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Costo Classico 台中 20104年12月 7日 (日 )

日の出 6400m
日の入 543p.11

7000m キーロン到着予定

1,30pm 乗船終了 l

2.00pm  香港へ向けて出発 |

(370海里)

<コスタクラシカの連絡先 >
Tel:00870324798182

Fax・ oo870 324 798 184

入国にあたって

*rl7> Frqncesco Sero} I

今日の天気:曇 り 気温:最低17° C′ 最高21℃

海: 少し波あり

<航行インフォメーション>
早朝、台湾島から素晴らしい朝日をご覧頂けそ<台中での連絡先>
事でしょう。午前7時頃には台中地元当局が  lNCHACAPC SHIPPING SCRVICCS ACCNCY

乗船し、 i(船 の手続きを行います。     (TAIWAN)LTD.
台中出航後は、台湾海岸を西に向け舵を取りiC―mdlliss taopeЮ iSS― Shipping.com

およそ午後9時頃、再度北回帰線を通過 し、

香港を目指 し航海 します。

lf湾 人|コ 十二あたり以 Fの ものが必要です。下船の際お忘れなくお持ち下さし,~~~~~ ~~
パスポー トのコピー・コスタカー ド
到着後は、現地当局による入国手続きがあり、これが済み次第外に出て頂けます。
ツアーにご参加のお客様は、それぞれの集合場所にてお待ち下さい。

下 〕́|)に あたって

国際法に 氏って定められている通り、船の乗・下船時には必ず個人の認識をし、人数を数えております。
ハスホー トのコヒーとコスタカーードはギャングウェイでチェックされます。乗 。下船時はコスタカー ドを
機械に読ム取らしてください。

お願い

当社の健康と安全に関する規 定 こより、ど∽ようなものであれ、飲食物の持ち込みは固くお断りして
おります(i飲 み薬やベビーフー ド、持病にかかわる特殊な食品などはこの限りではありません。
地域の特産品などのお上産は到着地までお預かりし、下船時におかえじすることとなります。
皆様のご理解とご協力をお願い致します。

ツアー

ツ アーー

コスタカー ・パスポー トのコピ…・ツアー‐チ ットを忘れずに ll

ス の

十/ハ ~~ノ ~ル をお渡しし、下船口までご案内いたします。バスのナンバーシールは直接来た方のみに
お 1度 しいたしますので、グループの皆様全員で集合場所にお越 し頂くようお願い致します。
日本ガイ ドバスの方..・          集合場所 デッキ9     ピザリア (船舶中央)

>6671  Sun Moon Lake Halfdaり tOur    7:450m集 合
船上でツアーのご予約をされたお客様... 集合場所 デッキ8   ナボナバー   英語ガイ ド
>6670  TaiChung HighlightS        7115am集 合

|イ番は れません。それ れ の りま スタッフが、



船内の催 しものでお楽 しみ下さい

午前のプログラムツアーオフィス

5.00pm-7.00pm
デツキ 5 メインホール

葉巻&コ ニャックバー

デ ッキ 8 劇場前 フォイヤーバー

葉巻、コニャ ック、各種お酒

こ用意いた 1ダてお りま■~.

10.∞ arll-11.∞ am 本とカー ドをご自由に !

10.30am カー ドをしよう

デッキ 8

デッキ8

デッキ8

図書館

図書館

ナボナ11.∞am スーパーチ レンジ

フインバー 午後のプログラム

デ ッキ9 ドルチェ・アモーレバー

精選 された各国のワインを

どうぞお楽 しみくださtヽ .

本 国のカクテル

プ ラ ン ター‐ズパ ンチ

フム、ハイナ ノ'ル 、 レモン、
4,じ´ジン_■

~ス 、グレナデイン

2.50ドル+15%サ ービス料

スパセンター

ァ ッキ 11 スパ

3.00prl―
‐
アイッ トラボーール

(45`す ,

500p111-11ラ テ ィス

(45`))
~―

‐ノ|｀
:不 スイ /ス トラクタ‐―が

お教え します。

そオtぞれ 10 ドル

アニメーションチームとゲームをしよう !

クイズ :色 ゲーム

3.30pm‐4 30pm 本とカー ドをご自由に!

3.oopm

4.45prn

6.00prn

m

-r.,+11 :f-tv

t*fア キ 8

卓球 トーナメン ト (シ ングル)

デ ッキ 8

デ ッキ 11

図書館

プーール

コー‐ラ、ファンタ、スプライ トダーム

ビューテ ィーサロン ホスピタリテ ィーデスク

デッキ8 +ボナ

デッキ9 免税店付近

今夜 (台中)

11.15prn「

デ ッキ 8 コロッセオ劇場にて

ン́コーーと ]ト リンク付で

1~´つriク )22 ドル ! ! |

チケッ |ヽ 11チ ッキ 8
■ホ十 クラン ド/｀ ~~も しくは

「
―ッキ 8 朦1場前にて 10.00pm
よ |)Л

I又 売 してお ります_

スパ&サ ロンノBCAuTY SALON
8.Ooam-9 oopm   デ ッキ 11  ′

電:言舌9α】

以

「

')特号||メ ニュー ェリ3つ を選んで
た

'た
′
'79ド

ル贅沢コース
!

20分背中マ ンサ~~ジ 、20分 足マ ッサージ
20')|′|~ノ レッシュ顔マッサーージ、20分 リフレッンュマ ッサーーン

20分 全身 トリ~|メ ン ト

カジノ トップレスショー

性|こ も美目顔マ ッサーージ、たったの 79ド ル (通常 99ドル )

フォ トショップノPHoTo sHoP
2.(X)pm‐ 11.30prnデ ッキ 9

クルーズ中のお写真、ビデオをご用意 してお りま十
,

お忘れなく下船前にご購入下さいね!!

お写真はフォ トンコップの前のテーブルに
ご用意 してお ります。

11 30am ラインダンス

"

7r+11 7"-tV

3.30pm F>2.>v72:)\,t, デッキ8 ナボナ

今夜の仮装パレー ドの衣装の準備をしよう 1    デッキ 8 ナボナ

デツ鳥鷺ξ発ッ
1髪壁1%毎八′ジにて

香港下船に関する重要な説明会を当船 日本人ホステスが
日本語で行います。
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必ずお一部屋からお一
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夜のプログラム

8.30prn

9.45prn

ドレスコー ドーカーニバル/イ ンフォーマル

音楽のタベ

ナボナ広場

デッキ 8

Piazza r、 10りOna
5.30prn‐ 1.ooarn

ダンスミュージックと世界のヒット曲
The Trio Libertり and Daniele

/vf*=tf,,*tvlV*A
Puccini Bollroon

f v* 9 9.0opm-1.000m
ダンスミュージックとピアノ :

Duo Bluc Note and Ciuseppe

ガリンオディスコ

デッキ 14

Disco Calileo

ll.30pm～

7' 1 z3 : Dl lonni

計楽プログラムは機械調整等のため

小休止を挟むことがあります

MINI&MAXI CLuB
お子様向 プログラム (3‐ 11歳 )

ミニクラブ (3歳 から6歳 )&
マキシクラブ t7歳か ら 11歳 )

全てのプログラムはデ ッキ 11

スクォッククラブにて

ご確認いただけます‖

全てのプログラムはデ ッキ 10

テ イーンブーンのサーフボー ドにて

ご確認いただけます ||

艤免 税 店 / DuTY FRCC SHOP
2.30pm-11.oopm  デ ッキ 9

CiT:ZCN WATCHCS
かなん と40ハ ーセン トオフ !

加 えて、
オーース トリアのクリスタルカクテル リングが

lr)25 ドル

2/D~C40 ドル ! | !

カジノ /CASINO
スロッ ト、テーブル 2.30pm～ デ ンキ 9

スクラ ンチカ~|ヾ  1ドル 1

クラフオフアー :ブ ランタデ ャック、ルー ンッ ト、ファ/21
ス リーカー ドホーカー、バカラン ト等 !

スロツ ト :1、 5、 25セ ン ト、1ド ルよりお楽 しみ頂:,ま す ,

クラブでは、 :コ スタヵ― ドをご利用頂け■十
.

尚、カメラやビデオの撮影|,争 上これてお′三
~

皆様のご理解とご協力を願います
. 日

■
■
Ⅷ

デ ッキ 8,9 コロッセオ劇場

ご夕食が第1部 のお客様         ご夕食が第2部のお客様
8:30pmn                     9:45prn

イタリア本場のテノールをお楽しみ下さい‖

Q10VIANNI CUCUCCIO
WITH THI PARTICIPAT10N OF THE CLASSICAL DUO ARMONIA STRAUSS

演者の安全及び照明等舞台装置の効果を最大限に保つため、
シコーーの間フラッシュの使用はおやめください.

ショー上演中は携帯電話の電源をお :′刀りください
`

今夜はカーニパルナイト!

(デ ッキ 8階 図書館前で準備をします)

7:15pnl-8,15pm
ガーニバルナイ トの為の仮装準備 をしよう !

9:00prn-9.45pm
仮装の最終確認 !

10.30prn

カーニバルパ レーードの為の登録回

10:45pm デツキ8 ナボナ広場
いよいよカーニバルパレー ド

Wit卜i the anl1llat10n teain and the inuslc by 
′
rrio Llberty

その後は 。・・・・ デ ッキ 9 プッチーニラウンジ

カラオケ !!

: I : 1

ザぽ

CAoSINO T◎PLESS SHOlttr

11:15pm デ ッキ 8 コロ ッセオ劇場

(シ ョー‐のチケットは lo.oop田 よリデッキ8 劇場前でも販売致します)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
演者の安全及び照明等舞台装置の効果を最大限に保つため、
ンヨ~~の 間フラツンユ撮影、ビデオ撮影はおやめください

,

ショーー上演中は携帯電話の電源をお切りください。

‐
ICCN ZONC CORNCR



お食事のご案内

朝 食 ピ ッツァ

タベルネッタ   デッキ9

9:00prn‐1 2100aFn

インフォメーション

重要

当社の健康と安全に関する規定により、と

のようなものであれ、飲食物の持ち込みは

固くお断りしております。飲み薬やベビー

フー ド、持病にかかわる特殊な食品なとは

この限りではありません。地域の特産品な

どのお土産は到着までお預かりし、下船時

にお返 しすることとなります。皆様のご理

解とご協力をお願いいたします。

テクニカ与ルノポ .― ハ

船内施設の質をもっとあげるために、キャ

ビン内や船内の設備 に関 して ゴ意見等 ゴざ

い ま した リデ ッキ2 プロン トテ アク 電

話7777ま で ゴ連絡 くだきヽ` 12歳 以下のお

子様は、保護者の同伴な してはエ レベータ

ーを使用 しないょうにお願し`致 します
.

デンキの∠メ虜〃だつク`で
オープンデッキのイスは傾斜の調整が可能

ですが、座る前に必ずきちんと調整できて

いるかお確かめください。思わぬ怪我の恐

れがあります。

朝食
キャビンにて

チボ リレス トラン

自[l‐ 驚

7:OOam-10:ooqm

デ ッキ8

611 5arn‐ 8:15arn

ビッツェリア ラ

ビザ

ラ・ トラットリアレス トラン     デ ッキ10

セノ:'′ サー ヒスブッフエ

1`.′ , 1'‐ナーー|:ス          5ooom‐ 9:00Crn

コンチネ/′タル         8,30a m‐ 11<Юam
■―

「
 ■),■ 1・ 紅茶は7 00amか ら1 00pmま での間

.ヽ
´
…fl,二 十1●1い ただけ てす.

昼食

昼食

チポ リレス トラン         デ ッキ8

自由|「

'              12130pm‐
2:00prヽ 1

ラ ,ト ラットリアレス トラン     デ ッキ10
-ヒ ′t ''‐けヽ一:rス「

フ ′́フ ]・     1 2130prn・ 3100plγ l

(ス :`イ )、  メキ
)′
コ.1｀ イツス く́ンャル)

夕食 イタリアンディナー

チボ リレス トラン         デッキ8

第一回                 6.00pm
第え回              8 15pm
よ り良いサー ビスを提供す る為に15分以上遅

れる方は必 ずレス トランまでご連絡下さい。

レス トランではショー̂ト パンツ、タンク トップ

の着用はご遠慮ください
.

オルタナティブディナー

ラ・ トラッ トリアレス トラン

セルフサーービスブッフェ

夜のお楽 しみ

デ ッキlo

6:30prn‐8130pm

テ ッキ8 ナボナ

シェフズビュソフェ 11 45pm

ア イ
~

ラ・ トラットリアレス トラン

軽■1ク ,′ キー、真千′`ン

デ ッキlo

4:00prn‐ 5100prn

ドレスコー だ

BarS  バ ~~  18歳
未満のお客様´ヽのアルコール販売|■ できません.場合 |二 よっては身分証明書を

ご提示いたたくことがござt｀ ますのでご了承下さ|、

可〒爾可π
「

~死
ア万下戸=~フラ可τ

~~~~~~~~~~~~~~~~~7て
又5a77百:]て頑7百

~~~~~

フ ァ■――ニ ボーールルーームバーー テ ッキ9              7:00p:11-2100am
トル

「
ェ ,7モ ーーレ バー  デ ッキ9             1o:∝ )am■ :30a111

チ ョコレーートバーー           10:Ooonl-1130an、
ワインバー               5:30,m-1:30am

アル ~フ

し′スコ  カ
‐アニ  ・テ ソ`キ10                      10:00am~10:COり :η

アト:|サ ターーーノ  バーー   ラ=)ン ,Fll

アイスク リームバー         7:∞ am■ 0100り m
コ 11 ノセ

'イ

‐  フオイヤ~~バ ~~   デ ツキ8
葉巻 &コ ニ ャックバー        8:00pm‐ midnttht

ガ
‐ンオ デ ィスコ デ ッキ14                  11:00pm_.~

船内施設の

7:OOam-1 2.OOlrm / 4.9)p rn-8:Wp m

・~→    デッキ11 電話0815スク
∴腕クmζ JttLば 3∞

ァ里慮R:11:‰ pm

フロン ト (24時間) デ ッキ5 電話 9o10
両替 デッキ5

ルームサービス

ジム -r'v +11

図書館 デッキ8

:    10100am-11:a)(lm,3:30pnn-4:30pm

クルーズ最終日の前日、夜7時 までに図書館 (も し
しまつている場合にはデツキ5 フロン ト)に 本を
ご返却くださしヽ。返却のない場合は15ド ルの実費を
いただきます。

インターネッ ト     24時 間オープン

アシスタ .ン ト

救急病院

緊急

薬局

8:00arn‐ 12100am,
上記営業時間外でも薬の購入は可 .

診察料

デツキ3

4:α)prn'7:00prn

能 です。

お客様には毎 ロプログラムでご案内する ド

レスコー‐ドに従っていただくようお願いい

た します.水着でのブッフェ■利用はご遠

慮ください カジェアノじ過ぎるサ1晨 装 (半 ス

ボン、タンク トノブ等)では′ス
|ヽ ランを

ご利用いただ |す ません。 こ理解 とご協力を

お原預いいた します。

:ジス

ジムの ご利用は16歳 以上のお客様のみ とな

ります。 インス トラクターーが不在の場 合|■

16歳 以 上18歳 未満のお客様は保護者の方の

同伴が必要です。運動にふさわ しい服装で

お越 しください。 ご協力をお願いいた しま

す.

テクオ

サウナのご利用は18歳以上のお客様のみと

なります.,様 々な国のお客様がいらっしゃ
います、 ナウナウェアをお召しになつてお

使いください。

ノン ッジだつク)で

安全上の理由により、お客様|こ はブリッジ

およびエンジンコン トロールルームヘの立
ち入りは固くお断りさせて,｀ ただいており

ます`,ご 了承ください

クェイクアンノ'コ ~ノクのセンハ
お部屋の電話でウェイ″アップコール (目

覚まし)を セ ットするには、t'の
後liご 希

望の時間をダイアルするだけです (時間は

24時間設定とな ります).
例)朝7時に目覚ま しをセ ットしたいとき
最07(Ю

夜7時に目覚ましをセ ッ トした0ヽ とき
爆lⅨЮ

電話9808/9∞9     7:00am● 0:00pm  
開院時間

電話 901α9011      10:00pm‐ 7100om

___ =疹 距マ

ツア~オ フイス        テツキ5   診察時間内
5:00pm-7:00prn  キャビンヘの往診

デツキ3

電話 99

9:00a rn-11:00arn

5:00pm‐7100prn

50.00ユーロ

70.00■一口

8400ユ ーロ

1 3130pm-4

(ド クターの処方箋が必要となるものもございます。)
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