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膳C飢餓
ようこそ、バルセロナへ！
1’ラ・ランプぎ●はバルセロナの中心と呼べる場所です，この有名な通りは、お土産や、パー、レストラン、スペインの有名な

ストリートアーティストなど色々な発見のある活気にあふれた噂所です；ラ・ランプラから15分穫更に進むと、1■ヵタルー二ヤ
広喝’’と呼ばれるショッピングエリアとして有名な地区がありますここの選近くのエリアには沢山のレストランやショップこ水
族館などが並び、日々賑わっています；一方、スペインの最も有名な建築家であるアント二・ガウディーのネオゴシック時代
に建てられた“抄のカテドラル”とも呼ばれる作品、サクラダ・ファミリア’■は今も未完成のまま残されていますiその他にも
ガウディーは“カサ・パトロ●■やいカサ・ミぎ暮と富った作品を残し、元々は60世帯の為のガーデンシティ嶋として計画された‘●
ダニル公園’－と呼ばれる作品は、実際の寮を購入したのは之家族のみで、そのうちのひとりはガウディー奉人でした。

叢高気温

170⊂
最低気温

ルセロナ

18：00

国諾芯ヨ

マルセイユ

孝東條に上りま譜。
バルセロナから次の寄港地マルセイユまで192海里（1海里1．852km）約355km

着岸後、入庫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
閣ご乗る熔帝にて幾積もげ乱し下船ロげやソヴ巧Tイ澤はは瑚′静まカードの梓長姉臥軍トなります。忘れずにお持ち下さい。

印　鑑服髄8滴鳩光　　　　ザt卦ラ肺啓一　も

摘　脚氾圭馳即　　　　ラ勃発細－　7

9：30　8CNO3桝ティー順　　　　　　ザ・ストランドシアト　ム

9：30　m05冊打車窓蹴＆ノウ加ブス押ム　ラウル死7ノバ一　　丁

エクスカーション，観光〕ツアーにお甲し込みのお等様
エクスカーションツアーチケットとクルーrズカサドを忘れずにお寺ち「下さい0

お水は、各集合場所近く馴トにてこ購入頂けます。
ご希望のお客様は．各ご集合場所のバーにてツアーチケットをご糠示いただき、求め
1rさい。

シ睾トルパス本日は、9：30－15；30の間、本船より血rbon加レポン広場までシャトル
バスのサービスがございます。乗降場所は、ターミナルを出て左側になります。市内よりの最
終バスは18；45発です。チケットはく大人8ユーロ、子供5ユーロ）さ：00－14：00　色デッキ
エクスカーションデスクにて販兼致します。払い果しは致しかねます．

NAUTICALINFORMAT10N
航海情報

8；00頃、パイロットの誘導のもと着岸致します。

日程通り、18：00頃マルセイユへ向け出港致し

ます。22：00頃、本船左舷側にサンセバスチャ

ン岬が約8海里＝11加の遊離にご覧いただける

でしょう。ここから本船はライオン薄を正方位角

045度で航海を続けます。

岳　　亜MSC　　警護



、INFORMAT10N

＄デッキ　ツアーデスウ

UFfKtO【SCuRS10Nl PONT【‘一丁【Lユ804

コロンブスの町ジェノバのエウスカーションの

ご予約はされましたか？

水族館、ボルトフィーノと歴史地区など。

締切がせまっています！
マルセイユ、ジェノバ残席わずか、ご予約は17：30まで！
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フォトスタジオービデオbVbサービスーアクセサリー

ガラ・フォーマルナイト！

プロフェッショナルな美しいスタジオボートレイト写真を

お撮り頂く機会をお見違しなく！

8．7デッキそしてスウロフスキー階掛こてお待ちしております！

クルーズbVbもほぼ出来上がっております。ご予約は7デッキ

フォトショップまで！

ニコンーキヤノンーオリンパスーフジーソニーーバナソニッウーWb－

HP－サムスシー東芝が全て免税価職制

インターナショナルフードを

煮しめる
スポーツバーに

是非お越しください！

その日のスポーツ番組を

楽し鱒ながらき

スペインディッシュ10％割引

チョリソーハブゴ＆

ケソ　マンチエゴ

ォオ蕾
書　　　　籍

盛野鏑即
★　　　　　■

★★★

22：30－23：30

カラオケ
スカイスポーツニュースとユーロスポーツ、

ユーロスポーツ2、スポーツイタリアのライブ義絶蛙

糾時間あ嚢し鼻頂け
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バリニーズーリフレクソロジーー溶岩一

指圧一キャンドル■
＋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）

特別価格49ユーロ
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お簿な25ユーロ

、一一・∴∴∴．し．：一1

1回（サウナ、スチームサウナ）

おひとり様12ユーロ　お2人棟20ユーロ

・⊥・二　＿∴、，‥、こ：　、∵t；＿・、＿「、／∴・∴：∴こ：　十コ＿

13ユーロのところ8ユーロ

ーて　－1∴eJ・∴二　十一二∴∴：こ、予言．二∵∵∵∴l

デトツクストリートメント39ユーロ

√’∫ナ∧一肌r㍉パて　三九

㌔リノ　㌔二才1巨アシ㍉㌔－／ヾ

3つケラスターゼ製品ご購入で
シャンプーとブロードライが無料に酢ご予約をお待ちしております。

、：15：00より。お一人様10ユーロ

ーブギ・ソトネスセンタ・－をご紳妄薯幻苛≦こ…、圭、スポ恒・ソウ＿こ？、諷ポ山ツシュ｝ズぎ‾痛と盲…曹長；淵

∴十：－、Ei‾llことさ、ぺ卜・■、J‾jJ一・圧∴∵←・・トキ■く、∴∴トー∴トも日日・・こI・卜l、▲∴・ご‾二、号LTT．＼＿．

？デットえスセンタてこ－謎ぶほお一一㌧1紀5分をTギこごが雪　ださい
二十日㍉‾ltは・、］，ヽ二二二■＿・‾∴ン

粂帝やl三戸
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24軸

7：抑・10：00

7：30－9：30

7：30－9：30

12：80－1も：鍋

12：伸一16：00

1二I：00－14：30

13：舶－14：38

16：00－16：45

18：38

18：30

21：00

21：00

ま9：30－21：lS

ドリンクステーション24時南

アメリガンコーヒー、カフェインレスコーポラボラカフェテリア（船中央、右舷

ヒ、載某、冷水、氷

と穂食パイ寺ゝク

ご覇嚢

ご瀾食

ご葛濃くイキング

クリ処ス亨－きヨ＞・＆　ビサツエリア

亡妻嚢

ご蔓嚢

ティータイム

GAu正夕食1回昌

GALAだ夕食1向台

GALAだ夕食2回白

色軋よこ夕食皇国月

餅ご夕食バイ季ンク

＆左舷）

ポラボラカフェテリア

は馳ggia　ラ・レ留学や

VMal梅雨をビラ・ベルデ

ポラボラ＆爪ゴEl　カフェテリア

裁き裁きカフェテリア

uR『！担　う・レツ撃や

V川aVerd舎ビラ義瑚一声

ポラボラカフェテリア

bRQggla　ラ・レツタヤ

ⅥHaV餅dモビラ・付しデ

b恥99ia　ラ・レツタや

VMきV餅由ビラ・ベルデ

ポラボラカフェテリア

最上のサービスを凛供するため、 レストランの欝は上記時間か5分紺こ締切とさせていただきます。

＊コニノデカウイ：ノバー一

様ワンタフェ　テックスメックスくメキシコ等斗重電）

＊スポーツバー

タフエテツラスメツウスTHE8ESTD攣SH∈SOF

17：30－2：000m

lZ：00－14；30′18：30－23：00

17：00＿Z三00肌

レス勲‥＝禦Tiや

SAHTA FE
T若叢瑚胱

7；00－1；00

17三脚・1；軸

8：脾・1：坤

茅的

lさ畑ト・・

17！糾ト2：抽

17：30・l：80

伝腑・1；舶

綿シコ料理丁諾認諾温S
AREVl′AITING F：OFtYOU ON E｝ECK　7！

本白の
バースペシャル

ラベルティーホ（マティーニ・Jト）

き・ピ乃エツタf餌トト和鋸など）

ザ・シガーラウンジ

ロイ仙パームカジノノト

ゲ・アプトきウン撃

レノデカワインメト

レスJレツリコーヒrrト

セーラムウイツゲ一芸　　怒亨，70

‾マクてyクニスーティツク

17；30－1：00

17：00－2：00

17：30・l：30

7：別ト・1

9；研卜之○；00

8：〇〇・22：¢0

9：00－19：00

10；〇〇・18：〇〇

三三：30一叫

スポーツJト

ラ・フルアピアノノト

八一・デル・リッチヨ（アイスクリーム）

タルタルカバー

レクアトール八一

MSCアウレアスJUト

モピー或パト

クラブ33ディスコバー

15：30　　コーヒーゲーム

l＄：瑚　クイズ嚢の達史打

18：伸　　軸

16：30　　ミュージカJげ－ム

17：㈹　　仇トプタンス

17：30　　エアロビクスとストレッチ

20：30　　ビンゴ

22：lS J拝やタレッスン

23：15　　秒か刀レ

23：】0　　イピッサナイトD庁ニーカプット

アクアパーク　　　　14

アク即－ク　　　　14

MSCアリーナ　　　　16

アク習トタ　　　　14

アクアノトク　　　　14

アクアJトク　　　　14

ストランドシアター　　紘7

ザ・アプトラウンジ　　　7

ぎ・アプトラウン学　　　7

クラブ33ディスコ　　l＄

申忌天億の現金、且6デッキ　ウラフ33ディスコにて行われ章す。

窯急救急‥HS

レセプション

2卑時事臥電話上のガRE貯1TONけボタン　5

電話上の督ボタンを押し、起床時問をセット

朝食、ルームサーヒス

封喝瀾巨電話上の増車ボタンを押す

キャビンでの朝食をご希望のカーまく7．00・10：00amトこ

希望の目の前日午前3時までに朝食才一ダーを記入し、

お部屋の外のドアノブに脚ナておいてください．軽食と

お飲物のルームサービスは24時間ご利用いただけま

す．体浮の登れないお客様にはレストランからの裏革も

お届けいたします、

メディカルセンター

9：肋・12：叩716：〇〇・20：00　　　　26鑓　4

会計デスク

7：00－10：00／16：00－21：00　　　　　2807　5

雨音

7：00・10：00／16：0小21：00　　　　　2420　5

サイJトライブラリイインターネットf24時那

珂憂慮

10：〇〇・11：30／16：00－18：00

エクスカーション（ツアー）デスク

8：00・14：00／16：00・24：00

◆小吏

18：00－24：00

ロイや舶トムカジノ

18：30一…

スロットマシーン

18：30・…

MSCフォトショップーフォトグラファー

18：00－24：00

ブールと撃やタジー

E外：7：00－19：00

圧内：7：研ト19：曲

事緋はおりません．

ティーンズトポ剖ティーンズスライド）

本日は岳軌促します

MSCアウレアスバ

9：00－21：○○

2702　　5

2804　＄

2774　　6

⊇698　　6

6

2706　　7

15

之732　14

フィットネスセンター

6：恥・22：00

（6：槻－8：抽820：抽一之之：80は　273214

インストラクターなしの細）

サウナ、トルコ風呂、リラリウム

9：00－21：00

イル　ポーロノルトミニクラブ

9：00－18：00

20：00－2】：00

ティーンズディスコ

23：〇〇・…

⊇732　14
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