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Costo Clossico キーロン 2010年 2月 6日 (土 )

日の出 6.370m

日の入 5.36pm

7 00am キーーロ ′́到着予定

9.30pm 乗船終 F!
10.00prll 育|||ヽ千11・

~〔

li発 |

(123海 里)

<コ スタクラシカの連絡先 >
Tel oo870 324 798 182

F(lxl o0870 324 798 184

入国にあたって

*rl7> Francesco Sera & 9

今日の天気:晴れ 気温:最低19℃ /最高23°C

海:少 し波あり

<航行インフォメーション>
朝目覚められた際にはもうすでに     <キ ーロンでの連絡先>
キールン市湾へ入港予定です。       INCHACAPC SHIPPINC SCRVICCS ACCNCY
この海峡は北からの風や満潮を自動的に   (TAttAN)LTD.
防御十る地域です。午前7時頃到着予定で  9th Floor N.153 Chung HSiaO Cast Road

午後10時 まで停泊致します。午後10時の出航鶴TeL+886227732508

台中へ向けて西方針路をとりますc     FaXI+886227732507
C―

“
lalll iss.taopei@iss― shipping.(o rlミ

台湾;ヽ |=||[キ |た |,111ヤ )|)の が必要ですc下船の際お忘れなくお持ち下さい。
パスポー トヽのコピー・コスタカー‐ド
」:|1苦 後|‐1、 」見地 :=(局 による人国手続きがあり、これが済み次第外に出て編けますc

ンアー|こ I参加のお客様は、それぞれの集合場所にてお待ち下さい。

下船にあたって

|三百下丁ITTT百再可πマ
:丁

Tる
~通

丁丁Ⅵ否
~の

乗・下船時にiま必ず個人の認識をし、人数を数′えております。
フ、スホ‐一卜カコヒーとコスタカードはギャングウェイでチェックされます。乗・下船時はコスタカードを
機械 ti読 ―・ 取らせてくだ さしヽ

お願い

贅イ|:′ )健康と安全に関する規定により(どのようなものであれ、飲食物の持ち込みは国くお断りして
お・;'ま す 飲み薬やベビーフー ド、持病にかかわる特殊な食品などはこの限りではありません。
地域√)特 |サ[品 なとのお土産は到着地までお預かりし、下船時におかえしすることとなりますЭ
皆様′)ご理解とゴ協力をお願い致します。

ツアー
コスタカー ド・パスポー トのコピー・ツアーチケットを忘れずにl!

ソ了一出|モ |ま 船内放送されません。それぞれの集合場所におりますスタッフが、皆様にバスの
ナンバー /―ルをお渡しし、下船日までご案内いたします。バスのナンバーシーールは直接来た方のみに
お渡しい「Lし ま十ので、グループの皆様全員で集合場所にお越し頂くようお願い致しますЭ

・`

日本ガイ ドバスの方...         集合場所 デッキ9   ピザリア (船舶中央)

>6663  Talpei SightSCeing and MuSeum   8:150m集 合

船上でツアーのご予約をされたお客様... 集合場所 デッキ8   ナボナバー   英語ガイ ド
>666n  Shopping in TAIPC1         8i00am集合

靡



ツアーオフィス 午前のプログラム

5.00prn-7.00prn

デッキ5 メインホール
lo,∞am-11.ooam本 とカー ドをご自由に!

10.3oam DAMAを しよう !

11.∞am 黒と赤

デッキ8 図書館

デッキ 8図書館

デッキ 8 ナボナ
ツアー‐工約を承 り中です |

葉巻&コ ニャックバー
11.30am ダンスをしよう!! デッキ8 ナボナ

午後のプログラム

ギッキ8 劇場前 フォイヤーバー

業巻、 -1ニ ヤノク、各種お酒

■用意 .、 た してお ります。

デ ッキ9 ドルチェ・アモー レバー

精選された各国のワインを

どうぞお楽 しみください。

本 国のカクテル

マルガ リ‐―タ

テキーラ、 レモンジュース、
二 了/ト レア ル

2.50ドル+15%サービス料

ワインバー

カジノ トップレスショー・

3.30pm‐430pm i本とカーードをご自由に!

4.00pm スタ~ワ ~ゲーム

430pm ダ~ツ をしよう

5,∞pm 力~ドゲーム

デッキ8 図書三言

デッキ8~下 ,~

ァッキηlフ ー ´

デッキ8 カー ヽ
1´ 一_

5 00pnl ダンスレッスン :チ ャチャ (カ ツプル) フ
ー

:,´
r-31 ~~― ― ‐

5.30pm l'*L:7l=/ Y:z= 手  ,8~~~~

2月 7日 (台 中)

11.15pn■‐

デ ッキ8 コロッセオ劇場にて

ショーと1ド リンク付で

たった′)22ドル ! ! !

チケ ットはデ ッキ 8

ナボ十 グラン ドバーにて

販売 してお ります。

スパ &サ ロン ノBCAuTY SALON

8 ooam-8 00pm  デ ッキ 11 電話 9001

深層組織マッサージ

前肉の深いところまでぐっと効 く!!

501分  79 ドフレ (通
'事

'105 ド
｀
ル )

6.3opm -1 1.3opm 7 ;t )i 9

ビデオを予約 しませんか
''

→パーティー、ンヨ~、 その他船内での楽 しい催 しt/〕 数
→クラシカの船内・ラウンジ、ブリッジ、

エンジンルームや厨房
→ツアーー

2本買 うともう1本おまけします‖

環境保護について

コスタクルーズは環境保護に関 して、海洋生命を守 りこれを保護 し、加えて

クルーズ船の訪れる地域社会の健康と安全を守ることを宣誓してお ります。

ゴミの海洋投棄はおやめ下さい。飲料水の浪費を避け、お部屋を出られる際

には電気を消して頂くようお願いします。

皆様のご理解 とご協力をお願い申し上げます。

船内の催しものでお楽しみ下さい

フ オ ヨ ツ ノ



夜のプログラム

8.1 5 prll

9.4S prn

ドレスコー ド…インフォーマル

音楽のタベ

ナボナ広場

デッキ 8

Piazza卜 laりona
5.30prn-l ooarn

グンスミュージックと世界のヒット曲
丁he・Trio Libertu and Giuseppe

プッチーニボールルーム

Puccini 3aliroorγl

デ ッキ 9        9.00pm-1.ooam
ダンスミュージックとビア/1

Duo BIue Note and Duo Armonia
Strauss

フォイヤーバー

デッキ 8

Foyer Bar

7.30prn‐ 3.15 pm,9.15pm-9.45pm
2 2'.t t't J :

The Duo Armonio Strouss

ガリレオディスコ

デッキ 14
Disco Calileo

l130pnl～

i 4 z1 : Dl lonni

音楽プログラムは機械調整等のた″)

小休上を挟むことがありま,

MINI&MAXI CLuB
お子様向 プログラム (3-lη 歳 )

ミニクラブ (3歳から6歳 )&
マキシクラブ (7歳から 11歳 )

全てのプログラムはデ ッキ lη

スクォッククラブにて

ご確認いただけます !|

TCCN ZONC CORNCR
全 てのプログラムはデ ッキ η0

テ ィー ンゾー ンのサー フボー ドにて
" ご確認 いただけます‖

免 税 店 /DuTY FRCC SHOP
10.30pm― ¬2 00am   デ ッキ 9

Amber琥珀 ジュエ リー

世界的li有 名なデザイナーVALER10 888の

・ ―ジャスな琥珀ジュエ リーは

いかがで しょうか つ

本 国限定 !!!|

カジノ /CASINO
スロット、テーブル 1030pm～   デッ

スクラッチカー ド 1ドル |

クラフオファー :ブ ラックジヤック、ル~ン ツト、フア/

ス リーカー ホ`ーカー、′ヽカラッ |ヽ 等 !

クラブ rは、コスタヵ― ドをご利用頂||ま 1~、

尚、カメラやビデオの撮影は禁止されております。で

皆様のご理解とご協力を願 tヽ まっIt

18歳 以下のお客様はご利用いただ,す ません.

ロ
ー
ー
ト

ス ロ ツ ト :1、 5、 25セ ン ト、 11ヽ ル よ りお 楽 しみ 頂 |~ま ,

スペインの情熱 !

SA30R DE ESPANA
W「H Ⅲ E

TRIO]MIULERO
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

演者の安全及び照明等舞台装置の効果を最大限に保つため、
ン,~の間フラッシュ撮影、ビデオ撮影はおやめください。

ンコ~上演中は携帯電話の電源をお切 りください。

ι
′

ご夕食が第 2部のお客様

デッキ8,9 コロッセオ劇場

ご夕食が第1部のお客様

8:15pn■ 9:45p口n

タ

9:00pm デッキ8 ナボナ広場

CRAZY HAT クレイジーハット
With the aninlation tearn

アニメーションチームとゲームをしましょう

9:45pm デッキ8 ナボナ広場

SALSA DANCC LCS50Nサ ルサダンスレッスン

1030pm デツキ8 ナボナ広場

ROMANTiC PARTYロ マンティックパーテイ~
ハヽノith the aninlation tearγ l and~「 rio Libertリ

サプライズブッフェをお楽しみ下さい☆



*)zeY
お食事のご案内

朝食 ピ ッツ ァ

ラ・タベルネッタ   デッキ9

6:(Ⅸ〕pm‐ 1 2100arn 重要

当社の健康と安全に関する規定により、ど

のようなものであれ、飲食物の持ち込みは

固くお断りしております。飲み薬やベビー

フー ド、持病にかかわる特殊な食品などは

この限りではありません。地域の特産品な

どのお土産は到着までお預かりし、下船時

にお返 しすることとなります。皆様のご理

解とご協力をお願いいたします。

テクニカル ノポ ー ハ

船内施設の質をもっとあげるため ,こ 、キャ

ビン内や船らの設備に関 してゴ意見等 ござ

いま した らデ ッキ2 フロン トデスク 電

話7777ま でご連絡 ください。12歳以下のお

子様は、保護者の同伴なしではエ レベータ

ーを使用 しないようにお願し`致 します。

/レ キのイヌ度″だつクヽ
`オープンデッキのイスは傾斜の調整が可能

ですが、座る前に必ずきちんと調整できて

いるかお確かめください.思わぬ怪我の恐

れがあります。

だレス =7-だ

お客様には毎 ロプログラムでご案内する ド

レスコー ドに従っていただくようお願 tヽ い

たします.水着でのブッフェゴ利用 |,こ 遠

慮ください。カジュアル過ぎる服装 (ニ ス

ボン、 タンク トップ等)ではレス
1｀ ランを

ご利用いただけません ご理解 とご協刀を

お願いいた します。

ジム

ジムの ゴ利用は16歳以上のお客様のみ と
`k

ります.イ ンス |ヽ ラクターーが不在●:場 合i■

16歳 以上18歳未満のお客様は保護者の力の

‖伴が必要です.運動にふ さわ しい薇装 で

お越 しください。 ご協力をお願いいた し,:

す。

テクナ

サウナのご利用は18歳以上のお客様′,み と

なります。様々な国のお客様がいらっしゃ
います、サウナウェアをお召しにな´́~〔

ぉ

使いください。

ノノ ツ́ンだ つク)(

安全上の理口により、お客様IIはブリンシ

およびエンジンコントローー几ルーームヘの■

ち入りは固くお断りさせてしヽただいており

ます_ こ了承ください
.

クエイク /ノ プ ローノレのセツ ハ

お部屋の電話でウェイクアンフコーーノン (日

覚まし)をセットするには、最の後 |こ ご希

望の時間をダイアルするだけです 1時 間は

24時 間設定となります),
例)朝 7時 に目党ま しをセ ッ |ヽ したいとき
最0700

夜7時 に目覚ましをセ ットしたいとき
最1900

朝食

キャビンにて

チボ リレス トラン

自日」席

7100am-10:00arn

デ ッキ8

7100am-9100am

ビッツェリア

ビザ

ラ・ トラッ トリア レス トラン     デ ッキ10

セんプサー ヒスブ ッフェ

1//レ フサー ヒス         6:30am‐ 11:00arri

コー t:― ―お よび種:茶 は7 000nlか らl ooamま での間

tヽ つで 1,こ 利用 ,■
′―だけます。

昼食

昼食

チボ リレス トラン

自由席

ラ・ トラットリアレス トラン

セノレフナービスブッフェ

(イ クリアンスヘシヤル)

夕食

ラ・ トラッ トリアレス トラン デ ッキ10

6:30prn‐8:30pm
デ ッキ8 セルフサービスブツフェ

Closed

デッキ10夜のお楽 しみ

1100pm-311 5prn ッキ 8

サプライズビュソフェ 1l oopm

ティー

ラ・ トラッ トリアレス トラン

軽食、クッキー.菓子バン

デッキ10

4:00pn■ -5:00pm

Bars  ノ く~~  18歳 未 満のお客様 へ のアル コ‐ヽル販売 はネ
きません。場合 に よっては身 分証明書 を

■提示 いただ くことが こざい ますの ‐ ご了承下 さい。

可可▼ 顧場
~ア

フンドバー デッキ8
ブッチーニ ボールルーームバー デツキ9
ドルチェ・アモーーレ バー  デツキ9

チ ョコレー lヽ

バー
フインバーー

アルフレスニ1 カフェ ァ ッキ10
が

=|タ
ーーノ .′ 、――  ァ ッキ11

アイ スク リームバー
コ |!ッ セオ ~フ ォイヤーーバー  デ ッキ8

葉巻 &コ ニャックバー
カ  レス

‐
テ■ィスコ デ ッキ14

船内施設のご案内

7:00arn-1:30arn
7:(X〕 prn-2:00arn

10:(X)arn‐ 1:30arn
10:(X)am-1:30arn
S:30prn‐1:30arn

lo:ooam-lo:ooprn

7:COam‐lo:oop111

8:(X〕 prrl― midnight
ll:00prn… …

フロン ト (24時 間) デッキ5

両替 デッキ5

スクォッククラブ    ~・  .

9:30α m-12:∞ n″ 3:∞話花:∞:為

電話0815

7:30p″ 1-10:00prn

電話 9010

7100arn‐ 8:00prn

ルームサービス

電話 9808′ 90C｀9

電話 9010わ011

7:00arn-l o100prn

10:00prn‐7100arn

ツアーオフィス ツキ5

5:00arrl-7:00prn

ジ ム -r v +11
8;OO0m-8:OOpm

図書館            デッキ8

10・ 0()a nl‐ 11,00arn,3:30prrl-4:3C)prn

クルーズ最終日の前日、夜7時 までに図書館 (も し

しまつている場合にはデッキ5 フロン ト)に本を
ご返却ください。返却のない場合は15ドルの実費を
いただきます。

インターネツ ト     24時 間オープン

アシスタン ト

10,00a rγ l‐ 11:(X)a lγ l,3130pm‐4:3C)prn

緊急              電話 99

開院時間         8:∞ am,∞am
6100prn‐7:00prn

診察

診察時間内          5000ド ル

キャビンヘの往診       70(X)ド ル

夜間診察料          84∝ )ド ル

薬局              デッキ3

8100am-12:00anち -4100prn‐ 7100prn
上記営業時間外でも薬の購入は可能です。

(ド クターの処方箋が必要となるものもございます。)
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