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rrプレチオーサ2013二二二二二→　主≡

ようこそプレチオーサへ！

全てのクルーと〝SCクルース誉丁の社屋よク“ようこそ〃SCプレチオー少へ”

最低気温120C20ユ3年3万23庁から瑚脇を潜めた舶C忍の客船の中て瀞のの　ので

最高気温210Cダニ周クラス磯の虜潜の符衝を生かしつつめざらに魔窟きれたデザインや訝し
いサービス　虜烹ていまれ　398人の乗務鍔武な客岸の床歯かつ安全なあ児塙れ

がか、あの／こなるようお手伝い費しまれ

廣好らしい新野／こなクますように／

慮嬉：マグオ・ステイプア

ブリッジより

最終乗船時刻

5：30pm

6JOqpm＊　彪潜

バルセロナ

ノベル′セロプづ〕らマソレケイコ

までの願．187鹿砦

8JOOam＊　ス彦

マルセイユ

＊一石炭によク既財脚／こなることがございまれ

航海情報

午後6時にバルセロナを出港した後は、

Brava海岸（CostaBrava）沿いを岸から

約3マイルの距離を取って航海します。

午後10時にサン・セバスチャン岬の灯台

が左舷に見えたらリオン湾に入った証で

す。ここから45度の進路を取り湾内を8

時間程で横切ります。

第の（㌫E；　幽

船長
マタオ・ステイファ

チーフエンジニア

プラニ／チェスコ・カサ

船医
ジョ／インビク・スロボタン

エグゼクティブ・シェフ

ビェールルイジ・ノウグーノ

ホテ′レディレクター

クダスティーナ・クッパラ

クルーズディレクター

マソレこ7・チ．ンンべセ

ゲストリレーションマネージャー

アユ／ドレア・コッポラ

安全に関する説明会；本日午後5時頃、国際安全法により本日バルセ

ロナで乗船したお客様の参加が義務付けられている安全に関する説明会

を行います0お客様の部屋のドアの裏に記されている避難時に関する記

述をお読み下さい0午後4時45分になりましたら、お部屋に戻り、ワード

ローブ内にある救命胴衣を持ち（着ける必要はありません）デッキ6の

Platinum Theatre（プラチナシアター）までお越し下さい。シアターへは

クルーズカードをお持ちになり、入場前に乗務員にお見せ下さい。説明

会では緊急時の対処について、救命胴衣の着け方について説明がありま

す0事情があって（体調が悪い等）訓練に参加できない場合は、レセプ

ション・デッキ5（TEL＝99）のスペシャル・ニーズ・ホステスまでご連

絡下さい0できるだけ早く、安全に関する案内のミーティングを設定い

たします。

日本喬乗船説明会：
船内での生活とェクスカーションに関する重要な情報
船内で生活する上で知っておいていただきたいこと、
エクスカーションの見どころなど説明いたします。

参加する方は船内新聞をお持ち下さい。

時間：4：lSpm

場所：Sky＆Starsミーティングルーム′デッキ五島



エクスカーション 

オフィスより 
是非、外に出てプロバンスの空気を肌で感 

じて下さい。ツアーの詳しい情報はエクス 

カーションチームにお尋ね下さい。 

エクスカーションオフィスーデッキ6 

サルサタイム 

WithFleChonGirSalsa 
11：00pmN12：00am 

GalaxyDiscoデッキ16 

重要な情報

喫煙場所について

船内のいくつかのバーとメインプールデッキ
の片側（標識があります）は喫煙エリアで

す。吸殻を海へ投げないで下さい。風で船に
吹き戻され、火事になることがあります。
キャビンのバルコニー、キャビン内、ブッ

フェ、レストラン、医務室、託児室、廊下、
エレベーター付近、公共トイレ、シアター、

バーで食べ物が置かれる場所での喫煙（電気

タバコを含む）はご遠慮下さい。さらにバー

やラウンジが安全説明会、下船、観光ツアー
の集合場所となっている場合も喫煙（電気タ
バコを含む）はご遠慮下さい。

クルーズカード
チェックインの際にお渡ししたクルーズカードは
「客室の鍵」「身分証明書」船内での全てのお支

払いにご利用いただく「船内専用クレジットカー
ド」の3つの機能の付いた大切なカードです。ビ
ザ、ビザェレクトロン、マスター、アメリカンエ

キスプレス、ダイナース、JCBカードのいずれかを
ご登録いただくか、現金またはトラベラーズ
チェック（手数料3％）で預け入れ金を入れていた
だく必要がございます。明細は会計デスクのオー
プン時間にいつでも確認できます。または、下船
日2日前よりお部屋のテレビでもご確認いただけま
す。乗下船の際には、ご本人確認としてクルーズ
カードの提示が必要となります。クルーズカード
を紛失した場合はただちにレセプションへ行って
下さい。新しいカードが発行されるまで紛失した
カードは機能を止められます。カードには船外で
の緊急時連絡用の電話番号が記載されています。
カードを携帯電話、カメラ、クレジットカード、
ライター等の電化製品や金属製品と一緒に保管し
ないで下さい。磁気でカードが機能しなくなる場
合があります。

緊急事態発生時のお子様への対処
お子様を船内スタッフに預けている間に緊急事態
が発生した場合、スタッフがお子様を船内の指定
の“お子様引渡し場所”にお連れします。本船内

の“引渡し場所”はデッキ5のラウンジです。お子

様を引き取った後は保護者の方がお子様をキャビ
ンドアの裏に書かれた指定の緊急避難場所

（Assembly Station）までお連れ下さい。

サービスチャージ

船内の全てのスタッフはお客様に最上のサー
ビスを提供するためにおります。多くのス

タッフはお客様から見えない所で最高のク
ルーズができるよう仕事をしています。全て

のスタッフが平等に報酬を得られるようMSC

は皆様のアカウントにホテルサービスチャー

ジを自動的に加算しております。このためス

エンターテイメント・ハイライト

プラチナシアター

あなたのクルーズディレクター

Marcoがお届けする

今夜のショー：

ザ・トリビュート
斉発の磨辟らしき好男仁摩ぐ

主な戯廊夢二

ノプラノ　肋血加飴C〃dg

デノーソか加血50○托P

クラシック安着を

広元古着たち

著作権の関係上、ビデオ、カメラ、携帯電話の使用は禁止されております。シアター内
は禁腰です。また飲み物と食べ物の持ち込みはご達慮下さい。煙幕を使用する場合があ
りますが、人体に影響はありません。お座席のご予約は承り兼ねます。お客様のご協力
に感謝致します。どうぞショーをお楽しみ下さい。

デッキ6／7　　7：30pm一第2回目の夕食のお客様

9：30pm一第1回目の夕食のお客様

○チャチャチャ・ダンスレタスン
エンターテイメントチームがあなたにダンスのコツを

お教えします。ダンスを覚えてお友達をびっくりさせよう

8：30pm，TheGreenSax′デッキ7

○メノダ・ビンゴざ

最初に呼ばれた40の番号でビンゴした方には
∈25，000差し上げます！

41から44番目に呼ばれた番号でビンゴの方は∈10，000

ビンゴカードはゲーム開始30分前からゲーム会場にて

販売いたします。破られたカードは受け付けられません。

8ニ30pm．PlatinumTheatre．デッキ6



サービス＆オープン時間
時間　＼ �電話番号 �デッキ 

医寮緊急時　　　　　　　　　　　　　　　　115 

レセプションーゲストサービス 

24時間 �RECEPTIONを押す 　または99 �5 

電話の目覚まし機能 

一　同を押し指示に従う 

ルームサービス 

24時間 �団を押し、指示に従う � 

／レームサービスメニューとバーリストのスナックと飲み物は24時間注文可能です。病気の場合 
を除きレストランの食事はお部屋にお持ちできません。 

医務室 

9：00am－昼12時 4：00pm－8：00pm �2660 �4 

エクスカーションオフィス 

7：45am一畳12時 4：00pm－11こ30pm �2804／2805 �6 

会計オフィス 

24時間 �88 �5 

両替オフィス 

24時間　　　　l　　　88　　　1　5 

DUTY－FREESHOP（タバコ、お酒、スナック） 

6：00pm一夜12時 �2774 �6 

ショップ（香水ショップ，ブティック．L’An9010delr0錮e仕0． 

IIGioio＝0，ロゴショップ，Fashion8ijoux．アクセサリー 

ショップ） 

6：00pm一夜12時　　　t ��6／7 

LACARAMELLA（キャンディー） 

6：00pm一夜12時　　　霊　　　　2777　　　l　6 

サイバーカフェ（アクセスカードがあれば） 

24時間　　　　】　　　2854　　　l　5 

バーチャルワールド．4Dシネマ 

9：008m－11：00pm � �16 

スポーツ器具、ボードゲーム、トランプもお貸しできます。 

フォトショップ・フォトグラファー 

4：00pm－11：30pm �2706 �7 

ミレニアムスターカジノ（18歳未満の入執ま禁止されています） 

テーブルゲーム：6ニ30pm一… �2698 �6 

スロシトマシン：6：30pm－… � �6 

ダイヤモンドライブラリー（図亭主） 

10：00－11：00am／3：00－5：00pm �2702 �6 

サウナ、トルコ式風呂、ソラジウム 

8：45am－8：45pm � �14 

プール′ 

屋外7：008m－7：00pm＝＊ 屋内7：ODam－10：00pm � � 

デッキはきれいにお使い下さい。タオルを含めた全ての持ち物は30分以上放置 
するとプールスタッフがレセプションに届けます。 

TOP18エクスクルーシブ・リラリウム（大人のみ入場可。有料） 

8：00am－7：00pm　　　t　　　　　　　　　l　18 

DOREMIキャッスルーVEmGOウオータースライダー＊ 

9：008m－6：00pm　　l ��15／16 

フィットネスセンター 

6：00am－10：00pm　　　t　　　2732　　　1　14 

14蔵以上の全てのお客様は∠十所b打守から千後1U曙までシムをこ ��利用できます。 
ご利用の際はスポーツウェアとスニーカー等の相応しい格好でお越し下さい。 
全てのお客様が平等に機械を使用できるよう、一つの機械につきお一人様20分 
の制限時間を設けております。 

フイヅトネスセンターーインストラクター付 

8：00am－8：00pm　　l　　　2732　　　1　14 

MSCアクレアスパ 

9：00am－9：00pm �2732 �14 

DOREMIランドーミニ＆ジュニアクラブ 

9：008m－11：00pm �2890 �15 

GRAFFrrrS－ヤング＆ティーンズクラブ 

㌔晶票男蒜 �2877 �15 

＊ノ寿紛5、点い呼にノ野る 

朝食、昼食、夕食＆軽食 

時間 �お食事 �デッキ 

プッフェInca＆Maya1日20時間オープンしています ��14 

24時間 �コーヒー、お茶、お水、氷、コーヒークリーム 

昼12時－4：00pm �昼食ブッフェ 

昼12時一夜12時 �ピザ 

4：00pm－5：30pm �午後のブッフェ 

4：00pm－7：00pm �お好みのサンドイッチが作れます。 

7：00pm－10：00pm �夕食 

10：00pm－2：00am �お好みのサンドイッチが作れます。 

TheGoIdenLobster，レストラン ��5／6 

6：30pm �第1回目の夕食 

9：00pm �第2回目の夕食 

7：00pm－10：00pm �マイ・チョイス・ダイニング　　デッキ5のみ 

L’Arabesque．レストラン ��．6 

6：30pm �第1回目の夕食 

9：00pm �第2回目の夕食 

よりよいサービスご提供のために上記の時間を守って下さい。 

夕食時はオープン15分後にはドアを閉めさせていただきます。 

その他のお食事サービス 

時間 �場所 �デッキ 

クロワッサン 

6：00am－昼12時 �PreziosaBar �5 

IICappuccino �7 

朝食－ルームサービス 

7：30am－10：008m �キャビンでの朝食：お部屋にあります注文表に 記入し前夜午前2時までにドアノブにかけて下さ 
い。 

ルームサービス：24時間 

有料レストラン＊ 

昼12時－11：00pm �Eab暮yカジュアルイタリアン �7 

7：OOpm－11：00pm �Ristorante工talia �7－ 

4：30pm一夜12時 �Spo佃島だ卿Diner �7 

昼12時－3：00pm �b陶n血 �7 

5：00pm一夜12時 �ワイン．ピザ＆ビール 

9：00pm－11：00pm �GahXY �16 地中海フュージョンディナーt 
ディスコレストラン 

5：30pm－11：00pm �ピザデリバリー �キャビン 
ご注文はTEL99（レセプション）まで 

＊これらのレストラン＆サービスは有料です。 

夕食のお席について
クルーズカードにご夕食のレストランの場所、お席番号が記
載されていない方は、お手数ですが1：00PMから4：00PMの間

等　　にTHE GOLDEN LOBSTERレストラン，デッキ5、メートル・
茎　ド・ホテル（給仕長）までお越しくださいませ。代表の方1名

言　様がお越しいただければ結構ですが、クルーズカードをキヤ
▲　　ビンごとに1枚、必ずお持ち下さい。



本日のアクティビティー

時間 ��アクティビティー �場所 �デッキ 

午 後 夜 �3：30pm �ワンダリングゲーム �AquaPark �14 

言問㌫ �Fl選手権 �ViltualWorld �16 

4：00pm �H20ジム �AquaPark �14 

4：30pm �サプライズゲーム �AquaPa「k �14 

5：00pm �男　対　女 �AquaPark �14 

5：30pm �宇張紙 　ストレッチ �AquaPa「k �14 

8：30pm �チャチャチャ ダンスレッスン �TheGreenJazz �7 

8：30pm �ビンゴ �円atinum Theatre �6 

11：00pm �MSCジェネレーション 　ライブ （ティーンズクラブ）： ホワイトパーティー �G帽斤itrs �15 

11：00pm �カラオケスーパースター！ �B。三時舐er �7 

12：00am �ディスコパーティー WithDJFabio �GalaxyLounge �16 

＊鷲監謂忠言紆誓岩淀等祐一は 

夜のドレスコード（6：00pmより） 

ガラ �インフォーマル �カ～や　　　レ �‾　　　　ナA ン′ユア′ �7‾－マに召わせて 盛甑 

男性：タキシード、ディ �男性：ジャケット、長 �男性：スポーツシャ �どのようなテーマか 

ナージャケット、ダー �ズボン（ジーンズ以外） �ツ，長ズボン、ジーン �当日の船内新聞の 

クスーツ女性ニフォーマ �女性：インフォーマル �ズ �ドレスコード桶で ご確認下さい。 

ルガウン、カクテルド �ドレス、ブラウス、パ �女性：カジュアルドレ 

レスなど �ンツなど �ス、パンツなど 

タンクトップ・ビキニ・バスローブ、裸足でのレストラン、プッフェのご利用はご遠慮ください。 

ショートパンツでのディナー時のレストランのご利用もご遠慮顔います。 

慧慧感二‾＿㊨ 
MiniClubJunior′s　Young　　Teens 

（3－6）　（7－11）　（12－14）（15－17） 

それぞれの年齢のお子様に相応しいプログラムを用意して 
います：3N6歳、7～11歳βoJ℃mf上a〃d－デッキ15 

12～14歳15～17歳G帽所が七一デッキ15にて 

お待ちしています！ 

ティーンカード

は、18歳未満のお子様が船内でのお買
い物、お部屋の鍵としてもご使用でき
るプリペイド式のクルーズカードで

ピニーノ㌦′′′　　す。630とe50の2種類があり、e30の

カードをご購入いただくとe5、650をご
購入いただくとelOのボーナスがついてきます。ご購入ご希
望の際は、レセプションまたは会計デスク・デッキ5　にてお
申し込み用紙にご記入ください。後ほどお部屋にカードをお
届けいたします。使用されたなかった分の払い戻しは致しか
ねますことをご了承ください∩

船内での音楽

PreZOSa8ar－レセプションエリア　デッキ5

6：00pmから深夜
“素晴らしきクラシック音楽〝

AugustoGomesによる永遠のクラシック貴賓

Phoenk：ianPlaza－デッキ6

6：00pmから深夜
Ⅵみんな広馨に集合”

DuoBJueDreamの生演奏を聴きながらダンスしたり

買い物したり、アイスを食べたり‥

EIDoradoPian08ai・－デッキ7

6：00pmから深夜
“忘れられない〝

Peppe＆Alessandraに．taど長一ティフルyング

お安にスクの鰭をタクエス声ぐだきい／

TheG帽enSaxJazz8ar－デッキ7

6：00pmから深夜
“ミュージック＆ダンス〝

DuoEliezer＆C暮arisとFIavioArenaによるフペシャルな時間

LaLocanda－デッキ7

6：00pmから深夜
’t魂を元気にするミュージック〝

RobertHorvath＆GabrieleMazzoCChiによる音楽を

夜のピッツェリアで楽しんで

SafariLoun9e－デッキ7

10：00pmから深夜
t、LET’Sダンス．．．〝

BtueCitYBandによるインターナショナルダンスミュージック

汝クィア糊に紺を原石ことがございまれ

バー＆ラウンジ

時間 �′もー �デッキ 

6：30am－‾12：308m �PreziosaBar （グルテンフリー） �5 

8：008m－1：00am �PhoenicianPlaza �6 

4：00pm－12：308m �DiamondBar �占 

3：00pmから‾ �M‖enjumStarCasino �6 

4：00pm－6：00pm 9：30pm－2：00am �SafariLounge �7 

7：00am－1：008m �IICappuccino �7 

4：00pm－1：30am �TheGreenSax �7 

昼12時－1：00am �LaLocanda �7 

4：00pm－2：00am �EiDorado �7 

昼12時－1：0‾Oam �Sports＆・BowHngDiner �7 

9：00am－7：00pm �Saphi「一Bar �14 

7：00am－1：00am． �TurquoiseBar �14 

8：00am－11：00pm �LaPlayaPreciosa �14 

9：00am－8：00pm �MSCアウレア女パ �14 

9：008m－11：00pm �TheGardenBar �15 

10：00amから �GaIaxy－Lounge �16 

バルセロナのエージェンシー連絡先　′ 

MSCBARCEL．ONAS．A． 

CARRERDELFOC30－360802388ARC臥ONA 

TeL＋34935082300 

Fax．＋34935082301 

MSCプレチオーサ電話番号‥00878－765109826／28 



㊧

脚Cプレチオータ 2013年11月1日　金曜日

毎日お客様のためにお買い得をご用意しております

今日はなにがあるでしょう

エクスカーションオフィス

粛啓歯での棚厨
思い出に残る一日に

マルセイユとその近郊でのツアーはいかがです

か？まだ空席があります。エクスカーションオ

フィス、デッキ6までお越し下さい。

バルセロナまたはマルセイユで乗船したお客様

には人気のツアー3つNAPOl－MESOl－

GOAO3Tの入ったExpl0rerフォーミュラがお

すすめです。3つのツアーが入って大人∈121

（それぞれのツアーを個別に買うと∈141）お

子様はさらにお得！詳しくはデッキ6、エクス

カーションオフィスまで。

デッキ6

フォトギャラリー

鹿影スクジろビデオ，
βVpサーどニス

0見逃さないで

思い出に残る家族のポートレイトを撮る、クルー

ズ中最後のチャンスです。プロカメラマンが船内

様々な場所におりますのでお声をお掛け下さい。

○船のお土産

フォトギャラリーのMSCプレチオーサCDには50

の本船の写真が入っています。お値段は

C9．90！

または“マイ・シップ’DVDにはMSCプレチオー

サのフランス、サン・ナゼールでの建設風景、

ジェノバでの命名式の様子や船内の映像が入って

います。

デッキ7

船上ショップ

○莞讐蟹驚是なあの人に寄港地のお土産をどうぞ。買い
忘れたあのお土産が船内で売られているかもしれません。
免税価格です。

上場〃GO⊥0♪乱上′OGGfm
点者のデゲイナー働
ARMANI．CK，DKNYなどなど。

SWAROVSKI．BROSWAYなどのジュェリーもお忘れなく！
全て免税価格です。

デッキ6

○誌忍王だ警告′ブティック
MOSCHINOバッグの新コレクションをデッキ6のブティックでチェッ

ク0免税価格で地上のお店に比べて最大20％割引。

デッキ6

○具讐e豊諾
IIGioie”0デッキ6ではMSCの為に作られたダイヤモンドジュェリーを豊富に

取り揃えております。指輪、イヤリング、ネックレス、様々なものがございま

す。フォーマルナイト・スペシャル‥2点お買い上げで1点無料でプレゼント＊
＊条件がございます0詳細はHGioie－■0スタッフSa血aまでお尋ね下さい。

デッキ6
ニ瀞野は霧話番号6（フ45まで

こんなサービスもあります！

eTpP18エクスクルーシブ・ノラグクム
特別な空間で日光浴を楽しみましょう。
本船の最上階には大人のみ入場可能なソラリウムがあります。
お値段は：
－サンベッド：お一人様一日ClOまたは

お一人様∈40でクルーズ期間中毎日
－サンベッド・プロモーション‥ジェノバ、ナポリ、バルセロナ、マ

ルセイユでは一人分の入場料で二人入場できます。

（同日の使用に限る）
‾Rattan Sunbed（卵型サンベッド：最高2名様まで）‥一目e30

またはClOOでクルーズ期間中毎日
ご質問・ご予約は：レセプション、デッキ5またはTopl＄Solariumまで

お麻こ畑野クがございまれス教封8歳以上の方に屠られまれ



ミレニアムスターカジノ

0007ナイト

●スロットマシンーどのマシンでも777か大当た

り（JaCkpot）が出たらドリンク1杯無料

●ルーレットー00または7に最低∈5を賭けて当

たれば∈10のマッチプレイクーポンと無料ドリン

ク1杯差し上げます。

●イージースタッドポーカー、ファイブカードス

タッドポーカー、エクストリームポーカーー賭け金

合計が∈25で777に当たればClOのマッチプレ

イクーポンと無料ドリンク1杯差し上げます。

・ブラックジャックー最低∈20の賭け金で777か

ブラックジャックに当たれば∈20のマッチプレイ

○芸謡と鮒ドリンク1杯差し上げます0
プルタブ大抽選会が8：00pmにミレニアムスターカジ

ノ′デッキ6にてございます！景品を受け取るにはお客

様が会執こいる必要があります。

○ビンゴバーゲン
∈20分のビンゴカードを一度に買うとClOのビンゴ

カードが無料でつきます。さらにカジノで使えるマッ

チプレイクーポンClO分をプレゼント。

○運試し！
どのスロットマシンで遊ぶか決められない？ミレニア
ムスターカジノのフレンドリーなスタッフがお助けし

0㍍。。の大当たり，
私どものGaminatorProgressiveスロットマシンで

は最高∈5，000の当たりが出ること知っていました

か？　　　　　　　　　　　　　　デッキ6

スペシャリティレストラン

O AT⊥⊥γ　スス　タン

こだわり食材で作った料理をお手頃価格でいた

だけます。イタリア産ハムやサラミからパスタ

まで18種の料理の中からお選び下さい。もちろ
ん魚や肉もEATALYシェフの確かな目．で選んだ

ものをお出ししています。クラフトビールやイ

タリア産の果物使用のジュースも充実。是非一

度お試し下さい。

デッキ7

エンターテイメント

0円シミュレーター

エンジンの音が聞こえませんか？

まるで本物のFlカーに乗っているようにスピー

ドを感じられます！

レース一回につきC＄

バーチャルワールド，デッキ16

04βシネマ

4Dシネマで最高のスリルを味わって！新しい形

のエンターテイメントです。一回の入場C6

バーチャルワールド．デッキ16

ドリンク＆ワイン
〇月quAAAR〝　アクアパーク

サングリアパーティー　サングリア・レッドまたはホワイトが10％割引

デッキ14

OsAfA尺∫⊥OU〃GfSつのカクテルをワン・グラスで！

スペシャルイベント：‘‘食べれるカクテル”

5つの味の固形カクテルがグラスに入って∈4．90．

9：30pmから．デッキ7

8：00pmから．デッキ7

○
丁〃fGRf丘ⅣSAズ
アルケミストカクテル今夜は10％割引！

○⊥A⊥OCA〃βA pァンヌ

愛する人と飲みたい“愛のワイン，，peta10Moscat。

1グラス通常価格から10％OFF

o面上0血由一一一9：30卿から11：00呵塑
バブル・バーゲン

ガラナイトの最後はシャンペンで締めくくりませんか？

ディスコ、デッキ16のバースタッフはシャンペンNICOLAS

FEUIL・LATTEBRUTであなたの夜を輝かせます。10％郎r

一一　　　　　　　　　　　　　　11：00pmから′デッキ些

表示され足癖捗の勉′コ∫％のグーとスチャージ凄物穿き力まれ

MSCアウレアスパ

0全てのサービスが50％割引き！
MSCアクレアスパのヘルス＆ビューティートリートメントが本日全て50％

9：00amから4‥00pmまで、いっでもデッキ14までお越しください。

ほんの数例を以下に挙げます：
●30分のバリ式マッサージ（35（通常∈70）

●45分のバリ式辞岩石マッサージ　CSS（通常∈110）

●45分のバリ式リフレクソロジーマッサージ（49．50（通常∈99）

0：蒜誤等…讐誓妄言三訂篭諾1孟）55（通常亡110）
●顔と首への周波リフティング（50（通常∈100）

●薬用ハーブ使用の60分のハーパルマッサージ∈59．50（通常て119）

0誓ぎ謡芸サ‾ジ＋1時間のサ‾マルエリアの利用
●日焼けマシンセッションC6．50（通常∈13）

美容室
今夜はフォーマルナイトです！美容室に予約してとびきりステキなヘアス
タイルで挑みましょう！
Kerastase，ShuUemuraまたはColIistar商品を3つ買うと

シャンプーとセットが無料！

0カットClS（通釈25）

サーマルエリア

（サウナ、スチームルーム、リラックスルーム，冷浴室）

01時間の利用・お一人様｛9・50（通釈19）

フィットネス

8：00amストレッチ＆アブドミナル　無料

05：30pmグループサイクリング／スピンニング

（最低5名の参加者要）Cl〇

二散辟番号2乃2まで
スパ・美容富での全丁のサービスに皿5％のサービスチャーシソ物象きれまれ

デッキ14



7ごj由m　　　5ご29pm

慧）蟹竺1 最低気温150C

最高気温190C

ブリッジより

βfOOam＊　　ス潜

マルセイユ

最終乗船時刻

6：30pm

刑叫加＊　β捲

マルセイユ

マソシャイヱからジェノバ

までの戯評ノ2（78澄男

鋸肋冊＊　ノ膵

ジェノバ

本居襟によ　噂噂　出題　劉こな占ことがございます；

航海情報
土曜日の最初の数時間で本船はリオン湾を渡
り終えます。午前6時半頃、Planier島を右舷

覧景言讐ア慧差違払幣彗賢等芸芸夕空
トルダム・デ・ラ・ガルデ（Notre Dame

空臨蟹望綜幣農芸昔芸豊冒誓讃
時頃、地元鱒パイロットが乗船し、マルセイイ巨ま
ユ港への入港を開始します。午繭8時には
大なLeon Gourret付近に着岸を完了し
す。
午後7時に本船はマルセイユ港を出港予定で
す。約15分後にFriou儲島を左舷1．5マイル
先に見て通り過ぎます。次には右舷にPIanier
島が、その後は左舷にRiou島が見えるでしょ
う。本船埠そこから112度の進路を取り、

S群島に向けて進みます了牛画面如5
孝舷喧しevant皐が2．5マイル程先に見墨Te

えるでしょう。その後は北東の方角、ジェノ
バへ向け進みます。

今夜のドレスコード： インフォーマル � 

ようこそ

マルセイユへ！

（フランス）

マルセイユはフランス第二の都市であり、プロバンスーコートダジュール州の州都で

す。フランスの南東沿岸に位置し、北西をCamargue、東をコートダジュールに按して

います。街は地中海沿いを37血の長さで横たわっており、1年のうち300日以上は晴

れ、冬らしい冬は存在せず夏に軽い雨が降ります。ミストラルと呼ばれる乾燥した冷た
い風が北西から吹いており常に空気がきれいです。そのような理由からこの街は

C畠zanne、Braque、Derain、Dufy、Marquetといった多くの有名画家たちに愛されて

きました。マルセイユはフランスの経済と工業を支える街でありながら、マルセイユ独

自の伝統と文化を今も育んでいます。このことは街中に多く見られる美術館、劇場、オ
ペラハウスにも反映されています。

下船手頃について：
入港後、地元移民局の許可が下りてからの下船となります。
下船の際は必ず“MSCクルーズカード’を出口で提示して下さい。

シャトルバス：本船はMarse川e Ha「bourに入港いたします。港のター
ミナルから市内中心までのシャトルバスが終日、25′〉30分毎に往復し
ます。一日有効の往復チケットは大人∈15．90、子供（2′＞13歳）
∈6．90です。チケットはデッキ6、エクスカーションオフィスにて
7：4Samから12：00pmの間にお買い求めいただけます。12：00pm以

降はバス付近に待機しているスタッフからお買い求め下さい。

船から中心街への最初のシャトルバス：8：30am（おおよそ）出発
船から中心街への最後のシャトルバス：3：30pm　出発
中心街から船への最後のシャトルバス：5：30pm　出発

エクスカーション＊下記は英藩ツアーの情報です

集合時間 �エクスカーション �集合場所 �デッキ 

8：00am �MRSO7－AYignOn＆Harse＝e �TheGreenSax �7 

8：00am �MRSO2uAix一〇n－Provencや �EIDorado �7 

8：15am �MRSO3－CaSSiS． �EIDorado �7． 

8：15am �MRSO6－Ma指せilleC叫t011r �TheGreenSax �7 



エクスカーション

オフィスより

歴史ある港町ジェノバとその近郊での

ツアーを是非！

詳細はエクスカーションオフィス、

デッキ6にてお尋ね下さい。

エクスカーションオフィスーデッキ¢

重要な情報

火災を避けるために
船上での火災の可能性があることを心に留め
ておいてください。
消防隊員が常に船内をパトロールしておりま
すが、もし船内にて火災や煙を発見した場合
は、船内あらゆる場所に設置された非常ベル
（赤い箱）のガラスを破って押してくださ

い。

アルコール規制

18歳以上のお客様は船内でアルコールをお買

い上げ頂けます。クルーズ中は船外にて買っ

た飲み物は持ち込むことはできません。持ち

込み荷物や預けたスーツケースの中にボトル

が入っていた場合は一時船側で預からせて頂

き、クルーズの終わりにお返しいたします。

船内のお店でお買い上げになったアルコール

類は下船日前夜にキャビンにお届け致しま

す。

電化製品

キャビンに人がいない時は、船内に持ち込こ
んだ電化製品（携帯電話充電器、電気カミソ
リ、コンピューター等）のプラグを外すよう
お願い致します。　お客様の外出時に、お部
屋係がプラグが挿されたままになった電化製
品があった場合は、安全上の理由からプラグ
を抜かせていただきます。ご協力お顔い致し
ます。冷蔵庫やテレビなど備え付けの物は除
きます。

船内での安全について

お客様自身の安全のため、また他のお客様の
安全のためにも船内は走らないでください。
特にプールエリアはご注意ください。掃除後
の濡れた床を歩かれる際もご注意下さい。船
内を歩く際は芋擦りをご使用ください。ま
た、下アに指や手を挟まれないようお気を付
けください。

落し物＆拾い物

物をなくしてしまった場合または誰かの落し

物を拾った場合はレセプションまでお越し下

さい。

エンターテイメント・ハイライト

ププチナシアター

あなたのクルーズディレクター

Marcoがお届けする

今夜のショー

パリの魔女たち
フランス多摩鯵の

さスデリー

．妄動蜘蛛爵

勒伽肋〝aJDさ〝亡的
磨好らしい粛ク付けと

磨きのアクロノヾタんカシカJ／

著作権の関係上、ビデオ、カメラ、携帯電話の使用は禁止されております．シアター内

謂苧訂大震霊芸雷主音認2警志遠忌濃さ発言主旨議驚喜讐芸孟警完票
に感謝致します。どうぞショーをお楽しみ下さい。

デッキ阜／7　7：30pm一幕2回日の夕食のお客様

9：30pm一第1回目の夕食のお客様

○メガ・ビンこ瑠

最初に呼ばれた40の番号でビンゴした方には
（25．000差し上げます！

41から44番目に呼ばれた番号でビンゴの方は（10．000
ビンゴカードはゲーム開始30分前からゲーム会場にて

販売いたします。破られたカードは受け付けられません。

8：30pmPはtinumThoさtrO，デッキ各

○メレンゲ・ダンスレタスン
伊タフ舞′でどうぞツ

エンターテイメントチームがあなたにダンスのコツを

お教えします。ダンスを覚えてお友達をびっくりさせよう

8；30pm．SさねriLoung句デッキ7

女性の皆さん、挑戦してみませんか？：

演技、歌、ダンスで競います！

11；30pm′SきぬriLoun98，デッキ7



サービス＆オープン時間
時間 �官顔番号　‾ �デッキ 

医療緊急時　　　　　　　　　　　　　　　115 

レセプションーゲストサービス 

24時間 �RECE町IONを押す 　または99． �5 

電詩の目覚まし擁 

匝‡を押し指示に従う 

ルームサービス 

24時間 �匿を押し」指示に従う � 

／レームサービスメニューとバーリストのスナックと飲み物は24時間注文可能ですも病気の場合 を除きレストランの食事はお部屋にお持ちできませんこ 

医務室 

9：00am・畳12時 ・4：00pmt8；00pm �2660 �4 

エクスカーションオフィス 

7：458m一畳12時 4：00－11：30pm �2804／2805 �6 

会計オフィス 

24時間 �88 �5 

丙響オフィス 

…－6：00pm　　　　I　　　88 ��5 

DUTY・FREESHOP（タ′くコ、お酒、スナック） 

7：00pm一夜12時 �2774 �6 

ショップ挿水ショップ．ブティック．L■An0010110日′09geは0． 　Ⅰ日割010いちロゴシきツプ，Fさ＄hlon叫OuX．アクセサ，－ 

ショップl 

7；00pm・夜12時 � �6／7 

u瑚uJ－（キャンディー） 

7：00pm・夜12時 �2777 �6 

サイ′くTカフェ（アクセスカードがあれば） 

24時間　　　　l　　　2854　　　l・5 

バーチャルワ∵ルド，4Pシネマ 

9：00am－11：00pm � �16 

スポーツ番兵、ボードゲーム、トランプもお貸しできます。 

フォトシぎツブ・フォトグラファー 

4：00－11：30pm �2706 �7■ 

ミレニアムスターカジノ（18脚の入場は禁止されています） 

テーブルゲーム：7：30pm－．．． � �6 

スロットマシン：7：30pm－… � �6 

ダイヤモンドライブラリTf国書車） 

10：00－11：00am／3：00－5：00pm � �6 

サウナ，レレコ式風呂∴リラリウム 

8：45am－8：45pm � �14 

DO畔M‡キャッスルtVERTIQOウオータースライダー＊ 

9：008m－6：00pm � �15／16 

プール 

屋外7：008m－7：00pm＊－ 屋内7：00am・10：00pm � � 

デッキはきれいにお使い下さい。タオルを含めた全ての持ち物は30分以上放置 するとプールスタッフがレセプションに届けます。 

TOp18エクスクルーシブ・ソチリサム（大人の寧入場可。有料） 

＄：00am－7：000m　　　I　　　　　　　　　　1　18 

フィットネスセンター 

6：00am・10：00pm　　‡　　　2732　　　l　14 

14頑以上の空てのぶ谷棟は千郡即守かb∠十後ltJ将までジムをこ利用できます9 ご利用の際はスポーツウェアとスニーカー等の相応しい格好でお越し下さい。 全てのお客様が平等に秩棟を使用できるよう、一つの機械につきお一人様20分 の制限時間を投げております。 

フィットネスセンターーインストラクター付 

8：00ah・8；00pm　　l　　2732　　l　14 

MSCアクレアスパ 

9：00am－9：00pm �2732 �14 

DOR髭HIランドーミニ＆ジュニアクラブ 

9：00am－11：00pm �2890 �15 

6触FFm－5－ヤング■ティーンズクラブ 

措綜謂翫 �2877 �15 

り撒桝和■昭に戚億 

マソかせイ二王 

朝食、昼食、夕食＆軽食 

時間　　l　　　　お食事　　　　　暮　デッキ 

プッフェInca良川叩al日20時間オープンしています　　暮　14 

24時間 �コーヒー、お茶、お水、氷、コ∵ヒークリーム 

6：308m－10：00am �イングリッシュ・プレッタフアスト 

10：008m－11：00am �コンチネンタル・プレッタファスト 

昼12時－4：00pm �昼食ブッフェ・ 

昼12時一夜12時 �ピザ 

4：00pm－5：30pm �午後のプッフェ 

4：00pm－7：00pm �お好みのサンドイッチが作れます。 

7：00pm－10：00pm �夕食 

10：00pm－2：00am �お好みのサンドイッチが作れます。 

ThoG01donLob＄t餅′レストラン　　　　　　　　t　亨作 

6：30pm �第1回目の夕食 

9：00pm �第2回目の夕食 

7：00pm－10：00pm �マイ・チョイス・ダイニング　　デッキ5のみ 

L’Arabesquo′レストラン　　　　　　　　　　　　t　＄ 

7：00am－9：30am �朝食 

畢12時－2：00pm �昼食 

昼12時－2：00pm �エクスプレス・ランチ 
：沿分でランチをおいしく食べたい方へ 
．ツアーに参加する方や手早く昼食を済ませたい方にはエクスプ 
レス・ランチメニューがおすすめです！ 

6：30pm �第1回日の夕食 

9：00pm �第2回日の夕食 

よりよいサービスご提供のために上記の時間を守って下さい。 

夕食時はオープン15分後には1ドアを閉めさせていただきます。 

その他のお食事サービス 

時間　　l　　　　場所 ��デッキ 

クロワッサン 

6：00am一畳12時 �PreziosaBar． �5 

IICappuCCino �■7 

朝食－ルームサービス 

7：30am－10：00am �キャビンでの朝食：お部屋にあります注文表に 記入し前夜午前2時までにドアノブにかけて下さ 
い。 

ルームサービス：24時間 

有料レストラン＊ 

昼12時－11：00pm �叫カジュアルイタリアン �7 

7：00pm－11：00pm �則如rantもItaIia �7 

4：30pm一夜12時 �Spo慨P如r �7 

昼12時一3：00pm 5：00pm一夜12時 �ヮィ号冊－ル �7 

10：00am－1：30pm 7：00pm－11：00pm �地中海フ空艶㌦ヂ．ト �16 

ディスコレストラン 

5：30pm－11：00pm �ビザデリバリー �キャビン 
ご注文はTEL99（レセプション）まで 

＊これらのレストラン＆サービスは有料です。 



本日のアクティビティー
時間 ��アクティビティー �場所 �デッキ 

午 前 �9：00am �コ芸芸紫崇霊■ �AquaPa止 �14 

9：308m �エン三森記銘措；ムと �AquaPark �14 

午 後 夜 �3：30pm �ワンダリングゲーム �AquaPark �14 

描阻 �Fl選手権 �Vi代ualWorld �16 

4：00pm �H20ジム �AquaPark �14 

4：30pm �ミよ－ジカルクイズ �‾　AquaPark �14 

－4：30pm■ �テーブルサッカー トーナメント �AquaPark �14 

5：00pm �ミックスラテン ダンスレッスン �AquaPark �14 

5：30pm �エ三晶這王手言訳≡諸と �AquaPark �14 

6：00pm �イタリアサッカーセリエA Parma－JuYOntu＄ �Spo正鵠雷W伽g �7 

6：15pm �　Fl予藩 GPAbuDhabi �Spo正鵠㌘W伽g �7 

紺翫 �　日本人 ソーシャルホステス ホスピタリティーデスク �DiamondBar �6 

8：30pm �ビンゴ1 �PlathlUmTheatl・e �6 

8：30pm �メ■レンゲ・．ダンスレッスン （カップルでどうそ） �：SafarlLounge �7 

8：45pm �イタリアサッカーセリエA MilanJRorentina Nap01トくさbnia �Spo正鵠雷W‖ng �7 

11：00pm �MSCジェネレーション 　ライブ （ティーンズクラブ）： 爆弾ゲーム �Gra庁Itl’S �15 

11：00pm �カラオケスーパースター！ �Spo代紋㌘刷ng �7 

11：00pm �ディスコパーティー 　With ＿PJFabio �GaはXyLounge �16 

11：30pm �海の女王 �SafariLounge �7 

＊悪篭完腎監荒野；砦琵蒜罷冒イーは 

INFOPOINT

あなたのクルーズをさらに特別なものに：MSCクラブ

登録は簡単＆無料です日

あなたのクルーズコンサルタントFlaviaがPhoenicianPlaza

デッキ6にて6：00pm～9：00pmと10：00pm～11：00pm

にお待ちしています。

Ftaviaは次回のクルーズご希望のお客様に最高額

400q400US＄のクーポンも販売しております。

マルセイユのエージェンシー連絡先 
Agon亡ySOGECASHIPP工NGSEMCEMARSEILLE 

Terra �SSeHangar17－Capねn成一GrandportMar托imede 

Mar引洞k（PAM）－13344M加情感IleCedeXlS 

TEL＋33491464155 
Fax＋33491¢08477 

MSCプレチオーサ咤詰番号‥00870－7＄5109冬草6／28 

1．二．．．‘、．ゝ▲ノ　L　∴　二

．H∵、守：ゝ
lミロt劇’．▲

蜂蛾轟き与野竪モ

試買　芸ほ拡

凱陵碑が射準如
し／・■‾’lt j【ミJl

船内での音楽
■帽Ziosa8ar－レセプションエリア　デッキ5

6：00pmから深夜
“素晴らしきクラシック音楽〝

AugusbGomes＆モIeganCeTrio

によ各永者のクラシック夏着

門鳩嘲血由mPlaZa－デッキ6

6：00pmから深夜
“みんな広場に集合〝

DuoB暮ueDreamの生演奏を聴きながらダンスしたり

買い物したり、アイスを食べたり‥

E暮Do帽doP暮an08ar－デッキ7

7：00pmから深夜
“忘れられない〝

Peppe＆Alessandraによるどムーティフンレノング

お粛／ニスクの劇をククエニス　ぐだきい／

ThoQn訃enSさXJazZBar－デッキ7

6：00pmから深夜
“ミュージック＆ダンス〝

DuoEIiezer＆ClarisとFtavioArenaによるスペシャルな時間

LaLoCされda－デッキ7

6：00pmから深夜
Ⅶ魂を元気にするミュージック〝

RobertHorvath＆GabrieleMazzocchiによる音楽を

夜のピッツェリアで楽しんで

SきぬrlLounge－デッキ7

8：00pmから深夜
、－LET′Sダンス．．．〝

BhjeCityBandによるインターナショナルダンスミュージック

虔了タイプ済紳卿に雛厨を原石ことがこ甘いま琉

バー＆ラウンジ
時間 �ノヾ－ �デッキ 

6：30am－12：30am �neそOSaBar （グルテンフリー） �5 

8：00am－1：00am �PhoenicianP暮aza �6 

4：00pm－12：30am �DiamondBar �6 

3：00pmから �M‖eniumStarCasino �，　6 

4：00pm一之：008m �SafariLounge �7 

7：008m－1：00am �IICappuccino �7 

4：00pm－1：30am �TheGreenSax �7 

昼12時－1：008m　＿ �bLocanda‘、 �7 

4：00pm－2：00am �EIDorado �7 

昼12時－1：00am �Spo托S＆BowlingDiner �7 

9：00am－7：00pm �SaphirBar �14 

7：00am－1：00am �Turquoise8ar �14 

8：008m－11：00pm �bPtayaPreciosa �14 

9：00am－8：00prn �MSCアウレアスパ �14 

9：00am－11：00pm �TheGardenBar �15 

10：00amから �GalaxyLounge �16 



‾1‾珊二■ゼ・二流祭毒蛾

脚Cプレチオータ20

エクスカーション

13年11月2日　土曜日

そろそろクルーズも終盤になってきました：

最後のチャンスで欲しかったものを手に入れよう！

フォトギャラリー

斎象轡での備膠をよク鹿穿した　の仁

○バルセロナまたはマルセイユで乗船したお客様
には人気のツアー3つNAPOl－MESO1－

GOAO3Tの入ったExplorerフォーミュラがお

すすめです。3つのツアーが入って大人亡121

（それぞれのツアーを個別に買うと∈141）お

子様はさらにお得！詳しくはデッキ6、エクス

○家族向けツアー：お子様連れでお得なツアー
へ！ご家族で楽しめるツアーもご用意しており

ます。エクスカーションチームとミニクラブ

チームが皆様をお待ちしております。

デッキ6

こんなサービスもあります！

07℃PJ8エクスクルーシブ

ノラグクム
特別な空間で日光浴を楽しみましょう。
本船の最上階には大人のみ入場可能なソラリウ
ムがあります。

お値段は：
－サンベッド：お一人様一日∈10または

お一人様∈40でクルーズ期間中毎日
－サンベッド・プロモーション：ジェノバ、

ナポリ、バルセロナ、マルセイユでは
一人分の入場料で二人入場できます。

（同日の使用に限る）
－Rattan Sunbed（卵型サンベッド：最高2

名様まで）：一日亡30または

ClOOでクルーズ期間中毎日
ご質問・ご予約は：レセプション、デッキ5または
Top18Sotariumまで

お麻にばノ野クがございます二／八蓼／ま18歳以上の方に

ノ野ら丸ま柔

さ：00am－7：00pm－デ・・′キ18

彫スクジめビデオ′♪VDデービス
0ぉ忘れなく．．．デッキ7、フォトショップにあなたの写真がありますよ。是非見に来

て下さい。特別オファーはこちら：2枚買うと1枚無料でプレゼント／
5枚買うと5枚無料でプレゼント！このオファーは周℃イペンネでの写者に屠られまれ

0動く思い出お友達やご家族と帰ってからクルーズの思い出を分かち合いたい？今回
のクルーズの見どころの入ったDVDがC29，90

0無料写真！本日4：00pmから6：00pmまでの間にフォトショップにおいで下さい。

無料でシップ・ビュー・ピクチャーを差し上げます。

デッキ7

MSCアクレアスパ

0全てのサービスが30％割引き！

MSCアクレアスパのヘルス＆ビューティートリートメントが本日全て30％

OfF‖

9ニ008mから6：00pmまで、いつでもデッキ14までお越しください。

ほんの数例を以下に挙げます：
・30分のバリ式マッサージ　∈49（通常∈70）

・45分のバリ式⇒容岩石マッサージ　亡77（通常∈110）

・45分のバリ式リフレクソロジーマッサージ　C69．30（通常∈99）

・ヒマラヤの化石塩使用のヒマラヤンドリーム　∈77（通常∈110）

・90分のタイ式マッサージ∈118．30（通常∈169）

・顔と首への周波リフティング　∈70（通常∈100）

・薬用ハーブ使用の60分のハーパルマッサージ∈83．30（通常∈119）

・60分のバリ式マッサージ＋1時間のサーマルエリアの利用

ClOl．50（通常∈145）

・日焼けマシンセッションく9．10（通常∈13）

○スペシャルマッサージオファー
溶岩石を使った30分のバリ式マッサージ＋1時間のサーマルエリアの利用

∈59（通常∈108）

○美容室　Kerastaseシャンプー＆セットC19（通常e32）

0サーマルエリア
（サウナ′スチームルーム．リラックスルーム、冷浴室）
体を温めてゆったりほぐしましょう！

1時間のご利用：亡14

0フィットネス
8：00amストレッチ＆アブドミナル　無料

5：00pmグループサイクリング／スピンニング（最低5名の参加者要）∈10

二常野ぼ富訝蓼号2732ま■で

スパ・美容室での全てのサーと∵てに／まヱ5％のサービスチャージカj加算きれまれ

デッキ



ミレニアムスターカジノ

0∈15．000の大当たり！

私どものLifeofLuxuryProgressiveスロット

マシンでは最高C15．000の当たりが出ること

知っていましたか？

0最高∈2．500が当たる！

∈5のプルタブチケットはミレニアムスターカ

ジノのキャッシュデスクまたはビンゴ会場でお

買い求めいただけます。そのあとはプルタブを

抽選箱に入れるだけ！豪華賞品が当たるかも。

0ビンゴバーゲン
∈20分のビンゴカードを一度に買うと∈10の

ビンゴカードが無料でつきます。さらにカジノ

で使えるマッチプレイクーポン亡10分をプレゼ

ント。

○少ない賭け金で大当たりがあるかも！
スロットマシンは1セントから遊べるものもあ

ります。その他のゲームも充実。

大当たりも夢じゃない！　　　　　デッキ6

スペシャリティーレストラン

ドリンク＆ワイン

OLA⊥OCA〃βA
フランスの食前酒

海の真ん中でフランスの香りを感じましょう。

特定のフランス産ワインやパスティスが特別価格です。

全てにおつまみ（ta止ines＆クラッカー）付

5：30pm－9：30pm，デッキ7

Op〃Of八WCLA〃P⊥AZAフェニ＝辛アJ／・プタダ

符紛コーと－
コーヒーにパティシェリーからのお菓子がついたCa付合Gourmandが

本日特別価格C4．00！

デッキ6

OSAFAR∫⊥OU〃Gf
．オーニノウシナイ′

ドレスアップしてエンターテイメントチームと一緒にSafariLoungeで

盛り上がろう。ArleCChin0．Puldnella，Pantalone．C010mbinaカ

クテルを飲めばパーティームード＝特別価格です。

10：00pmから　デッキ7

0£ATA⊥γ

丘ATA⊥γのどヂ／

C3．50で本場ナポリのピザが食べられます！

小麦粉、イースト、モツツアレラチーズ、トマ

ト、エクストラバージンオリーブオイル・・全て

最高品質のものを使用しています。是非一度お試
し下さい！

昼12：00－11：00pm

OAqUAAAR〝　〃SCのお土産
スイミングプール、デッキ14では様々な催しをしています。思い出に残る

お土産なども買えますよ。MSCワインやお土産グラス、MSCマスコット

キャラクターDO－RE－MIの水筒などはいかが？

デッキ14

表示された廊者の勉にj5％のサーとつてチャージ渉功穿きれます；

船上ショップ
免税エリア

妄；妄；○争奪要望禁だ丁薫苧空軍軍勢：をク誓▼ヶーキの最後の飾りつけにチェリーをのせるように、船内ショップもクルーズ

の締めくくりを華やかなものにします！クルーズ中にあった最高の割引を今日
一日もう一度行います。香水、SWAROVSKIクリスタル、デザイナー腕時計、

ジュエリーなどが驚きの値段。

0⊥APROFU〃仙　香水シタップ
バーゲンの香りがします！

豊富を香水をご用意しております。　香水2つでe89．90！
Phoenician Plazaデッキ6

デッキ6

エンターテイメント

○バーチャルクーカ′ド

最新のゲーム機器を取り揃えております。

デッキ16　0上竹〃GO⊥0♪fL⊥′OGGEm

こんなサービスもあります

0船から地上への電話のかけ方
MSCプレチオーサでは船上にいても世界中の

国にいる家族や友達と連絡をとることができま

す。お部屋の電話から地上への電話のかけ方は

55－55をダイヤルし、それぞれの国番号（イタ

リアは除く：日本の国番号は0081）、最初の0

を除いた市外局番、電話番号を押します。船か

ら地上への電話の料金は1分間につき（5です。

フリーダイヤルにかける場合やプリペイドの国

際電話カードを使用する場合も前述の料金が適

用されますのでご了承下さい。

太陽の下でもおしゃれに
ARMANI．GUCCI．PRADA，CARRERA，DIESELなどのサングラスの有名ブラ
ンド多数。地上のお店に比べ20％割引です。

デッキ6

○⊥Aβ0び7TqUf　ブティック
スーパーシックなGUESSのバッグをチェックしましたか？
バッグの他におそろいのGUESSの財布もあります。免税価格です。

今年の流行のバッグをチェックしましょう。

デザイナーブランドの洋服！
TOMMYHILFIGER，LACOSTE，POLORALPHLAUREN，ARMANI等のトy

プファッションブランド扱っております。免税価格です。

デッキ6

0〃SCロゴシぎタブ
見逃さないで・・
MSCロゴ入りグッズ、洋服から定番お土産まで様々です。もちろん免税価格！

デッキ7

ご首筋ぼ露語番号6045まで



本日の

お天気

与ニjqpm

最低気温180C

最高気温200C

ブリッジより

8JOOam＊　　ス潜

ジェノバ

最終乗船時刻

4：30pm

則叫血＊　β膠

ジェノバ

ジェノノベガ】らナポク

までの戯静ノ349虜署

“ご30am＊ ノ入唐

ナポリ
水元好によク姻こせることがござい鼻先

航海情報
夜の間、本船はニースやモンテカルロなど
の美しい衝を持つコートダジュールを通り一

過ぎます。午前2時頃、フランスの海を抜

け、左舷5海里先にサンレモやインペリ
ア、サボナといった街の見えるイタリアの

領海に入ります。その後、本船はジェノバ

湾に入ります。そこで地元のパイロットが

乗船し、この歴史ある港MolodeiMilleに午

前8時に入港します。

午後5時にジェノバ港を出港し東南、ナポリ
に向かいます。午後9時半頃、右舷6マイル

先にCapraia島が見えるでしょう。その後午

後10時半頃、本船はElba島（左舷3マイル

先）とPianosa島（右舷3マイル先）を隔てる

海峡を渡ります。イタリア沿岸を東南に進
む航海は続き、5マイル先にGiglioと

Giannutriの島が見え、Laziale海岸沿いを岸か

ら約15マイルの距離を保ちながら夜の間進

んでいきます。

今夜のドレスコード：テーマに合わ 
せて（インフォーマル） �攣 

今夜のテーマ：緑、白、赤　　　　　　It 

ようこそ

ジェノバへ！

（イタリア）

イタリアの主要な商業港として知られるジェノバですが、観光スポットも多くあり

ます0旧市街の中心にある“飴rrugg一・カルッジ”と呼ばれる狭い小道を歩くと

ヴェロネーゼ、グェルチーノ、デューラー、ヴァン・ダイク、ルーベンスの作品を

所蔵する赤の宮殿（BaroquePalazzoRosso）に辿り着くでしょう。VlaRomaという

通りを歩いていくと高いファサードが特徴のドゥカーレ宮殿のあるジェノバの中心

の広場、フェッラーリ広場（PiazzadeFerrari）につきあたります。現在ドゥカーレ

宮殿は裁判所になっています0サン・マテオ広場（PiazzaSanMatteo）はドゥカー

レ宮殿の裏にある小さな広場で中世の姿をそのまま残しています。マッテオッティ

広場（PlaZZaMa憮∋祀i）の隣にはロマネスク、ゴシック、ルネッサンスなどの様々

な様式を取り入れたサン，ロレンツオ（SanLorenzo）聖堂があります。フェッ

ラーリ広場から出るとジェノバの新市街と旧市街を繋ぐ大通りVlaXXSettembreが

あり、アーケードの下には素敵なお店が並びます。Libe吋Palaceもこの通りにあり

ます0ジェノバを訪れたら是非寄ってみたいのは水族館です。ジェノバの水族館は

ヨーロッパでも有数の海洋生物の展示の場です。

下船手順について：
入港後、地元移民局の許可が下りてからの下船となります。
下船の際は必ず‘‘クルーズカードをお持ち下さい。

本日乗船したお客様への緊急避難訓練：本日乗船したお客様のための
緊急避難訓練がジェノバ出港前に行われます。避難訓練の警笛は本日乗
船したお客様のみに対するものです。この訓練はお客様と乗務員の安全
に不可欠なものです。訓練中は船上の全てのサービスを一時的に停止い
たします。

エクスカーション＊英語ツアーの情報です。

時間＿ �エクスカーション �集合場所 �デッキ 

8：15am �GOAO6T－SIGHTSEEINGON OPENBUS＆AQUARIUM �SafariLounge �7 

8：45am �GOAO3T－HISTORICALCENTRE �SafariLounge �7 

8：45am �GOAO2T－AQUARIUM �　SafariLounge l �　7 卜一 
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エクスカーション

オフィスより

歴史あるナポリでツアーに参加してみませ

んか。ポンペイ、ソレント、カプリ島、べ

スビオ火山・・ナポリ近郊にも美しい景色

がたくさんあります。

エクスカーションオフィスーデッキ6

重要な情報

喫煙場所について
船内のいくつかのバーとメインプールデッキの片側

（標識があります）は喫煙エリアです。吸殻を海へ
投げないで下さい。風で船に吹き戻され、火事にな
ることがあります。キャビンのバルコニー、キャビ
ン内、ブッフェ、レストラン、医務室、託児室、廊

下、エレベーター付近、公共トイレ、シアター、
バーで食べ物が置かれる場所での喫煙（電気タバコ

を含む）はご遠慮下さい。さらにバーやラウンジが

安全説明会、下船、観光ツアーの集合場所となって
いる場合も喫煙（電気タバコを含む）はご遠慮下さ
い。

クルーズカード
チェックインの際にお渡ししたクルーズカードは
「客室の鍵」「身分証明書」船内での全てのお支

払いにご利用いただく「船内専用クレジットカー
ド」の3つの機能の付いた大切なカードです。ビ
ザ、ビザェレクトロン、マスター、アメリカンエ

キスプレス、ダイナース、JCBカードのいずれかを
ご登録いただくか、現金またはトラベラーズ
チェック（手数料3％）で預け入れ金を入れていた
だく必要がございます。明細は会計デスクのオー
プン時間にいつでも確認できます。または、下船
日2日前よりお部屋のテレビでもご確認いただけま
す。乗下船の際には、ご本人確認としてクルーズ
カードの提示が必要となります。クルーズカード
を紛失した場合はただちにレセプシ
下さい。新しいカードが発行される
カードは機能を止められます。カー
の緊急時連絡用の電話番号が記載さ
カードを携帯電話、カメラ、クレジ
ライター等の電化製品や金属製晶と
ないで下さい。磁気でカードが機能
合があります。

ヨンへ行って

まで紛失した
ドには船外で
れています。
ットカード、
一緒に保管し

しなくなる場

緊急事態発生時のお子様への対処
お子様を船内スタッフに預けている間に緊急事態
が発生した場合、スタッフがお子様を船内の指定
の‘‘お子様引渡し場所”にお連れします。本船内

の“引渡し場所”はデッキ5のラウンジです。お子

様を引き取った後は保護者の方がお子様をキャビ
ンドアの裏に書かれた指定の緊急避難場所

（Assembly Station）までお連れ下さい。

電化製品

キャビンに人がいない時は、船内に持ち込こ
んだ電化製品（携帯電話充電器、電気カミソ
リ、コンピューター等）のプラグを外すよう
お願い致します。　お客様の外出時に、お部
屋係がプラグが挿されたままになった電化製
品があった場合は、安全上の理由からプラグ
を抜かせていただきます。ご協力お願い致し
ます。冷蔵庫やテレビなど備え付けの物は除
きます。

エンターテイメント・ハイライト

ププチナシ′アクー

あなたのクルーズディレクター

Marcoがお届けする

今夜のショー

ソーニヨ・

イタリアーノ
イタリアの斉しい訝たち

主を勝
地∫由〟gOJeSRea〟d

坤r〃a肋eZ
よく屠る声訝ゞイタグアミュージカル

の成功の爵密です

著作権の関係上、ビデオ、カメラ、携帯電話の使用は禁止されております。シアター内
は禁煙です．また飲み物と食べ物の持ち込みはご遠慮下きい．煙幕を使用する場合があ
りますが、人体に影響はありません。お座席のご予約は承り兼ねます。お客様のご協力
に感謝致します。どうぞショーをお楽しみ下さい。

デッキ6／7　　7：30pm－第2回目の夕食のお客様

9：30pm－第1回目の夕食のお客様

○劇彦パーティー

エンターテイメントチーム＆

WEPインターナショナル・ダンサーズと一緒に

船乗りスタイルで出港を祝おう！

4：45pm．AquaPark＊．デッキ14
＊天候の長い時に限る

0メガ・どこ／ゴぎ

最初に呼ばれた40の番号でビンゴした方には

（25，000差し上げます！

41から44番目に呼ばれた番号でビンゴの方は（10．000
ビンゴカードはゲーム開始30分前からゲーム会場にて

販売いたします。破られたカードは受け付けられません。

．　‾　　8：30prnPlatinumTh甲tre，デッキ6

0クランテプラ・ダンスレッスン

エンターテイメントチームがあなたにダンスのコツを

お教えします。ダンスを覚えてお友達をびっくりさせよう

8：30pm．SafariLounge．デッキ7



サービス＆オープン時間
時間 �電話番号 �デッキ 

医療緊急時　　　　　　　　　　　　　　　　115 

レセプションーゲストサービス 

24時間 �RECEPTIONを押す 　または99 �5－ 

電静の目覚まし機能 

同を押し指示に従う 

ルームサービス 

24時間 �国を押し、指示商う � 

ルームサービスメニューとパーリストのスナックと飲み物は24時間注文可能です。病気ゐ瘍 合を除きレストランの食事はお部屋にお持ちできません。 

医務室 

9：00am一昼12時 4：00pm－8：00pm �2660　■ �4 

エクスカーションオフィス 

1：30pm－11：30pm �2804／2805 �6． 

会計オフィス 

昼12時－…　　　　1　　　　88　　　　1　5 

両替オフィス 

昼12時－…　　　　l　　　88　　　l　S 

DUTY－FREESHOP（タバコ、お酒、スナック） 

5：00pm一夜12時 �2774 �6 

ショップ（季水ショップ，ブティック．L′An900delrOgge仕 ��○′ 

刑Gioiell0．ロゴショップ．faShionBijoux．アクセサリー 

ショップ） 

5：00pm一夜12時　　I　　　　　　　　l　6／7 

LALCARAMELLA（キャンディー） 

5：00pm一夜12時　　　1　　　2777　　　I　6 

サイバーカフェ（アクセスカードがあれば） 

24時間　　　　l　　　2由4　　　1　5 

バーチャルワールド．4Dシネマ 

9：00am－11：00pm � �16 

スポーツ器具、ボードゲーム、トラ■ンプもお貸しします。 

フォトショップ・フォトグラファー 

5：00pm－11：30pm �2706 �7 

ミレモアムスターカジノ（18歳未満の入勤ま禁止されています） 

テーブル：5：30pm－．．． �2698 �6＿ 

スロットマシン：5：30pm－… � �6 

ダイヤモンドライブラリー（図書室） 

10：00－11：008m ■3ご00－4：00pm �2702 �16 

サウナ、スチームルーム、ゾラリウム 

8：45am－8：45pm � �14 

プー／レ 

屋外17：008m－7：00pm＊ ■屋内7：00am－10：00pm � � 

デッキはきれいにお使い下さい。タオルを含めた全ての持ち物は30分以上放 
置するとプールスタッフがレセプションに届けます。 

TOP18エクスクルーシブ・ソラリウム（大人のみ入場可。有料） 

8：00am－7：00pm　　l　　　　　　　　】　18 

フィットネスセンター 

6：00am－10：00pm　　l　　　2732　　　l14 

14肩荒以上の一生てのお等：様はエト爾b時から干後lUH守までシムをこ利用できま 
す。ご利用の際はスポーツウェアとスニーカー等の相応しい格好でお越し下 
さい。全てのお客様が平等に機械を使用できるよう、一つの機械につきお－ 
人様20分の制限時間を設けております。 

フィットネスセンターーインストラクター付 

8：008m－8：00pm　　1　　　2732　　　l14 

MSCアウレアスパ 

9：00am－9：00pm �2732 �14 

DOREMIランドーミニ＆ジュニアクラブ 

5：00pm－11：00pm �2890 �15 

GRAFFrrI‘S－ヤング＆ティーンズクラブ 

…謂㌍諺2鐸 �－　2877 �15 
＊斉家メjr貞い好／こノ野∂ 

シ㌔こノノ1■ 

朝食、昼食、夕食＆軽食 

時間 �お食事 �デッキ 

プッフェェnca＆Maya1日20時間オープンしています ��14 

24時間 �コーヒー、お茶、お水、氷、コ丁ヒークリーム 

6：308m－10：008m �イングリッシュ・プレックフアスト 

10：00am－11：00am �コンチネンタル・プレックフアスト 

昼12時－4：00pm �昼食ブッフェ 

．昼12時一夜12時 �ピザ 

4：00pm－5：30pm �午後のプッフェ 

4：00pm－7：00pm �お好みのサンドイッチが作れます。 

7：00pm－10：00pm �夕食 

10：00pm－2：00am �お好みのサンドイッチが作れます。 

TheGoldenLobster．レストラン ��5／6 

6：30pm �第1回目の夕食 

9：00pm �第2回目の夕食 

7：00pm－10：00pm �マイ・チョイス・ダイニング　　デッキ5のみ 

L’Arabesque．レストラン ��6 

7：‘008m－9：30am �朝食　■ 

昼12時－2：00pm， �昼食， 

昼12時－2：00pm �エクスプレス・ランチ 
30分でランチをおい▲しく食べたい方へ 
ツアーに参加する方や手早く昼食を済ませたい方にはエクスプ 
レス・ランチメニューがおすすめです！ 

6：30pm‾ �第1回目の夕食 

9：00pm �第2回目の夕食 

よりよいサービスご提供のために上記の時間を守って下さい。 

夕食時はオープン15分後にはドアを閉めさせていただきます。 

その他のお食事サービス 

時間 �場所 �デッキ 

クロワッサン 

6：00am一畳12時 �PreziosaBar �5 

IICappuccino． �7 

朝食－ルームサービス　＿ 

7：30am－10：008m �キャビンでの朝食：お部屋にあります注文表に 記入し前夜午前2時までにドアノブにかけて下さ 
い。 

ルームサービス：24時間 

有料レストラン＊

昼12時－11：00pm 白癒a吋カジュアルイタリアン

7：00pm－11：00pm Ri虞Orante工talia

4：30pm一夜12時 Spo■tS烏だ狸Diner

昼12時－3：00pm

5：00pm一夜12時

b血nda
ワイン．ピザ＆ビール

7：00pm－11：00pm 地中海フ空禁㌧ディト
ディスコレストラン

5：30pm－11：00pm
ピザデリバリー

ご注文はTEL99（レセプション）まで

＊これらのレストラン＆サービスは有料です亡
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本日のアクティビティー

時間 ��アクティビティー �場所． �デッキ 

午 後 夜 �12：30pm �イタリアサッカーセリエA Livorrl0－At．aIarIta �Spo正鵠豊浦ng �7 

3：00pm �イタリアサッカーセリエA V舐…君だ≡rt Sa切詰監恕…芋OIo �Spo止統監Wling �r．7 

3：00pm �　マンボ ダンスレッスン �AquaPa「k＊ �14 

4：45pm �出港パーティー �AquaPa「k＊ �．14 

8：30pm �ビンゴ �PlatinumTheatre �6 

8：30pm �クランテッラ ダンスレッスン �SafariLounge �7 

8：30pm �　Fl； GPAbuDhabi �Spo托認許W伽g �7 

8：45pm �イタリアサッカーセリエA 　Torino－Roma �Spo正鵠訂Wling �7 

10：30pm �MSCプレチオーサのバーとスづ ▲シャリティレストラン 　について知ろう �SafariLounge �7 

11：00pm �ディスコナイト WithDJFabio �GaIaxyLounge �16 

11：00pm �MSCジェネレーション 　ライブ （ティーンズクラブ）： ラジオティーンズクラブ �GrafFiti′S　－ �15 

11：00pm �カラオケスーパースター！ �Sports＆Bowling 　Diner �7 

＊天候の良いときのみ催行 

お子様やティーンのため

のアクティビティーを毎

日用意しております！

ご質問は2890まで

ジェノバのエー・ジェンシー連絡先 

LE‾NAVI（Genova）S．p．A． 

ViadiFrancia．28－16149Genova 

Tel＋3901064721 

FAX＋390106472439 

MSCプレチオーサ電話番号：008701765109826／28 

－き∴さ＼・芋
して　ニー　▼■こ．，．－1二∴∴∵．‾

！とこ．、＼1∴■　二・’：、、．

ほ014血か

枠は冨劇痛　訳際！

！ミロ罪巾汀

乱しl汀り㌧lUFドド爪：
い‾lH＿Jll川l：

船内での音楽
preziosaBar一レセプションエリア　デッキ5

1：00pmから3：30pm

AugustOGomesとEleganceTrioによる音楽

6：00p叩から深夜
1、素晴らしきクラシック音楽〝

AugustoGomesとEleganceTrio

による永遠のクラシック夏着

′′1

PhoenicianPlaza－デッキ6

6：00pmから深夜
“みんな広場に集合〝

DuoBlueDreamの生演奏を聴きながらダンスしたり

買い物したり、アイスを食べたり・・

引DoradoPねn08ar－デッキ7

7：00pmから深夜
1、忘れられない〝

Peppe＆Alessandraによるどゝ－ティフルソング

ぬ有にノ孔クの歯をダクエ＝ス　ください／

TheGroenSax二IazzBar－デッキ7

6：00pmから深夜
“ミュージック＆ダンス〝

DuoEHeze「＆CIarisとRavioA佗naによるフペシャルな時間

LaLocanda－デッキ7

6：00pmから深夜
“魂を元気にするミュージック〝

RobertHorvath8LGabrieleMazzocchiによる音楽を

夜のピッツェリアで楽しんで

SafariLoun9e－デッキ7

8：00pmから深夜
“LET－Sダンス．．．〝

BIueCityBandによるインターナショナルダンスミュージック

盈ごライブ蘇芳脚に新顔を屠ることがございますニ

バー＆ラウンジ 
時間 �ノミ－ �デッキ 

6：3－08m－12：308m �PreziosaBar （グルテンフリー）－ �5 

8：00am－1：00am �Phoenic桓nPlaza �6 

昼12時－12：308m �DiamondBar �6 

3：00pmから �M‖eniumStarCasino �6 

昼12時－2：00am �SafariLounge �7 

7：00am－1：00am �llCappuccino �7 

4：00pm－1：30am �TheGreenSax �7 

昼12時－1：008m �bLo甲nda �7 

4：00pm－2：008m �EIDorado �7． 

昼12時－1：008m �Sports＆BowIingDiner �7 

9：・00am－7：00pm �Saphi「Ba「 �14 

7：00am－1：008m �TurquoiseBar �14 

8：008m－11ゴ00pm �bPtayaP「eciosa �14 

9：00am－8：00pm �MSCアウレアスパ �14 

9：00am－7：00pm �TheGardenBar＿ �15 

3：00pmから �E　GalaxyLounge �16■ 
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脚Cプレチオータ2013年11月3日

船内で過ごす時間をお楽しみいただくために・・・
このチラシには毎日のお得情報が掲載されます。お買い物の際に役立てて下さい。

フォトギャラリー＆ショップ　　エクスカーションオフィス

慶影スクジめとデオ
pVpサーとつて

0クルーズの思い出を形に残しましょう

乗船時の写真が出来上がっています。見に来て

ください！

特別割引：

フォト2枚お買い上げで1枚無料で差し上げます

新しい写真や割引はデッキ7のフォトショップ

でチェック。

OMSCプレチオーサのフォトCD

プロカメラマンによる本船の写真50枚の入った

CDが∈9，90！

こんなサービスもあります！

eTOPJβエクスクルーシブ

ノラグクム
特別な空間で日光浴を楽しみましょう。
本船の最上階には大人のみ入場可能なソラリウ
ムがあります。

お値段は：
一サンベッド：お一人様一日ClOまたは

お一人様C40でクルーズ期間中毎日
一サンベッド・プロモーション：ジェノバ、

ナポリ、バルセロナ、マルセイユでは
一人分の入場料で二人入場できます。

（同日の使用に限る）
－Rattan Sunbed（卵型サンベッド：最高2

名様まで）：一日∈30または

∈100でクルーズ期間中毎日

ご質問・ご予約は：レセプション、デッキ5または
Top18Solariumまで

．お席にばノ野クがございますも　ノ入穿ばj8歳以上のノ有に

ノ野られまずニ

8：00am－7：00pm－デッキ18

薪彦歯での席膠を藤野しましょjJ

Oジェノバで乗船した方専用のExp暮orerFormuLaA（エクスプローラ・

フォーミュラA）は人気のツアーBCNOlイUNO1－MRS02の入ったお得

なパッケージです。大人は亡129、（それぞれのツアーを個別に買うと

∈153）お子様はさらにお得！詳しくはデッキ6、エクスカーションデス

クまで。

0家族向けツアー：お子様連れでお得なツアーへ！ご家族で楽しめるツアー

もご用意しております。エクスカーションチームとミニクラブチームが皆

様をお待ちしております。

Tel：2804－2805－デッキ6

ドリンク＆ワイン
○′やリンクパッケージ　たくさん飲む方にはお得！

ジュースやお酒をたくさん飲む方にはドリンクパッケージがお得！詳し

くは船内バースタッフにお尋ねください。

OAqUAPARKアクアパーク　雌′ヾ－ティー＊
クルーズのスタートを楽しいものにしましょう。出港パーティーに是非

お越し下さい。

PinaCoLada特別価格C5．70　ノンアルコールPina Coladae3．70

＊天候の良いときのみ催行　　　　4：45pm－6：00pm．デッキ14

○⊥A⊥OCA〃♪A
イタリアの食前酒

今夜はイタリアの代表的なカクテルttAperoI Spritz”と“Negroni′′そして特

定のイタリア産赤ワイン（グラス）が特別価格。イタリアのおつまみ付

5：30pmから9：30pm，デッキ7

OGA⊥Aズγ⊥0び〃GF
MARTINI ROYALナイト

ディスコで夜を楽しむならお供にカクテル“MartiniRoyaT〝をどうぞ。

今夜はたったのC5．70！

11：30pmから，デッキ16



ミレニアムスターカジノ

0ゲームの世界へようこそ
ミレニアムスターカジノ、デッキ6では様々な

ゲームをお楽しみいただけます。是非試してみ

て下さい：
●14のライブカジノゲーム

●138のスロットマシン！

●ビンゴの最高賞金額は∈25．000！

・プルタブゲームはその場で当たりがわかる！

覚えていてください：、、賭けで勝った1＄は稼い
だ1＄の2倍喜びをもたらす〝！

Oc5，000の大当たり！

GaminatorProgressiveスロットマシンでは最高

｛5．000が当たること知っていますか？

0今日にも大当たりがでるかも！

ビンゴでの当たりの最高金額はC25．000！

ビンゴカードは一枚∈10です。

0最高∈2，500が当たる！

∈5のプルタブチケットはミレニアムスターカジ

ノのキャッシュデスクまたはビンゴ会場でお買い

求めいただけます。そのあとはプルタブを抽選箱

に入れるだけ！豪華賞品が当たるかも。

○少ない賭け金で大当たりがあるかも！
スロットマシンは1セントから遊べるものもあ

ります。その他のゲームも充実。

大当たりも夢じゃない！

デッキ

スペシャリティレストラン

○クストタンデ・イタグア

イタリアの伝統に基づいたメニュー、こだわり

のスローフード食材使用。ワインも化学的な添

加物一切不使用のVino Liberoワインをご用意。

日替わりメニュー∈：30。スパークリングワイン

が一杯つきます。

デッキ7

まだまだ便利なサービスが！
○　ランドリーサービスパッケージ

1キャビンにつきクルーズ中最高20アイテム

までランドリーに出せるお得なサービスです。

下記の種類があります：

・レギュラーテJ／ドグー／ヾタケージ∈25

10：008m前にお預かりし、翌日　5：00pm

までにお部屋にお届け

・エクスプレスラユ／ドグーノヾッケージ亡40

9＝00am前にお預かりし、同日5：00pmま

でにお部屋にお届け
このサービスをご要望の方はキャビンに置いて

あるLaundryPackage申し込み用紙に必要事項

を記入しデッキ5の会計デスクもしくはレセプ
ションまでお持ち下さい。

船上ショップ

○腰上でのお得な躇い顔をお努しみ下され
船内のお店の品物は全てが免税価格にて販売されております。
この機会をお見逃しなく！

0上APROFU〃fRエA　鼻水シぎタブ
お気に入りの香水を見つけましょう
スタッフがお手伝い致します。驚きの価格です！

デッキ6

0誓讐警潜りGGfm

B誤琵琶鎧の踪諾鮎品等崇し票Tf笠FOSSILt TOMMY
デッキ6

0⊥Aβ0UTTqUF　ブティック
FURLAバッグの新コレクションをチェック！

地上のお店の値段より20％割引

デッキ6

○〃SCロ・ゴシjタブ
MSCのロゴっきのお土産はいかが？おもちゃ、アクセサリー、ポ
ロシャツ、子供用Tシャツ、コーヒーマグの他、MSCプレチオー
サの模型もあります。

デッキ7

○昔品諾皇統bLANC
筆記用具と皮製品をお求めやすい価格で。最高15％の割引！

デッキ6

〇㌢誓芯影をPひけ用呵
本日のお買い得：3つ買うと1つ無料で差し上げます

デッキ6

こ常闇は慮謬番号6045まで

MSCアクレアスパ

0お得価格で自分にご褒美を
30分または45分のマッサージ、フェイシャル／ボディトリートメントを4

つ予約しますと20％割引＋サーマルエリア（サウナ、スチームルー
ム、リラックスルーム、冷浴室）1時間利用が4回分無料に。

0スパドクター：無料相談
トーニングやリンパ流れ、セルライトの軽減、リシェイプ、スリミング、

アンチエイジング、針療法等様々なことについてご質問いただけます。

0美容室
KerastaseのシャンプーとセットがC19（通常∈27）

○サーマルエリア
（サウナ、スチーム′レーム、リラックスルーム）

心地よい汗をかきましょう。
1時間の利用∈19、一日券（30、クルーズパス＊（99、

クルーズパス＊お二人様用∈149
＊クルーズ期間中有効です。

○ソラリウム・パッケージ
6回の日焼けマシンセッションが∈49（通常∈65）

○フィットネス
8：00am　ストレッチ＆アブドミナル（最低5名の参加者要）無料

5：00pmグループサイクリング／スピンニング

（最低5名の参加者要）無料

二習う野ば密房番号2732まで　　　　　　　　　　　　　デッキ14

ノス／ヾ・姜忍者7芯の仝7‾のゼ・－Pyズ／－／ナナFq∠のみ＿トやフ二手＿♭一、、ブメミ、カ〝室ぎ∴十あせ．「鼻



6ご4舶m　　　4ご吉和m

二二三、三と1
最低気温170C

最高気温210C

ブリッジより

ヱヱJ30∂m＊　　ス潜

ナポリ

最終乗船時刻

7：00pm

力3叫m＊　必潜

ナポリ

ナポタからメタシーナ
までの頗静169鹿砦

さJOOam＊ ノ八，啓

メッシーナ

－■男爵に上ク腑に如ことがございれ　　＿＿

航海情報
午前6時頃、本船はCirceo岬に向け航海し、

右舷にはPontine諸島が4マイル先に見える
でしょう。1時間後、北3マイル先に
Ventotene島が見えるでしょう。本船はさら

にIschia島の一番西の地点であるPunta

Imperatore（インベラトーレ・ポイント）

に向かい、午前9時頃通り過ぎます。そこか
ら東90度に舵を取り、ナポリ湾に入りま
す。右舷にはベスビオ火山が堂々とした姿を
見せるでしょう。午前10時半、水先案内人
（パイロット）が乗船し、午前11時半に入

港完了します。
ナポリ出港時にはソレンティーナ半島が左舷
に見えるでしょう。本船がナポリ湾を出た
後、午後8時40分頃左舷1．5海里先にカプリ
島を、Punta Carenaの灯台の光と共に通り

過ぎます。その後152度の航路を取りメッ
シーナに向かいます。

今夜のドレスコード： カジュアル �四 

＼
＼

ようこそ

ナポリへ！

（イタリア）

ナポリはカンパニア州の州都です0106万4千人が住むイタリア第3の都市であり、南イ

タリアでは一番の大都市です0ベスビオ火山とPh始g帽ean平野の二つの火山地帯の真ん

中、ナポリ湾沿岸に位置します。街の中心は1平方キロメートルあたり1万人から5万人
の住む人口過密地帯です0ムニチーピオ広場は庭のある大きな広場でナポリ観光のス

タート地点に最適です0この広場の南にはヌオーヴォ城として知られるアンジュー一家

の城があります。ヌオーヴォ城の横にはナポリ一美しい王宮パラッツオ・レアーレがあ

ります0サン・カルロ劇場は1737年に建設され、ここもまた興味を惹かれる場所です。

300鳩・H　一・′・叫と－∴こ∫　‥・・・：、紅さ・上∵・主、、．、・・い・・・・∵∴ミ

下船手頃について：
入港後、地元移民局の許可が下りてからの下船となります。
下船、乗船の際は必ず‘‘MSCクルーズカード，を出入口で提示して下さい。

エクスカーション

＊エクスカーションチケットを持ち、下記の集合場所に向かって下さい。

集合場所にてチケットをスタッフに提示し、バス番号を受け取って下さい。

集合時間 �エクスカーション �集合場所 �デッキ 

11：308m �NAPO8－Sorrento＆Pon叩eIt �［1Dorado �7 

12：15pm �NAPO5－RoyaFPalaeeOfCaSe血 �TheGreenSax �7 

12：30pm �NAPO7－SorrentO �EIDorado �7 

12：30pm �NAPOトPompell �PlatinumTheatre �6 

12：45pm �NAPO2－柚叩IeshigtOriccentre �TheGreenSax �7 

＊上組私署のツアーで琉鹿の吉夢を申し運んだ方ぼその藷棚

を参屏して　だき叛



エクスカーション

オフィスより

シチリアの自然の美しさや文化に触れま

しょう。今すぐツアーを予約！

エクスカーションチームが

お待ちしております！

エクスカーションオフィスーデッキ6

重要な情報

火災を避けるために
船上での火災の可能性があることを心に留め
ておいてください。

消防隊員が常に船内をパトロールしておりま
すが、もし船内にて火災や煙を発見した場合
は、船内あらゆる場所に設置された非常ベル
（赤い箱）のガラスを破って押してくださ

い。

アルコール規制

18歳以上のお客様は船内でアルコールをお買

い上げ頂けます。クルーズ中は船外にて買っ

た飲み物は持ち込むことはできません。持ち

込み荷物や預けたスーツケースの中にボトル

が入っていた場合は一時船側で預からせて頂

き、クルーズの終わりにお返しいたします。

船内のお店でお買い上げになったアルコール

類は下船日前夜にキャビンにお届け致しま

す。

電化製品

キャビンに人がいない時は、船内に持ち込こ
んだ電化製品（携帯電話充電器、電気カミソ
リ、コンピューター等）のプラグを外すよう
お願い致します。　お客様の外出時に、お部
屋係がプラグが挿されたままになった電化製
品があった場合は、安全上の理由からプラグ
を抜かせていただきます。ご協力お願い致し
ます。冷蔵庫やテレビなど備え付けの物は除
きます。

落し物＆拾い物

物をなくしてしまった場合または誰かの落し

物を拾った場合はレセプションまでお越し下

さい。

船内新聞

船内新聞には船内で予定されている出来事の

全てが書いてあります。食事の時間やエン
ターテイメントアクティビティーの時間、エ

クスカーションの集合時間、お買い得情

報‥お得なショッピング情報がつまったデ

イリースペシャルのチラシも一緒に次の日の

船内新聞と一緒にベッドの上に毎晩置かれて

エンターテイメント・ハイライト

○メガ・ビンニ瑠

最初に呼ばれた40の番号でビンゴした方には
C25′000差し上げます！

41から44番目に呼ばれた番号でビンゴの方は亡10．000
ビンゴカードはゲーム開始30分前からゲーム会場にて

販売いたします。破られたカードは受け付けられません。

8：30pmPlatinumTheatne′デッキ6

溌ル′ダ・ダンスレタスJ／ 

エンターテイメントチームがあなたにダンスのコツを 

お教えします。ダンスを覚えてお友達をびっくりさせよう 

8：30pnn，SきぬriLoung句デッキ7 

声ロどやガ′シター 

WEPインターナショナルダンサー＆ 

MSCプレチオーサのアーティストと一緒に！ 

11：lSpm．SaねriLoungもデッキ7 

潜の王欝 男性の皆さん」競争を勝ち抜いて今夜王様になりましょう！ 

ダンス、歌、一演技で勝負です！ 

11：30pm′SafariLounge′デッキ7 

○ラテンナイ声

明Fabioの音楽で楽しもう

1玉．：30pmから，GalaxyLOungeFデッキ16



サービス＆オープン時間

有料レストラン＊ 

昼12時－11：00pm �E曲吋カジュアルイタリアン �7 

7：00pm－11：00pm �Ri＄tOranteItalね �7 

4：30pm一夜12時 �Spo托S鯉栗野Diner �7 

昼12時－3：00pm �bucanda �7 

5：00pm一夜12時 �ワイン．ピザ＆ビール 

7：00pm－11：00pm �地中海フ空哲三㌧デ．ナ＿ �16 
ディスコレストラン 

5：30pm－11：00pm �ピザデリバリー �キャビン 　き 

ご注文はTEL99（レセプション）まで 

＊これらのレストラン＆サービスは有料です。 



本日のアクティビティー 
時間 ��アクティビティー �場所 �デッキ 

午 前 午 後 夜 �9：00am �チ三宝言二義註巌姦歩 �AquaPark �14 

9：15am �言三晶這言霊を拷言や 　マッスル �AquaPark �14 

9：30am �雪空姦畏ま錆を妄言ム �AquaPark �14 

9：45am �アクレアデルマーレ 　マッサージ デモンストレーション �AquaPark �14 

10：008m �ゴルフゲーム �AquaPark �14 

10：308m �ビールクイズ �AquaPark �14 

10：30am �　　料理 デモンストレーション �Eatalyレストラン �7 

11：00am �ナポリ到着まで‥ エンターテイメントチーム 　とダンス！ �AquaPark �14 

3：30pm �ワンダリングゲーム �AquaPark �14 

描翫 �Fl選手権 �V眈ualWorld �16 

4：00pm �H20ジム �AquaPark �14 

4：30pm �こんにちはゲーム �AquaPark �14 

5：00pm �イタリアンミュージカル 　　ゲーム �AquaPark �14 

5：30pm �写竃孟冥詔深意 　ストレッチ �AquaPark �14 

紺断 �　日本人 ソーシャルホステス ホスピタリティーデスク �DiamOndBar �6 

8：15pm �ドレミックス �SafariLounge �7 

8：30pm �　サルサ ダンスレッスン �Sa向riLounge �－7 

8：30pm �ビンゴ �PIatinurnTheatre �6 

8：45pm �イタリアサッカーセリエA 80logna－Voronき �Spo代統監wHng �7 

11：00pm �ディスコナイト W轟th OJFabio �GalaxyLounge �16 

11：00pm �MSCジェネレーション 　ライブ （ティーンズクラブ）： シネマクイズ �Gra用ti′S �15 

11：00pm �カラオケスーパースター �Sport統監WEing �7 

11：15pm �トロピカルシぎー �Saね「iLounge �7 

11：30pm �海の王様 �SafaHLounge �7 

悪天候の場号霊33を誓監忘畏言張£詣了はGa的 

＊表内の日本人ソーシャルホステスのホスピタリティーデスクとは：

日本人乗務員が表記の時間、場所にてご質問、ご相談などを受け付けて

おります。

INFOPOINT

あなたのクルーズをさらに特別なものに：MSCクラブ

登録は簡単＆無料です！！

あなたのクルーズコンサルタント、FIaviaがPhoenician

Plazaデッキ6に9：00amNlO：30am、6＝00pm～9：00pmと

10：00pm～11：00pmにお待ちしています。

Raviaは次回のクルーズご希望のお客様に最高額

400U400US＄のクーポンも販売しております。

ナポリのエージェンシー連絡先
MSCCROCIERESpa

VjadePretis′31－80133NapoIi

TEL＋390817942224
Fax＋390817942325

MSCプレチオーサ電話番号：0087¢－765109826／28

船内での音楽

PreZiosさ8ar－レセプションエリア　デッキ5

6：00pmから深夜
“素晴らしきクラシック音楽〝

GomesAugustoとEleganceTrio

による鹿着のクラシック者蒼

Pho¢ni（：ianP暮さZa－デッキ6

6：00pmから深夜
“みんな広場に集合〝

DuoB暮ueDreamの生演奏を聴きながらダンスしたり

買い物したり、アイスを食べたり・・

E暮DoradoPiさn08ar－デッキ7

6：00pmから深夜
“忘れられない〝

Alberto8LDuoTribrasilだよaビューティフJa／ノング

お倉にスクの歯をグクエス声ください／

LaLoCanda－デッキ7

6：00pmから深夜
tt魂を元気にするミュージック〝

RobertHorvath＆LucaBezによる音楽を

夜のピッツェリアで楽しんで

写

TheG帽OnSさXJazz8aトデッキ7

6：00pmから深夜
“ミュージック＆ダンス〝

DuoEliezer＆ClarisとFIavioArenaによるスペシャルな時間

SafiriLou喝モーデッキ7

7：30pmから深夜
“LET’Sダンス…〝

8山eC咋yBandによるインターナショナルダンスミュージック

汝テ／ブ済轟励駒野椿に銃厨を磨ることがございまれ

バー＆ラウンジ
時間 �′く一・ �デッキ 

6：30am－12：30am �PreziosaBar （グルテンフリー） �5 

8：00am－1：008m �PhoenidanPlaza �6 

4；00pm－12：308m �DiamondBar �6 

3：00pmから �MHeniumStarCasino �6 

4：00pm－2：008m �S8far＝bunge �7 

7：00am－1：00am �ICappuccino �7 

4：00pm－1：30am �TheGreenSax �7 

昼12時－1：00am �LaLocanda �7 

4：00pm－2：00am �EIDorado �7 

昼12時－1：00am �Spo止S・＆Bow暮ingDiner �7 

9：00am－7：00pm �SaphirBar �14 

7：00am－1：00am �TurquoiseBar■ �14 

8：00am－11：00pm �bPlaya　necosa・ �14 

9：00am－8：00pm �MSCアウレアスパ �14 

9：00am－7：00pm �TheGardenBar �15 

10：00amから �GaIaxyLounge �16 



購Cプレチオーサ2013年六月4日　月曜日
鼎等襲雫洋服

船内のことを知り、さらにお買い得情報も知ればクルーズがもっと楽しくなりますよ！

エクスカーションオフィス

薪軸での櫛を忘れられないあの／ヨ

○ジェノバ、ナポリで乗船した方専用のExpIorer

Form山aA（エクスプローラ・フォーミュラ

A）は人気のツアーBCNOlイUNOl－MRS02

の入ったお得なパッケージです。大人は

C129、（それぞれのツアーを個別に買うと

∈153）お子様はさらにお得！詳しくはデッキ

6、エクスカーションオフィスまで。

○家族向けツアー‥お子様連れでお得なツアー

へ！ご家族で楽しめるツアーもご用意しており

ます。エクスカーションチームとミニクラブ

チームが皆様をお待ちしております。

デッキ6

こんなサービスもあります！

QTDPJ8エクスクルーシブ

ノタグクム
特別な空間で日光浴を楽しみましょう。
本船の最上階には大人のみ入場可能なソラリウ
ムがあります。

お値段は：
－サンベッド：お一人様一日∈10または

お一人様∈40でクルーズ期間中毎日
－サンベッド・プロモーション：ジェノバ、

ナポリ、バルセロナ、マルセイユでは
一人分の入場料で二人入場できます。

（同日の使用に限る）
－Rattan Sunbed（卵型サンベッド：最高2

名様まで）：一日∈30または

ClOOでクルーズ期間中毎日

ご質問・ご予約は：レセプション、デッキ5または

Top18SoIariumまで

．お虜にぼノ狩りがございまれ／八拶／まj8歳以上の／方■に

屠られまれ

監：⑳Bam－ア：⑳⑬四m－デッキ且監

船上ショップ

○翳翳去驚誌孟七g岩店より最大2。％。附ジュェリー、腕時

計、香水、洋服などデッキ6と7のショップに取り揃えております。
夢のクルーズはまだ始まったばかりです！

LAPROFU〃ER∫A　香水シタップ
名品j紛いの香水たち
CHANEL，BURBERRY，CAROLINAHERRERA，CK，HUGOBOSS′

GUCCI，GIVENCHY，DIORなど。

本日の特別オファーをお見逃しなく：
特定の香水または化粧品3つで｛145．90

デッキ6

0禁慧禁鳥しですか？
IIGioie暮Loデッキ6ではTAGHEUER，11SSOT，LONGINESなどの高級時計を驚

きの価格で扱っております。質問等ございましたら店内におりますスペシャリ
ストにお尋ね下さい。または高級ジュェリーコレクションをクルーズのお土産

にどうぞ。

デッキ6

こ瀞野は震謬番号6045まで

フォトギャラリー

虚数スク掬ビデオ′βVDサービス

ODVDをお土産にいかが？1つでもエクスカーションをお買い上げになったお客

様は今回の航路の寄港地ツアーの場所を収めたDVD“マイ・エクスカーション”が

特別価格亡9．90！

0カメラやビデオが免税価格
SONY，CANON，FU】Ⅰ，OLYMPUS等トップブランドの製品を免税価格で！

0新しい自分を発見：午後6時からデッキ7Safar．L。。ngeの入口にてChr。maK。y

BodYChangeを使ってあなたを変身させます（そして笑わせます）！

デッキ7

スペシャリティレストラン

○麟穿デ盲ンスハレーシタン
Eatalyレストランのシェフが皆様の前でイタリアの厳選食材を使った料理の作り方

をデモンストレーションします。デモンストレーションの終わりに夕食の予約をさ

れた方はRistoranteIta＝aまたはEatalyレストランでの夕食の料金が10％OFF＊

＊飲み物は含まれません10：3¢am Ea a吋レストラン，デッキア



ミレニアムスターカジノ

0ゲームレッスン
様々なゲーム遊び方をお教えします。参加者全

員に∈10のマッチプレイクーポンを差し上げ

ます。時間は7：30pmから8：00pmまでミレニ

アムスターカジノ，デッキ6にて。

0ビンゴバーゲン

∈20分のビンゴカードを一度に買うとく10の

ビンゴカードが無料でつきます。さらにカジノ

で使えるマッチプレイクーポンtlO分をプレゼ

ント。

○無料ドリンク
∈20分のプルタブをお買い上げでドリンク1杯

を無料で差し上げます！

ドリンクチケットはミレニアムスターカジノ、

デッキ6にてご利用になれます。

eClS′000の大当たり！

私どものLifeofLuxuryProgressiveスロット

マシンでは最高∈15，000の当たりが出ること

知っていましたか？

○家族で楽しめる場所です

あなたがカジノで楽しんでいる間、お子様はカ

ジノ近くのビデオゲームアーケード、デッキ6で

楽しい時間を過ごせます。ビデオゲームには

ティーンカードが使えます！

デッキ6

エンターテイメント

0インタラクティブ・テレビdTり

ITVシステム（お部屋のテレビ）を使えば船内新

聞も読めますし、映画を見たり（有料）、エク
スカーションチケットを買ったり、スパの予

約、ルームサービスの注文、寄港地や船内のお

店のプレビュー、船内での請求書（下船日2日前

から）を見ることがお部屋にいながらにして可

能です。使い方はお部屋のテレビをオンにして

Menuボタンを押すだけです。

KISS＆WIN：クルーズ中、船内のテレビス

クリーンを注意して見ているとステキなプレゼ

ントが手に入るかも・・

0顔面を鹿のテレビで
僻サービスノ

お部屋を離れずに映画を楽しめます。最新のハ

リウッド映画をいつでもご覧いただけます。多

数のヒット映画を取り扱っております（日本語

のサービスはございません）。
一例：

PjangoUnく：hained．

Linc0ln．

Brave

fユニ／ミヱエ／－クー
エンジンの音が聞こえませんか？

まるで本物のFlカーに乗っているようにスピードを

感じられます！レース一回につき∈8

Vi托ualWoHdデッキ1

ドリンク＆ワイン
○

アイン／＆　リンクノヾプケージ　たくさん飲む方にはお得！

ジュースやお酒をたくさん飲む方にはドリンクパッケージがお得！詳し

くは船内バースタッフにお尋ねください。

○⊥A⊥OCA〃♪A地場の食前酒

地中海域産のワインをグラスでどうぞ。

地中海のおつまみ付

5：30pm－9：30pm．デッキ7

0SAfAR∫⊥0び〃Gfホワイトパーティー
飲めばたちまちパーティームードの
カクテ′レTEQUM800〃β00〝とMRGARm

フレッシュパイナップルに入ったBARRACUDAなどが特別価格です

10：00pmから′デッキ7

OGAL4ズγ⊥0び〃Gf
バカルディ・ナイト

ディスコ、デッキ16で海賊たちと騒いじやおう！

〃肌とCU8月LJ8月亡が特別価格∈5，70

11：00pmから．デッキ16

表示された痴好の彪／15％のサービスチャージポ勿貫き力まれ

MSCアクレアスパ

0ぉ得価格で自分にご褒美を

30分または45分のマッサージ、フェイシャル／ボディトリートメントを

2つ予約しますと10％割引＋サーマルエリア（サウナ、スチームルー
ム、リラックスルーム、冷浴室）1時間利用が2回分無料に。

0スパドクター＝qヰREqUENCY（周波トリートメント）
体験して効果を実感してください！
一顔と首へのリフティング・トリートメント

1セッション∈100／3セッション｛225（通常∈300）
－アンチセルライト／スリミング・ボディトリートメント

1セッション∈110／3セッション∈239（通常∈315）

○美容室
Kerastaseのシャンプーとセットが（19（通常∈27）

カットClS（通常∈25）

カラー亡28（通常∈40）

○サーマルエリア
（サウナ、スチームルーム、リラックスルーム）

心地よい汗をかきましょう。
1時間の利用亡19、一日券｛30、クルーズパス＊∈99、

クルーズパス＊お二人様用C149

＊クルーズ期間中有効です。

0ソラリウム・パッケージ
6回の日焼けマシンセッションが∈49（通常∈65）

0フィットネス
8：00am　ストレッチ＆アブドミナル（最低5名の参加者要）無料

8：30am　ェアロビクス（最低5名の参加者要）∈10

5：00pmグループサイクリング／スピンニング

（最低5名の参加者要）ClO

こ誓う野ぼ辟番号2732まで

スパ・貴家富での全てのグーと甥にはJ5％のサーとスチャージ方城算きれまれ



6ご29∂m　　　∫4ご58pm

本日の

天気
最低気温200C

最高気温220C

ブリッジより

8JOOam＊人膚　メッシーナ

最終乗船時刻

3：30pm

4ご叩Pm＊必潜　メッシーナ

メッシープ1からラ・グレク八
までのノ哲静291度卓

9JOOam＊　ス潜ラ・グレット

＊見好によク摩財僻になることがございますニ

航海情報

夜の間、本船はイタリア沿岸を東南、メッシーナ
海峡へ向かい航海します。午前4時頃、Eolie諸島

に近づきます。右舷4マイル先には火山島である

Stromboli島が見えるでしょう。午前6時半、本船

はメッシーナ海峡の北の入口であるPeloro岬の前

に着くでしょう。その後、本船は速度を落とし、

過去にシチリアに電力を送っていた古い鉄塔の見

えるScllla付近で地元のパイロットを乗船させま

す。左舷に見えるイタリア本土と反対側のシチ
リア島までの幅が1．5マイルしかない有名なメッ

シーナ海峡を渡り、30分後にはサンサルバドル・

ポイントとレテッラの聖母（Madonnadella

Lettera）像を左舷に見てメッシーナ港への入港を

開始します。

港を出た後はメッシーナ海峡を北に向かって渡

り、Scllla付近でパイロットが下船します。Peloro

岬を通過し、西に向かいます。Rasocolmo岬を過

ぎたらシチリア島の北側に沿って航海します。午

後6時半、右舷にはVoIcano島が見え、午後10時に

はバレルモとGal10岬が左舷に見えるでしょう。

㌍∵∴‾－コ圭一ミ　　ぐ廿や

メッシーナへ

ようこそ！

（イタリア）

ガラ・カクテル
6ご0坤mから6ニ4年mまでデッキ5，6＆7の全てのバーにて

キャプテン、ジユタアーノ・ポッシGi払Jh托。月〃古きi

が皆餅をプラチナ・シアター、デッヰにごご好辞し炭汐を訝しまれ

また、今夜キャプテンとの写寿静の腰会を厨けて1おクまれ

シぎーの廓にキャブテ∴　シニアオフィサー、それぞれの部署の作者の翻j・

ございます二

者2厨庁の夕食的mノのお客欝6二物肌から7：顆mの膠にデシヰ筍プラチナ

シアク「右腹彪入口にrキャプテンとの軍費紗j、ございまれプラチナシア

ターげシヰ筍ノでのキャプテンの勘7：神机、シターぼ7ご坤m′スタートで琉

屠J厨タの夕食おご3秒mノのお甜β：坤mからタ：坤mの㈲・ごデン朝プラチナ

シアク「右舷彪入口にてキャプテンとの写真凝轟彷∫ございまれプラチナシア

ター「デッ肇ノでのキャプテンの約二2qpm、シアターでのシター放吟mス

ター八ですニ

イタリア本土から5血しか離れていないメッシーナには本土からの旅行者がよく訪れま
す。また、この立地は古代からメッシーナが海洋交通上、重要な港として見られてきた理
由でもあります。鎌のような形をしたこの土地は紀元前8世紀にザンクルと呼ばれるギリ
シャの植民地が置かれた場所でもあります。この街の歴史は海と共に、そして街と同じ名
を持つメッシーナ海峡と共に築かれてきました。船乗りの伝説によるとこの海峡は2匹の
モンスター、Sci”aとCariddiによって支配されているといいます。メッシーナの港からは

本土へのフェリーが出ています。街には工業の中心地、大学があり近郊にはタオルミーナ
やLipa「i（Aeolian）諸島などの観光客に人気の海辺のリゾートもあります。

下船手帳について：入港後、地元移民局の許可が下りてからの下船となります。
下船の際は必ず‘‘MSCクルーズカードを出口で提示して下さい。

エクスカーション　＊英帝のツアーの情報です。

集合時間 �エクスカー・ション �集合場所 �デッキ 

8：15am �MESO2－Etna �EIDorado �7 

8：308m �MESOl－Taormima �PlatinumTheatre �6 

8：30am �MESO8－JeepTour �TheGreenSax �7 

8：45am �MESO5－CitYTour �TheGreenSax �7　‾ 



エクスカーション

オフィスより
現代のメトロポリス、中世のメディナ、古

代都市の混在する街チュテスを探検しま

しょう。ツアーにはまだ空席があります。

終日航海日には船内の裏側が見学できるツ

アー（有料・ブリッジ、機関室の見学な

し・日本語ツアーなし）がございます。詳

しくはエクスカーションオフィスにお尋ね

下さい。

エクスカーションオフィスーデッキ6

重要なお知らせ

プールについて

プール、スパプールをご利用の際は注意書き
をお読み下さい。また、利用前には必ずシャ
ワーを浴びて下さい。プールへの飛び込みや
ジャンプ、プールエリアで走り回ることはご

遠慮下さい。お子様の大人用プールのご利用
は禁止されています。衛生上の理由からおむ
つを履いている方のプールまたはスパのご利

用はご遠慮いただいております。

船内での安全について

お客様自身の安全のため、また他のお客様の
安全のためにも船内は走らないでください。
特にプールエリアはご注意ください。掃除後
の濡れた床を歩かれる際もご注意下さい。船
内を歩く際は手擦りをご使用ください。ま
た、ドアに指や手を挟まれないようお気を付
けください。

m．インタラクティブテレビ

全てのお部屋には多くの船内サービスにアク

セス可能な最新のテレビシステムが備えてあ

ります。このシステムはクルーズ業界の中で

も最新のものです。リモコンを使って船内新

聞も読めますし、エクスカーションチケット

を買ったり、ルームサービスの注文、寄港地

のプレビュー、船内のお店から物を買った

り、船内での請求書を見ることがお部屋にい

ながらにして可能です。このサービスはお部

屋にいながらにして多くのことができるだけ

でなく、最高のビデオ、オーディオ品質を備

えています。

特別なお食事が必要な方

特別なお食事が必要な方は前もってお申し付け下さ

い。既にリクエストを出している方は今一度係の

ウェイターにご確認下さい。全ての食事、ブッ

フェ、軽食において糖尿病の方のために砂糖以外の

甘味料もご用意しています。私共のいくつかのメ
ニューはナッツ、卵、その他のアレルギー反応を起

す原因となる材料を使用することがあります。

エンターテイメント・ハイライト

プラチナシアター

あなたのクルーズディレクター

Marcoがお届けする

今夜のショー

ファラオたちの大地

主を腑
〝pDuo

スクニ／声とカ磨きがタダの

店でらわ．ないアクロバタ／‥∵デュオ

監期間訊忽

巌卜掛MSC

著作権の関係上、ビデオ、カメラ、携帯電話の使用は禁止されております。シアター内
は禁煙です。また飲み物と食べ物の持ち込みはご遮慮下さい。煙幕を使用する場合があ
りますが、人体に影響はありません。お座席のご予約は承り兼ねます。お客様のご協力
に感謝致します。どうぞショーをお楽しみ下さい。

デッキ6／7　　7：30pm一第2回目の夕食のお客様

9：30pm一第1回目の夕食のお客様

○メガ・ビンゴ亨

最初に呼ばれた40の番号でビンゴした方には
∈25．000差し上げます！

41から44番目に呼ばれた番号でビンゴの方は∈10，000
ビンゴカードはゲーム開始30分前からゲーム会場にて

販売いたします。破られたカードは受け付けられません。

5：00pmAquaPark．デッキ14

OFORR0フォタロ・ダンスレッスン

エンターテイメントチームがあなたにダンスのコツを

お教えします。ダンスを覚えてお友達をびっくりさせよう

8：30pm，SafariLounge．デッキ7

タンシ′J／グ・シ′ユーズ

エンタ「ティメントチームと一緒にダンス！I

ll：30pm，SafariLoun9e′デッキ7



サービス＆オープン時間
時間 �電話番号 �デッキ 

医療緊急時　‾　　　　　　　　　　　　　　　115　－ 

レセプションーゲストサービス 

24時間 �RECEmONを押す 　または99 �5 

電話の目覚まし機能 

一同を押し指示に従う 

ルームサービス 

24時間 �垣を押し、指示に従う � 

／レームサービスメニューとパーリストのスナックと飲み物は24時間注文可能です。病気の場合 
を除きレストランの食事はお部屋にお持ちできません。 

医務室 

9：00am一昼12時 4：00pm－8：00pm �2660 �4 

エクスカーションオフィス 

9：30－11：00am／2：30－11ニ30pm． �2804／2805 �6 

会計オフィス 

24時間 �88 �5 

両替オフィス 

24時間　　　　】　　　　88　　　　l　　5 

DUTY－．FREESHOP（タ′ヾコ、お酒、スナック） 

4：00pm一夜12時　r �2774 �6 

ショ∵デブ（香水ショップ，ブティック．■L’Ang010ddl‘Ogge仕0．■ 

tlGioienO′ロゴショップ．FashionBりOUX．アクセサリー 

ショップ） 

4こ00pm一夜12時　　I　　　　　　　　　t　　6／7 

LACARAMELLA（キャンディー） 

4：00pm一夜12時　＿　l　　　2777　　　　t　　6 

サイバーカフェ（アクセスカードがあれば） 

24時間　　　　l　　　2．8．54　　　l　S 

バーチャルワールド．4Dシネマ 

9：00am－11：00pm � �16 

スポーツ器具、ボードゲーム、トランプもお貸しできます。 

フォトショップ・フォトグラファー 

‾4：00－11：30pm �27061 �7 

ミレニアムスターカジノ‾（18歳以下の入場は禁止されています） 

－テーブルゲーム：4：45pm－… �2698 �－6 

スロットマシン：・4：45pm－．．． � �6 

ダイヤモンドライブラリ」（囲事室） 

9：r30－11：00am／3：00－5：00pm �2702 �6 

サウナ、トルコ式風呂、ソヲリウム 

8：45am－8：45pm � �14 

プール 

屋外7：00am－7：00pm＊ 屋内7：00am－10：00pm � � 

デッキはきれいにお使い下さい。タオルを含めた全ての持ち物は30分以上放置 
するとプールスタッフがレセプションに届けます。 

TOP18エクスクルーシブ・ソチリウム（大人のみ入場可。有料） 

8：00am－7：00pm　　i　　　　　　　　l　18． 

DOR亡MIキャッスルーVEmGOウオータースライダー＊ 

9：00am－6：00pm　　l　　　　　　　　l15／16 

フィットネスセンター 

6：008m－10：00pm　　　t　　　　2732　　　l　14 

14蔵以上の宝てのこお客様は千一所bH守からエト後lUH守までジムをこ不 ��」用できます。 
ご利用の際はスポーツウェアとスニーカー等の相応しい格好でお越し下さい。 
全てのお客様が平等に機械を使用できるよう、一つの機械につきお一人様20分 
の制限時間を設けております。 

フィットネスセンターーインストラクター付 

8：008m－8：00pm・】　　　2732　　　l　14 

MSCアクレアスパ 

9：00am－9：00pm �2732 �14 

DOREMIランドーミニ＆ジュニアクラブ 

9：00am－11：00pm �2890 �15 

GRAFFェTrS－ヤング＆ティーンズクラブ 

8‥許諾粍時 �2877 �15 

㌔和酷が虐い呼に贋る 

脚Cプレチオーサ　2013年11月5日　火曜日

朝食、昼食、夕食＆軽食

プッフェInca＆Maya1日20時間オープンしています

コーヒー、お茶、お水、氷、コーヒークリーム

6：30am－10：008m イングリッシュ・プレックフアスト

10：00am－11：00am コンチネンタル・プレックフアスト

昼12時－4：00pm 昼食ブッフェ

昼12時一夜12時

4：00pm－5：30pm 午後のプッフェ

4：00pm－7：00pm お好みのサンドイッチが作れます。

7：00pm－10：00pm

10：00pm－2：00am お好みのサンドイッチが作れます。

TheGoldenLobster．レストラン

第1回目の夕食

第2回目の夕食

7：00pm－10：00pm マイ・チョイス・ダイニング　デッキ5のみ

L‘Arabesque．レストラン

7：00am－9：30am

昼12時－2：00pm

昼12時－2：00pm

エクスプレス・ランチ
刃分でランチをおいしく食べたい方√ヽ
ツアーに参加する方や手早く昼食を済ませたい方にはエクスプ
レス・ランチメニューがおすすめです！

第1回目の夕食

第2回目の夕食

よりよいサービスご提供のために上記の時間を守って下さい。

夕食時はオープン15分後にはドアを閉めさせていただきます。

その他のお食事サービス 

時間 �場所 �デッキ 

クロワッサン 

6：00am－昼12時 �P「eziosaBar �5 

IIC己IPPUCCino �7 

朝食－ルームサービス 

7：30am－10：008m �キャビンでの朝食：お部屋にあります注文表に 記入し前夜午前2時までにドアノブにかけて下さ 
い。 

ルームサービス：24時間 

有料レストラン＊ 

昼12時－11：00pm �Eab吋カジュアルイタリアン �7 

7：00pm－11：00pm �RistoranteItalia �7 

4：30pm一夜12時 �Spo■tS為空夢聖ざDiner �7 

昼12時－3：00pm �bucanda �7 

5：00pm一夜12時 �ワイン．ピザ＆ビール 

7：00pm－11：00pm �地中海フ空禁㌧ディナ＿ �16 
ディスコレストラン 

5：30pm－11：00pm �ピザデリバリー �キャビン 
ご注文はTEL99（レセプション）まで 

＊これらのレストラン＆サービスは有料です。 



本日のアクティビティー

痘間 ��アクティビティー �場所 �デッキ 

午 前 �9：00am �エンターテイメントチーム と一緒にウェイクアップ・ 　マッスル �AquaPa「k �14 

9：30am �エンターテイメントチーム と一緒にエアロビクス �AquaPark �14 

午 後 夜 �3：00pm �ワンダリングゲーム �AquaPark �14 

3：30pm �さあ賭けよう・・？ �AquaPa「k �14 

瀧鍔 �Fl選手権 �∨汁tuaIWor旭 �16 

4：00pm �チャオチャオ・イタリア �AquaPa「k �14 

4：00pm �卓球トーナメント �AquaPark �14 

4：30pm �ドレミ・プールパレード �AquaPa「k �14 

4：30pm �メレンゲ ダン不レッ不ン �AquaPark �14 

4：45pm �　カクテル デモンストレーション �AquaPa「k �14　‾ 

5：00pm �ビンゴ �AquaPark �14 

8：30pm �Forrるフォツロ ダンスレッスン �SafariLounge �7 

8：45pm �サッカー チャンピオンズリーグ 】濫；監烹デ鮎。 ．。．翫。．t 昆望芸温…；諾諾配 COW �SporヒS＆Bow＝ng 　Djne「 �7 

11：00pm �MSCジェネレーション 　ライブ・ （ティーンズクラブ）－： ティーンズ エボリューション �GrafFiti’S �15 

11：30pm �ダンシング・シューズ �SafariLounge �7 

12：00am �ディスコパーティー WithDJFabio �GalaxyLounge �16 

＊悪天候の場合はAquaParkでのアクティビティーは 
GalaxyDiscoデッキ16にて行われます。 

一瞥叫声C二 INFOPOINT

あなたのクルーズをさらに特別なものに：MSCクラブ

登録は簡単＆無料です！！

あなたのクルーズコンサルタントFJaviaがPhoenicianPlaza

デッキ6にて6＝00pmN7：00pm、8：00pmN9：00pmと

10：00pm′）11：00pmにお待ちしています。

Flaviaは次回のクルーズご希望のお客様に最高額

400∈／400US＄のクーポンも販売しております。

メッシーナのエージェンシー連絡先 
MSCSIC工L工ASrl 

Lar90SanGiacom01／298122Messina 

TEL＋39090675351 
Fax＋39090675698 

MSCプレチオーサ電話番号：00870－765109826／28 

船内での音楽

PreziosaBar－レセプションエリア　デッキ5

6：00pmから深夜
“素晴らしきクラシック音楽〝

AugustoGomesとEleganceTrio

による永遠のクラシック安着

Phoenician Plaza－デッキ6

6：00pmから深夜
“みんな広場に集合〝

DuoBlueDreamの生演奏を聴きながらダンスしたり

買い物したり、アイスを食べたり‥

EIDoradoPianoBar－デッキ7

6：00pmから深夜
t’忘れられない〟

AIberto＆TribrasH／こよると㌔エーティフルノング

お気■仁スクの歯をククエス∧ください／

TheGreenSaxJazZBar－デッキ7

6：00pmから深夜
“ミュージック＆ダンス〝

DuoEliezer＆ClarisとFlavioArenaによるフペシャルな時間

La LoCanda－デッキ7

6：00pmから深夜
“魂を元気にするミュージック〝

RobertHorvat：h＆LucaBezによる音楽を

夜のピッツェリアで楽しんで

SafariLounge－デッキ7

6：00pmから深夜
t’LET’Sダンス…〝

BIueCityBandによるインターナショナルダンスミュージック

盆ライブ済寿は噺に鵜野を原石ことがございますニ

バー＆ラウンジ

6：30am－12：30am
P「eziosa Bar

（グルテンフリー）

8：008m－1：00am Phoenician PIaza

4：00pm－12：30am Diamond Bar

3：00pmから Millenium StarCasino

4：00pm－2：008m SafariLounge

7：00am－1：00am IICappuccino

4：00pm－1：30am The Green Sax

昼12時－1：00am La Locanda

4：00pm－2：00am EI Dorado

昼12時－1：00am Sports＆BowlingDiner

9：00am－7：00pm Saphi「Ba「

7：00am－1：00am TurquoiseBa「

8：00am－11：00pm La Playa P「eciosa

9：00am－8：00pm MSCアウレアスパ

9：00am－7：00pm The Garden Bar 15

10：00amから GalaxyLounge 16
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本日はガラ（フォーマル）ナイト！お買い得価格で買い物ができるので、たまには自分にご褒美を。

エクスカーション

寄居歯での席膠を藤野しましょ封

○チュニスの美しい風景

をツアーに参加して見てみましょう。様々な種類

のツアーをご用意しております。

○家族向けツアー：お子様連れでお得なツアーへ！

ご家族で楽しめるツアーもご用意しております。

エクスカーションチームとミニクラブチームが皆

様をお待ちしております。

デッキ6

エンターテイメント

0インタラクティブ・テレビ灯れり
＿L・ヰJ

ITVシステム（お部屋のテレビ）を使えば船内新聞も

読めますし、映画を見たり（有料）、エクスカーショ

ンチケットを買ったり、スパの予約、ルームサービス

の注文、寄港地や船内のお店のプレビュー、船内での

請求書を見ることがお部屋にいながらにして可能で

す。使い方はお部屋のテレビをオンにしてMenuボタ

ンを押すだけです。

KISS＆W工N：クルーズ中、船内のテレビスクリー

ンを注意して見ているとステキなプレゼントが手に入

るかも・・

フォトギャラリー＆ショップ

虚数スクジめビデオDVDサービス

○ガラナイト・グラマー
せっかくおしゃれしたんですから船長と一緒に

写真をとりませんか。または船内のプロカメラ
マンによるポートレイトはいかが。

0良い商品をお求めやすい価格で！
DVD、、マイ・エクスカーション〝

たったのC19′90！

デッキ7

MSCアウレアスパ

0プレチオーサ・スパパッケージ
いつもがんばっている自分にご褒美を！
－バリ式リラックシングマッサージ（30分）
－フェイシャル・リラックストリートメント（30分）

ー1時間のサーマルエリア（サウナ、スチームルーム、リラックスルーム，

冷浴室）の利用
上記が全て入ったパッケージが∈99（通常∈139）

○美容室
今夜はフォーマルナイトです！美容室に予約してとびきりステキなヘアス
タイルで挑みましょう！
KerastaSe，Shu UemuraまたはCollistar商品を3つ買うと

シャンプーとセットが無料！

カットClS（通常∈25）
バーバーショップ（男性用）：

AureaMenスムース＆クリーン1時間　C59（通常e69）

○スパドクター：q－FREqU亡NCY（周波トリートメント）
体験して効果を実感してください！
顔と首へのリフティング効果のある周波＆圧力トリートメント
ClOO（通常∈152）
一顔へのリフティング・トリートメント

1セッションC90／3セッション∈199（通常∈270）
－顔と首へのリフティング・トリートメント

1セッション∈100／3セッションC225（通常∈300）
－アンチセルライト／スリミング・ボディトリートメント

1セッション∈90／3セッション｛199（通常∈270）

○サーマルエリア
（サウナ、スチームルーム、リラックスルーム，冷浴室）

心地よい汗をかきましょう。
1時間の利用・お一人様∈19、お二人様亡30

0フィットネス
8：00amストレッチ＆アブドミナル（最嘩5名の参加者要）無料

4：00pm　ヨガ（最低5名の参加者要）∈10

5：00pmグループサイクリング／スピンニング

（最低5名の参加者要）ClO

ご許敬　二湖ぼ御者2732まで
スパ・美容富での全てのサービスにはJ∫％のサービスチャージが勿穿き力まれ

デッキ14



ミレニアムスターカジノ

0007ナイト
勝ったら無料ドリンクでお祝いしましょう！
●スロットマシンーどのマシンでも777のコンボ

か大当たりが出たらドリンク1杯無料

．ルーレットー00または7に最低｛5を賭けて当

たれば∈10のマッチプレイクーポンと無料ドリン

ク1杯差し上げます。

．イージースタッドポーカー、ファイブカードス

タッドポーカー、エクストリームポーカーー賭け金

合計が亡25で777に当たれば∈10のマッチプレ

イクーポンと無料ドリンク1杯差し上げます。

．ブラックジャックー最低｛20の賭け金で777か

ブラックジャックに当たればC20のマッチプレイ

クーポンと無料ドリンク1杯差し上げます。

○ハッピーアワー
5：00pmN6：00pmに是非お越し下さい0ル‾レッ

トは最低｛0′25からブラックジャック、イージー

スタッドポーカー、ファイブカードスタッドポー

カー、エクストリームポーカーはC3から遊べま

す。

0運試し！
どのスロットマシンで遊ぶか決められない？ミレニア

ムスターカジノのフレンドリーなスタッフがお助けし

ます。

○ビンゴバーゲン
∈20分のビンゴカードを一度に買うとClOのビンゴ

カードが1枚無料でつきます。さらにカジノで使える

マッチプレイクーポン∈10分をプレゼント。

○最高C2．500が当たる！
∈5のプルタブチケットはミレニアムスターカジノの

キャッシュデスクまたはビンゴ会場でお買い求めいた

だけます。そのあとはプルタブを抽選箱に入れるだ

け！真筆賞品が当たるかも。
デッキ6

こんなサービスもあります！

船上ショップ

○ノ、ン／′ンヾタグで幸せに

気分や洋服に合わせてハンドバッグを変えてみよう。FURL・AIMOSCHINO′

ARMANI，LACOSTEのハンドバッグが全て免税価格！

止Boutiqueデッキ6で幸せ気分になりましょう！

0．光と盛の美しき
ANTtCAMURRINAは世界的にも有名なイタリアのガラスジュエリーのブラン

ドです。FashionBijouxデッキ7にて扱っております。

0⊥APROFU〃fRエA　香水シタップ
フレンドリーなお店です。

plamenaが皆様を歓迎いたします。香水に関するアドバイスや情報をお求めの

方は彼女にお尋ね下さい。

是非お店に来てお買い得をチェックしてください！
デッキ6

0劇LG∫0m⊥0
時計の世界

スイス製腕時計に興味のある方はⅠlGioieH0デッキ6までどうぞ！TAG

HEUER，FREDERIQUECONSTANT，MONTBLANC．R・WMONDWEILI

GUCCI．LONGINESを扱っております・

全て免税価格です！
デッキ6

こ罰野野は　房番号6045まで

ドリンク＆ワイン

○カジ／／、グピーアクー
ミレニアムスターカジノ、デッキ6のハッピーアワーに是非お越し下さい

7：00pmから8：00pm＆11‥00pmから夜中12時

ヵクテル1杯の値段で2杯飲める！カクテル2杯お買い上げでカジノで使えるマ

チ＆プレイクーポンClO分をプレゼント

OsAFAR∫⊥0び〃Gf5つのカクテルをワン・グラスで！

スペシャルイベント：“食べれるカクテル”

5つの味の固形カクテルがグラスに入って∈4．90・
4：00pmから， デッ

OTOPよさエクスクルーシブ

ノタグクム
特別な空間で日光浴を楽しみましょう。
本船の最上階には大人のみ入場可能な

ソラリウムがあります。

お値段は：
－サンベッド：お一人様一日（10または

お一人様C40でク／レーズ期間中毎日
－サンベッド・プロモーション：ジェノバ、

ナポリ、バルセロナ、マルセイユでは
一人分の入場料で二人入場できます。

（同日の使用に限る）
－Rattan Sunbed（卵型サンベッド：最高2

名様まで）：一日∈30または
∈100でクルーズ期間中毎日

ご質問・ご予約は：レセプション、デッキ5または

Top18Sotariumまで

お麻・こぼ贋クがございまれス虜は18歳以上の方に

屠られまれ

8：00am－7：00pm－デッキ18

Ofl♪0RADOPエA〃0βAR　6種のヴォッカの試飲

強いお酒が好きな方は是非。ロシアのおつまみ付きでt9・90

9：00pmから11：00pm．デッキ7

○♪エA〃0〃DβARマルティーニをどうぞ

ダイヤモンドバー、デッキ6で様々なマルティーニを味わって。

今夜は全てのマルティーニカクテルが10％割引！9＝00pmからデッキ6

表示された廊捗の勉にj5％のサーと㌧耳チャージが勿算■きれまれ

スペシャリティレストラン

○丘AT批yyスス　タンE椚ALYショップ
EatatYレストラン内にはショップがあり、品質の確かなイタリア産の食材

を販売しています。例えば、有名なパスタ製造社Afeltraの100％グラ
ニヤーノ・パスタ、最高級のタジャスカオリーブから作られたROIエクス

トラバージンオリーブオイル、LuCa Montersino監修のデザート・ブラ

ンド肉使用のスローフードミートソースなど。イタリア土産としていかが

でしょう。 EatalYレストラン，デッキ7
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お客様各位

お客様にクルーズを楽しんでいただくことが私どもの目標ですが、残念なことに悪天候と強風のため、本日11月6日MSC

プレチオーサはラ・グレット（チュニジア）港に入港することが不可能となりました。

しかしながら、かわりの寄港地として11月7日（木曜日）の午前8時にスペイン、パルマ・デ・マヨルカ港に入港、出港は

午後6時となります。ラ・グレット（チュニジア）港でクルーズを終了される予定だったお客様、また、ラ・グレット港か

ら乗船する予定だったお客様の下船、乗船もパルマ・デ・マヨルカ港にて行われます。

エクスカーションはパルマ・デ・マヨルカでもご用意しております。チュニスでのエクスカーションを予約した方はツ

アーはキャンセル、返金されます。詳細はエクスカーションオフィスにお問い合わせ下さい。

ラ・グレット（チュニジア）港でクルーズを終了される予定だったお客様については帰路の旅程の手配も致します。詳し

い情報はゲストリレーションマネージャーまでお尋ね下さい。

この寄港地の変更は私どもの力の及ばないものが原因となり、お客様、乗務員、本船の安全を一番に考え、このような決

断となりました。ご質問のある方はゲストリレーションマネージャーまでご連絡下さい。

お客様のご理解に感謝いたします。パルマ・デ・マヨルカ、そして残りのクルーズ日程をお楽しみ下さい。

船長MSCプレチオーサ

－■■宝冠毘王i≡ヨ已≡烹F三ど■■t■‘■‘‾‾



∫ご40pm

最低気温180C

最高気温250C

ブリッジより

βご00∂m事　　　八潜

パルマ。デ・マヨルカ

最終乗船時刻

5：30pm

糾明棚＊　β捲

パルマ・デ・マヨルカ

メタシ／－ナから
／ヾルマ・デ・マヨ／車力までの

願．・637癒碧

歓の飴m＊　ス潜　ヱ上月8β

バルセロナ

♯ノ芳犀によク曜刻比変酌こなることがございまれ

航海情報
進路277度（西北西）を取り、バレアリック
諸島に向けた航海は続きます。右舷に見える
カブレラ島から南西に3．5マイル程離れた地
点に午前5時に辿り着いたら、進路338度
（北北西）に向け右に舵を取ります。午前7

時半頃にパルマ湾に辿り着き、パイロットを
乗船させ、入港が午前8時頃完了します。
午後6時頃、本船はパルマ港を出港。バルセ
ロナに向けマヨルカ島西側を進みます。午後

7時半時頃、本船は右舷3マイル先にPunta

de Cala Figuerasを見て通り過ぎます。午

後7時50分頃、右舷にマヨルカの西の端であ
る小さなTaurus島が、続いてDragOnera島

の灯台が見えるでしょう。ここから本船は北
へバルセロナへ午前8時の入港を目指し進み

ます。

今夜のドレスコード：

インフォーマル

パルマはこの島の首都であり、大きな港でもあります。歴史と文化そしてナイトライフ

が訪れた人々を魅了します。道が迷路のように入り組んだ旧市街は、かつてこの地にア

ラブ文化が根付いていたことをうかがわせます。いくつかの通りや広場は交通量も多く

観光客で溢れていますが、この街の大部分は狭く、静かな通りで特徴ある建物に囲ま

れ、たびたびイタリア、フィレンツェの街並みなどと比べられます。歩くのが楽しいパ

ルマの旧市街は商業港から内陸に向かって広がっており、最も重要な建築物は大聖堂と

王宮です。この2つはキリスト教徒がムーア人からこの土地をの建てたアルカサル（要

塞）とモスク跡に建てられたものです。カブレラ諸島はパルマから離れているもののパ

／レマの地方自治体の一部です。パルマの主要な空港SomSanりoanは年間㍊00万人が利用

する空港です。Mariventpala¢Cは街がスペイン王子ホアン・カルロス1世に提供した宮殿

で以後王室は夏の休暇をパルマで過ごしています。

下船手順について：
入港後、地元移民局の許可が下りてからの下船となります。
下船の際は必ず‘‘MSCクルーズカード’を出口で提示して下さい。

シャトルバス：本船はパルマ。デ・マヨルカ港（Mue＝e de Paraires）に着岸
いたします。港のターミナルからEscollera／大聖堂までのシャトルバスが終

日、30′〉35分毎に往復します。一日有効の往復チケットは大人∈12．90、子供
（2√）13歳）∈10．90です。チケットはデッキ6、エクスカーションオフィスに

て7：308mから昼12時にお買い求めいただけます。12時以降はバス付近に待

機しているスタッフからお買い求め下さい。

船から中心街への最初のシャトルバス：8：30am（おおよそ）出発
船から中心街への最後のシャトルバス；3：00pm　出発
中心街から船への最後のシャトルバス：4：45pm　出発

バルセロナ、マルセイユ＆ジェノバで下船するお客様への

日本籍下船説明会

場所：GREENSAXJAZZBAR、デッキ7

時間：5：00PM

エクスカーーシヨン

集合時間 �エクスカーション �集合場所 �デッキ 

8：458m �PMIOl－CityTou「 �PlatinumTheatre �6 

8：458m �PMIO2－Dragon′sCave �EIDorado �7 

8：45am �PMI05－Valはemosa �TheGreenSax �7 

8：45∂m �囲悶冨鼠6－Valldemosa8iLaGranjaMansion �PlatinumTheatre �6 



エクスカーション

オフィスより

バルセロナでの多種多様なツアーを

お見逃しなく。

エクスカーションオフィス騨デッキ6

重要な情報

船内での安全について

お客様自身の安全のため、また他のお客様の
安全のためにも船内は走らないでください。
特にプールエリアはご注意ください。掃除後
の濡れた床を歩かれる際もご注意下さい。船

内を歩く際は手擦りをご使用ください。ま
た、ドアに指や手を挟まれないようお気を付
けください。

海を大事に

船が航海中でも港に停泊中でも船から外に物

を投げないで下さい。ゴミは船内のゴミ箱に

捨てて下さい。MSCは海の環境保護に力を入

れております。皆様にもご協力をお願い致し

ます。

お部屋での朝食

お部屋でコンチネンタルの朝食が無料で楽し

めます。下船日の朝を除き毎日午前7時半か

ら午前10時まで可能です。お部屋にあります

朝食注文票をご記入の上、午前2時までにお

部屋のドアノブの外にお掛け下さい。

プールタオル＆デッキチェア

プール、サンデッキ、船尾のデッキではデッ

キチェアをご利用になれます。チェアの予

約、チェアを長時間使用せずに確保だけする

のはご遠慮下さい。タオルはプールで貸し出

しております。デッキまわりを汚さないよう

お願い致します。30分以上放置されているア

イテムはプールスタッフによりレセプション

に届けられます。

落し物＆拾い物

物をなくしてしまった場合または誰かの落し

物を拾った場合はレセプションまでお越し下

さい。

エンターテイメント・ハイライト

◎メガ・ビンゴぎ

最初に呼ばれた40の番号でビンゴした方には
（25．000差し上げます！

41から44番目に呼ばれた番号でビンゴの方はモ10′000
ビンゴカードはゲーム開始30分前からゲーム会場にて

販売いたします。破られたカードは受け付けられません。

＄：30pm，PlatinumTheatrもデッキ6

楯Cプレチオー少の

○ォブイダー度ちとダンス／
＄：30pI叫Sa向riLoungもデッキ7

ダンス一大会
エンターテイメントチームと一緒に

11：30pm′SafariLoun卵．デッキ7



サービス＆オープン時間

有料レストラン＊ 

昼12時一11：00pm �由血吋カジュアルイタリアン �7 

7：00pm－11：00pm �RiさtOranteItalia �7 

4：30pm一夜12時 �軸○托S泉だ狸Diner �7 

昼12時－3：00pm �buICallda �7 

5：00pm一夜12時 �ワイン，ピザ＆ビール 

9：00pm－11：00pm �地中海フ空禁㌧ディナ＿ �16 
ディスコレストラン 

5：30pm－11：00pm �ピザデリバリー �キャビン 
ご注文はTEL99（レセプション）まで 

扱これらのレストラン＆サービスは有料です。 

∵
・
∵
　
∵
∵



本日のアクティビティー
時間 ��アクティビティー �場所 �デッキ 

午 前 �9：00am �エンターテイメントチーム 　と一緒に朝の散歩 �AquaPark �14 
9：158m �エンターテイメントチーム と一緒にウェイクアップ。 　マッスル �AquaPark �14 

9：308m �エンターテイメントチーム と一緒にエアロビクス �AquaPark �14 

午 後 夜 �3：30pm �こんにちはゲーム �AquaPark �14 

4：00pm �スーパークイズ �AquaPark �14 

4：30pm �　サルサ ダンスレッスン �AquaPark �14 

4：30pm �テーブルサッカー トーナメント �AquaPark �14 

5：00pm �確描憲 　ストレッチ �AquaPark �14 

7：00pm �サッカーヨーロッパリーグ Pandurii－Fiorelttina �B。急樗鵠er �7 

錯節 �　日本人 ホ芸諸鐙雷等芸ク �DiamondBar �6 

8：30pm �オフィサーズ＆ ジェントルメン �SafartLounge �7 

8：30pm �ビンゴ �Platinum Theat「e �6 

8：45pm �サッカーヨーロッパリーグ La妄〇一Ap0110nLim �B。三時鵠er �7 

9：00pm �－　マンボダンスレッスン �SaねriLounge �7 

11：00pm �MSCジェネレーション 　ライブ （ティーンズクラブ）： ジェネレーションガールズ �Gr8汗itrs �15 

11：30pm �ダンス大会 �S∂fa「iLounge �7 

11：00pm �ディスコパーティー WithD】Fabio �GaはXyLounge �16 

＊悪書監発禁9号誓詣ざ詔売品イーは 

INFOPOINT

あなたのクルーズをさらに特別なものに：MSCクラブ

登録は簡単＆無料です！！

あなたのクルーズコンサルタント、FlaviaがPhoenician

Plazaデッキ6に5：30pm′＞9：00pmと10：00pm～11：00pm

にお待ちしています。

Flaviaは次回のクルーズご希望のお客様に最高額

400∈／400US事のクーポンも販売しております。

パルマ・デ・マヨルカのエージェンシー連絡先

TRANSCOMA BALEARESS．A．

FuFALETASSTREET，lTOFtREMARBL．DGO70lS

PALMAbEMALLORCA（SPAIN）

Te暮．＋34971400611

Fax．＋34971400800

MSCプレチオーサ電話番号：¢0870－765109826／28

船内での音楽

Proz竜OSa8ar－レセプションエリア　デッキ5

6：00pmから深夜
、、素晴らしきクラシック青森〝

AL喝UStOGomesによる永遠のクラシック斉蒼

PhoモnicianMaZさ－デッキ＄

6：00pmから深夜
ttみんな広場に集合〝

DuoBlueDreamの生演奏を聴きながらダンスしたり

買い物したり、アイスを食べたり・・

EIDoradoPian08ar－デッキ7

6：00pmから深夜
－t忘れられない〝

Alberto＆TrjbrasHによaどゝ－ティフル′ノJ／グ

お有にスクの劇をグクエ亡ス　ぐだきい／

TheGn色enSaxねZZBar－デッキ7

6：00pmから深夜
“ミュージック＆ダンス〝

DuoEliezer＆ClarisとFlavioArenaによるフペシャルな時間

LaLoeanda－デッキア

6：00pmから深夜
tt魂を元気にするミュージックgJ

RobertHorvath＆LucaBezによる音楽を

夜のピッツェリアで楽しんで

SafariLounge－デッキ7

8：00pmから深夜
“LETJSダンス．．．〝

BIueCityBandによるインターナショナルダンスミュージック

汝ライブ済寿ぼ摩周杓に床感を磨ることがございます；

バー＆ラウンジ 
時間 �ノミ－ �デッキ 

6：30am－12：30am �PreziosaBar （グルテンフリー） �5 

8：00am－1：00am �PhoenicianPlaza �6 

4：00pm－12：308m �DiamondBar �6 

3：00pmから �MiIteniumStarCasino �6 

4：00pm－一之：00am �SafariLounge �7 

7：008m－1：00am �IICappuccino �7 

4：00pm－1：308m �L　TheGreenSax �7 

昼12時一1：00am �LaLocanda �7 

4：00pm－2：00am �EIDorado �7 

昼12時一1：00am �Spo托S＆80WlingDine「 �7 

9：008m－7：00pm �SaphirBar �14 

7：00am－1：00am �・TurquoiseBar �14 

8：00am－11：00pm �LaPlayaPreciosa �14 

9：00am－8：00pm �MSCアクレアスパ �14 

9：008m－7：00pm �TheGardenBar �15 

10：00amから �GalaxyLounge �16 



・・＼・一・一　＼j
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150C最低気温

230C最高気温

ブリッジより 

バルセロナ

800∂椚け＊ス穿

下船はおよそ8：lSam頃
に始まる予定です。

出口ではMSCクルーズカードを
係員にお見せ下さい。

ラ・クレッ　からノべ〟／セロタまでの躇

487度望

＊′芳醇にに　ク噂噂紬変百になることがございますニ

航海情報
夜の間、本船は300度の進路を取って進み、午

前6時45分にはバルセロナ港の入口に到着しま

す。パイロットを乗船させ、スペイン最大規模
のこの港への入港を開始します。午前那寺まで

にelMuelleAdosadoに着岸します。

●車椅子を使用している方で下船時に助けが

必要な方はデッキ5のPreziosa Barまでお

越しください。
●持ち物（ナイフ等）を没収された方は船の

出口にて持ち物をお受け取りいただけま

す。
●船内にてお買い上げになったアルコール類

または船外から持ち込み、セキュリティー

に没収されたアルコール類は下船日前夜に

お部屋にお届け致します。

バ′レセロナのエナジェンシー連絡先 

MSCBARCELONAS．A． 

CARRERDELFOC30－36080238 

BARCELONA 

Tel．＋34935082300 

Fax．＋34935082301 

MSCプレチオーサ電話番号： 

00870－765109826／28 

drrgVe（お和才／さようなら／
葺群とご」好㌘ききの古屋炭とを皆しそ。この場あ財lクしまんこ新郷を

抑＝花′デオータ哀鉄琴Z尤1之だきましそこ爛申し上〝苦れまた近

い将来、根上勿紛㌘皆船会いでききことあ碧しみにん乙を皆済　戯藩士夢

ば占め、．棄綴貞ダンヾ丁を作表しましこ看ね瀦申し上〝苦ダニ〝なデルヂ〃

ノ船長　ジェノアーノ・ポッシ

下船日
下船を円滑に、かつ安全に行うために本紙に書かれた情報を

お読み下さい。

タグの色 �下船グループ情報 �集合場所 �デッキ　う 

LIGHT BLUE3 �デッキ13の個人のお客様 HANKYUTOKYOグループのお客様 �SAFARILOUNGE 　8：10am �7 

水色3 �MSCTIPSグループのお客様 FULLSAILSTRAVELグループのお客様 

GREEN3 線3 �ENCORECRUISESESCAPES グループのお客様 �SAFARILOUNGE �7 

デッキ5の個人のお客様 �8：20am 

PINK3 ピンク3 �デッキ12の個人のお客様 �SAFARILOUNGE 　8：30am �7 

RED3 赤3 �デッキ10′11の個人のお客様 �LALOCANDA 8：40am �7 

YELLOW3 �HANKYUOSAKAグループのお客様 CLUBTOURISMINTERNATIONAL �THEGREENSAX �7 

黄色3 �グループのお客様 デッキ8，9の個人のお客様 �］AZZBAR 8：50am 

LILAC3 �バルセロナ空港へ �ELDORADO �7 

紫3 �トランスファーのお客様 �PIANOBAR 9：00am 



朝食 

時間 �サービス �一　場所 �デッキ 

6：30am－ 9：00am �ブッフェ �Inca＆Maya �14 

7：‾00am－ 9ニ308m �レストラン �L’A「abesque �6 

ルームサ⊥ビスは下船日の朝は 

ご利用いただけません。 

コメントフォーム

お客様のご意見は大変貴重な

ものでございます。

お部屋にお届けしました

アンケート用紙に

ご記入いただき、

レセプション・デッキSに

設置された専用ボックスに

ご投函ください。また、コメントフォームと一緒

に配られた抽選券に名前と部屋番号を記入

しレセプションにお渡し下さい。ステキなMSC

グッズが当たるかも。

当選者は下船日の朝発表されます。

MSC
C L U B

藩蔭孤
塁　顎

MSCクラブメンバーにご登録頂くと数々
の特典がございます。登録料、年会費は

無料です。

どのような特典があるか知りたい方、登
録したい方は日本人ソーシャルホステス
またはコンシェルジュ（TEL：2891）、デッ

キ15またはTEL：6093までお尋ね下さい。

ウェブサイトwww．msccEub．orgにも情報

を掲載しています。．

下船手順
下船を円滑に、かつ安全に行うために下記と裏面に書かれた情報を
お読み下さい。裏面の表には荷物タグの色ごとに割り当てられた集
合場所、集合時間が書かれています。

Iil大きな荷物（スづケース）について：

・お客様のキャビンに届けられた荷物タグにお名前、住所等必要事項

を記入し船に預ける荷物にタグをつけて下さい。
・タグを付けた荷物は下船日前夜、遅くとも午前2時までにキャビン

の外の廊下に出して下さい。
●ベビーカーや歩行補助機等は手荷物としてお持ちください。キャビ

ンの外には置かないよう、お願い致します。
・下船日当日にスタッフがタグの付いた荷物を船内からターミナル内

に移動させます。ターミナル内の荷物はお客様が下船した後、ご自
身で受け取っていただきます。
・貴重品や重要書類は預ける荷物に入れず、手荷物に入れることを

お勧めします。
・手荷物預け所：レセプション左側、デッキ5にて午前7時から午前
8時まで手荷物を預けることができます。下船の際は忘れずに荷物
を受け取りに来て下さい。

感 お客様の下船について：

・下船日の朝は午前8時までにキャビンを退室いただきますようお願
い致します。退室する際は引出し、ワードローブ、浴室、金庫に忘
れ物がないか確認しましょう。金庫のドアは客室係が最終チェック
をするため開けたままにしておいて下さい。（キャビンのミニバー
は下船日前日午後6時に鍵がかかります。ミニバーを下船日朝まで
利用したい方は客室係に申し出て下さい）
・本紙裏面にある集合場所に指定の時間までにお越し頂き、下船の指

示が出るのをお待ち下さい。下船日の朝は全てのラウンジが禁煙と
なります。
・港の警察の許可が下りるまでは下船が始まりません。時に、下船が

予定より遅れる場合があることをご了承下さい。
●下船の順番がきましたら、タグ色が集合場所にてアナウンスされス

タッフがグループを出口までエスコートいたします。

精算について
下船日早朝、全てのお客様のキャビンに最終明細書が届きます。ク
ルーズカードは下船するときまでお買い物にご利用できます。

クレジットカード精算：

・下船日早朝2枚の最終明細書がキャビンに届きます。

・1枚にサインをし、レセプション、デッキ5のスタッフにお渡し下

さい。もう1枚はお客様の控えです。

・下船日にされたお買い物の金額は登録したクレジットカードに直接
請求されます。

現金精算：

・午前7時から午前8時半の間に会計デスク、デッキ5に最終明細書
を持ってお越しになり、精算をして下さい。

・現金精算をした最終明細書は会計スタッフによってサインされ、
“PaidhCash”のスタンプが押されます。
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