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…琴蔓WdCOmetOPdlermo！ようこそJルルモ！

バレルモは、シチリア州の州都です。バレルモ湾の南、シチリア島の北西海岸線14kmに渡り位置しています。有名な十he‘lqCoれCq

d一〇ro■コンカトロ（黄金の盆地）として知られている豊富なレモン生産農業地でもあります。繁華街は、細い曲がりくねった路地が

あり、アラブリルマン時代には境界童で囲まれていたところです。迷路のような路地はアラゴン人によって破壊され、この地域の建物の

崩壊によって2つの動脈となるルートも破壊されました。最初の道は、海岸へ垂直へ伸び勅ⅣⅧ○柁G、Vidnledo今日では、血相

0V汁十OiroEh釧Uel¢ヴイヴトリオエマヌエーレ通りとして知られいます。2つ目の道は、Yiq州明u8dqマクエタ通りとして知られていま

す。イタリアに併合された後、繁華街は、十分に考慮され、祐子道路が設けられ拡張されました。

バレルモから次の寄港地チュニス　まで190海里（1海里1．852km）約351km
芙替により1なります．

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、ラウンジなど放送の
聞こえる場所にてお待ちください。下船口（ギャングウェイ）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。

ウェルカム　カクテル

げ減枠ヰ持ゆ吟で

5ふ7デッキ

ネバーにて

8：00　PO鵬04　チェフフルー

8：∞　PO舶5　神殿の谷

8：∞　和裁02　バレルモとモルアーし

8：15　PC棚07　サン知ザーリア＆モンデッロ

8：15　PO舶さ　バレルモとバラティーナ礼拝堂

け；朗と、紬掴　サブテンとシェアオフィサー朗のご挨拶がござい妻す。

‘、7音ッキストタンF与7ター即し

ザ・ストランドシアター　ら

しノテかワインバー　7

ザ暮ストランドシアター　も

ザ・ストランドシアター　も

レノテかワインバー　7

エクスカーション〈：観光）ツアーにお申し込みのお専様
エクスカーションツアーチケットとウルーズカードを忘れずにお持ち下さい。
お水は、各集合場所近くのバーにてこ購入頂けます。

ご革華甲お客様鱒．各ざ集今鱒所のパー‡三てツアーチケットをご違示いただき、革め
下さい。

l蛸冊恨冊附胤丁暮用E
航海情報

7；15囁、本船にパイロット（水先案内人）が乗船し、

誘導のもと着岸します。

本船出港は18；00頃、本船は正方位角347度ルート
で航海します。夜シチリア島沿岸を航海しマレツテイモ島
の光りを通過後、正方位角220度でチュニスまで航海

を致します。

忘　　亜MSC　　警浩
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マヨルカ島の中でも最も古い伝統家産ソンアマールでの

ディナーショーのご予約はされましたか‥．きっと素敵な

忘れられない患い出の1つになるはずです！

パルマデマヨルカのご予約はお早めに！

また、チュニジアの典型的な白と青の棄並みかかさな可愛らしい漁村

シティプサイドのご予約もお忘れなく！

：皐月のみ‾お好みのプレミアムブランドが10％ディスカウント

′・．＿　　　この機会をお見逃しなく！！

ラ・フルアピアノバ一一ザ・パープルジャズパー
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10：00までのお預かりで・ �9：00までのお預かりで 

翌日17：00までに �同じ日の17：00までに 

お届けします。 �お届けします。 
（洗彗書物30枚まで） �く洗濯物30枚まで） 
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今晩のガラ・フォーマルナイトの素敵な思い出に 

上質シャンパンはいかがですか 

本船メイトルデイイレストラン総史記人）、バーテンダーがお薦めする 
■シャンパン　プル　ウぺ－　マレシュー　エリアンナ　ビロン■ 

（辛口シャンパン）‾が特別価格 
シャンバン　ビロン　ボトル39ユーロのところ　36ユーロ 

シャバン　ビRングラス　7．9ユーロのところ　7ユーロ 

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 
は石けんとお湯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。 

日本人インフォメーションホステス　勤務時間
7：00－12：0017：00－20：00

こ質問となどこさいましたらお気軽にお越しください。

＜＜SCPHOTOSH（〉P 

ガラフォーマルナイト！ 
フォトチームでは様々なスタジオポートレートを 

ご用慧致しております。是非ご覧】貫きお求めください！ 
本日は船長と記念写真がお撮り頂けます。 

この機会をお見逃しなく！ 
本船のプロめカメラマンが皆様のお越しを 
5．6．7デッキスワロフスキー階段にて も二一＿　　　　お雪寺もいたしております。　　■詑元旺 
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スカイスポーツニュースとユーロスポーツ、
一口スポーツ2、スポーツイタリアのライブ番組は

24時間お楽しみ頂けます。
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クルーズディレクター
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著作権法により、上映中のお琴舞・ビデオ撮影は萄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体に影響を及ぼすような物質は含まれていないことが健康管理局より保障さ
れております．皆様のこ理解とこ協力に感鴻いたします。是非ショーをお楽しみください。

19：45叩卜お夕食が手2部のお客様

21：15叩卜お夕食が第部のお客様

＊悪天候の場合、ビンゴは18デッキクラブ33ディスコにて行われます。

吊巨亘∴＼UR［八S巨＼
．・1こ：．i二一・弐て・11ナ11∴■30分

◆1時間サーマルスイート（サウナ、トルコ風呂、リラックスエリア）

88ユ1口のところ59ユーロ

ソラモノ誓ム窯焼け妄矩懸Ⅶジ

3回分ソラリウムパッケージ　本日ご購入で25ユーロ

ラジオ蕎濃による㌔澤テインプ頼憫巨漢亘

103ユーロのところ89ユーロ

登山マ施工妻ア

サウナートルコ風呂－リラックスエリア

おひとり様18ユーロ

お2人様25ユーロ

ガララ㌣山芋施す十卜

美容室のご予約はされましたか？
3つ製品ご購入でシャンプーとヘアセットが無料に

ほ瀾建彗　∋動上・畏ン

おひとり様10ユーロく最低5人の参加者）

皆様のお越しをお待ちしております。14デッキ　船首　内線2732

フィットネスセンターをご草間の照には、スポーツウェアニスポープシューズfJ謹覇をお願
いいたしますパポ劉昔下のお子矧土フィットネスセンターの確認をご利別ただけません、
フィットネスセンターの施設はお一一人様お分を臣＿1安にご鞘手代ださいて

こ強力ありがとうござい言す
▼腰邸茅野密



24時班

6：30－10：00

7：00－9：00

7：（托ト9；00

12：00－15：00

12：00－15：00

12：30・14：約

12：30－14：00

16：00－16：45

18：30

18：30

21；00

21：00

19：封ト21；15

柑ンクステーション24時爛

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、右威

ヒ、隠冷水、氷

動くイキング

ご朝食

と朝食

ご昼食バイキング

クリルステーション亀ピッツェリア

と塁銭

こ星食

ティータイム

GAuご夕食1回日

GAuご夕食1回目

GAuと夕食2回目

GAuと夕食2回目

ご夕食バイキング

＆左舷）

ポラボラカフェテリア

h馳開b　ラ・レツタや

Vi暮IaVer由ヒラ・ベルデ

ポラボラ・パコパコカフェテリア

ボラボラカフェテリア

はReggia　ラ・レツ学や

VMaV即鵬ヒラ・ベルデ

ポラボラカフェテリア

は馳舶瓢ラーレツ労や

VMaVerdeビラ・ベルデ

bR喝gia　ヲ・レツタヤ

VHaVerdeビラ・′Ⅶ庁

88怜馳怜カフェテリア

Eロコ
14

■上のサービスをご提供するため、レストランの覇は上記時冊の15分後に祷切となります．お時間までにご来場くださいませ．

17：30・2：00

12：00・14：3町18：30・23：湘

17：00－2：掴

＊有料レストランになります。

レノテカ　ワインバー＊

サンタフェテックスメックス（メキシコ哺＊

スポーツノト＊

本日の
バースペシャル

7三m・1：00　スプレ：庁イ勃ト

17；恥1朋　ラ瑚庁イ十ボ摺苧イ一二・Jト）

‡；朋・1：00　き，ピアツニケタ的】‖・叩弥縫と）

享和　　ザ・シかうウンぎ

17；0恥・　Bイヤ舶トム力学ノノト

17：僻々：脚　ず・アプトラウンジ

17：3¢1カ0　レノテカワイカト

6沌0－1；00　レスプレヴリコーヒ■ト

室車重　ヴァンパイア季ス　　ゼ5．乃

牛やス／†－　　　　　f3．50

17：〇〇・2：00

17；30・1：30

7：00山・

9；○○雷20；00

8：00tZ2：00

9：00－19：00

10：¢〇・19：00

ま三三30一・・

スポーツJト

ラ・プルアピアノバ一

八一・デかリッチヨ‡アイスクリーム）

タルタ加がト

レクアトづMト

MSCアウレアス沌ト

モヒ一針ト

クラブ33ディスコノト

緊急救急了＝5

レセプション

24時間，電話上の‘′絨C【mON〝ボタン　5

モーニングコール

電話上の竪ボタンを押し、起床時間をセット

朝食、ルームサービス

24時間一電話上の車重ボタンを押す

キヤヒンでの朝食をこ希望の方は（7：00・10：00a叫、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、

お部屋の外のドアノブに掛ナておいてください9軽食と

お飲物のル【ムサービスは24時間こ利用いただけま

す＿体調の優れないお客様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

9：80－12：00／16：00－20：08　　　　　2維0　4

会計デスク

7：00－10：08／16：00－21：00　　　　　2807　5

両替

7：00－18：00／16：00・21：00　　　　　242¢　5

サイバーライブラリイインターネット（24時酎

図番館

10：0〇・12：00／16：00－18：00

エクスカーション（ツアー）デスク

9：00－12：00／15：00lZ4：08

免税店

17：00－24：○○

ロイヤルパームカジノ

17：30－…

スロットマシーン

7　　　17：30－…・

7　　　HSCフォトショップーフォトグラファー

7　　17：00－24：00

14　　　プールとジャクジー

14　　　露外：7：00－19：80

14　　昆内：7：印－19：00

14　　　麓監視謝まおりません。

15　　ティーンズト武力（ティーンズスライド）

16　　10：00－16：00　＊天候による

10：紗12：00　テ一刀レ、カードゲーム、スポーツ用品など責出　　　　アク習トク

15：30　　6雌血eW卿

16：00　　さあ、l肘よう…？

1拍0　　花批クス＆ストレッチ

17：00　　〝J抑抑ルルモ打出謝トティー

17：30　　ビンゴ

22：30　　手や軸テルツス〉

アクアノトク　　　14

アク乃トク　　　14

アクアノ阿　　　14

アクアノH　　　14

アクアノトク　　　14

ゲ・アプトラウンジ　　7

23：15　　さ沌9絹代ディスコリ肘勅W肋Dげニーカブート　クラブ33ディスコ　16

23：30　　レディスブレンディタ　　　　　　　　　　ザ・アプトラウンジ　　7

台悪天懐の唱合、アニメーションチームのも催しものはiるデッキ　ウラブ33ディスコにて行われます。

＊監視員はおりません。

MSCアウレアスバ

9：00－21：伽

2702　　5

2804　　6

2774　　6

2698　　6

6

2706　7

15

2732　14

フィットネスセンター

6：00－22：00

（6：00－8：囲＆祁：8か22；00は　　2732　14

インストラクターなしの蠍削

サウナ、トルコ風呂、ソラリウム

9：00－21：00

イル　ポーロノルトミニクラブ

9：00・18：00

20：00－23：00

ティーンズディスコ

23：80…・

2732　14

28的15

2877

2877　15
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