の皆様をこうしてMSCス∴㌢レン守㌢ナダー王こお墓曇空えする二とiま、私共の言をりて犀あり、MSCク／し洲芙’を主審ノしてや

丁頁ヽ、た率にハこより感謝申し」二トゲます。．皆様のご電撃におえもえて一、きますよう、1．000ノしふ某」二の乗務芸責め◆マス
プ／レンディタ草～二束凋合しております¢　皆草薮fニとってご】切符ユ冥」この凋法線をご税f共することかく、我々相同の目す深

ありますゥ　ス‾7ノレンチ▼～fダーて－幸三義塾ごLT貴く全てダ）瞬R月めく皆械にとー〆て才等写りも、もぎつ‡三なる率を確負すっております㌧
船長　マγティ7　マンツイ　舶f拍　如狩が

200亡
最高気温
130C
最低気温

ジェノ／で●から次の寄港地　ナポリ　まで336海里（1海里1．852km）約622km

ヰ �航海情報　　l 

スケジュールに通り、パイロット（水先案内胎）の誘導のもと17100に出港する予定です。出港後、パイロットが下船した後、本船は左舷㈲こリグリア 

真沿岸を見ながら南東ルート141度で進みます。21：∞頃、中世の頃、隠れ捧遭僧が好んだゴルゴナ島が本船右舷側にご覧頂けるでしょう。 
23；00頃、本朝闇1．2海里＝2．2kmの 

右舷側に5秒おきに光る灯台があるビオムピノ海幾を通過します。そして本船はトスカーナ州とラツツイオ州沿岸のティレニア海の航海を続けます。 　　　　l 

TheexCUrSions⊂anbebookedatthe　　　ェウスカーシヨンツアーのご予l馴ま

【XCURSION OFFlCE，DE⊂K4－TEL2804－

本日のみスベミ′サルI
l名につき3つエクスカーションツアーを

お申込につき、15％ディスカウント
詳しくは、Bデッキ又は内線2804

ご予約はお早めに！24：00まで！

驚　‾妾1・－て　　　三蝉 ��表芸妄‾二才∴二‾二匹十警主 ��2㌢ 
p＝淫プラ如∴ 蕪壷‾竃、ノ、＿て二五ん＿ 　二二♪d・‾－ ��憲二 

塵慧 � � �丁‡ �＿＋■ �lト 首　． � � � 

伊 �ご夕食お座席の御‾予約‾ 

お客様のご夕食のレストラン名とお嬢賭番号蛙、クルーズカ⊥ドに記載されております¢ 

諾芸霊慧語法謡で旛篭貌羞㍍緊急崇だ慧祭芸蒜 ち下さい辱 

拍EMERGENCY EXER⊂lSE　緊急避難訓練：まきより全こ乗船客の皆様を対象に国際安全法により
定められている緊急避難訓練が行われます●　奮葦のドアに書かれ
ているご案内をご確琢下さい。！囁い警笛が7回、1回の長い警笛
が聞i二見ましたう、
ク0－ゼット内iこある救命胴衣を義用し指定されているi諺∃樅場所
くマスターステ一三′ヨユ／）へ移動してください●
体捕不良や身体のこ不自由な方で万が一、参加出来ない1懇合には
お香8屋の客室係までお申し付けください。避毒性】錮練中は、全ての
サービス（テレビノて一社と）を中断させて頂きます。

日本語乗船説明会モ覗B）
お部屋にお届け致しました日本語案内一式を

お持ち下さい。説明会参加は強制ではございません。

7デッキ

ヨ奉Åインブ毒褒軌か慧ン蒋完テ芸　彗琵指関
15：00－20：00

i＝賞間となとi＝さいましたらお気軽暮こお越しください。



火事　一　船上で最も危険な事

船上消防士が常に巡周していますが、皆様のご協力が必要でも船
上で煙を発見しましたら、船内各所に設置されている警報機のボタ
ンををガラスを壊して押してください。喫煙は喫煙所のみで可能で

釆客室の寝室、バルコニーでの喫煙は禁止されていまれタバコの
吸い殻を決して外に投げ捨てないでください。廊下や通路での歩き
タバコは硬く禁じられています。喫煙の際には喫煙所の備え付けの
灰皿をご利用ください。

喫煙エリアのみで喫煙が可能です。喫煙エリアは、屋外デッキのポ
ート（左）側、ザ・シガーラウンジとカジノ（6デッキ）、ザ・アフトラウ

ンジ後部とエスプレッソラウンジ左側（7デッキ）、ディスコの外エリ

ア＝6デッキ）になっていまれ全ての客室バルコニーでの喫煙は禁

じられていまも客室内での喫煙もお控えください。船内での歩きタ
バコは硬く禁じられていまも

ティ一二ノカード

ティーンカードは18歳以下の方にのみお使いいただける、お得なプ
リペイドカードですa30ユーロもしくは50ユt口のどちらかをお登
びいただき、船内でのお霞い物、客室の吉漣としてお使いいただけま
す。30ユーロのカードには、5ユーロのボーナス、50ユーロには10ユ
ーロのボーナスがついてきます躊ティーンカードのお申し込みはデッ

クSのインフォメーションデスク、もしくはデック16のバーチャルワ
ールドにて申し込み用紙にご紀入いただき、後ほど力℡ドをキャビン

にお届けいたします。下船時のき集金の返金は出来かねますのでご了
承くださいe

クル十ズカード

ご乗船の際に渡されるMSCクルーズカードは、船内での身分証明

書、客室の鍵、そしでクルーズ・クレジットカード’として船内でのお
買い軌お食事にお使いいただけまt藍下船の前にど境マスター、ア
メリカンエクスプレス、JCB，ダイナ「ズの各クレジットカードでお支

払いいただけます∵現金払いをご希望の方は、現金もしくはトラベラ
「ズチェック（3％の手数料がかかります昌でもお支払いいただけま

すこ下船の前日に客室にクル「ズ中の全ての請求書が届きますこそれ
以前にご確認いただく場合は、客室に備え付けられているインタ岬
アクティブテレビでご覧頂けますこ安全上の理由により、船内への出
入りの際にはタル「ズカードの提示が義務づけられていますこ

アルコ「ル飲料

アルコール飲料は船内のバーで18歳以上の方のみお求めいただけ
まもアルコー耽ノンアルコールに関わらずいかなる飲料を船内に
持ち込む事は禁止されていまもご乗船の際に飲料をお持ちの場合
には、ターミナルにてお預かりし、下船の際に返却いたしますこ船内
ショップでお求めいただいたアルコール飲料にに閲しましては，下船
の前日夜に客室へお届けいたしまも

カジノは航海中に限り営業していまも船が港に停船中には、法律
によりカジノは営業しておりません。18歳以上の方ならどなたでも
スロットマシーンやその他カジノ内の施設をご利用いただけます。カ
ジノ内での写真撮影は禁止されています1また、個人的な予約等は
受け付けておりませんのでご了承ください。

緊急救急柄線番号115）

緊急の救急サービスが必要な際には、内線番号115、もしくは電話
ないに示されているボタンをご利用ください尋緊急救急の番号は緊
急の場合にのみご利用ください。

クルーズでは、大人お一人様7ユーロ♂日、子供お一人様3．5ユーロ

〆日（14～17歳）をサービスチャージとして最終日にお客様の
クルーズカードに加算させていただいております。サービスチャー
ジとはお客様への高水準サービスのこ提供を保持してい＜ためのも
のです。金額の変更などは致しかねますのでこ了承下声い。皆様の
こ埋‡掛こ感謝申し上げます。

船内からの衛星国際電話
PHONE CALLS FROM SHIP TO SHORE

お客様の客室から衛星国際t務のかけ方は、5555＋国番号く日本の

国番号は81）＋市内鳥事の0を取った番号になります。

料金は、1分間5．99ユー軋相手に繋がらなくても衛星に繋がった時点から
加算されます。こ注意下さい。

プ「ルでの注意事項

プールをご利用の隙には必ずシャワーを浴びてください。ダイビ
ング∴飛び込み、プールサイドを走り図る事は硬く禁じられていま
す。詳しくは健康に関するアドバイスをお読みください。”ゼンエ
リア”の大人専用ブールのお子様のご利用は禁止されています。
衛生上の理由により、紙おむつを使用してのプールの利用は禁止さ
れていまも

墓参プ→レタ動とデッ帝エアー 
プールエリアではデッキチェアーがご利用いただけますこデッキチェ 
7－のご予約は長い時間不在のまま放置する事は出来ません。プー 
ルエリアには専用のタオルが用意されていまも 

CH軋DRENANDTEENAGERSCLU85 

船内ではお子様にお楽しみいただく為のプログラムを用意しています； 

3～6歳、又は7′－12歳のお子様はデッキ15のイル・ポロ・ノードに 

て、13～17歳のお子様はデッキ15のグラフィティにて受け付けており 

ます； 

亀 �セーフティ十ブレスレット 

12歳以下のお手様には、黄色いセ十フティ⊥ブレスレットと、お子様用の救 

轟ベストをお渡しじていますとブレスレットには、指定された避難環所と、 名前、客室番号が記載されます；このブレスレットは下穆韓はこ使用済けま せん。 

㊧ �お子様の安全 
お子様をお預かりしている闇に緊急事態が発生した場合、デック5のロビー 

がご両親様との待ち合わせ場所となりまもお子様をお引き取りになった 
後、指定の避難所へと移動してください。 
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UENOTECA（WtNE8AR）　レノテかワインバー

Smrd喝如mG叫抑u鵬Ib任

地女史ぬ〃
UstentOnⅦSk…andhaⅣeid再nkul扇面】払UI

spLENDIDA8AR　　　　　スブレンディタパー

如撃豊野㌍
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LA円AZZETTA　　　　　　ラ事ビアツエツタ

S叫誓憲慧㌍暮触

如画喝組頭m肌遥抱擁沌油川離叩即的鱒
両紙加両極戚劇泥血沌W血叩

くLAPRUAPIANOBA叫　　ラ・プルアピアノバー
知血扉血清間門坤郎鱒

蜘如嘩盈慧藍融叫抽
鵬叩頭御頑血明叩拙巾町甜l『岬朋闇鴫匝叩両種

TH帥URPLEIA三三8AR　ザ・パープルジャズバー
S雨喝如抑i朝pmu鵬地建

鰯鶴無血倒産示前電試Wkh 如相知血中如拙
仇坤取払吋血賠覇道轟鱒如

THEAFTLOUNGE　　　　ザ・アフトラウンジ

如吋怒票　珊鰯や

De⊂kS

De亡k‘

DedkT

Dedk7

In的Ⅶl由血血髄鞘k涙血Si馳な如血書仰d舟Ⅶ府∝OA細肋

パレンティーノJ短ヴ40．的ユーロ、レネデルシー女性フレンチコレクション401才フ

アンティカムリナ側路ディスカウント

マヨルカバール、ティショット、ミサキジュエリー

30乳オフ

レイモンドウェイルお求めでギフトがもらえます！

スワロフスキーのバッグ、ミラー4鍋ユーロから。
弓手▲書．＿．L lfヽ′k＝i壬▲．．＿I．0此壬ノ一・九｛ヽ■l

女性のみなさま必見！本船のハンドバックコレクション

加レパンクラインハン打てッゲ3肪ディスカウント

モスキーノ＆ラコステ20％ディスカウント、

ラルフローレン女子ポロ3仇ディスカウント

ボス、カルパンクライン2つご購入で129．00ユーロ

任天堂グ」ム、仲野何丁帆－ジッ久マリオブラザーズ
2まき○ユーロから特別金野セレクトI戯点細朗オフ

患ぽこ拝　金企野
マル和一M脚卜肘Uと¶札苅洋ト〟U糾TTトP〃一朗仰0FVO¢UE

Iカー　ン2．卯ユーロ

剖劉監号砲⑳幕別金品露脛剋‾ロ

著作穐法により、上映中のお写真・ビデオ凛影は由くお斬りしております．上映中に使用される
特殊効果の煙には人件に影書を及ぼすような物資は含まれていないことが♯賽管理局より保鑓さ
れております．皆様のこ理解とこ協力に感譲いたします。琵非ショーをお菜しみください。

19：45叩一お夕食が某細のお客様

21：15　pm－お夕食が第滴のお客様

・十、言上・
二「　二．∴・－1∴・・∴■←＿　r■．丁－1日

マッサージ又はトリートメントを空っご購入で
■　－■　∴‘．　ニ　さ一一一・．・、

とサーマルエリアの2回無料パスをプレゼント

（サウナートルコ凰昌一リラクゼーションエリア）

㌍㌣づ急須十一圭悠持せ慧崇環泉モ
星章早さ苧㍉‾罠身うン守

とサーマルエリアの2回無料パスプレゼント

（サウナートルコ風呂tリラクゼーションエリア〉
・二）‾‾1▼さ、一、∴一・∵て∴■・い．－1、二ミントご烏J、て

∴、十・∴・こ1■‾・‘l、．こ■－＼＿′卜

とサーマルエリアの2回無料バスをプレゼント

（サウナートルコ風呂－リラクゼーションルーム）

二・∵二二十∵二も：十二．‘千一二一＿∵圭∵∴一一・tトごくン1二重顎烏某嘉一．ニ

1回セッション90ユーロ、3回セッション2沌ユーロ

リラ㌧「∴バ辛キ　ーユニ、一　．∴・1。・、一∵ノ

本日6回分ソラリウム本日49ユーロ
■∴－∴．．．一・　　　…∴　十：：アー＿、－∴∴・‘T、・－1－1．：

1時間サーマルエリア（サウナ、トルコ風呂、リラクゼーションルーム）

本日お2人様クルーズ中いつでもご利用いただける
サウナ、トルコ凰呂、リラクゼーションエリアバス

129ユーロ

へアリストのご予約はされましたか？

3つケラスターせ商品ご購入で

シャンプーとブロードライが無料になります。
■＿こじ　∴　‾　■．・1＿・・‾十・1．十小三宅‾‾

10ユーロ

イブダットネスセンタ小をど阜綱…殿票に：ま、弐ここミートツウェススポーツシェ瞞融葦真言拷お済

いいたし　ず㌢1竣操子のおj報はワ　ットネスセンターぎ嬢遠をご幸瀾いただけ長せれ
71，tソトネスセンタ鮒銘菓【詑ほお【・入城器分を目安にご　裡　ださいJ

ご雪嶺jありがとうござい選一一言も
〔璽L塾痩」



24時錮

12：仙・16：00

12：00－16：】0

1さ：3¢

18：30

21：80

21：00

19：30－21：15

ドリンクステーション24時猫

アメリカンコーヒー、カフェインレスコーポラボラカフェテリア（本船中央、右舷

ヒ、社業、冷水、氷

ご昼食バイキング

クリルステーション　＆　ピッツェリア

ご夕食1回白

と夕食1回目

と夕食ユ回目

ご夕食2回目

ご夕食バイキング

＆左舷）

ボラボき＆丑ヨ朋コー　ヵフェチリア

轟ラボラカフェテリア

は喝紳　ヲ・レツ撃や

V楠侮辱好鹿ビラ・ベルデ

bR喝gb　ラ・レツタヤ

V‖aVerdeビラ・ベルデ

ポラボヲカフェテリア　　　　　　　　　14

ビラ・ベルデ
＿∴†・　　　‾　　　■　　　　　　　■・　　こ1：二∴二二二∴立．∴∴童子∴＿　…＿

レストランに行くには、一度デッキ7に上がって、船尾方向にお進みください。
フォトギャラリーを経由したあと、 デッキ6にお降りください．よろしくお願いします．

甲17：30－2：00 レノテカ　ワインバー■

12：掛14：30掴：3〇・刀：00　　　　　サンタフェテックスメックス（メキシコ押動＊　　　　　　　7

17：00・之：00

♯　萄料レストランです．

「　　’　れ：■－‘■‘’一一▲一一■”‾■■▲‘■’・■■仙コ⊂工㌣rl

スポーツJト■

THE　8【≡ST t＞ISHES＜＞F

メキシコ料理丁諾忍荒…温S

7

．‾‾‾‾‾‾‾▲‾‾‾1

ARE哺tT暮NG Fく＞RⅥ＞U　く＞N DEt＝K　7！
15ユーロのセッ

本日の
バースペシャル

17こ〇〇・1：00　ラ叫レディーボ（マティーニ・八一）

さミ掛l三種　ラ・ピア撃ニッタ（如トト循砂絵と）

刺　　す・シガーラウンジ

17；00…　ロイ中尉トム力学ノブト

12三脚・2：伸　す・アプトヲウンタ

17；3¢1：00　レノデカワインJト

¢；約・l王榊　レスプレサリコーヒ■ト

臼玉臼　デビルズ　カクテル　H．TO

フライインクフルーム　　f3．90

17：30－1：00

17：○○→之；00

17：30・1：30

7：00－‥

9こ〇〇一三〇三的

8三〇竃ト22三00

9：桝ト19三00

10；別ト19；00

22：30・■1・

ず・パ」プルジャズト

スポーツバー

ラ・プルアピアノバ一

八一・デル・リッチヨ（アイスクリーム）

タルタ舶卿ト

レクアト「ルパー

檻アウレアスルト

モピー野ト

クラブ33ディスコJト

警急光恵招5
レセプション

24時間、電誌上の〝kECEPlTON一ボタン　5

モーニングコール

電話上の誓ボタンを押し、程度時間をセット

朝会、ルームサ州ビス

24時間・電話上の空程ボタンを押す

キャビンでの朝食をご希望の方はt7：00・10：00叩飢こ

希望の日の前日午前3時までに朝食オーダーを記入し、

お部母の外のトアノブに抱けておいてくたさい、軽食と

お紋均のルームサービスは24時間．ご利用いただけま

す▼才徳碑の護れないお寄掛こぼレストランからの食事も

お届けいたします，

メディカルセンター

9：的－12：00／16：80一三〇：掴　　　　　2660　4

会計デスク

6：00－8：00／17：00－20：00　　　　　2807　5

両着

る：軸，8：○○／17：拍・20：80　　　　　2420　5

サイJトライブラリイインターネット（24時齢

膵竜虎

9：0伍10：（坤／15：抽・16：00　　　　　2702　5

エクスカーション（ツアー）デスク

14：00・24：00

÷・妄七

17：00－24：00

ロイやJUトムカタノ

17：38…・

スロットマシーン

17：30－…

HSCフォトショップーフォトグラファー

7：00－9：00／17：00－24：00

プールとジャクジー

之804　　6

2774　　6

2698　　6

6

2706　　7

14　　度外：7：0か19：伸

14　　長内：7：00ー19：00

14　　睾監視員はおりません。

14　　ティーンストポガ（ティーンススライド）

lS lO：抽－16：80　＊天餞による　　　　　　　15

15　　＊藍孤罠はおりません．

11：00・19：30　テーブル、カードゲーム、スポーツ脂など制i

17：00　　m肘Jtイジエノ押撼パーティー

20：00・21：00　エンターテイメントチームとのタンス

20：30　　ビンコ

20：30　　　エルビスゲーム

22：30　　グリース・ライトニンクタンスレッスン

23：15　　リル川肘トティー

け「う弓モミ

二　月　　　　　【」二二

ノトチサルワールド　　16

アクアパーク　　　　14

ず・アプトラウンぎ　　7

ず・ストランド汐ター　6

パー刀膵刀ト　　7

ザ・アプトラウンジ　　　7

ク訂33ディスコ　　15

）　　　7

午後硝過ぎから絆レスコ∴ド　　　　　　・ 
㌔ �フォーマル �男性 女性 �ま、タキシード、ディナージャケット又はラウンジスーツ、 

ま、イブニングドレス又はカクテルドレス 

－ �インフォーマル �男性 女性 �ま、ジェケットとネクタイ 
ま、カクテルドレス（ジーンズは不可） 

轡 �カジュアル �男性は、Vネックシャツ、スポーツシャツ、トラウザ－、ジーンズなど 女性 �ま、スカート、ワンピース、スラックス、セーター、ブラウスなど 

半ズボンは7－yフ土土リアのみで着用頂けます。タンクトップ、水着、パス臼二7、素足でのレストラン、ビュッフ 
エレストランの入場はお節りしています。 

MSCアウレアスパ

9ニ00－21；OO Z732　14

フィットネスセンター

6：00－ZZ；00

（6：00・8：00＆20：00・22：00は　　2732　14

インストラクタ十なしの持前）

サウナ、トルコ凰昌、リラリウム

9：00t21：08

イル　ポーロノルトミニクラブ

14：郁ト18：的

20：00－之3：仰　－

ティーンスディスコ

之ユ：朝一…

I寸土1＼0

2732　14

209015

2877

之877　15
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