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まうこそ コヌタ ダィクハノ/へ //
パオロ°ビスカフエ(Pa010 ViSCa,)以 下クルー ー同 心より皆様のご乗船を歓迎致します船長

15:00三亜 (中国),こ 向けて出港

(385海 里)

船の電話番号
0087C)773168938

重要!:避難訓練

<香港での連絡先 >
Wallem Shipping(HR)Limited
12/FL,Waru,ick}→ ouse Cast Talkoo ptace,

979 Rings Road,Quarrり Baリ

Tel:(+852)28768500/(キ 852)28768533
FαX:← 852)28761503
C‐ mati:wshkOpsOWallem.cOm
Port Name:'Marine Dect Ocean TerminalSouth
BertL KOWioo軋 HK

<航行イ ンフォメー シ ョン>
香港を 15時に出発する予定となつていま
す。水先案内人が下船 したあと、16時頃
には香港の渋滞をくぐりぬけ、東シナ海を
通 り、三亜に向かって航海いたします。す
ばらしいクルーズをコスタビク トリアでお
過ごしください。

本 日出港前、緊急事態に備えての避難訓練を行います。本 日香港でご乗船 された全てのお客様は訓練を受けるよう国際法で義務つけ
られています。避難警報 (短いサイレンが 7回に続いて最後に長いサイ レン 1回)が鳴 りましたら、直ちに船室にお戻 りになり 救
命胴衣を装着 し、船室の ドアの内側に提示されている各集合場所にお集まりください。 集合場所は全てデッキ 6 の外のデッキで
す。係員が誘導いたします。実際の緊急時にも、避難訓練の時と同じこの指定された集合場所に集まつていただきます。避難訓練の
隣黎こ|ま 、注意 して放送をお聞きになり、お部屋にご用意させていただいてお ります、出席表となる赤い 「避難訓練カー ド
(CMCRCCNCY DRILL⊂ ARD)を 必ずお持ちいただいて、コスタ 'ス タッフに参加の証明としてお渡 しください
※避難訓練中は船内施設・サービスはご利用になれません。

スーツケースに関す るお知 らせ
国際法に基づき乗船されるお客様全員のスーツ
るのに乗船いただいてから最大 4時間ほどがか

話i38)ま でご連絡下さい。

ケースのコン トロールを行います。そ
か りますc船が出港 した後でもお荷物

のため、お客様の客室にスーツケースをお届けす
が届かない場合はデ ツキ 5中央ゲス トサービス(電

Wi ]PN



船内の催 しものでお楽 しみ下さい

午後のプログラム

デッキ 6中央 15:00-20:00
三亜・カイランのツアー

ご予約はお早めに !

お席に限りがございます。

14:00‐ 22:00 スパツアー:ポ ンペイスパ、ビーナス・ビューティーに是非お越 しくださ

い。無料でインターナショナルスタッフがスパ内をご案内いたします。 (英語 )

デッキ 6前方ポンペイスパ

1530 5階 中央 メインホール

』■」鷹パリ■r 屈■″
「

F
コスタビク トリアのクルー と一緒に

ク レジノ ハカー ハ
｀`
の星

`笏

ひ笏:釜デ
｀
ポジノ ハ

バー 本 国のプロモーシ ヨン

カクテル 2杯で 10ドル

15%の サー ビス料がかか ります

(ド リンクパ ッケージには含まれません )

エクス トラオールインクルーシブ

パッケージ アダル ト

ドリンク飲み放題パッケージ

大人お一人様 1日

3442ド ル(15%の サー ビル料込 )

お子様 1日

22.02ド ル(15%の サー ビス料込 )

同じお部屋にご宿泊の全員がご購入される

必要があります。1日 のみの購入はできま

せん。下船 日を除く全てのクルーズ日数分

のご購入が必要となります。

.船 内で生 じるお支払いには、コスタカー ドにお支払い方法の登録が必要です。出港後 24

時間以内にクレジットカー ドの登録又は現金デポジットがされていない場合、コスタカ

ー ドの使用が一度停止いたしますc クレジットカー ドの登録又は現金デポジットの手

続きを出港後 24時間以内にお願いしますc

,ュ 全≦室逆塑塁壺璽菫廷聖2笙塁塁 :1人当たり最低 150ドル(あ るいはそれに相当す

る日本円、または船上で取り扱っている主要通貨)のデポジットを入れていただく必要が

ございます。現金のデポジットは、明日1月 28日 10:00am-12:oOpmの 間、デッキ 7

階後方のカンファレンスセンターにて現金デポジットを承 りますc

クレジットカー ドをご登録いた

ド引き落としにすることができ
レ ジ カ ー いの

だくことにより、船内で発生する全てのお支払いをカー

ます。カー ドはビジニ立セ里整笙乙二∠堡2■2=三■乙笙二重三二 がご使用になれます。

(〕CBや ダイナーズカー ドはご利用いただけません。)ク レジットカー ドのご登録は、

デッキ 5と 7に設置されてお ります自動登録機 (日 本語有)にてお願いします。

登録後、最終下船 日前 日からは、支払方法の変更 (ク レジットカー ドから現金へ、また

|ま その逆)はできませんのであらかじめご了承ください。

三亜での下船に際しての重要なご案内

三亜でのオプショナルツアー・およびシヤトルバスのチケットは杢 日1月 27日 _の 20:

ビール プロモーション
oOま でにご購入いただく必要がございます。事前に現地当局にビザ申請をする必要があ

る関係上、それ以降はオプショナルツアー

ませんのでご注意ください。

シャ トルバスのチケットはご購入いただけ

船内すべてのバーで

ドラフ トビール大

2杯同時にご注文されるとS8

(+15%の サービス料がかかります)

18:3023:00限 定

無料 ピザ配達サー ビス

できたてのビザをお飲み物(有料)と 一緒

に、お部屋にお届けします。

ビッツニリアの営業時間内のみ

内線 12679
22:00‐01:00

クイズ :動物

卓球 トーナメン ト

ダーツ トーナメン ト

ビデオクイズ :歴史

グループダンス

クイズ :地理

ダンスレッスン :バチヤタ

軽い運動

デッキ 6中央 グランバーオルフェウス

デッキ 11中央 プール

デッキ 11中央 プール

デッキ 6中央 グランバーオルフェウス

デッキ 11中央 プール

デッキ 6中 央 グランバーオルフェウス

デッキ 5中央 メインホール

デ ッキ 11中央 プール

16:15

16:15

16:15

16:4S

16:45

17:15

17115

17:15

1巳ドンペイ・スパノPOMPCiSPA デッキ6

ジム 06:Oo-22:00/ スパ 08:∞ -22:00/

ターキッシュバス11:00-22:00 TCL 06621

頭 か らつま先まで :一番人気 の 75分スパパ ッケー ジ

全身 リラックススウエーデン式マッサージ

フルボディー ドライスキン対策・

足とかかとのマッサージ・頭皮マッサージ・ソフレッシュフ

インヤル :本 日限定で 125ドル (通常 225S、 100$お得 )

スェデイッシュマッサージを、バンブーまたはアロマス ト~

マッサージにアッフグレー ドは追加でたったの 30S

サウナ,

graFつ甕́rつィグ17‐

/21f´
ン'77

ショーは 1月 30日 (終 日航海 日)23:00に 行われますc

デッキ 6中 央 グランバーオルフェウスにてチケッ ト販売中

(50席 以上埋まらない場合は中止となります )

デッキ 6,7後 方  フェスティバル劇場

トップレスショーまであと3日 !

写真店 /PttOTO SttOP
15:30-23:00  デツキ 6中央
コスタ・ヴィク トリアヘようこそ !

船上のプロカメラマンがご乗船を歓迎双 します。

デッキ 6フ ォ トショップに是非お越 し下さい。

カメラマンがクルーズ中いろいろな場所で写真 をお撮 り

します。お撮 りしたお写真は、

デ ッキ 6の フォ トシ ョップギヤラ リーで ご覧いただ )う ます



夜のプログラム 本 国の ドレスコー ドは 。・・カ ジ ュアル

20:15-デ ツキ 6中央 グランバーオルフェウス

1,2,3,BOOM
アニメーン ヨンチームと一緒に

21:00- デ ッキ 7後方  コンコル ドプラザ

ボールルーム ダンス
アニメーションチーム、Galaxり Trioの 音楽 と一緒に

22:00-デ ッキ 7前方 コンコル ドプラザ

THE CRAZY HAT
クレイジーハッド

続いて

Welccme Daruy!
ウェルカム・パーテイ~

アニメーションテーム、Galaxu Trioと 一緒に

鋏ヽ
   ,

免税店ノOnbord Shops
出港 30分後‐23:00  デッキ7

普:霧 ψ、 ュヾージシャンの1久″:けlβ″3｀

ままれます

スクォック・キッズクラブ

(3～ 12歳 )

乗船説明会 16145
デッキ 6 ロックスターディスコ

スクォック子供クラブ(3～ 11歳 )の情報は FuN&
SCAプ ログラムかデッキ 6中央の

スクォッククラブまで。

音楽を楽しみたい方に…

中央プール

音楽:Duo Prも ma

メインホール

音楽:Pie『 o

音楽iFerenc Csirke Duo

音 楽 :丁enor Miuel

fv*tt
:00‐ 1

デッキ 5中 央

11130‐ 12,15

12:30-13:15

16;30-17:15

18:00-19100

19,15-20:15

18:40-19100

19:15-19:35

19:40-20:00

20:05‐ 20115

グランバー・オルフェウス

音楽i Oriental Trio Note

(中 国の音楽)

音楽:Duc Prisma

デッキ 6中 央

18:30-19:30

20:45-21:45

22・45‐23145

17:30-18:30

19:30-20115

2口 :45-22:45

コンコル ド プラザ

音楽:Galα り丁rio

デ ッキ 7前方

20145-2¬ :30

21:45… 00:15

ディスコ タベルネッタ

スワロフスキー10%割引

中国のタバ コ

ZhongHua,Diaoyutai

デッキ 12後方

22:∞‐ ウェルカム・ディスコ

D〕  Frankieと

カジノ ノMonte C釘 lo G“ ino
スロツト15:30/テ ーブル 15:30・ デツキ 7

新 しいスクラッチゲームで最高 100,000ドル 当たる !

バカラ、ファン 21、 スリーカー ドポーカー、カリビアンスタッ
ドボーカー、ルーレット、スロットマシンで遊ぼう !

18歳以下のお客様の立ち入 りは禁止 されています。

デッキ 6,7後方 フェスティバル劇場

20:45
(すべてのお客様へ

)

コスタ・ビク トリアファッションショー
コスタ・ビクトリア ダンサーズがお届けします

21:00

TRI⑥ Aca⑥ART
スペインからやってきた、アクロバ ットと芸術のコンビネーション

出演者の安全と著作権を守り、特殊効果の質を保持するため写真、ビデオの撮影は

禁じれています。また、ショーの最中は、携帯電話の電源はお切りください。

尚、ショーのお席の席取りはご遠慮ください。

クルーズディレクター・〕uがお贈りする

数に限りあり

お支払いにクレジッ トカー ドをご登録のお客様は、

1



お食事のご案内 (Dインフォメーション

ランチ (ご昼食)(無料 )

有料 レス トラン(要予約)

イル・マニーフィコ  デッキ 12後方
18:3C〉‐ 20i30

イル・マニーフィコレス トランでは、スペシャ
ルメニューをご用意して皆様のお越 しをお待ち

しております。ご予約はデッキs中 央にござい

ますゲストサービス(フ ロント)、 船内にございま

すマルチメディア トータム、レス トラン支配人

までお申し付けください。

料金 :お一人様 33.50ド ル

(サービスチャージ込み)

デッキ11後方
(無料 )

インターネノハ・ナーと`ア
海の上にいるときでもつながりを保つため

、客室をはじめ船のどこからでも衛星イン

ターネット WiFiが お使いいただけます。(

有料)ラ ップ トップ ,コ ンピューター、
lPad iPhone、 スマー トフォン、また、デッ
キ 12のインターネット・ポイントにあるコ

ンピューター(ア ルファベット表示のみ)も

ご利用いただ |ナ ます。インターネットを立

ち上げて頂きますと、コスタの WiFlヴ ァー

チャル・プラザのホームページが表示され

ますので、そちらでコスタカー ドの番号を

入力してアカウントをご登録ください。ご

登録画面に、ご利用の際の代金等が表示さ

れます。デッキ 12の インターネット・ポィ
ン トにあるコンピューターでも、アカウン

トの登録の仕方がご覧になれます。ご利用

料金は、デッキ 12のインターネット・ポイ
ントにあるコンピューターをご利用の場合

もご自分でお持ちの機器をご利用の場合も

同じです。ご利用料金はコスタカー ドに請

求されます。課金の対象になるご利用時間
は、接続開始(Start to Navig∝ e)か ら始まり
ログアウトするまでとなりますので、ご使

用のたびにログアウ トするのをお忘れにな

らないようご注意下さい。ログアウトのボ

タンが画面に見当たらない場合は、ブラウ
ザーに Lttュ〃l中霞迎咀 と入力 してロ

グアウトしてください。

をキュノティー・コンメ ′―/ク

ファンタジアレス トラン デッキ 5後方
11:30・14:00

ディナー(ご夕食X無料)

ファンタジアレス トラン

シンフォニアレストラン

オーダー式   第 1部

第 2部

デッキ 5中 央

デッキ 5後方

17:45

20:00

より良いサービスのため お時間はお守 り下さい。

レス トランヘは短ハンやバ ミューダバンツ、タン

ク トップ、サンダルでのお越 しはご遠慮下さい。

ボレロ・ ビュフェ

ランチ ビュフェ

セルフサービス・ビュフェ

グリル ホットドッグとハンバーガー 中央プール(天候による)

アフタヌーンティ (無料 )

11:30‐ 14:30

11:30‐ 14:30

ケーキ類 とスナック 15:30‐ 16:30

ご夕食 (無料 )

セルフサービス・ビュフェ  18:15‐ 20:45

ピザ ベッラナポリ (無料)デ ッキ12後方
スライスピザ&サ ラダバー 15:00‐18130 ヌードル&サ ラダバー  20i30-01:00

いつもご用意 しています (無料) デ ッキ 12後方
サン ドイッチとコーヒー 01:OC卜 6:00

船内施設のご案内

Guest Seruices

ゲス トサー ビス

両替

(フ コン ト)

24時間

88

デッキ 5中 央

クローズ

internet Point            デ
｀
ッキ 12後 方

インターネット・ポイント  24時 間オープン

(日 本語キーボー ドはありません)

アシスタント        16:00‐ 17100

国際法により、停泊中は船の出入り口にてお客様の

身元確認及び人数確認をすることがさだめられてい

ます。そのため、船の出入り口でコスタカードのバー

コードを機械で読ませていただきます。本船のセキュ

リティースタッフが担当いたします

お夕 らせ

コスタ・クルーズで定められております衛生、セキュリ

ティー上の理由により、外から船内への飲み物、食べ

物、植物を手荷物や、預け入れ荷物に入れて持ち込

むことは固く禁じられています。寄港地やオプショナ

ルツアー中に購入された飲み物の持ち込みもできま

せん。シヤンプー、シャワージェル、ベビーフード、特

別な食事などの液体、お薬、食べ物の持ち込みは可

能です。寄港地で包装されたお土産の食べ物などは

乗船口にてお預かりし、下船前に返却いたします。

エ レベ ーター

12歳 以下のお子様お一人でのエレベーターの利用

は禁止されています。

安全の為、お子様がドアに指を決まないようにお気を

つけください。

重要 /ハ イ 舛 ごつクで

下水配管システムの詰まり防止のため、トイレには備

え付けのトイレットベーパー以外は流きないようにお

願いいたします。

ジャク
｀`
ジー

心臓に問題のあるお客様、血圧の高いお客様、アル
コールを召し上がっているお客様、お薬を服用されて
いるお客様、妊振中のお客様、免疫システムの弱い

お客様にはジャグジーのご利用はお勧めしません。
ジヤグジーをご利用の場合は、ご自身の体調に合わ
せてご自分の責任でご利用ください。ジャグジーご利
用には、シャワーを浴びてくださいますようお願いい

たします。16歳 以下のお子様にはジヤグジーの使用
は禁止されています。また、ジャグジーのご利用は 1

回15分 以下にしてくださいまようお願いいたします。
それ以上長くジャグジーに入つていると、健康に障る
おそれがあります。

Room Seniceル 一ヽムサーービス

07:00‐221(〕D

22:00・07100

「
う

ｎ
０

丁our Of「 ce

ツアーオフィス

06328

デ ッキ 6中 央
15:00‐20:00

スクォッククラブ
｀

Squck Ctub
(1)06351

18.OC卜22.30

デッキ 6中央

Costa Club Point
コスタクラブポイン ト

デ ッキ 6中央

クローズ

POnlpei Spa        デッキ 6前方

ポンペイ スパ  06621   08:00‐ 22:00

(18歳以下の方はご利用いただけません)

POmpei Cり m        デ
｀
ツキ 6前方

ポンペイ ジム  o6621   06:00‐ 22:00

(16歳以下の方はご利用いただけません )

Cmergencり  救急 099  デッキ 3前方

Hospital 医務室

診療 時間     08:0(X)9:00/17:00‐ 19:∝ )

診療代 :

1回 目の診療            84∞ ドル

2回 目以降の診察          6500ド ル

船室往診            122.00ド ル

時間外往診            10500ド ル

時間外往診 2回 目          81.00ド ル

ナースコール (20:00以降)     16α 〕ドル

夜問診療        146.00ド ル(20:∝Ю8:00)

注意 :上記診療代には、薬代、処置費、検査費、入

院費は含まれません。

Pharmacリ

薬局          デ ツキ 3前方

08:0〔〉‐12:00/16:00‐20:00

処方箋が必要な薬もあります。

Librarリ

図書室

デッキ 12後方

16:00‐17:00

Main Pool         デッキ 11中 央

プール                    o8:00-22:00

(16歳 以下の方はジャグジーをご利用できません)
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