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次の寄港地サン トリー‐二まで 67海里

ヘ ラク リオン はギリシャの島々の中で最大の都市です。国際
空港も持つモダンな街です。港から20分の場所に
クノッソス宮殿遺跡があります。

サン トリーニ

到着:4130 pm 最終テンダーボー ト:8:15 pm

最終乗船時刻:8:30 pm
次の寄港地ピレウスまで 131海里

オプショナル ツアー

集合場所:MUSttS動撃e,Deck_5_
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サン トリ‐′―:■

翼着次第   cruise tO stttorinま '31s鶴悔轟 &votca満
到 着 次 第    sp銀 起崚i還『 Oia vitti藩 98 pe『ched on the c離越era

R,m
到着 次第   Ak「 otiri Ettavatio顧 &village
が一ル ドホー トか らティラの街 ′ヽ:;ケ ーブルカー(ォブ:姜槻 、階
段、ロバをご利 ,11いただけます。ただしロバの利用は■■蔵険で
すので、お勧めしません。 ご利用:li■ 身の責任のも[:|:理 ぃ数
しま

‐
す。

ツアー:~参加され,る 方は M∪覇鶴鹸戦肺,懸eck 5

にチケットとボーディングカー ドをお持ちになら
'集合 して下さい。バス番号およi:Lド 下船手順を集合嬌Ⅲで

ご案内します

針総RE EXC鰤毬1参Nデスク

営業時間:6:453m-7:00a齢 /11:30 am-1100F融

ヘ ラク リオンポー トエー ジェン ト

Kapa Shipri露 響
Tel:0030281o 344i95

E―■13:i:kaD3ShiOOhOt.Or

サ ン トリーニポー トエー ジェン ト

Danli903‐TOuFS

COn場 cti M「 N:kps Damigos
Tel:0268_22504,

E― marl:damtOursc)hOtmalLcom

サン トリーニ島は南エーゲ海のキクラデス諸島の中でも最南端
に位置 してお り、クレタ海の北先端にある島です。サン トリー
ニは約 29ス クェァ~マイルの島であり、本土とそれを囲む小
島は約紀元前 lC8年に噴火 し流れ出た火山の集まりとされて
います。プラ トンの書物、ア トランティスはこの天災が起源に
なつているのかもしれません。今 日、この火山により形成され
たサン トリーニ島はギリシャでも最も壮大な眺めとされていま
す。

www. Io u isc ru ises. co m
11

サン トリーニではテンダーボー ト下船です。

ツアーに参加されない方はテンダーチヶットが必要になり
ます。1:30 pm-3100pれに HOSRTALttYデ スク, Deck 5)

ロビーまでお越 し下さい。
下船はツアーのお客様の後約 30分後から開始致します。
船内放送にてチヶットの番号順にお呼びしますので、

お持ちの番号が呼ばれるまで
パブリックラウンジでお待ちください。
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天気予報: 晴れ

予想気温:最高 24°C 最低 17°C
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ピレウス港にて最終下船されるお客様は、

サン トリーニ出港後、深夜 oo:oOまでにス

ーッケースをお部屋の外側にお出し下さい

パスポー ト

本日 (木)70)pr-9:oo Ⅲ に

Sho「e Excu「si“ De重LDばよ4に Cパスポート

の返却を行います。

必ずバスポートレシートをお持ちくださ

ヤ` 。

船内口座の精算

口座設定をクレジットカ~ドで設定された

お客様は利用明細書ピレクス到着前に部屋

の ドア下よりお届けします。 明細書に不一

致がございましたら最終下船前にレセプシ

ョンデスクまでお問い合ゎせくださいま

せ。

国座設定を現金デポジッ トにて設定された

お客様は 113o p■1-4:30 prn.の 間にレセプシ

ョンまでお越 し下さいませ。 (こ の時点で

のクレジットカ~ドヘの支払い変更は出来

ません)現金で口座設定された方は 1:30 pm

以降ボーデ ィンダカー ド (チ ヤージカ~

ド)″千!Fバ 諄来ませ 仁 款み物等のお支
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6:oo arn-9:30 3rn

Aegean ReStaurant Deck 4

(ビ ユ ツフエ )

6100 am-9100 arn

Leda Bu警 .et Deck'

(コ ー ヒー タイム)

,:303m-11:00 aFγヽ

ランチ

Leda Buttet Deck 9

(ビ ユツフエ)

12100-2:00 prn

Aura C■l Dedく 9

(ビ ユツフエ)

12:Oo-1:30 prn

Aegean ReStaurant DeCk 4

(自 由席 ―アラカル ト)

12:00-2100 prn

アフタヌ 一ヽンテイ~
Leda Bu奮●t Deck,

4:oo pm-5:00 prn

三ェ主二
Le.da Bdttit Beck'

ム●」こ二,,1_ず 'I｀
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7:30,I｀ 1-9150 Pm

カ リメラー000D MORNINal

Deck 4で貸出

特に記入がない場合、

各ァクテ ィビティーーは 30分間

豪―天侯次第

8130 ann

ゥォーカソン 1(Helitt PCOt Bar,Deck 9

wake…up&ス トレツチ3幡

setena LOungellDeck 5

1:oopm 3耐 ギリシヤ語レッスン

SeLne Lounge Dedk 5

1:oO-2:00 pm
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ジム Deck 8

サウナ D∝k8
プール Deck 9

プールには監視員
は禁止 されていま
の使用の場合は、
す .

7:00 am-9100 pm

,100 am-9:00 pm

8,oo am-7130 pm
はお りませ ん。飛

す。 16歳 以下の

大人の方の同伴が

び 込

お 子

必

1:30 pm-3:30 prn

キ ッズアクティビテイー

Kids'Ctub Deck 7

1:45 pmフルーツカ~ビング

Heuos PooLAreal Dα 彙
'

2:∞ pm ミスターオリンピア

HetiOs PoolArea,Deck9

その後

フインダンス

wimア ニメーションチーム

HeuOs PoolAreal Deck9

2:00 pmピ ンポン ト`一ナメン ト

sp。威3 Deck7 All

2130 pm

グリークデステイネーションクイズ

A『90 Bar Deck 5

3:00 prn

シャッフルボー ド

印 0由 Deck 7 AR

3:∞ pmフ ラフーメイキング

Ar9o Bar Deck 5

貸出品

借 りてるものがありましたら、1l100prn

でにレセプションヘご返却ください。

有料セープテイーボックス

鍵式のセーフテイ~ボ ツクスをご使用にな

られた方は、最終下船までにレセプシヨン

ヘ鍵をご返却下さい。

プールタオル

クルーズ期間中、お客様のお部屋にお

届け致 します。タオルは最終 日の夜に

回収いたします。タオルに損傷が見つ

かった坊合や (― お部屋に
1返却 されなか

った場合C12の罰金が発生します。

闘uses Lounge,Deck 5

下船説明会

ピレウスでの最終下船方法を

靡

5a稲

フィレステーキ OrTボ~ンステーキ

シーバス Orキングシユリンプ

(夕
・食)熱≧gean Resta鳴 腱C10・95

ぉすすめギリシヤワイン

ホフィ トsantorini BOutari― c19.95

レッドSyrah HatZimiCali‐ C19・ 95
2:00 pnn

フー ドプレゼンテーション

i;i.: 'f l :;:' 聯eくlk馨

ギリシャ料理を作って

みよう:l

おろしたズッキーニ3カ ップ

塩 ティースプーン1杯

タマゴ 3つ

おろしたフエタチーズ1カ ップ

細かく刻んだミン トの葉ティースプーン11/2

小麦粉 テイースプーン3杯

コショウ
バター

= ズッキーニと塩を混ぜ、1時間寝かせる

o 水分を絞るようにこねる

= タマゴを割る

= タマゴにズッキーニ、チ~ズ、ミント、

小麦粉を入れ、味付けにコシヨウを少々

. バターをフライバンにとかして、両面が

茶色になるまで焼けた ら出来上が り

碧/vJr- ― キ=0)rsY
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一今夜の ドレスコー ド:カ ジュアル

卜ielios Pool Bar Deck 9

正午 …12轟5Pm/1:00 pm-1:30 pm      ・

ラテンリズム s with‖ Los MagnificoSII

匡ctipse 3aF Deck 7

9:30 pIIζ ―磁21303「 n

リスニングメロデ ィーズ 爾th the Olympia Band

Argo Lounge Deck 5

正午 -1130 pm/7:45p鍋 …9:30 prn

クラシカル 面thバイオ リン Yuri&ピ アノ Stanistav

9:30 pm… 1100 am

ダンスミュージ ック輛th the Plug N'Piay Duo

Muses Lounge Deck 5

9:15 pm-10,00 pmノ 10:45 pm-1100こ In

ダンス ミュージック with the Olympia Band

H。「izon Bar       正午―深夜

熟 a騒ssa鍋「         8100 am― 綴ミ夜

He10s POol Ba「       8100 am― 1深夜

な儀p“ 38「       7:30 pm― 深夜

Mutts Lounge     7:30 pm― 深夜

A「90L製駆廻______ __運塑lQ_壼_r深夜

Selene Lcunge      10:00 am― 深夜

Deck 12

Deck霧 0

Deck 9

Deck 7

Deck 5

Deck 5

Deck 5

Setene i…。unge l〕eck 5

8130 pm-9[30 prn

KARAOKE!
アニメーションチームとカラオケ:

,:30pm eAME SHOヽ A′

=:― :」 =ヽ「 ―払 と:=― ム

1.:`〔 s,s:_■ .`撃織1参●ヽ kう

i 0:00 pm

クルーズディレクタ‐―Elizabeth司会

クルーまたは乗客による

タレン トショー

ひきつづき

γiva La Fiesta"シ ョい―タイム
Staring

LOUiS OLYMPiAエンターテイメン トチーム

今 日のカクテル
MYKONOS DUSK Ci3.55

ジン,3柚 e Curacao,Crさ me de Banana,軒enadine,ホ イ ップ

ノンアルコールカクテル

COCONUT K!SS          C2.95
ココナ ッツクリーム、オ レンジジュース &Crenadine、 ホイ ップ

7 4 7^3*tv ts+tv f y 7 -' 2.50(1 7 7)

ドラフ トビアアンリミテッド(250mD
一 日当たりC8.0[で飲み放題

研秋B&00テイクアメトコーーヒー

スナック &サンドイッチ
X- Press C5,95

C5,95

C5.95

C`.,5

35.95

Pannini
Hamburger ----.=_---.--
Chef's 5a[ad
Ctub Sandwich

お土産にギリシャワインおすすめです l

2ボ トルセット・ 17.95

お問い合わせはワインスチュワー ドまで

Selene Lounge Deck 5

l0:00 pm i,r z=f 4 za1

OurDJ -l YF*f :zattvY yYt11

3:30 pm頃 サントリーニ島接近

ギリシャ屈指の美しい島、サントリーニ島に接近する
際のすばらしい景観をお楽しみ下さい。
この島の外観は紀元前 1620年 ごろに起こった大噴火
によって島の半分を海中に沈めたと言われています。
本船が入港するカルデラと呼ばれる地層のあた りは島
が沈む以前は街の中心部でした。周辺に位置するネア
(新)、 パ リア (旧 )カ メリと呼ばれる島は火山噴火

が起こった後に現れました。その他、元々はサン トリ
ーニ島の一部でしたが、噴火により分かれた 2つの島
も見えます。最小の島、アスプロニシ (無人島、ギリ
シア語で白い島という意味)と 最大の島シラシア (有

人島)を ご覧下さい。

X‐press Pizza 24時 間デ リバ リーC5.95グ ラスビア Orソ フ ト

ドリンク付き、

ご注文は各バーで

アンケ… 卜用紙

お客様のこの船旅に対するご意見はとでも貴重です。

よろしければご記入頂きたくお願い申し上げます。

またお客様のお褒めの言葉は,船旅中賢明に働くクルーにとって最高の向

上心へと繋がります。
ご協力ありがとうございます。

www.Iouiscruises.com 3
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愧 目

圏目日

レセプション Deck 4

籠 .0(24時間)

外貨両替:7:00 am… 11:00 pm

菰 椰

む3n3^′ 、`二 ,一‐
フ f́｀一―

l′ ■ ./む霊 Ko

TeL 7530営業時間:9,00 am-9,00 pm

おすすめ : フルボディーホットス トーンマッサージに

は20分 ミニフェイシャル o「 20分ヘッドマッサージが

付きます。

詳しくはビューティーサロン内のスタッフに気軽にお尋

ねください。

免税店 Deck 4

営業時間:

ヘラクリオン出港後 -430 pm

サントリーニ出港後 -11:30 pm

スペシャルオファー:バ ツグフエア

電話 &イ ンターネット
外線電話は 1分C2.50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)十 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 WiFiビ利用の場合
C7=1時間 /C16=3時間/曖5=6時 間

一一二書―し‐ぐは■セブツ七―ンま―で二

フォ トギャラリー D∝k5
営業時間:12:00 noon-4100 pm/8:∞ 脚卜 00:00

今回のクルーズ期間中の全写真を展示します。

衆

瞬:,彗顧子犀尋:3:30 8an― iC:00aに n′ 7:00 prn― ソ:む u pin

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。

Fiettaカ ジノD∝k5
営業時間:ス ロット:12:00-4:30 pmノ 9:00 pm-5:00 am

テープル 19100-5:00 am

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

www.Iouiscruises.com

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,公共のスペースでお寛ぎの後は手洗いをお忘

れなく。

バ
‐ ―

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 リー轟thグラスビアー杯 orソ フ

トドリンクー本が付いて e5.95.
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デジタ′■コンピューーター合成でいろんな背景の写真が作れます。
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