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最終乗船時刻112.30 pm

次の寄港地パ トモスまで 50海塁
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アンヤダシはギリシャ、サモス島の南にあリクシャダシ湾の南
こ広がるイズミールの南90キ ロの場所にあリバケーションの地

ヒして人気があります。一面に広がるビーチと陽気な雰囲気の

Fに あるクシャダシはエフェソスの遺跡に一番近い港町です。

バ トモス島は紀元 95年に聖ヨハネが黙示録を記した有名な岩

だったところにあり、今でもキリス ト教の巡礼地として知られ

ています。紀元 1088年クリス トドロス・ラテノスが聖ヨハネに

散意を払い修道院を建設 しました。そして今日でも学問的、宗

教的な場所として有名です。

|よ ツアーの下船終了後から、

あります。チケットの番号の呼び

までパブリックエリアで待機くだ
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ツアーに参加 され

整理番寧I頃 に呼び

出し (船内放送)

さい。

パ トモス下船時

下船はツアーに参加される方が優先です。
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テンダーボー トチケットFORパ トモス

ツアーに参加 されない方は HOSPITAL『『YデスクーDeck 5

■30 pm… 3:00 pmにテンダーボー トチケットを配布 します

,で取りにお越 しください。
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Kalirnera:
VVe Say lt.

You Live lt.

天気予報: くもり

予想気温:最高 23°C  最低 20° C

2014年 10月 14日 (火 )

クシャダシ

到着17:00 am

パ トモス

到着:4:15 prn 最終テンダーボー ト18」 5 prn

最終乗船時刻〔8ξ30pm
次の寄港地ロー ドスまで112海里
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外資両替
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、アメリカンェキスプ 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

社によつ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 Deck 8   7:00 om-9:00 pm
サウナ Deck 8  9100 3m-9:00 pm
プール′Deck'  8:00 am日 7:30 prn

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。

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。ハ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C12の

罰金が発生します。

喫煙エリア

カジノ内

Hetios barの 片側のみ
Thatassa 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。

サモス島通過

クシャダシからパ トモスヘの航海
の途中、サモス』:諭(ギ リシャ)を通過

致します。 ミカリ海峡として知られ

ていますがゝギリシャ、 トルコ間の

最も狭い場所でもあります。左拠が

トルコ、右側がサモス島です。サモ
ス島はフインの産地としても有名
で、数学者のピタゴラスが生まれた

場所でもあります。

― ス

Leda Buttet Deck'

(ビ ユ ッフエ )

6:00 arn-9130 arn

Aegean Restaurant Deck 4

(ビ ユ ッフエ)

6:00 am-9:00 arn

Leda Buttet Deck'

(コ ー ヒータイム)

,:30 am-11100 arn

ランチ

Leda Bu“let Deck'

(ビユッフエ)

12100-2:00 pm

AuFa C薇ll Deck'

(ビユッフエ)

12100-1:30 prn

Aogean Restaurant Deck 4

(自 由席 …アラカル ト)

12:00-2100 pnl

二Z⊥X:=_と二生―

Leda Buttet Deck 9

4:00 pm-5100 prn

五五ナー
Leda BufFet Deck 9

(ビ ユッフエ)

7:00 pm-9:30 pm

Aegean Restaurant Deck 4

(自 由席 ―アラカル ト)

7:0(,prn-9:30 prn

カ リメラー叡XЮ M熙優G!l

トランプ各種ボー ドゲーム はレセプション
暁ck 4で貸出

特に記入がない場合、
各アクティビティー ,ま 30分間

森 ―天候次第

9100 arn ウォーカソン豪
Hettos Pool Bar Deck,

9:30am Wake-Up 7lvy*
Setene Lornge Deck5

I 2:rr5 prn Salt-mrary Party *
Helios PaolArBa thck9

1:30 pm… 3:30「n
キッズアクティビティー

綺ds'Ctub Dα彙7

櫻
1:15 Drn

♂ ギ リシャ語 レッスン

SeLne Lounge Deck 5

2100 prn

クッキングデモンス トレーション

Hetios Pcot Area Dleck,

2:00 pmチーム トリビア

Argo Bar Deck 5

2:00 pm
バスケッ トボール Shoct―Out

SpOFt5 Deck 7 AI費

2:15P『 n

ナプキンフォールディング豪^

Hel:os PooL Area Dleck 9

2:30pm You Betiゲ “―ム肇
Hetos Pool Area Deck'

ラテンダンスクラス 豪
Helios Pool Area Deck 9

2:30 prn

2磁 グリークダンスクラス

Setene Lounge Deck 5

2:30 pmピ ンポンプレーヤー

Sports Deck 7 Aft

3:00 prn

ギ リシャ神話 トリビア

Selene Lounge Deck 5

フィレステーキ o「 Tボーンステーキ

シーバス o「 キングシュリンプ

(夕食)Aegean Restaurant e10,95

おすすめギリシャフイン

ホフイ トChardonnay Hatzimicali― C19.95

レッドKretikos 3outaris-0,.95

2:30 prn

ビ ン ゴ

Ar9o 8ar D∝k5
有料一 e5

最小実行人数 10人

■ 1‐・ヽ1■ ■:・ ・  ‐

セサミペーストリー

やわらかいクリームチーズ 16オ ンス

,澤  2つ  グラニュー糖  1/2カ ップ

はちみつ 1/2 ホイップクリーム 1/2カ ッ
プ

レモンの皮 ティースプーン1杯

ナツメグ ティ‐―スプーン1/4杯

● セサミペース トリーを用意

= クリームチーズを大きめなミクサーに入

れ、中くらいのスピーードでクリーミーに

する

ネ 残 りの材料を加え、軟らかくなるまで強

く混ぜ、バイ生地に流 し込む。オーフン

160℃ で硬くなるまで40分から50分焼く

,  冷蔵庫でねかせる。

.=■‐′
チーズ&ハニーバィ

2 www.touiscruises.com



今 日の ドレスコー ド:ブルー &ホ フイ ト

Tha幅SSa Bar    Deck lρ
7:45 pm… 9:oo pmグ リークメロディー

Helios Poot Area Deck g

IES - tZ:aS pm/ t:00 pm _ t:45 pm
Sait-away i =-9 y i withthe plug N,ptay Duo

Ecfipse Bar Deck I
7z y y, n ,,1,1'fji;1,i"';T.Los Masniricos.

Argo Lounge Deck 5
I Z:00 * I :30 pm / 7:00 pm _ ?:S0 pmI ? !z)t tV with CZ =;4, I. Stanistav

Fyz: = 
** Pm- I:ooam

- 

-' - -'-*-)v2withthePluoN'PlavDuo

Selene Lounge Deck 5
8:30 pm - t0:00 pm I(ARAOKE!

ドリンクパ ッヶ―ジ

アルコール ドリンクパッヶ―ジ _C79.85(日 害il騒 19.95)

ノンアルコール ドリンクパッヶ―ジ _儀7.85(日 割 口
:1,95)

※条件付き

今 日のカクテル
MED:涯VAL KNIGHTS

ウゾ,8tue Cumcao,レ モネー 、6renadine C3.55

ノンアルコールカクテル
FRU「 PUNCH

オレンジ、パインジュース &Grenadtte C2,95

ドラフトビアァンリミテッド(250ml)
一日当たり鍵.95で飲み放題

3RAB&60テイクアウトコーヒー

スナック&サンドイッチ

Horizon Bar
Thalassa Bar
l"letios Pool Bar
Ec[ipse Bar
Muses Lounge
Argo Lounge
Selene Lounge

8:00 arn_深 夜
8:00 am_深夜
81000m_深夜
7130 pm_深夜
7130 pm_深夜

`:00 am―
深夜

10,008m― 深夜

DeCk 12

●eck 10

Deck 9

Deck 7

0ock 5

Deck 5

Deck 5

7=/*;,,= yf*A とカラオケ!

ECiipSe 8ar Deck 7

11115 prn-00100 arn

“CARNIVAL FIESTA"
With AnirnattiOn Tearn and ・Los Magniicos

■ 手 /`ワ ′― フ ヵ :

Muses LOunge,Deck 5

1 0100 prn

クルーズディレクターElizabeth司会
“SPOTL10HT ON GREEC匿 "

StaFring the

Louis ottmplaエ ンターテイメントチーム
グリークナイ トショー

GREAT ORttEK PARTY!

Setene Lounge Deck 5

10:00 prn

ア ィス コ デ ィス コ
!

With Our D」

インターナショナル ヒンツ!1

11145p訂1-00:00 L_AT!NL:NE DANCING

ラテンラインダンシング

9:00 pnヽ -10:30 prn

GRAND BAZAAR
Deck 5

ビニ~テ
イーサロン

フォ トショップ
ハウスキービングチーム

バースタッフなど各デイバー トメントが集合

C5、95

C5.95

C墨.95

C4.95

C5.95
24時間デ リバ リーC5.95グ ラスビア。「 ソフ ト

X- Press
Pannini
flamburger
Chef's salad

Ctub SandVノ iCh

X~preSS PiZZ3.

ドリンク付き

ご注文は各バーで

タオルアー トブック
C〔:.95

旅のお拳やグンこルヽ′かか です″t
よ
｀
希i警Iの,オ |′ま

ハクスキーど
う
ンク

｀`
だおi燿7ク 浄`わせぐだ

｀
さい。

リネン類の洗濯による海洋汚染を減 らすためにシー‐ツやタォルを
できるだけ続けてぉ使い頂けると幸いです。 _タ ォルは床に置い
てあります と新しぃものと交換 します,タ ォルラックにかけてあ
るものは交換が不要といぅサィンになります。

13
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レセプションD∝k4

恥LO(24時間)

外資両替17:00 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`~ン Kabmera Kosk

sanaス パ &ビューティーサロン Deck 5

TeL 7530営業時間:9.00 am-9100 pm

3種のコンビトリートメントC89

ペディキュア&マニキュア予約には15分無料フットマッ

サー'ジ &ソープパックギフト

詳 しくは ビユーテイーサロン内のスタッフに気軽

にお尋ね ください。

免税店 D∝k4

営業時間:

クシャダシ出港後-4:00 pm

パ トモス出港後-1鶴Opm
今日のスペシャル:

セレクトコスチユ~ムジュエリー 最大 50%オフ

霊話 &イ ンターネ ッ ト

外線電話 lま 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 キ市外局番 (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WIFIご利用の場合

C7=1時間 /C16=3時 間/C25=6時間

"詳 しくはレセプションまで 減

フォ トギャラリヽ一D“k5

営業時間11:oo pm-3100 pmノ 9:00 pm-00100

クルーズ中、船内での皆様をフォ トグラフアーが写真を撮

って回ります。撮った写真は d∝k5に展示されます。

気に入つたものがあればご購入下さいG

ポートレーートフオト撮影 Muses Lounge外 Deck 5

7130 prn‐ 11100 prn

Fiestaカ ジノ Deck 5

営業時間:

スロット&テープル:1100-3:30pm&

91oop罰n-6:00 am

ll:30 pm-00100フ リーグラスシャンパン

「θ歳ノ下のオだカジノ′ご″ス タできません。

医務室 D∝kl

開業時間18:00 am-10:000m/7100 pm-9100 pm

時間内 teL 7510/7511

時間外はレセプシヨン teL 0

予約必要なし

専P号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。

バ
ー ー

お腹がすいたら0番に電話 :24時間営業

ェクスプレスピザデリバリー Withグ ラスピアー杯 orソ フ

トドリンクー本が付いて C5.95.

皆様の健康 と安全の為に。

乗客の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,公共のスペーースでお寛ぎの後は手洗いをお忘

れなく。

41 www.Iouiscruises.com
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