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日の出

06.50

コスタネオロマンチカ

宮古島

到着時間 最終乗船時間

11.00    17.30

2018年 11月 08日 (本 )

官古島一東京

987海里
天侯

変わりやすい

日の入

17.54

漏試氏:25°(〕

最高:26°C

-
-
-
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船長5okmtis Sklavosに 代わリブリッジからのお知らせ
宮古島は、沖縄県にある5つの島々からなる宮占列島の中で最も大きく、最も人口の多い島です。また、沖縄県で4番 目に
きな島で、主に琉球石灰岩で構成されています。宮古島はその美しさで知られています。特に、日本の絶景スポットの一つとされているのが東平安名崎です。
他にも、与覇前浜ビーチ、パイナガマビーチ.伊良部島などの観光スポットがあります。

【外出されるお客様】(下船船口:デッキ3)

外出される全てのお客様|よ、下記の書類が必要です。
・ コスタカー ド  ・税関申告書 (1家族に1枚 )― ]税 関申告書は前日に記入例と共にお部屋にお届けします。
・パスポー トのコピー

※パスポー トのコピーや税関申告書を紛失された場合や届いていない場合は、デッキ5のグス トサー‐ビスヘお問い合わせください。

【日本入国審査】 キャバレービエンナ,デ ッキ9
宮古島到着後、全てのお客様にキャバ ン ―ヽビエンナ′デッキ9に て日本入国審査を受けて頂く必要がございます。
鮨 船のオプショナルツア一ヽに参加のお客様1ま ず、下記のツアー集合場所へお集まり下さい。その後、ツアー参加の方
皆様一緒になって入国審査(キ ャバレービエンナ,デ ッキ9)へお進みいただきます。
「個人で外出されるお客様と外出されず船内でお過ごしのお客様112.15以 降にキャバレービエンナ,デ ッキ9に て日本入国審査を
お受け下さい。入国審査の終了後にお出かけが可能となります。(外出を予定されていないお客様も必ずお受け下さい)

日本国籍以外のお客様には入国審査入口でパスポー トをお返 しいたします。

党:誕:早iァ

のお客様には、終日航海 日(ll月 10日 )にお客様のパスポー トの原本をキャビンスチュワー トがお部屋へ直接お届けい

◆船内の安全に関する説明会 9.00 ミーティングルー‐ム,デッキ5

11月 7日 基隆よりご乗船で当日の船の安全説明会に参加されていないお客様は必ずご参加ください
緊急避難時に備えた安全に関する説明を行います。お客様の客室からご自身の救命胴衣 (ライフジャケット)とコスタカードをお持ちのうえご指定
の場所へお越しください。緊急時の避難方法やiじ

奎難ルーート、避難場所をご確認いただきます。

【お知らせ】ご乗船時にクレジットカードをご登録されたお客様ヘ

船内ご利用代金のクレジットカード会社への請求方法について。ご利用分はご利用当日にカード会社へ請求させていただきます。

:023A 宮古島ベス ト

:olss― 宮古島観光地巡

ツアー集合場所

ロ       ディスコタンゴ,デ ッキ9

り 日     デイスコタンゴ,デ ツキ9

ョッピング ロ デイスコタンゴ,デ ッキ9

11.30

11.30

11.301023B 与那覇前浜&シ

■ ||■|■|■ |

`|11:

:11,I ;:

``・

條ヽ ヽヽⅢ



ガレリアショップ・19.00-23.00デ ッキ 9

ファッション時計イベン ト
19:00～ 22:00

お一つご購入で20%オフ,2つ ご購入で30%オフ

GUESS,ANNE KLE:N,BULOVA  35(シ 6)オ
~Iア

STUHlNG′ INVCTA I最 大 75%意 オ フ

ーCASiO,FERRAR:,DW,STU HINC,FOSS:Lク リア ラ ン ス価 格

全て免税価格

::1苺事轟轟黒:1事籍董議
=轟

||

20.00 贅沢スパ レディースナイ ト
お一人様 S40(75分 間)

サーマルアクセスチケ ットをお持 ちの方は、320
(水着をお持ち下さい )

是非、私どものレディースナイ トヘお越し下さいI贅沢なサーマルエリアに

て、フェイシャル&ボディー&ヘアのセルフトリー トメントをお楽しみい

ただけます。タラソテラピーのジャグジープールで体を温めリラックスし

全身と顔の肌を滑らかにするための角質除去と水分補給の トリートメント

を行います。また、Frangipaniヘ アトリーートメントで、シルクのような美
しい髪を手に入れましょう。さらに、ホットストーンベッドに横たわり、

心も体もリラックスいただけます。
ご利用人数に限りがございますので、ご予約はお早めに,

フィッ トネスクラス

08.00ピラティス,19.30ヨ ガ (各クラス1回  $13/45分 )

サムサラスパ&エアロビレクスタジオ′デッキ8

解8慶恭′満の方,′まザフヵ′ハルニ
`屈

どのこ

"`婿

|をご遊
'Fレ

た`たいであ`クます
また、16炭 :ダイ戸のオ|′ゲメポーノジ仏をごア務ブレ`ただ′ノませんリ

♂亀計
.

鮨ヅト 4嚢

●̈‐■■イタl■′

ツアーオフィス・1フ.30-19,00 デッキ5

東京観≒寧騎滋畿9農二ζ最終日
!
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コスタネオロマント了ガお葺苔裏が見れるのはこの
で
シップツアー''だ け !

人数に限 りがございますので、ご予約はお早めどうぞ :

オンラインでツアーのお申込み 宮 装 .
手 率]の確 認を されたお

が必要ですので、お早目にツアーヽオフィス・ おヽ彗し(だ さい。

フォ トショップ 。18.00‐22.30デ ッキ 9

コスタスタイルをご自宅に !!

カ トラリーホルダーー 3149

ソフ トライ ト電気キャンドル  S29.99～

お求めは….フ ォ トショップ,デ ッキ9
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香港にて、合計5つのミシュラン
レス トランを経営 しているボンバ
修のメニューを船上でお楽 しみい
彼のメニューはイタリアのライフ
1典 、芸術、技術、哲学、食の喜び
ュランニつ星 レス トランならでは
得な価格でご提供 してお ります。

お1人 $59(サービス料含む )

デッキ9後方

日 有料サービス

17.30-20.30

チメク′′ゴグンハグーーどンデメ/1た′.′わ ″
θ957イ  `θ 7θθ‐22 θOリ

パーソナルクルーズコンサルタン
メインホール,デ ッキ |

卜 17.30‐ 19.00
5

船上予約限定価格にて次回のクルーズの

ご予約を検討 されませんか ?

ご乗船時限定の特別価格クルーズを

ご用意 してお ります |

カジノ・エクセルシオール +20

スクラッチカ‐―ド

ラッキー 88、 ブレイ クバンク、運命の輪、ジグザグ 7、

幸運など、肖llる だけで$30,000が 当たるチャンス:|

スクラッチカー ドをS50分以上お買い 11げ のお客様に

コスタオ リジナルティディベアを差 し上げます。

是非、テ ィデ イベアの家族を揃えてください。

お求めは、カジノキャッシャーにて

ファッションサングラスイベント
ーGUESS,BOLON,NIKE,LACOSTE,L:UjO,CK最 大 50くる )オ

｀
フ

お一つ $38.88か ら

免税価格

'■ .■■■■■・・



Good Morningお はようございます

Good Atternoonこ んにち,ま

15.oo  ダックゲーム

グランバービアッツァイタリア,デ ッキ 8

15.30  ゲーム:ボー リング*

ノだ。チン ハ′/｀、デレキ11

16.00  ビデオクイズ:映画のポスター

グランバーピアッツァイタリア,デ ッキ 8

16.30  アー ト&ク ラフト:白 と黒マラカス(大人限定)

カーードルーーム,デ ッキ8

17.00 みんなで,締ろうwithア ニメーションチーム

ク
｀
ツシバーどアレ ンァイタノ/′ デレキ8

17.30■ 8.30図書室, デレキ22

13.30  ラテンダンサーのダンス教室 (タ
ンゴ

)

グランバ一ヽピアッツァイタリア,デ ッキ8
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総料理長なsqu」 e Ciarmielloに よるVIPデ ィナーを生演奏を闘きながらホテノンディ
:

レクター‐やシニアオフィサーとともにお楽しみいただけます。
11月 08日 17.00よ リディスコタンゴ,デ ッキ9(後方)に て。

お1人様 $25(サ ービス料含む
)

お席に限りがございますので、ご予約はお早めに。
ボッティチェッリレス トランのマネーージャー́もしくは、

レス トラン予約番号39514へ ご連絡ください。

本日のカクテル:コスタウィンド$6.49
テキーラ,ブルークラソー,レモンジュース

カクテルボール (約 2人分)$9.99(+15%サ ービス料)

ネオサクラディナ 一ヽ

ホスビタリティデスク
夕‐̂ナ ショナルホステスがお答えいたします。

メインホ‐―ル,デ ッキ5
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,2蔵‐17歳のおア緩ゆ′́ ティー だつ″`で
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クルーズディレクター FRAN&NORIKOがお贈りする

“丁HAT SVVING THING〃
(ザ ッツスウィングシング)

Richatt C“ enυ)ワ ン‐ヽ′レ/ン/ヨ ~‐

19.00&20.30

デレキ9キャパレ ー 。どエ

Good Evening a Ar [ffu[*
本・′のおチ

"ド
レスコー‐ハ

｀`
「簾ど廟rお″ちであれ司

ワインテイステイング(お 1人様S20+サーービス料 15%)

エノテカヴエローナ,デ ッキ8

ミュージカルチェアー ゲームwithア ニメーションチーム

グランバーピアッツァイタリア,デ ッキ 8

カラオケタイム(受付22.30迄
)

キャバレーー・ビエンナ,デッキ 9

ラテンダンサーと一緒にダンス 演奏 :Viva Band

グランバーピアッツァイタリア,デ ッキ 8

20.00

20.00

21.30

21.30

23.15

22.θひ グランバーど7ノンァイタノ乙ガンキ8

LECT10N OF THEIDEAL COUPLE
理想的カップル選出

ゲームwithア ニメーションチーム演奏 :the lst Avenue

〃き′笏ま..

ROCK&ROLL NIGH丁
(ロ ックンロールノゞ―ティージ

/ニメーションチース&フオンダンテーど一″′ご庸ろう′

汐託委Fr ι力o isι ハν
“
″θ

22.00 ロマンティックモ‐―メン ト特集 演奏 :Duo A‖ egro

チョコレーヽ トバー,デ ツキ9

Eiton johnス ペシャル 演奏 i Ciuseppe

エノテカヴェローナ,ァ ッキ 8

ディスコ グレース with Di Rastal

ガレスコ/ナグハクラブタンギ デッキ9

22.30

モーニングコー ヒー
with FRAN&NOR:K0

テ レビ25チ ャンネル にて24時間放映

$65,000 /く ラク
・
イスLOTTO

l国 S2で、 3つの数字をおi・1びください。
5つ 全て当てるとLottoジギックボッ ト|

4/,ヒ ットでS2,000、 3つ ヒッ トで$100差 t´ 11`ギ ます。
抽選は 23.00カ ジノにて

ハッピーアワー :飲み放題 (1時間限り)

23.15-00.15   お 1人様 :S10.00
+15%サー ビス料が別途かか ります

**他の方とのシェアはご遠慮いただいております。 **

**プ レミアムブランドは含まれません**

ディスコタンゴ,デツキ 9

デジキ1イ リiド・サントri人バニにて卓球ラケットを貸し出しをします。ご|
利用を希望される場合はコスタカーードをお持ちください。球は有料ぅ  |

o900  反対ゲーーム

グランバーピアッツァイタリア′デッキ8

o9.oo  スパー無料セミナー :″デ トックスプログラム

50分間で最高12cmサイズダウンする方法 `′

むくみ′セルライ ト′肥満,お なかのハリ,筋 肉の疲れ

でお悩みの方,こ のデ トックスプログラムで身体の

中からきれいにしていきましょう。。

サムサラスパ&ヴィーナスビューティー,デ ッキ9

09.30  イタリア語 レッスン

グランバーピアッツァイタリア,デ ッキ 8

09.30  アー ト&ク ラフ ト:タ トウー を描 こ う (大人限定
)

カー ドルーム,デ ッキ8

09.30  -一緒にカー ドゲーム

カー ドルーム ,デ ッキ 8

09301030図書室,デレキII

09.30  トリスで遊ぼう

留蓋尊 デレキH
lo.oo  ゲーム:コ ーンホール大会 !*

ノだ。テンハ″ベ デレキH
10ЮO  ビデオクイズ :自 然の場所

グランバーピアッツァイタリア,デ ッキ8

12.30  国際音楽ダンス withア ニメー ションチーム

グランバービアッツァイタリア,デ ッキ8
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ホテルサー‐ビス
24/7      グス トサ~ビスデスク&9011             デツキ5

24/7      ルームサービス &9008(700-2200)&&9011(2200700)

09.00‐ ll.00  通貨両替                       デツキ5

17.00‐ 1900
o9.oo_12.00  スクオッククラブ&1808              デツキlθ

14.00-17.00
20.00-00.00
0930-10.30/17.30-1830 1図 書室 (こ の時間のみ貸し出しが可能です)デンキII
*借 りた本は下船前日の19∞までにグストサービスフロント,デ ッキ5ま でお返しください

.返却の際はレシー トをお持ち下さい。期限までにに返却されなかった場合は315の 遅延金
をお支払いいただきます。
0600-22 ooジ ム (15歳 以下のお客様はご利用いただけません)        デッキ3
*テ メキ11後 方のアー'レ i′

|■ ンチカルロ″―ル)t大入■7歳以_じ′万専用で`す。
デッキ11111央 ′)プー‐ルはお子様(1嗽以下)用

`)'―
―■です_

病院                              デッキ3

診墾墨麓如甦誕星■堅■1600-1900救 急時対応 (24時 間)&99
診
=時

間内′
'診

案                            S81
診察昨聞内の再診                            S63
診茶時間外υ)診票                           5141
お客様プ)客室での診察時間内の診察                    S l17
お憲様`ア

)客室での診案時間外の診姿                    S177
お薬等は常備していますが、船内ドクターーの診察や処方が必要となります。

コスタクラブポイントーゲストリレーションマぶ―ジヤ~:,imin SOn 09.00-10.00

グス トサービスデスクデッキ5

船内のタッチパネル式マルチメディア端末 トーーテムマン~ン
(デ ッキ5・ 8・ 9)に て24時

間いつでもコスタクラブヘ登録していただくことができます.(※ ただし下船日当日

は不可)登録費・年会費不要!会 員特典を利用してコスタでのクルーズをお楽しみださ
い 1*コ スタクラブ会員の方|,ト ーテムマン~ン にていつでもご自身のポイントを
ご確認 していただけます。

プール*

プールゃジャグジーは利用規則に従ってご利用ください。安全に関する規則には特に

配慮するようお願いします。お子様は保護者の監督なしではご利用いただけません。

船内のプールにはライフガー トがおりませんのでブールおよびジャグジーでは安全に

関する規則に必ず従ってください。また、プールおよびジャグジーヘの飛び込みは禁

止します。 リドサントロペスはご家族とお子様のためのフールです。 リドモンテカル

ロは大人専用のプールです。音楽やエンタ一ヽテイメントアクティビティーーに邪魔され

ることなく、リラックスしてお過ごしいただけます。

喫煙お よび禁煙場所

船室および船内での禁煙は船内喫煙所の"ンガ~~バ ~~(デ ツキ9)｀ `を 除き固く禁止さ

れています。喫煙は外デッキの決められた喫煙場所および船室バルコニーーでのみ可能

です_火災の原因になるので船外やごみ箱に吸殻を絶対に捨てないでください。吸殻

は備えけけの灰皿に捨てるようお願いします。

注意事項

外のデッキは天候によっては大変滑りやすくなります。特に外のデッキを移動される

際はヒールの低い滑りにくい靴をお召しになることをお勧めします。また,濡れたフ

ロアはゆっくり,注意を払いながらお歩きください。
エレベーター

安全のためお子様だけでのエレベーターの使用はご遠慮ください。

重要事項
・トイレが詰まる恐れがありますのでトイレットペーーパー以外の物は流さないでください

・大きな事故につながる恐れがありますので、部屋の二段日のベッドにはお子様を寝

かさないでください。

火災用のスプリンクラーには物をかけないでください。

船上の アクセス コン トロール

国際規定により、寄港地に到着の際は下般日にて乗船の皆様の確認を行つております。

性の出入り口でセキュリテイースタッフがコスタカードのバーコードを読み取り確認して
います。

ミュージック生演奏

Viva Band

グランノヾ ―ど・アノンァイタノ乙 デレ キ8

lst Avenue

グランバーど
°
アンンァイタダ乙デレ‐}θ

1815-18.45    ''Duo Allegrol'

19.45-20.30 バイオ リン &ビア ノ (ク ランツク計楽
)

ラフィオレンティ一ヽナステーキハウス′デレ +9

22.00-22.45   ''Duo AHegro"

23.30-00.00  バイオリン &ビアノ
{ク ラシック音楽
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プログラムの都合や機器調整により演奏を中断する場合があります
.

今 日のイ タリア語
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お気 に入りのクルーに投票してください

皆様の心に残るお気に入りのクルーはいますか9

聯

17.30-18.30

20.00-20.45

21.30-22.00

23.30-00.30

19.00-20.00

20.45-21.30

22.00‐23.30

19.00‐ 20.00

21.00-22.00
22.30-23.00

23.30-00.00

Ciluseooe
ノテカヴェローナ,デ ッキ 8

蔚蛉事
合
のこ1袋ソ考r

メ
「
窮i深:全嫉 め.透1度な分べ|ダ ι″お解1え くださク曖 せ

ご朝食
07.00-10.00 ブッフェ

ジャルデ ィーノ″ヌ ハラィ デノキ10

07.30-09.00 インターナショナル ブレックファス ト

ボッティチェリク/ハ ラン′デ
｀
ッキ 8

07.00-10.00 お部屋での朝食

ご昼食
10.00-12.30

11.30-12.30

12.30-17.30

ブッフェ

ジャルデ ィー ノ ″́ズ ハラン,デ ッキ lθ

ランチ (お席のご予約は出来ません )

ボ ッテイチェ リ ル́メ ハラj´ちデし キ∂
テ ィータイム サン ドイ ッチ &サ ラダバー

,

ホ ッ トドック,ハ ンバーガー̂

グ リルカプ リ,デ ッキ 11

ディナーー第 1部 (ア ラカル ト)

ボッティチェリレス トラン,デ ,′ キ 8

ディナー・第2部 (ア ラカル ト)

ボッティチェリレス トラ/,デ ッキ 3

×お食事 (第一部or第二部)時間は、コスタカーードの裏
に記載がございます…厳守下さいませ.15分を過ぎま
すとご利用いただけませんのでご了承下さい。変更を
ご希望の方は、営業時間内にレアトランの受付にてご
相談下さし、変殉ま空動,費鬼′こ応じ澤ごプ■ 号ヽ含がごさンま,丸

ブッフェ
ジャルデ ィーノレストラン,デ ッキ 10

カサノヴァ&ラ フィオレンティーナステーキハウス

デッキ9(有料 )

ピッツァ “ナポリ",デ ッキ11(有 料)

一風堂ら一めん,デ ッキ11(有料 )

グリルカプリ,デ ッキ ll(左側
)

サンドイッチ&サラダバー &

グリルカプリ,デ ッキ 11(左側
)

お夜食
グリルカプリ,デッキ 11

ボッティチェリ、ラ・フィオレンティーナ・ステーーキハウス、カサノヴァヘは、スラック
ス,襟付きシャツ.ンュ~ズでおこしください。有料レストランはお席に限りがあり
ます。グストサービスデスク(デッキ5)、 船内のタッチパネル式マルチメディア端
末トーテムまたはメートルディがご予約を承ります。20歳以下のお客様がアルコ
ール欽料をお求めの場合は,年齢確認のため身分証明書のご提示をお願いす
ることがあります。

ご夕食

17.00

19.45

17.00-20.00

17.30-20.30

18.00-00.00

18.00-00.00

21.30-00.00

00.3006.30
に写真に撮り、ホスビタリティデスク(時間は本誌中面にてご確認ください)

。ヽ皆様のご投票で、月間クル~MVPを決定させていただきます。ご協力、

まヽす。

ルホステスヘー
ご提水 ださい。あるし

チーム コスタネオロマンチカ
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