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下船について
―車綺子ご利用の方で下船の際にスタッフの補助が
必要な場合は、デッキ6右舷側ラベリティーヴオ
パー(L′AperitivoBar)横でお待ちいただくようお
願いします。
―セキユリティがお預かりした物は、下船日当日、
ターミナルにてご返却します。
‐寄港地から戻られた際に下船口でお預かりしたア
ルコール類は下船日の前夜にお客様のお部屋までお
届けいたします。
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下船お手続きについて

皆様にとつて迅速で安全な下船になるよう、下記、及び裏面の下船案内をしつかりお
読み下さい。裏面に各グループの色別コー ド、集合場所、集合時間が記載されていま
¬■

1日:お荷物について :

。お部屋にお届けした色のついた荷物ラベルにお名前、電話番号、住所、船
名をアルフアベットで記入し、各預け荷物の取つ手の見える部分につけてく
ださい。 カラータグが足りない場合(まゲス トサービスで同じものを受け取つ

てください。

・ 色と番号が書かれた荷物ラベルの端の小さなシール部分を切り取つてはが
し、クルーズカー ドの裏に貼つて下さい。(お子様も同様です)ク ルーズカー
ドは下船の際にチェックされます。 磁気ラインの上には貼らないようにご注
意下さい。

・下船の前夜 ■100 までに、お荷物をお都量の ドアの外に出しておいてく
ださい。(ベ ビーカーやバギー等歩行に必要なもの1ま手荷物となります。重要
な書類や貴重品等は必ず手荷物にお入れ下さい。)下船後、ターミナルにて

預け荷物はご自身でお引き取り〈ださい。

痙蜜| お客様の下船|こついて:

・ 下船日の朝 15100 までにお部屋を空けて頂けますようお願いいたしま
す。退室の際は、弓|き 出し、クローゼット、バスルーム、金庫にお忘れ物が
ないか必ずご確認ください。客室係が最終チェックをいたしますので、金庫
の扉は必ず開けたままにして退室してください。お部屋のミニバーは下船の

前日 18100 に鍵を開めさせていただきます。下船日の朝までご利用を希
望の方は、担当の客室係またはレセプション (内線99)までお申し付けくだ
さい。

・手荷物のお預かりは、デッキ6階右舷側のL′Aperitivo ラペリティーボ
バー付近にて下船日の■3:00‐ ■8100受 け付けております。必ず下船前にお

受け取りください。

・ 集合時間までに必ず指定の集合場所にお集まりいただき、下船開始の案内
があるまでお待ちください。なお、下船日の朝はすべてのラウンジは全面禁
煙とさせていただきます。

・ 入園管理局の許可が下り次第下船を開始しますが、お時間がかかる場合が

あることを予めお詫び申し上げます。

・ 下船の順番が来ましたら、荷物タグの色別にグループが呼ばれ、スタッフ
が下船ロヘとご案内いたします。
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朝食

時間 サービス 場所 デッキ

6:00… 11100 朝食 パゴパゴ &
ボラボラ

14
11:00-16:00 ランチ

7:00¨ 9:00 朝食
ラ・レッジア 5/6

11:30‐ 13:30 ランチ

07:30‐ 10:00

*客室でのご朝食 :

朝食メニューにご記入いただき、午前
2:00ま でにお部屋の外の ドア/ブに記
入したメニューをお掛け下さい

*′′―スサーと・ス″′声〃で4

サービス&営業時間

内線番号 デッキ
レセプションーゲストサ…ビス

24時間 レセプションボタン

モーニングコ…ル

ボタンを押してアナウンスに従つてください

緊急医療:115

メディカルセンター

9:00… 12:00 2660 4

フオトシヨツプーカメラマン

9:00尋 u着 2706
!a Yl

9100毒」着 6/7

フィットネスセンター

6:00‐ 22:00 2732 14
K工DS CLUB‐ MSCベイビータイム(3歳以下 ):

9:00… 11100 2890 15

LECO R00M‐ ミニ&ジ ュニアクラブ(3‐ 11歳 ):

9:00‐ 12:00 2877 15

10:00‐ 12:00 16

ToBoGA -,, >t*, -7- 1 F-* (gtrt;t_L)

9:00‐ 10:00 15

プ…ル (屋外プール/屋内プール)&ジャグジー(温水
∠
=土

〕
量ダトフ一`フレ:/:uO―■9:(
量内プール :7:00‐ 21:(
′ャグジー:7:00-211(

14/15

ス

イスメーツ層1真、ボーバグーム.カードグースのオι″ιのグクエ
チヤルワール

9100‐ 16:00 7756 16

今日のアクティビティー

フィットダンス ダンス講師と一緒に

8:30 Aft Lounge

ストレッチ ダンス講師 と一緒に

9:00 Aft l-ounge

ジヤイアントダーツグーム

9:30 Aft Lounge

シャンパングーム

10:00 Aft Lounge

カラオケ大会

10100 Sea Pavilion Dlsco 16

ダンスレッスン ダンスインストラクターと一緒に

10:30 Aft Lounge

VIENTO DEL ALMA/ビ エント・デル・アルマ

11:00 Theatre

ダンスレッスン ダンスインストラクターと一緒に

11:45 Aft Lounge

オーシャントリップ ゲーム

15:00 Aft Lounge

コーン ホール ゲーム

15:30 Aft Lounge

ダンスレンスン ダンスインストラクターと一緒に

16:00 Aft Lounge

下船手続き
事柄Fウ塁E警簗番露禽ぶ翼磐ウ事

'ま

♀爺雙95曽塞鬼庭落:宅基露簡だ懸ウ宴したらご集合下さ
い 。

ご精算について
下船 日前夜遅くに、最終ご利用明細書がお部屋へ届きます。しつかりご確認頂き下記手
順に従ってください :

クレジットカードでお支払いの方

(VIsa′ MasterCard′ D:ners′ JCB′ American Express′ Discover):
下船日早朝に2枚の最終明細書が届きます。1枚にサインをし、お部屋にそのまま残して
おいてください。もう1枚はお客様の控えとなります。下船 日にご利用された分は、直接クレ
ジットカードから引き落としとなります。

デ'ビット/プリヽペイドか―ド(Maestro′ Visa E:ectron′ Visa Debit′ MasterCard
Deblt)または現金でお支払いの方 :

下船日早朝にお部屋に届く請求書をご確認ください。
●マイナス残高:デビット/プリペイドカードでお支払いの方は、

‖
クルーズカード・アクティ

ベーションポイント"、 またはデッキ5階レセプションにて下船日当日9主 00から精算が行え
ます。現金でお支払いの方は、デッキ5階レセプションにて下船日当日9100から精算を受
け付けております。

・ プラス残高 (‐ のマークがついています):明 細にプラス残高がある場合は、デッキ5
レセプションのグストサービスにて下船日当日9100から現金(船内通貨)を払い戻ししま
す。

・下船当日のお支払方法の変更は出来かねますのでご了承ください。

fl:~"″ .I襲``ア
ンケートに答えてクルーズ旅行を当てよう!

隋ねる滞 '都:1ド ?1・1鮮
l鶉 無料クルーズが当たるチャンスです !ク ルーズ後にオンラ

藁轟蛭______二凩インアンケー トに答えていただくと、その中から毎年10名~~~………………… の方に抽選で無料クルーズをプレゼントしています 1私達
にとって皆様のご意見は、今後のサービス向上に繋がります。ぜひご協力くださ
い。オンラインアンケー トにアクセスするEメ ールを受け取るには、お部屋に届く
指定の用紙にEメ ールア ドレスを記入してください。(MSCボ ヤージャーズクラブ
またはEニ ュースレターに既に登録済みの方は不要です)用紙はレセプションお
よび船内バーやショップでもご用意しております。

色 下船情報 集合場所 デッキ 時間

グレー
I

PRUA
BAR 7 17:30

黄色 1 日本又は中国の国籍ではないお客様 PURPLE
JAZZ BAR 7 17:40

茶色 デッキ13&デ ッキ 12の 日本国籍のお客様 DIM SUM 7 17:50

茶色 l デ ノキ9の 日本国籍のお客様 AFT
LOUNGE 7 18:00

ピンク デッキ 8の 日本国籍のお客様 PRUA
BAR 7

ピンク2 万発碁繰
&デッキ

'0&デ
ッキ11の 日本国籍 PURPLE

JAZZ BAR 7

緑 デッキ 13の中国国籍のお客様 THEATRE 6 18:30

緑 1
デ ッキ12の 中国国籍のお客様…客室番号奇数 THEATRE 6 18:40

緑 2 デッキ12の 中国国籍のお客様…客室番号偶数 THEATRIE 6 18:45

赤 デッキ11の 中国国籍のお客様―客室番号奇数 THEATRE 6 18:50

赤 1
デッキ11の 中国国籍のお客様一客室番号偶数 THEATRE 6 19:00

日
デッキ10の 中国国籍のお客様―客室番号奇数 THEATRE 6 19:10

青 1
デッキ10の 中国国籍のお客様―客室番号偶数 THEATRE 6 19115

ライ
ラック デッキ 9の 中国国籍のお客様 THEATRE 6 19:20

ライ
ラック1

デッキ8&デ ッキ 5の中国国籍のお客様 THEATRE 6 19:30

MASERATIの お客様

18:10

18:20
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