
スペシャルセールとプロモーション

お買い得情報をお探しですか?本日の特典を要チェック !

フォトギャラリ…&ショップ

写黛i槻〃

彊祗齢あなたのクルーズ記念
お忘れなく…
乗船記念に撮影 したお写真が仕上がっ
てお ります。ぜひフォ トショップにて
お客様のお写真をお探しください(2枚
ご購入の方に2枚 無料でプ レゼン |ヽ メ
パックーージ″イベ`ン ハご
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たというLeica V― L∪Xがなんと船の上
にやってきましたt,最 高で最高なV―

LヒIXは今す ぐ特別価格でご購入いただ
けます。在庫は限 られ てお りますの
で、この素晴らしいカメラをお見逃 し
なく |ど こよりも最安値でご提供させ
ていただきます !

デッキ 7

本日のオススメ

今夜ナベでのバ…で

カ́クテノ″
マイタイ $臥90

ノンアルコー″ クテノた
シーブリーズ・ゼロ $3.30

埒 スターダスト スペシャルオフ

あなたの内側の輝きを引き出してくださいl エンターテ

イメン トチームと輝 くsoirё e/ソ フレ (夜 )を 楽 しみま

しょう。そ して、おいしいスパークリングカクテルが通

常の値段より20%offで味わえますl

曜》蛍光(FLUO)なフレーバーを味わって :

まぶ しいライ トと大 計量のダンス ミュージックのフロー
パーティーにぜひご参加 ください。そ してバースタッフ

が用意 したスペシャルカクテル :蛍光 (FLU O)な フレー

バーカクテルをお楽 しみください !特別価格でご提供 !
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お酒&フイン
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ロイヤルパームカジノ 闘SCアウレアスパ

捕障無料のチケットで$爆 00当たるかも:::

ビンゴカー ドを一枚ご購入で、 ドリー
ムキューブゲームのチケットを一枚無
料で差 し上げます。今 日のビンゴゲー
ムで無料のチケットをゲットしよう !

23100′ ロイヤルパームカジノ′デッキ
6

C》 カジノオリエンテーションツアー&
ゲームレッスン
スロットマシーンやテーブルゲームで
の遊び方を学びに来ませんか。
14:30‐ 15:00に デッキ6ロ イヤル
パームカジノでご参加ください !

銀)パラダイス・ロトV―
等賞はなんと$26■′000

$2から遊んでいただけます。
当選発表はカジノにて今夜23:45で
丸
あなたの人生が変わるかもしれません!

デッキ6

船上ショッピング
免税店エリア

cDラッキードロー
1回 のお買い上げに付き$150の 以上をお
買い上げのお客様はラッキー ドローヘご参
加いただけます。ラッキー ドローは8月 20
日22:00よ リデッキ6ジ ュウェリーショッ
プにて行います。詳細はショップにて :!

〔】)シヨップお買い得情報

本日、香水、スキンケア、煙草 が10%
Of「でお買い求めいただけます。本日限り

1$ evlenRr xxy17v

1夜限りの特別奉仕 ! Bvlgariの最新コレ

クションが 20% o「  です。そして
BVlgariの商品をジュウェリーショップに
てご購入のお客様にBvlgariの香水を1つ
プレゼント!20:00-21:00で す。

轟
醸無料メデイスパセミナー

スペシャリス トによる、ボツリヌス菌とヒアル ロン酸を用
いた老化治療のスパセ ミナー。ぜひMSCア ウレラスパ、
デッキ14、 前方、11:00にお越 し下さい。

癬 マネージャーのスペシャル
本日限りI Sttss Lineの 商品を3点お買い上げのお客様に
50分のフェイシャルが無料になります !

Cレ スパ パッケージ
自分へのご褒美に特別なスパはいかがですか。
・ 2回のマッサージ又は2回 のフェイシャル トリー トメント
50分の予約で20%割 馨|+2回 のサーマルエ リアの利用が
無料
・3回のマッサージ又はフェイシャルマッサージ(又は組み
合わせて)50分の予約で30%割 引+2回 のサーマルエリ
アの利用が無料

0無 料ヘアケアセミナー

ここでは髪にとって負担のないナチュラルケアを学ぶこと
ができます。オーガニックヘァヶァ、最も重要なものなど
約20分にわたる講習で知識を広げてみてください。 14:00′
アウレラスパ

(鰺 鍍治療
不安/ス トレス、高血圧、背中の痛み、疲労、筋肉や関節の
痛み、睡眠障害の伝統的な施術で効果を感 じてください。
1施ia詈 :$48(通常沐斗金 : $68)

C》 みんなでフィットネス
30分 コーースハイドロ。バイク $30
60分 コースパーソナルトレーニング $30
8:00-ス トレッチ (無料}

9:00‐ Revolution (ラ有
‐
滲|・ )

15:00‐ War(有料)

16:00‐ Transbrrn(有料)

酵i〃また′まご予/ク′ま 力1顔2刀2ま Qヌ パ、ナ″ンのメ
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内線2732′ デッキ■4船首側

rl zfi*Vay*7,t z
O MSCエ クスカーションで素敵な貴重な体験をしましょう。

詳細はデッキ5エ クスカーションオフィスにて!ス タッフが丁寧に
ご対応いたします。

内線 2805′ デッキ 5
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