
十十豪∴∴∴十

脚C肌£Ⅳか〟は脚
Ⅵねl（OmetONapIes！ようこそナポリへ！

ナポリはカンパ一二ヤ州の州都で人口108万4千人です。イタリアでは3番目に大きな都市で南イタリア
では1番大きな都市となります。そしてナポリは東に■ウェスピオ火山■西に■カツピプレグレイ■とい
う2つの火山帯の闇に位置しています。そしてナポリ湾に沿いに人口は密集していて、ナポリ中心部では
1km2　あたり約1万～5万人といいます。ナポリの観光を始めるのはムニチーピオ広壕からがよいで

しょう。南側の広場には花が植えられ、ヌオーボ城で知られるアンジュー家の城や王宮、またヨ一〇ツパ
三大歌劇場の1つともいわれる1737年建造のサンカルロ歌劇には観客席が引X旧席あります。

ナポリから次の寄港地バレルモま召87海里（1海里1．852km）約309Km
天候によ叫なりますれ

着岸後、入国手続きが終わり次第、下船を開始いたします。現地入国管理局の許可が下りるまで、多少お待ち頂く事もございますが、うウンジなど放送の

聞こえる場所にてお待ちください。下船口（ギヤンヴウェイ）ではウルーズカードの提示が必要となります。忘れずにお持ち下さい。

12：00　　NAPO3　カサノ島ツアー

12：15　　NAPO7　ソしント

12：15　　NA和4　ウェスウィオ火山

12；1き　　NAFO5　カセルタの王宮

は：30　NA円空　歴史鴫区

工ノテわワインバー

ずりモープルジャズパ⊥

ずりトプルジャスバー

スポーツバー

スポーツバー

ポンペイ
12：30　　NAPOl tヨ一口サバ日掛お子様はパスポートコピー等　ザ・ストランドシアター　　　色

鼎毛ご精華くだ乱l●

12；45　NA軋Ⅰ¢量　ナポリツアー　　　　　　　　　　　　ザ・ストランドシアター　　　も

エクスかシヨン（観光リア一にお申し込みのお客様

エウスカーシヨンツアーチケットとクルーズカードを忘れずにお持ち下さい。

お水は、各集合場所近く申′ざ二にてご購入頂けます。

ご希望のお客様1嵐各ご集合場所のパーにてツアーチケットをご提示いただき、求め

下さい。

NAUTJCALINFORMATION
航海情報

午前8：30頃、本船左舷側約1．5海里＝2．7仙こイスキア島沿

岸を見ながら進みます。そして正方位角進路62度で、パイロッ

ト（水先案内人）の誘導のもとナポリ湾へ入港致します。

午後19：30頃、本船は、ソレント半島沿岸を進み、その後

ソレント半島の先端プンタ　カンパネッラ岬（左舷側から1．25海
＝2．3km）とカプリ島（右舷側から1．4海里＝2．5km）の間のポッカ

ピッコラと呼ばれる少し狭まった湾を通過します。そしてバレルモま

で正方位角1知慮で航海致します。
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lNFORMAT10N　－1－－▼一一．1－－．－－1・1．－－1

b本人インコ才メ・1tションホステス
7；00－12：00　17：00－20：00

こ質問となとこさいましたらお気蛙にお越しください。

草千二．「‾yEこ芋も三二手ここご宣告二㍗

欝訝　藷悪賢
From7：08紬1¢三郎やm¢【ヱSpJendfd88tIちd郎豆5．80rq80和

‘■炸細雨いね頭‡も8知りl只i∈くら如くk TもdndoJJreェtdU相月書．

医療等翠Iこつし＼て

酔い止めのお三悪以タもの医療独叢、お憂藍を必華とする鳩舎には、テニッ
キ4、医務室をこ利用丁翻すます∴「さき笑う二二㌢【∴′iリアを毒草ii無にユ：を1ヤーめ、阻孝三
かdカiり－E j　デッキ5、インフォメーションデスクへおき嬉ししヽただ書、

室孝り用のリクエストをして丁再くま払資力ゞあります．、医療璽野の雲羊莞田
につき■ましてはデッキd、医濁室、又はデッキ5、インフォメーション
デスイ‾にありますイ蚕鴇嚢に3己職さかておりまこすこ

忍健康管理 
風邪やインフルエンザ、腹痛などを防ぐため、お手洗いを使用後に 
は石けんとお潟での手洗いを推奨しています。手洗い後には、お手 
洗いのドアを開ける際にペーパータオルを使用し、船内各所に設置 
されている消毒液をご利用ください¢ 

廿上ユ

その日のスポーツ番組を

兼しみながら！

卜言・＼．・′・・了・ナト‥・．

ぎ　′翳

バイエルン州の伝統窮粗．雷

ザウーウラフト、ブリッツエル

ボーウシャンウー

パパリアンソ闊七蝉ジ

もちろん大ジョッキ生ビールも！

本日のみ！

すすォ
二鼻　　　　繚

盛野的即
1鼻　　　　汁

★ォ★

スカイスポーツニュースとユーロスポーツ、

1－日スポーツ王、スポーツイタリアのライブ暮組は



劫戯海‰
UENOTECA（WINE8AR）　エノテカワインバー

如鴫わ巾も叫珊u鵬Ib托

侮鼠ん分け‘
ぬntomu虹訂dlⅦ惰addnk＿．両血50Uf

spLEND旧Å8AR　　　　スブレンディタパー

知彗置諾慧轡b快

Evt耶nSandimmortalmusiChmthe叩nO

R蜘血D h澹OndOuYertUrモEnfせmbld

LAPIA王ZETTA
ラ・ビアツエツタ

Smr七曜hm叫珊W雨は快

と描ふ，f’
‰画喝糊q　耶融触　如紺地岬敵地

涌出G血岬劇dEn王○甘○mhtto

puMPKIN8AR（LAPRUAP暮ANO8AR）ラ・プルアピアノバtDeCk7
Sb鵬喝打omS：】Opmundtb托

ぬ血岬や蕊慧こ。。Sh。－。吸。i
d職mO先細鮎暮叩a血鱒Qn叩taSO喝y仙河曲d

THEPURPLEJAZZBAR　ザIJ1－ブルジt・ズパー

血血還還∑戚棚
舟㈲亡モfCOA匝細川nd鱒匝払鵬d

THEAFTLOUNGE　　　　ザ・アプトラウンジ

如喝怒慧誓yn舶恍

n餅愉由無出血no muskw姉別わな88dd

DedkT

Dedk7

溺作様活により、上映中のお写員・ビデ才識影は暫くお斬りしております。上狭中に使用される
特殊効果の燦には人体に影書を及ぼすよう在勤賃は含まれていないことが麓讃管理局より保簿さ
れております．皆様のこ理解とこ協力に憑漢いたします．是非ショーをお楽しみください．

19：4Spm一お夕食が第2都のお客様

21：lSpm－お夕食が第1部のお客様
い㌢7デッキ巨炊

ス一・Jヾ一・ビン
40番日の数字までにビンゴが出たら

シャツクポット3．000ユーロ、クルーズが当たる！！
＿∴＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿「▼＿．＿鵬ロー　ロロ　ロ臼1ロ

ビンヨカードは30分前よりビンゴ会場にて販売致します。

一　十、　∵∵、・し．・ゝ

’‾．‘．’．∴－′　＿r■∴‘．　・－∴■　き

マッサージを空っご購入で
一　‾　＿．∵．．一　・

さ引こサーマルエリアの2回無料パスをプレゼント

くサウナートルコ凰昌一リラクゼーションエリア）
∴・‥＝一十二・、＿　、．・■・∴、∴ト・・一・■「、＿∴壬．二＼∴二㌧

」．一一㌧，一一‾ここ、∴．∴h、∴、・

さらにサーマルエリアの2回無料パスプレゼント

（サウナートルコ凰昌一リラウぜ－ションエリア〉
丁・∵十一▼　∵’一・∵‘1・，・－　Ll一・〔メ∴∵∴ごパ∴＼∵■・

一、　　　　　　　　　　一　二一

∴‥－◆二‾　＿

さらにサーマルエリアの2回無料パスをプレゼント

（サウナートルコ嵐昌一リラクゼーションエリア）
‾．‾■■■－、■　－∴．＝一一■∴∴．‾二l＿∴1－ニ「ト、＝∴、・’：＿　■－二㌦＿て＿‡工与言．ご‾

1回セッション90ユーロ、3回セッション218ユーロ
こ1，卓で絨ごて

「・．二二・・’一・1■∴止．・

6回分ソラリウム　本日49ユーロ
、　‾‾シ　丁．‾：：■‾j‾l■∴　‥■一一二・

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　ウルーズ申いつでもご利用いただける

サウナ、トルコ凰昌、リラクゼーションエリアバス

129ユーロ
・．∵：∴一一’1、、十・・・㌧

へアリストのご予約はされましたか？

3つケラスターゼ商品ご購入で
シャンプーとブロードライが無料になります。

TJでソトノ・こくセント一・モここ二・い、’∵二：i、．くこいーい，，、／ェ▲／■∴くト一・二・㌧－〕一一一‾・いて、J■・‘‾王こ：1こ

いいたし計れ目測封切慮パ猷持－fl沖ネスセンタ岬さき淫に1主をご刹妄執、ただこきませ．■むつ

ブイヅトネスセンタータ鴇ぶほお1人鰭詣韓を愕にご輝ぺださい1
三強！撞狂蟻†ごろごずゝ送電

．、＿纏要撃斐



241紬

7：0ト10：00

7：3019：30

7：30・9：30

11：30－王6：00

11：30－16：30

11こ30－13：30

18：45－17：30

18：30

1さ：30

21：00

21：00

19：3か21：15

ドリンクステーション24時励

アメリカ＞コ義ヒ一、カフェインレスコーポラボラカフェテリア朝沖決議舷

ヒ、狂某、冷水、氷

詞射材キング

欄l

薄さ

己等射てイキング

クリルステーション　＆　ピッツェリア

詣丘

ティ⊥タイム

と夕食1回目

とタ如同日

と夕食2回自

己夕食娼自

己夕食バイキング

＆左慈き

ボラボラガフェチリア

はR噂殖ラ・レツぎゃ

V封b馳畑eピラーベルデ

デッキ

14

14

＄

6

茶う兼ラ＆バゴロカフェテリア　　　14

ボラボラカフェテリア

VHaVordeビラ・ベルデ

ポラボラカフェテリア

加晦如き・レツ撃や

V舶鴨r鵬ビラ・ヘルデ

加呵如ラ・レツジヤ

V川aVerdeビラ・／Vレデ

ポ識ラカフェテ押

14

8

14

5＆6

6

586

6

14

より良いサービスを提供するために、レストランの市を上記時間の15分後に縛め切らせて摂きます．お時間までにこ乗場ください．

17；3恥2：00

竺キ
レノテカ　ワインバー‡　　　　　　　　　　　7

之：払14：瑚18：弥追：叩　　　　サ＞タフェチツタ顆ツクス印章タコ潮‡

17：払2：開

有料レストランになります。

皇室堅豊
田　SA桝青嵐rE憾服t

7沌・お¢　　スプレ亭イ朗ト

誠一勤ト＊

－EST t＞lSHlES OF

メキシコ料理丁諾慧宗会誌S
ARJEヽ～リヽlT書NG Fく＞RYく＞u　＜＞N DEt＝暮く7！

パースペシャル プラツティミルクシェイク　｛3．50

L7；別ト1：榊　学べ脚一環‖マテイ「＝・Jト）　　　617頭〇・2≡抽　スポークノト　　　　　　　　　　7

取払1：購　う・ピア撃工学さび掛卜用妙醸8　　＄17…3む1…罰　ラ・プルアピアノパー　　　　　　7

宰相　　ぎ▲シガーラウンジ　　　　　　　　　　＄

19：舶・・・・　ロイや鋸トムかぎノブト　　　　　　　　6

7：磁ト2；解　す・アプトきウン学　　　　　　　　　　才

7；仰山・・　Jト・デルtリッチヨ（アイスクリーム）　　14

訣○○jO；00　タルタルガJト　　　　　　　　　　　　　14

8：〇〇・三2：00　レクアト一朗ト　　　　　　　　　　　　14

9：餌ト19；榊　雷噸；∈アウレアスJVト　　　　　　　　　　14

碧急致急：篭は
レセプション

24時間、電誌上の〟蛇戊PTION〝ボタン　5

電話上のロホタンを押し、起床時問をセット

朝食、ルームサービス

24時間一電話上のや轟ボタンを押す

キャビンでの朝食をご羨望の方はく7、0匹10：地【隠こ

希望の目の前白午前3時までに朝食オーダーを記入し、

お辞屋の外のドアノフに掛けておいてください．軽食と

お飲物のルームサ】ビスは24時間ご利用いただけま

す寸簿講の篭れないお客嫌には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

9：80・lZ泊8／16：別ト20：氾　　　　　ヱ鎚0　4

会計デスク

7：3か10；00／16：伽一20；血　　　　　2807　5

勇普

7：30－10；00ハ6：伸一20：80　　　　　24罰　5

サイJトライブラリイインターネット（24時閻）

斡憂慮

9：30・11：80才16：¢8－17：00

エクスカーション（ツアー）デスク

8：30－11：伽／15：00－24：00

免税店

8：30－割／19：3恥24：00

ロイヤルJトムカジノ

20：軸一…

スロットマシーン

20：00－…

HS（：フォトショップーフォトクラブ7－

9：80－11二〇〇f18：別ト24：珊

ブールとジャクジー

掛：7：00・19：00

鵬：7：00－19：00

＊監視舞妓おりません．

ティーンズト水利ティーン真スライド）

lO：榊ー16：榊　♯天餞による

＊堅構鼻はおりません．
7那l朝　レノ効ウイ封ト　　　　　　710：弥18朋モピー劉ト　　　　　　　lS MSCアウレアカモ

6…朝一1…悶　レスプレサリコーヒづト　　　　　　7　22…さか・，クラブ33ディスコJト 16　　9：○か21：00

9：00－19：30

9：00

9；30

10；00

10：30

16：00

16：30

17：00

テープ■ル．カードゲーム、スポーツ用品など1コ出

】区内ストレッチ

エアlコピタス

クレイミ声・－プラプープー

クルーフ■タンス

タイ珊
禽珊■ゲーム

ストレッチ

八一・手やルウールト

アクアパーク

アクアバーや

アクアノ　トタ

アクア′て一・・ク

アクアパーク

アクアパーク

アクアバーク

リ←■

2702　　5

28糾　　6

2774　　6

2698　　6

6

2706　　7

15

2732　14

フィットネスセンター

＄：隠之之：叩

く6：00－＄：開820：00－ZZ：朋は　　2732　14

インストラクターなしの嘲削

サウナ、トルコ農芸、リラリウム

9：〇〇・21：○○

イル　ポ一口ノルトミニクラブ

9：00－18：00／20：00－23：00

ティーンズディスコ

23：00－…

2732　14

289015

、　2さ77

2877　15
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