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最高 26°C

ウス

6100 ann

ミコ ノス

到着:6100 pm

市街地から

最終乗船時幻110,30 am

次の寄港地ミコノスまで ,6海里

の最終シャ トルバス:10」5pm
最終乗船時刻110130 pm

次の寄港地クシャダシまで ,9海里

:購 ,4撃Aな i鑽:醸副::練

に掲示 されてお ります説明をよくお読みにな り、館

内アナウンスに従・って下さい。訓練中は船内全ての

サービスを中断させて頂きますのでご了承下さい。

また、お部屋のテレビにて船内の安全をご案内して

お りますのでご覧下さい。(英語放送)

3■ 2歳のお子様にはリストバンド (部屋番号、緊急避難
場所が記入されたもの)を配布します。

該当する場合はハウスキーパーあるいはレセプションに

客全員参加が義務付けられています。船室の ドア

申し出てください。

www.Iouiscruises.com
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外資両替
レセプション(Deck 4)に てユーロ現金に換

金することが可能です。現金、 トラベラ
ー‐ズチェックは受け付けてお りますが、

クレジットカー ドからの両替は行ってお

りません。

船内毎座
レセプション(Oock 4)に てクレジットカー

ド登録、または現金(e100程度)をお預入下

さい。遅 くても今夜中にご登録をお済ま

せ下さい。 ご精算はクルーズの最終 日と

なります。

(Her詠1lon出港後).

クレジツトカ~ド

ビザ、マスター、アメリカンエキスプレ

ス各種クレジットカー ドを受け付けてお

りますが、お客様のクレジットカー ド会

社によつてご利用頂けない場合もござい

ます。

小切手

申し分けございませんが受け付けてお り

ません。ご了承下さい。

゛

'ユ

、Deck 8     7:00 am-9:00 pm

サウナ D∝k8  ,:00 am-9:00 pm
プ‐―ル Deck,   8:00 an、 -7130 pm

プールにはライフガー ドがおりませんの

でお気をつけくださいcプールヘの飛び

込みはお断 りしております。 16歳以下の

お子様の保護者の方の同伴なしでのご利

用はお断 りしております。

トイレの使用

トイ レッ トペーーパーは トインに流 さず、

できるだけゴミ箱にお捨て下さい

喫煙エリア

カジノ内

Hetios barの 片側のみ

Thatassa bar

上記以外の場所は船内全禁煙

有料セーフティーボックス

金庫をご利用になりたい方は、レセプシ

ョンデスクまでご連絡下さい。ご利用に

は料金C10が発生致します。

重品の紛失に関しては一切責任をおえま

せんのでご了承ください。

プールタオル

使用後のタオルは必ずキャビンにお戻し

ください。′ヽウスキーピングが回収いた

します。タオルに損傷が見つかった場合

や、お部屋に返却されなかった場合C12の

罰金が発生 します。

Leda Bu管 .et Deck 9

(ビ ユ ツフエ)

12100-2:00 prn

Aogean Restaurant Dleck 4

(ビ ュ ッフエ)

12:00-2100 prn

アプタヌ*vf 4 *"
Led壊 醇賊響懲t tteck 9

4:00 pι TI-5:00 prn

グリークディナー
Leda Bu舒 Ot Deck,

(ビユ ッフエ)

ア:30 prn-1 0100 prn

ハiegean IRestaurant E》 (留Ek

(自 由席 一アラカル ト)

7:30 pm-1 0100 prn

カ リメラー 熙⑬澄鐘:語GI!

トランプ各種ボー ドゲーム |ま レセプション

Deck 4で貸出

特に記入がない場合、
各アクティビティーは 30分間

楽…天候次第

,:00 am“ 避難諄野練前

ピューティサロン予約

Beautysaten ttα lk 5

10100 om― 午前 0時
クレジットカー ド登録

R∝e諄ion D∝k4

2100 pm-5:00 pm

キッズアクテイビテイー

K(お'C鮨b Deck 7

2,00 pm

豪エアロビクス

Hetios Pool Bar Deck 9

2130 pm

楽ヒップホップダンスクラス

Hetios Poot Bar Deck 9

3:00 pm

チーム トリビア

A『9o8ar Deck 5

3:00 pm

豪Zumb=iク ラス

Hetios Poo1 3ar Deck'

3:30 pm

楽カクテルデモンストレーション

豪Name.酪at ttneゲーム

He1los Pool Bar Dieck 9

3:30 pm

ギ リシャ神話クイズ

Ar9o Bar Deck 5

雄:彎 5p鍮 ●サルサダンスレッスン

)嗜ei:os PoG:鐵 義「総le=k9

′ .♂摯■:

脩財褥

アラカル トレス トランは満席になった時点で

いったん開められますが、通常 30-“ 分後に

再開します。お急ぎの方はピュッフェをご利

用ください。

ワインディスカウント1

スペシャルワインパツケ~ジ

をご希望の方はダイニングルームウェイター

守 ヵ liヮ ノ ン ス チ ュ ワ ー ド菫 千

フィレステーキ or Tボーンステーキ

シーバス orキングシュリンプ

(夕食)A3gean Restaurant e10,95

おすすめギリシャフイン

ホフイ ト

KretikOs BOutaris― C18.95

レッド

cabernet Saovignon i→ atzinlicati‐ 20.95

2:00 prn-4:00 pnn

印o曲 Deよ 7燎
豪LOUiS OEYMHAゲ ーム 幸

ダーツ、ピンポン、ゴルフ、._and morell

2130 pm

lま ギ リシャ語 レッスン

Setene Lcunge Deck 5

3:00 pm

グリークダンスクラス
Selene Lounge,Deck 5

4.00 prn ビンゴ

Ar9o霧 ar Deck 5

有料――C5

最小実行人数 10人
ペンを持参して下さい !

じゃがいものスライス

パーチ 魚

ソース:オ リーブオイル、たまねぎ、みじん切り

にしたにんにく、 トマ ト、 トマ トのペースト少量

、 トマ トピューン、ローリエ、タイム、オレガノ

、白ワイン、酢

作り方 :

こがね色になるまでみじん切りlこ したたまねぎを

オリーブオイルで炒めた後、自ワインと一緒にに

んにく、オンガノ、タイム、ローーリエ、 トマ トを

入れるで、

水分がなくなるまで煮た後、 トマ トパーストとピ

ュ‐―レ、少量の水と塩こしょうを加える。

ノーヽスが出来上がったら、耐熱皿にじゃがいもを

並べ、パーチをその上に載せる。そして出来上が

ったソースをかけてスライスしたたまねぎ、ピー

マン、 トマ トをトッピングしたら,75度のオーーブ

“スペティオタ"

～30分焼く。25

グリークレシピ:

2 www.Louiscruises.com
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詩etiOS P001 B3「 酵eC賭 9

正午 _機:45,験 ノ11000勲 ―:i鍵 p熱 グリ'― クメロディー

4,15 pm-51:5p鎌 サルサタイム

匿c薔:pse Bar Deckソ

9100P鱈電…1:00 ar職

ラテンサウン ドwithキ ューババン ド
苺
Los Magnificos"

Ar90 Bar Deck 5

1210醸 -12:45p釉 /1300p爾量…1:30p熙

7:00 prn・‐911 5 prn

クラシカル 機thピアノ Stanisbv&バ イオ リン Yori

9130 pm・ -1100 anl

ダンスミュージック哺th the Pl賊 g鍼'Ptay Duo

lVI懸 ses Lounge Deck 5

9115p爾1-10100p阿1/10:45 pttn-1100 arn

ドリンクパツケ~ジ

アルコール ドリンクパッケージ C̈79.85(日 書:1贅 19.95)

ノンアル コール ドリンクパ ッケージ ー鮎 7.85(日 割 霧
11.95)

条件付き

今 日のカクテル
:MIYS口C EPHESUS C3.55

テキーーラ、TripL Sec,Btue Curacao,ス イ‐―卜&サ ワーー噸x

Attthentic Cub凛 疇巨xperience
Thatassa Bar,Dl∝:k10

キューバンラム&キューバンシガーが免税価格で楽 しめます。

ドラフ トビアアンリミテッド(250rnゆ

一日当たりC8.95で飲み放題

GRAB&GOテイクアウトコーセー

スナック&サ ンドイッチ
X― PFeSS  ____________ 5,95
Pannini 

- 

€5.95

Hamburoer €5.95

Chefs Salad €4.95
l..r;i-: -,., ,,.:' :;'-tl C5.95

X―press Pizza 24時 間デリバリーC5.95グ ラスビア orノ フト

ドリンク付き.

ご注文は各バーで

【測IS CRUISESり ,カ ーポ リシー

乗船時、クルーズ中、船内にお酒の持ち込みはできません。寄港

地でお酒を購入 した場合はクルーズ最終日までセキュリティーで

お預かりさせていただき、クルーズ終了前夜にお部屋にお雇けい

たしますc免税のお酒は船内ショップにてお手ごろ価格でお買い

求めになることができます。18歳以下のお客様には販売できませ

んのでご了承ください。

hlorizon Bar
Thatassa Bar
Hetios Foo[ Bar

Eclipse Bar

Muses Lounge

Argo Bar
Selene l-ounge

―深夜

正午探 夜

8100 am― 深夜
7:30 pm― 深夜

7:30 pm― 深夜
6100 am― 深夜

10:00 arn― 深夜

Deck 12

Deck 10

Deck,

Deck 7

Deck 5

Deck 5

Deck 5

I'ス ニ ン グ メロデ ノーーズ w"h lllrrmair f\ rn

Muses Louttge,Deck 5
9:30 prn・‐10:00 pm

“A TASTE OF eRttECEF
」Oin the Olympi3 8and

グリ・―ク ミュージック:

Muses Lounge, Deck 5

:學 :彙 奮pξ
｀
■

クルーズディレクター Ettzabeth司会
スタッフプレゼンテーション…につづき

“V動換6E TO ADVENTtJRE撻 シ ヨー タイム

Starring the Louis OlplPiaエ ンターテイメントチーム

′米ショーの振影/まξl催 だまク禁五され てみヽまオ

Setene LouAge Deck 5

10:0犠 pmディスコディスコ!

インターナショナルヒッツ1

11130「n-00:00ロ ック 晨ロール:60s&70s

ルイ スオ ‖｀ ‐

::譜
is Rom邸

■ |:■ ●  11t■ Antonios Athanasiou
Hotel Manager Panagiotis Megalooikonomou

Chief furser- 
-__ 

Stavros Amarantidis
0octor ___
Cruise Director .."---_--.-
■. `_、 1,■'|｀

ExecutⅣe Chef_       _
懸滲:trζ 越'轟

3‐tttl Dimitris Tsitivakis

」utie AndreevaChief Housekeeper
8ar Man●●。「             Andfeas Tolmas
Oues:Reは 91s Man"er_Rositz8"odanova

Cristina lstrai*

_  /~｀ 水曜  ロー ドス    7:303m

'推

ft蕉卜 本曜 ヘラクリオン 7:00 am

「14'ト サン トリーニ 雄30 pm

奎曜   ピレウス 6100o鶴

日程

寄港地   到着

ピレウス  …
最終乗船

10:30 arn

10:30 prn

12:30 prn

8130p「 n

5:30 pn∩ ドし入つ―ドイヽ

11:00 anl

8:15 pm

Oleksiy Sherushynin

EIizabeth Ratterty

Michatis Kapettos

loarlnis Korotogos

称ソ

月曜

火

6`00 pm

7:00 arn

4115 pm

ミコノス

シャダシ

.t.{i'- 1- ,'r I-.ex

Shsrex Ma*aqer-

www.touiscruises.com 3



レセプション Deck 4

TeL O(24時間)

外貨両替:71003m-11:00 pm
クレジットか―ド登録

郵便
ルームサービス

セーフティーボックス
モーニングコール

自動手続きマシーン臨limett K:osk

Sanaス パ &ビューァィーサロン Deck 5

TeL 7530営業時間:9100 am… 9100 pm

初 日に トリー トメン トを予約 された方は 15%オフ

2種以上の予約は20%オア

90ミ ニッツマッサージパッケージC12'

詳しい内容はスパスタッフまで

免税店 醗は 4
ピレウス出港後-6100 pm

ミコノス出1港後 -11130 pm
スペシャルオファー・:ウ ォッチ&サングラスフェア

電話&イ ンターネット
外線電話は 1分e2.50の 課金がされます.次のようにダ

イアルして下さい。 8+国 番号 +市外局番 (最初の Oを
除く)+その後の番号 .

インターネットは 1分のダウンロー ドで ∞ .19課金され

ます .

パブリックエ リアでWiF!ビ利用の場合
C7=1時間/C16=3時 間/C25=6時 間
繕
詳 しくはレセプションまでオ贄

フォ トギャラリ一ヽ Deck 5

営業時間三12:30 pm-5:00 pm/10:30 pm-00:00

クルーズ中、船内での皆様をフォ トグラファーが写真を撮
って回ります。撮った写真はギャラリー に展示されます。

気に入ったものがあればご購入下さい。

医務室 D∝kl

開業時間:8:00 am… 9100 am′ 5100 pm-7100 pm
時間内 teL 7510/7511
時間外はレセプション teL 0

予約必要なし

専門的な診察には診察料が発生致します。

料金は診察と処方箋に応 じます。請求書は旅行保険の目的

のみに発行されます。

Fiestaカ ジノ Deck 5

営業時間 :

スロッ ト&テープル:12100-5130 pmノ

11100 pnn-4100 am
ルーレット、プラックジャック、ポーカーなどが楽しめます。

ルー レットロ ト!毎晩 11:30 pmチ ヶットー枚1ユーロ
2ナ ンバー揃えば 1ユ ーロ 3ナ ンバー揃えば 100ユーロ

4ナ ンバー揃えば 1500ユ ーロ 5ナンバー揃えば 5000ユーロ

ど′爵 18歳|ノ 下の方のカジノ′リス ク/ゴ察」されでクヽます。

乗 客 tヽ―

皆様の健康と安全の為に。
は頻繁な手洗いをお勧めします。手洗いは健康の維

4

ノヾ ‐―

お腹がすいたら0番 :こ電話 !露4時間営業
エクスプレスピザデリバリー轟t梅 グラスピアー杯

持 と様々なウイルスを防 ぐ為にもとても大切です。食事の前,化

粧室をご利用の後,公共のスペーースでお寛ぎの後は手洗いをお忘

オし7蜜 く。

o『 ソフ トドリンクー本が付いて C5.95.  www.[ouisc「
uises.co m

●̈
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