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天気予報:晴れ

予想気温:最高 24° C/最低 19° C

2014年 10月 15日 鉢

ロー ドス

到着17:00 am 最終乗船時刻i5130 pm

次の寄港地ヘラクリオンまで 166海里

ス
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ローードス,ドデカニス諸島で最もよく知られている

この島は豊富な美しい自然やカラフルな歴史を現す

建築的なシンボルを持っています。丘にはロックロ

ーズが非現実的に咲いていてこれが“バラの島"と 呼

ばれる理由です。

なぜロー ドスが地中海で最も人気のリゾー トと呼ば

れるかという理由はたくさんあります:自 然に囲ま

れていること(透明な海,多 くの公園や娯楽施設),輝

く太陽,島の人々の暖かいもてなし。 口一`ドスの街

はョーロッパの街の中でも最も変化に富んだ建築的

な街でもあります。
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外貨両替
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。

クレジットカー 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

社によっ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。

ジム 1)eck 8    7:00 am中 9:OO p締

サウナ Deck 8  9100 am… 9:00p雛

プー́ル ロ騒ck 9   8:00 am-7:30,1■

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。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 レットペーバーは トイレに流 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
・
rliatassa 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。

携帯電話 OS臥
ローミングネットワークサービスを利用

して通話や SMSが 可能。

ダイヤル方法

“ギの後、国番号、0を省いた電話番号

(通話料金または通信料金はご自身契約

の携帯会社のレー トが適用されます).

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e12の

罰金が鶏生します^

プレックフ7*x F

Leda BufFet Deck 9

(ビ ユ ッフエ)

6:00 arr:-9130 am

Aegean Restaurant Dleck 4

(ビ ユ ッフエ )

6:00 arn-9100 arn

Leda BufFet Deck 9

(コ ー ヒータイム)

9130 arrl-11100 am

ランチ

Aura CHll D∝ k9
(ビ ユ ッフエ)

12:00-2:30 prn

Aegean Restaurant Deck 4

(自 由席 ―ア ラカル ト)

12:00-2100 prn

アフタヌ*v7,( *
Leda Bu“et Deck 9

4100 prn-5,00 prn

デニナー
A"ean Restaurant Deよ 4

(自 由席 ―アラカル ト)

6:30 pm-9:30 pm

Leda Buret Deck'

(ビ ユッフエ)

7:30 prn… 9130 prn

カリメラーαXtt M幽腐01.!

トランプ各種ボー ドゲーム はレセプション

D∝k4で貸出

特に記入がない場合、
各アクティビテイーは 30分間

豪―天侯次第

9100 arn

ウォーカソン豪
Heuos Pool Bar Deck'

10:00 alm

ボー ドゲーム、カー ドゲーム

対戦相手を連れて集合

Ar90 BarE)cck 5

3130p口n

ピンポン

Sports Deck 7 A彙

4:00 pm
,-rfi

Argo Bar Deck 5

4100 pm-6:30 prn

キッズアクティビティー

Kidsi Club Deck 7

4100 pm

ダーツ

Sports Deck 7 A資

4130 prn

バスケットボール

Spotts Deck 7 Aft

4130 pFn

チーム トリビア

Argo Bar Deck 5

5100 pnn

ミュージカルクイズ

Selene Lounge Deck 5

5130 prFl

ラテンラインダンスクラス

Hetios Pool Area Deck 9

2

フィレステーキ or Tボーンステーキ

シーバス●「キングシュリンプ

(夕食)Aegean Restauttnt C10.95

おすすめギリシャフイン

ホフイ トMoschottero 3outaris― C18.95

レッドNemea Tsantatis― C18.95

ギリシャ料理を作ってみよう!l

バンの耳を取った白パン3枚

水

大き目のニンニク3片

レモン汁 テープルスプーン2杯

ホワイ トワインビネガーー

オリーブオイル 12カ ップ

クル ミ 1″カップ

= 水にバンを5分間浸し、その後水分

を絞るようにこれる

" 
パンをミキサー :こ ニンニク、レモン

汁と一緒に入れる

" 
同じように,ワ インビネガー、クル

ミt,ミ キサ‐―′ヽ

` 
ミキサーからオ リーーブオイルの中に

、マヨネーズのようになるまでゆっ

くり注ぐ

「

コ ソ ス

6壻00 pm ビン ゴ

AF9o Ba「 Deck 5

有料 e5

最小実行 人数 10人
ペンを持参 して下 さい !!

1



イブニン グ ドンスコー ドlエ レガン ト

Helios P001 88「 Deck 9熱
5145 pm-6:45 pm

ミュ‐ジ ック withぬe ttug N'Ptay Duo

Ectipse 3ar D‐eck 7
9100p打 1_1100 ar駐

ラテンサ ウン |ヾ withキ ユーババン ド“Los MagnificOs・

Argo Lounge Deck 5
7130 pm-9:00 pm

クラシカル 哺thピアノ Stanistav&バイオ リン Yuri
9115 pnl-lo[00 pm

ミュージツク With the Ptug NJ Ray Du0

10:15 pnl-1:00 ann

ダンスミュージック輛th the Piug N'P18y Duo

ドリンクパ ッヶ―ジ

アルコール ドリンクパッヶ――ジ_C79.85(日 割・ 19.95)
ノンアルコール ドリンクパッヶ―ジ 飩̈7.35(日 割 口

11.95)
条件付き

4ao>*l7*
OIA ON IHE ROCKS$.s5), :/i*,TripleSec,,i- r, v ), -* i, vt v z tt y :t =

./ VTtv=^tvlt lf tv
STRAUIBERRYDAIOU'RI €2.95

-/ u *,/\ ./ t_ t t:j -\ , _, Vty Zfi y it z. t-,"a** f*,

ドラフ トビアアンソミテッド(250mo
一日当たりca95で飲み放題

GRAB&00テイクアウトコーヒー

スナック &サン ドイッチ
X- Press
Pannini

時間デ リバ リーe5,95グ ラス ビア orソ フ iヽ

llorizon Bar
Thalassa Bar
HElios Poo[ Bar
Ectipse 8ar
Muses Lounge
Argo Lounge
Setene Lounge

正午―深夜
8:003m― 深夜
8(008m_深夜
7:30 pm_深夜
7:30 pm― 深夜

`:00 arn―
深夜

10100 am― 深夜

DeCk 12

Deck 10

Deck,

Deck 7

Deck 5

[〕eck 5

Deck 5

'li;:iliil;, Lounge Deck 5

6[00p訂l cLASS!CAL CONCERT
クラシカルコンサー ト

STANISLAV STANCHEV― ピアニス ト
&

YUR:2■ PO■CHNY:― バイオ リニス ト

Setene Lounge Deck 5

8100 prn-10100 pm

KARAOKE!
ムとカラオケ1

チー̂

Muses Lounge Deck 5
8:15 pm - 9:00 pm

**77y Xrt ) f pts*f -t *
船長が皆様を招待いたします。、

主要オフィサーの紹介もあります。
(フ オ~マルな服装でお越 し下さい)

Muses Lounge Deck S

9130 pnl

DANCi討o wITH THE STARS!
ダンスコンペテイション!

10:00 prn
クルーズディレクターの Elizabeth司会

“Dance intO the lЧ lusic'SHOV「「:卜4獲

StaFring

ヒOUiS OLYMP:Aエ ンターテイメン トチーム

Setene Lounge Deck 5
f+z=lf-fx=

1 0:00 pm
nlUJ

4 >'4--t:,a)-t,ty'.yI
1 1:30 pm 70's zt*-f, **

C5.95

Flamburger
C5.95

C5.'5

C4.95

C5.95

Cれ ef's Satad

Ctub sand、 へ/ich

X― preSS Pizza 24

ドリンク付き.

ご注文は各パーで

タオルアー トブック
Ci3,95

″のおみやゲをクヽかか ですれ
ご
｀
稀望の方′妥

ノヽクズキーど
°
ンク

｀
た。あ:爆7ク 嚇 ぜ・ぐだ

｀
さクヽ。

海洋環境の保全にご協力 を 1

リネン類の洗濯による海洋汚染を減らすためにシーツゃタオル
をできるだけ続けてお使い頂

`す

ると幸いです。 _タ ォルは床に
置いてありますと新 しいものと交換 します,タ ォルラックにか
けであるものは交換が不要というサィンになります。

lR
www.touiscruises.com



レセプション Deck 4

TeL O(24時間)

外貨両替:7:00 am-11100 pm

クレジットカー 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Katimera Kiosk

sanaス パ &ビューーティーサロンD∝k5

TeL 7530営業時間:9.00 am-9:00 pm

今日のスペシャルオファー:

60分バ リ式マッサージ 86・

60分 フェイシャル予約の方にアイ トリー トメント

が無料で付きます。

免税店 D∝k4

営業時間:ロ ー ドス出港後-11:30 pm

スペシャル:香水 2つ以上お買い上げの方には 日

11.99相 当のア トマイザーをプレゼン
~ト

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 0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 CO.19課金され

ます .

パブリックエリアでWIF:ご利用の場合

C7=1時間 /e16=3時間′/C25=6時間
織詳 しくはレセプションまで 織

バ
ー ー

お腹がすいたら0番に電話 !24時間営業
エクスプレスピザデリバリーwithグ ラスビアー杯

orソ フトドリンクー本が付いて e5.95,

フォ トギャラリ一ヽDeck 5

営業時間110100 pm-00100

今夜はキヤプテンズカクテルバーティー

MUSES Lounge Deck 5外 でキャノテンt〔会うチャンス。

イブニングドレスを着たあなたと一緒に写真をお撮りしますぐ

Fiestaカ ジノ D∝k5
営業時間:

スロット&テ ‐―ブル:6:00 pm-6100 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1毎晩 11:30 pmチケットー枚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+ンバー揃えば 150Ю ユーロ 5ナンバー揃えば 50∞ ユーロ

11:00 pm テキサスホールデン

滋′爵 7θ ttZ`χ 7ヽ の方のカジ/″ス ク′ま禁:」 され てクヽまプ
~。

医務室 D∝kl

開業時間:8:00 om― :0:00 am/6100 pm-8100 pm
tet.7510ノ75]1
時間外はレセプションヘ tet.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。

fヾ軸F‐

.｀

::

‐‐‐″
"″  皆様の健康と安全の為に。

乗客σ)皆様には頻繁な手洗いをお勧めします。手洗いは健康の維

持と様々なウイアレ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 スでお寛 ぎの後は手洗いをお忘

れなくc

www.Iouiscruises.com
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