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航海情報

M箕 スプレンディダは、中国の上海に向かつて終日約13ノ ット
の速度で航海を進めます。

現在の航海位置は客室テレビ19CHで ご確認いただけます。
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船内を探検しよう ! MSCエクスカーシヨンオフイスーdeck 5

固 9:00‐ 23:00

上海を発見 |

エクスカーションツアーの残り座席はわ

ずかです !急 いで、エクスカーションオ

フィス、デッキ5ま で 1

本国は終日航海日です。船内の最先端スポーツおよびレ

ジャー施設をお楽しみ下さい。

ジムでエクササイズしたり、スパで伝統的なバリ式マッ

サージや、リラックス効果のある施術はいかがで しよ

つ。

ショッピング お食事 &お飲み物

イタリアンロスタイル

ブルガリのジュエリーと腕時計の最新コレクションをチェックし

て。

全ての商品が免税価格です !

ジュエリーシヨツプ、デツキ6

バイバイ、MSCス プレンデイダ

皆様のクルーズも終わりに近づいてまいりました。エンターテイメント・

チームと一緒にブールツ ―ヾにて、さよならパーティーを楽しみましょ

う lお気に入りのカクテルの20%引 きをお見逃しなく !

終日、プール・バー、デッキ 14

スーパー・スイスウォッチ?

デッキ6の フアイン・ジュエリーシヨツプにぜひ来ておたずね下さ

い。TAG HEUER′ LONGINES′ TiSSOTの 時計 が信 じられ な い価 格 で :ま

た、ファインジユエリーコレクションをクルーズの思い出として

パーフェクトなお土産にいかがですか。

お得に飲んで、栄光を歌おう :

カラオケの時間です :デッキ16のシーパビリオンロディスコのエンターテイメ

ントロチームに加わって、あなたの力強い歌声を披露しましょう:もし、あな

たの歌声を潤滑にさせる必要があれば、ハッピーアワーの特別提供をご利

用下さい:カクテルが2杯で1杯分の価格です !

22:00、 シーパビリオンロディスコ、デッキ16



エンターテイメント

ハイライ ト
今夕のテー7
ミュージカル ″ォイル

ドレスコード:カ ジュアル

クルーズディレクターハヴィエルがお贈りする

NATURE/ネ イチャー 自然界

18:30‐ 夕食2回 目席のお客様
20:30-夕食1回 目席のお客様

ストランドシアター{デッキ6&7)にて

_重要iなお寃らせ

圏

スペシヤル・アー ト&ク ラフト ジョー・マジックと一緒に
″ジョーのジュエリー''一 ポジティブ思考のフル・ペンダント

10:00,レ クアトーレ′デッキ 15

のジュエリー〃一ポジティブ思考のフル・ペンダント
15:30′ レクアトーレ′デッキ15

リズムを当てよう *

あなたの可能性をテストしましょう !

11:00,ア クアパーク′デッキ 14

ミュージカル・ゲーム

あなたの可能性をテス トしましょう !

22:15,ア フトラウンジ,デ ッキ 7

摯層ズi続の場合、デレキ16シー′fどグオン・ディスコた変IΞιます。

0

★★ 十

係U詢

日本語下船説明会
皆様のクルーズも終わりに近づいてまいりました。船

内で楽しい時間をお過ごしいただけましたでしょうか。
ご家族、またはグループでお一人で結構ですので、ぜ

ひご参加下さい。最後に皆様にお会いできることを期

待しております。
10:00、 ストランド・シアター、デッキ6船首

落 し物 &忘れ物について

もし船内で何かを失 くした り、落 し物を拾った

場合は、デッキ5レセプションーゲス トサー ビ

スまでお越 し下さい。

サービスチャージ

クルーズ中、船のいたるところで素晴らしい
サービスを提供するスタッフたちを見かけるで
しょう。毎日皆様に快適に過ごしていただくた
めに、多くのスタッフやクルーが毎日働いてお
ります。スタッフたちに報酬を与えるために、
MSCで はすべてのお客様にホテルサービス料を
毎日クルーズカー ドより自動的にチャージさせ
ていただきます。

メガビンゴで最高賞金 $25,000:
最初の 40コ ールでビンゴカー ドのマスを全
て開けたらS25′ 0001

41か ら 44コ ールで全て開いたら、ジャック
ポットで $lo′ oOo l

それ以外で最初にビンゴになった方は、賞金

5300賞金 !(同時に勝者になつたら賞金は
山分けになります)

最初にビンゴになった方のみが賞金が受けら
れますので、ビンゴになつたら、大きな声で
ビンゴと叫んでください。
グースが始まる30分″かな ノ霜iを

'されるラウンジ
でどンゴカーだ左販売ι〕たιまオ。履れたカード
″ご利|″ι

'た
だけません。

19:30,ストランド・シアター、デッキ6船首

0
0



富業躇漏7

朝食、食事、軽食
蒔日

~~~~研
=こな

~ バー「ラウンジ
ア'ラ〒 6:30 - 1:00 *iV>i,(r.rt- splendida Bar

16:30 - 00:30 
=,<U71-ryd- 

L'Aperitivo

6:00-2:00 ラ・ビアツエッタ La Piazzetta
/ニビ

=生
∠ユ聖笙コ:LZI二聖笙生

=笠
____

16:30 - 1:00 Yi-.-r>i The Cigar Lounge

瞳両フF詢 薫研琴ボデ
~~~~~~~~可

「

:=~
ご利用可能 1日 20時間               ・十〒̂

24時間   コーヒー、紅茶、水、水、クリーマー

中央

6
中央

6
中央

6:00-7:00  早めの朝食

6:00-11:00   朝 食 ６
崚

11:30 - 15:00 t=y?2127 10:00t L) h)l t\- Royal Palm Casino Bar
一　

与

一６

Ｅ

一

市

11:30-22:00 7tl,-'Y.+19 L7:00 - 1:00 7)t1r>i The Aft Rounge 7
後方

11:30-24:00 t'YYtt)7 ティムサムハー&テイーハウス
Dirn Sum Bar&Tea House

711:00-1:00
中央

16:00‐ 17:00 .ア イ~タイ・ム 8:00‐ 1:00

~1=ス
フフラフ三手こヒ==フ [ヽ=

_L上望墜望_些整 」塾:_
7

中央
17:30 -2r:0a i+f-?- tYlz

16:30-1:00
バーブル =ジャスツ 一ヽ
The Purple」 azz Bar 中央

22100-24:00 夜の軽食
72:00 -24:00 7.r(-y.ly>.rl- Sports Fun Bar 7

ラ・レッジア レストラン LA REGGIA 5/6 中央

7:30‐ 9:30 朝食

12:00-14:00 ビストロランチ バ ー ・

イアイズ‐
デル・リッチオBar del Riccio*
クノーム,

14
中央

17:45-21:oo マイチョイスⅢダイニング *
7:00-1:30

11:00 - 18:00 ,)V5)t-h, ) l- Tartaruga Bar+ 14
中央

11:00-20:00 レクワトーレ・バーL′Equatore Bar      詰負
17:45 夕食1回 目席のお客様

20:15    夕食2回 目席のお客様

*アウレアのお客様のみ―ご予約と詳しい情報は6102へお電話下さい。 9:00-20:00
MSC7弓江フア

=ス
ア▼ア平=

型墜豊△lェ壁!Stt B]r_
14
前方

11:00-18:00 モビーダ・バー Movida Bar*
５
方

１
後0.tlriuvf vxF=> vILLA vERDE 6後方

23:00よ り ,-;iary1ryTr;i771;i\=
Sea Pavilion Disco Bar

16
中央17:45 夕食1回 目席のお客様

20115 夕食2回 目席のお客様
*天候状況により営業できない場合があります

最膚「のおるτなιのため/ニムデの″|″″お宇クιlただ″るよう′′ごあソ露ιl夕ιま
す。デンチーの溺:始″,勿4よ勿5分でレストランのトアを̀

″
|め さなていただきま

九

サービス

ラ・ピアツエッタ LA P:AZZETTA

エンターテイメントエリア

7:00-19:00 プール (屋外)&ジャグジー F'F´衣ブーノルノ

6中央 7:00-21:00  プール (室 内)&ジャグジー 閉 オプールリ

1″15

中央

14/15

中央

6:00-2:00  クロワッサン&スナック 9:00-12:00
14100-17100

TOBOGA― ウォータースライダー*

r8歳以上ノ

15

中央12:00-2:00 サンドウィッチ

スポーツパー 7中央:   8:00-19:00 Top 18エ クスクルージブ・ソラリウム*

r存:初

18

中央
12:00-24:00  ノ

ご朝食―ルームサービス                お部屋
~~~~~~~お

郡雇買て薄雁護
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07:30‐ 10100専用メニュー表にご記入頂き、当日午前2:00ま でにお
部屋の扉廊下側ドアノブにご掲示下さい。

*ルームサーどスなν″1眉ガ,なで、
`存

i〃となグまナ。

スペシヤリティレストラン*

ネ天候状況により営業できない場合があります

キッズクラブ営業時間
?β 911′ ?ハ  キッズクラブーMSCベイビータイム
i31洲 :i6:洲  (3歳以下対象)

15

中央

9:00-12:00
14:00-17:00
19:00-22:00

レゴルームーミニ&ジュニアーズクラブ(3‐ 11

歳対象 )

15
中央

時間    営業 デッキ 10:00-12100
15:00-17:00
20:00-23:00

ティーンズエリア^ヤング &ティーンズクラ
ブ (12/14-15/17歳 )

16

中央

:::38::::88ブ ツチヤーズ・カツト 7中央

12:oo - 14:00 i-t\t)ar1S>fivFil{vF
18:00 - 23:00 by Jereme Leung

22:00-1100
レゴル=ムTキ f,ズアラウフFT… ワグ
r有〃ffJgノ刀

15

中央16中央

11:Oo-1:oo ディムサムバー&ティーハウス 7中央
健康増進エリア&MSCアウレアロスパ   岳劣

20:00-24:00ピ ザデリバリー 内線99(レセプション)   お部屋   8:00-22:00  MSCア ウレア・スパ

*有料となグまチ
キャシセル″ラ′

"澪

時:劾り″薦層尻財まで/こあ願い致ιます。キャンセルなιで来ら
れなιl場合."″クルーズカート

｀
:々グ弘あ滉%されま力の0ごア麻

`イ

」さιt

8100-22100   サーマリレ、工lリア

6100-22100  フィットネスセンター
中央 =船体中央部,前方 =船体前方;後方=船体後方

璽イヤルバームカジノ、ショ 、フオト

*ジス〃
`fOθ

力1ら22′θOま413勝〃上のお客様′〃家た富業ιてお
｀
グます。ズ

=一カー着i房の上、遇考″ご去蟹ιた1殷業で力1遊ι下さιl。 ど″た髪適́/ごご輌

"留

ιl

ただ¢ め、各7シン/ル5分″士遭緯 誦ξ存シ繊舞 iようご″力 ん́痴ι
'致

'ι

ま充。

医務室 {有料}内線2660

10:00よ り
スロットマシーン&テーブルゲーム
μ8虜以:幻

6前方

9:00‐23:00 フォトショップー撮影 7後方

9:00-12100

16:00‐ 20:00
メディカル・センター(医務室)

4
中央

9:00-24:00
店′キッズ店,洋服店′アクセサリー店′  6/7
宝石店′高級時計・高級宝石店′免税  中央

緊急医療内線電話1115



デイリースペシヤル
写真

クルーズの思い出をお写真に

皆様のご乗船時の写真が出来上がつています。

ぜひ見にお越し下さしヽ :特別提供もお忘れなく: 2
枚購入で、さらに2枚を無料で進呈。

シ瑠ッピング

驚きのスピリット・セール

コニャックとウィスキーのスペシャルセ レク

ションの中から、ぜひお選び下さい :2本で10%

引きになります 1

免澪蒐騰、 デッキ6

スパ &ビューティー
無料のお肌のカウンセリング

本船のスパ・ドクターが、肌を革新的かつ効果的に

保つ方法とスキンケア製品についてお教えいたしま

す。
11:Ooに アウレアスパ、ァツキ14にて。

美容院のスペ清 ル
」ean Louis David美 容院は、今クルーズ中も皆様の

髪のお,西 落にぴつたりでしよう。髪型を変えたり、維

持したり、何か新しいことに挑戦するのも良いでしよ

つ。

バリマツサージ

オリエンタルな技術をミックスした伝統的な「アロマ

オイルのハンドマツサ~ジ」

50分間で6139

80分 間で(209

お忘れなく・・̀

お客様が船内で撮影したお写真は、フォトシヨツプ、

デッキ7に ございます。ぜひチエックにお越しいただ

き、スタッフにスペシャルオフアーをおたずね下さ

い。
フォトギヤラリー&フォトショップ,デッキ 7

船長の欄子がもし頭に合つたら…
お友達を楽しませる為に、オリジナルなお生産

をお探しですか?船長の帽子はいかがですか'
デッキ6の ロゴショップでC13.90で販売中です 1

その他

ヴォャージャーズクラブ会晨様限定特別オン ー

サーマルエリアのクルーズ・パスが■0(るオフ

体と心のリラツクスはいかがでしよう?サーマルエリ

アのクルーズ・パスをご購入下さい。ゴールドおよび

ブラック・メンバーのお客様のみ10%引き !

ご利用規約 :ゴールドおよびブラック・メンパーのお

客様で今クルーズのみ有効。その他の提供と同時

にご使用いただけません。18歳 以下のお客様には

ご利用いただけません。

カザプ

運を試そう 1

どのスロットマシンにするか迷つている方は、フレン

ドリーなロイヤルバーム・カジノのスタッフにお声掛

け下さい。

パラダイス・ロト

トップ賞金はC270′000より

各ラインC2のみ

今晩23:45、 カジノにて賞金抽選会を行います。

あなたの人生を変えるかも !

MSCエクスカーシヨン
最高●0しい澤嘲

充分1こ手口された本船のエクスカーションで菫力的

な郡覇を発■しませんか.

私逮は、様々な種類のツ7-をご用倉しておりま

す。ご予約は今 !

■″″、

`″

′,ィr召[僣凛ιrクフレーズき″0お,曖′みご

,1●ι
'た

だ|″言チ.

L2 7h -i"ta?. *".t 7 
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i'v * s

MSCヵ6ろ,ι

我的 MSC.達銭.暢 享.随心而力



毎日安‖[

デイリープランナー
DAILY PLANNER

MSC
1

+
●

餌SC Xガレンデンタ
゛

2θゴ8イ

=1菫

ゴノ71θノy`壼r』霞f7

③ グルメ 磯》探検 理)アクテイブ    4a)健 康美容    1暇》 フア亀:J― &キツズ

極上のお食事体験をお望

みなら

新しいカルチヤーと魅惑的な

場所の探検をお望みなら

新しく感動的な体験をお望み

なら

自然の中でリラックスをお望み ご家族と最高の一日をお望み

なら             なら

時間  ア狩 ィビティー  場所

9:00-22:00

時間  アクテイビティー  場所

パーチャルワールド   ⌒
カキ16  (鯵

ツイスト・ダンスレッスン …^ バ_プル・ジヤズバー  `饉ぬ:インストラクター__ヴアネッサ 改 デッキ 7         1昭夢,

マーティンと一緒に
19:15

19:30 メガビンゴ シアター
デッキ 6 ◎フィット・ダンス

インストラクターと一緒に
アク7・パーク泰

デッキ 14

9100
ストレッチ
インストラクターと一緒に

7瞥・パーク黎    `』職、
デッキ14    1昭腰「 夜 21■5

ランバダ・ダンスレッスン
インストラクター ヴアネッサ &
マーテインと一緒に

アフトラウンジ
デッキ ア 螂

9:30
グッドモーニング         ア押 。パーク*    `鬱ゝ
スプレンディダゲーム      デッキ14      1昭澤‖

カラオケのヌーーパースターに
なろう |

シーパピリオン・ディスコ
テッキ 16 鰊22:00‐ 23:00

9:30‐12100  書籍と麻雀の貸し出し 軍撃乳  0
22:15 ミュージカル・ゲーム

アフトラウンジ
デッキ フ 機10:00 日本語下船説明会 挙了皐琵  ◎

10100
スペシヤル・アート&クラツト
ジョーマジックと一緒に 髯乳了レ 《慶撮

ディスコ・ナイト
DJホットナリーと一緒に

シーパピリオン・ディスコ
デッキ 1623:00よ り 颯

仁■o:oo  スーパー・チェア‐ム 季舞ぴ
~ク

l_塗
前 10:∞‐12100 スパ・ツアー    手了鞘ス′` ③

船上での音楽

ファン・サッカートーナメント   MSCア リーナ    `饉臨
{18歳 以上)         デッキ15      脅震

ダ
前

籍̈椰
ガ
』」』”

猿
　
　
オ

■

ヨ

　

ユＭ
・デユオと一

『嚇″『
よ

′《―
10130-11:30

◎
10:30

クンLア・タンス1〆ッスン
インストラクター ヴァネッサ &
マーティンと―緒に

アクア・パークネ

デッキ 14 惨

11:00 餃の無い肌を手に入れる講座
S`OFT NOTES¨ .′'      昌_緩ヮ ′゙__,議       ^

『ソフトロノーツ」         41、Tゴム
′轟′′      □綴媛|

アントニオとデユオ・グライド    ′′下V         ▼
アウ財浄スパ   」感臨
デッキ14      '瑶曰

16:30よ り

11100 リズムを当てよう
7クア・パークネ    `曇臥
デッキ14      1曖フ

14:00 美白化粧品講座
アウレア弓■バ
デッキ 14 磯 17:00より

「鷲 ザ9癸FS″     ラ・プルア・ピアノ′←  」鶴
デュオ・アコースティック・セレナー デッキア         '怪 ″
デとエミリオ

15:00 無料メイクアップ講座 子3革耽ス
パ 鬱

15100 アニメーションチームと一緒に アクア
デッキ

・′ヾ―ク中

14 鶴 17:00よ り

｀`A GVLP O,『 n4じ SIC′
′

「ア・ガルプ・オフ・ミユージック」
スイート・セレニティ・デュオ

バープル・ジヤズ。パー
デッキ7 ◎

15:00‐ 17:00  書籍の貸し出し 畢響5  ◎
15:30 リング・ゲーム アク7.

デッキ
・パーク摯

14 機 16:30より
M`us‡C&TE″′      ディム サム&

「ミュ…ジック&ティー」     ティー′ヽウス      1議鍮撻
アナ             デッキ7        側ヽP午

後 lS:30 野菜と果物の彫刻突演
レセプション前
デッキ 5 ◎

15:30

16:00

スペシヤル・アート&クラフト   レクフト…レ     `藤臨
ジョーマジックと一緒に     デッキ15      1臨r 1観聴P慇翼鶴

:″   z7響字ンジ  懸
グルーブ・アイランド・バンド    ′ソτ ′

        艤
17100より

インストラクター
マーティンと一緒に 彎覇

~クヤ
撥

16:00 スパの若返り講座 撃裂新砕スパ ◎ 18:00より 選当詳理呉』f夢輿琴翠諄夢』 蜜4F純化・ラウンジ `鶴
クラシック・デユオとエミリオ    ′ソTユυ        戦ヽ夕

16,30 タオル・ボール 駕翠・ビ→
* (レ

アクア
デッキ

・パークネ

1417:00
ストレッチ
インストラクターと一緒に

*惑羅 1の′摯|″.アクテ́′ビティー/けデン手』6シー′ゞヴィグオン・デ″ コで″われま売。

機
ご注意,″腐害″、廣紫の濯/ξlrψ″Pを取らせ笞ιlたた1きま充。

&
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