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コスタネオロマンチカ

金沢

最終乗船時間 :

17.30

2017年 6月 24日 (土 )
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最低気温 :22°C 海

最高気温 :28°C穏やか

一一天候

曇 り

日の出
04.37

日の入

19,14
出航時間
18.00

コスタネオロマンチカ シニアオフイサー

*rff 7: Sokratis Sklavos
**Z zY l:7: Ortiz Antonio
7F y7+rf7v: Vlaho Lazarevic

ホテルディレクター:Gim 3ernardi
チーノシップ ドクター:Tettsa Anseho
クルーズディレクター:Ciovanni Azzaro

F&Bディレクター :Antonv 3andini
メー トノンディ:Sulevrnan Kara
エグゼクティブシエフ:S‖vio E‖ i

ご乗船ありがとうございます
船長 5okratis SklⅣ os、 オフィサー、スタッフ、クルー全員、
コスタネオロマンチカヘの皆様のご乗船を心より歓迎いたします。

船長5okratis SklavOsに 代わリブリッジからのお知らせ
金沢は石川県 (面積4,185平方キロメートルと人口1,171,1∞ 人)に位置し、海岸線からは日本海を望むハーバーシティです。冶金、農業、食品およびガラスエ芸など
製造業の本社を多くを持つ金沢市は石川県の県庁所在地で、機械製造、織物、九谷焼と漆工芸が盛んな都市でもあります。特に兼六園は素晴らしい公園です。

I重要藤 急避難議1練 17.00
本日17時00分より船内で安全にお過ごしいただくため緊急避難詐!練を行います。国際海事法により、この緊急避難瓢練|ま本日金沢よりご乗船の金て
のお客様のご参爆が義務付けられています。緊急避難シグナル (短い7回のサイレン+長い1回のサイレン)が鳴りましたら、お客様の客室からご自身の
救命胴衣 (ライアジャケット)とコスタカードを必ず持って、案内にしたがつてデッキ9のマスターステーション(緊急避:難場所)へお越しください。避難訓練
の集合場所へ到着されましたら船のスタッフヘコスタカードをご提示ください。避難場所が屋外の場合は天候を考慮した上で上着などをお持ちください。
逃雲二産
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監量菫製蟹重目ヒ壼量受整と重至二塑壁
=」
三2壺I塾重盪L主主ュ塁L査塾E三:二重≦二墨菫壁襲

船内のお支払い方法の登録
船内でコスタカード翻 開始するためにクレジットカードのご登録菱るいは現金のお藩●つ金(デポジット)力 ちお選びいただき、ご登録を事前にお願いいたします。
クレジットカードのご登録
セントラルホール(デッキ5)またはカジノ(デッキ8)、 ショップ(デッキ9)に設置されている専用登録機でご登録 ください。
ご登録可能クレジットカード:アメリカンエクスプレス、マスターカード、VISA、 JCB
現金のお預かり金 (デポジット)の方法                                      __
1名 につき最低150USドルの現金のお預け金(デポジット)をお支払いただきます。但し、乗船中のご利用金額に応じて追加でデポジットをお願いいたし
ます。現金のお預け(デポジット)は、本日はゲストサービスデスク,デッキ5にて24時間承ります。
下船時の最終のご精算をスムーズに済ませるために、下船前24時間前以降はご精算方法の変更はできません3

船内の安全:に つ`いて船上での安全に関するご案内を客室内テレビ(チャンネルイ)でご案内しています。さらに詳細はゲストサーゼスデスク,デッキ5(24時間対応、内線nl)まで
メディア関係者乗船に関して
船内にメディア(テレビ)関係者が乗船しています。スタッフが随時船内の撮影を行いますので撮影をご希望されないお客様はスタッフまでお申し出ください。また、船内の
いくつかの場所は撮影のため一時使用できない場合があります。皆さまのご理解とご協力をお願い申しあげます、。
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寄港地観光ツアー (ウ ラジオス トク)

クラジオストクヘ訪れてみませんか?ウラジオストク観光はツアーでのみ可能です。 詳しくはツアーオフィス,デッキ5までお問い合わせください。
※ご乗船前にご自身でロシア出入国ビザ(査証)を取得済みのお客様以外は自由に外出できません。

ツアーオフ ス ーデ キ 5- 14.0()、 19 ,00/2030‐22.00または、デッキ5,8,9に設置されているタッチパネル式マルチメ ィア端末 トーテム
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ダイエングプロモーション

ロIマンマトラットリア レストラン
船後方の開放的な窓からの夕景を楽しみながらお食事を !

お1人様 1ド リンク付き s29
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デレ拘

`慶"1キ
ャノヾターどコンチ奥り お.002■00

口lF&Bディレクターとネオサクラディナー
クルーズの思い出に特別なイタリアンディナーを !

お1人様 $25子テーこズ〃オとリ
18:30‐20:30ウ ラジオス トクにて開催

ご絆 夕|ス ハテーどズデンク,ο21また′ォ′を,纏θ′̀
r′
∂

フオトショップ・・・18.0023.00 デッキ 9

ご乗船時に撮影 した写真は
フオ トギャラリー、デッキ9(ビエンナラウンジ隣)で

ご覧いただけます。
フォ トギャラリーの営業中に

ご購入いただけます。。

乗船の思い出をご自宅へ
!

写真ホルダーが S149$

電子キャン ドルがS29.99よ り
ベネチアンマスタもご購入いただけます

S9.99か らS10.99ま
~で

カジノ(テ ーブル・スロット)デ ッキ8

テーブル 18.45……&ス ロッ ト:18.45-…

本 国の ロー リミテ ッ トゲーム
ブラックジャックーFUN21 S3～

通常よりも安い最低賭金でブレイできます||

ウエルカムボーナス
S20プレイすると$5分のフリーゲームプレゼント

詳 しくはカジノスタッフヘ

18威″ 万み農解力'よ
カジノのご洵

'脅

1/.ま できません

ガレリアショップ18.30‐24.00デ ッキ9

デザイナーファッションウォッチ 最大75%OFF
invicta,sturhling,Citizen,Skagen,

Ferrari,¬ ommyH:1奮 geら Fosi‖′Casio,Breil

在庫限 り !

最大30%OFF― サングラス大セール
Rayban,Prada,Salvatore Ferragamo′ 8olon Sunglasses

香水、化粧品 本 国セール
全ブラン ド10%OFFll
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1.スペシャルイベント開催 :

先着30名 様限定 !

22.30ク オッチショップ デレキ9
2.無料セミナーーお手軽フェイスリフ トアップ
お肌のプロが若々しい肌を取り戻す方法をお教えします。
プロからスキンケアの方法を学びましょう!

無料のお肌診断も実施中 |

16.00ナステノヌノヾ 8ダィーナス́と
｀
し―ティー デンキ9

3.ス パ レディースナイ ト
いつも頑張つている心と身体にビ褒美をあげませんか ?
素敵なスパの中でDIYト リー トメン ト体験を :

お1人様 75分間 $40ク ルーズパスをお持ちの方 s20
21.00テステジメパ8ダィーナメどゝ ―プ・ィーテレキ9
4.ドリンクパヶ―ジ
◇プレミアムドリンクパッケージ(乗船中)

S32.90x泊数xl名様あたり
◇ノンアルコールドリンクパッケージ(乗舟合中)

S18.90x泊数xl名様あたり
◇S3390ワンデー(1日 )ドリンクパッヶ―ジ
◇S21,90ワ ンデー(1日 )ノンアルコールドリンクパツケ~ジ
※全てのドリンクパッケージは15%サービス料が別途かかります。
ドリンクパッケージはクルーズご乗船当日および乗船2日 目のみお申し込
みいただけます。同じご予約の全員または1家族全員のご一緒の購入に
RIt t tキ

5.本 国のカクテル :目

テキーラ・サンライズ:$6.49
テキーラ,オ レンジジュース,グ レナデンシロップ
XLの グラスは $7.49(+15%サ ービス料 )

本 国のカクテル2杯で $9.99(+15%サ ービス料)

6.カ ジノ スーパービンゴ 1・

ビンゴになると賞金を差 し上げます !

高賞金 S3000獲 得のチャンスが !?(19Ю o_21.30カ ジノキャ
シャー,デ ッキ8に てビンゴカー ド販売 *2枚購入でさらに2
プレゼン ト !)

1.イ5キャパレーど`猛ンん デンキ9

ラジオス トクのツアーは残 りわずか |

申し込みはお早めに。

トップ 8
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7.フ オ トショップ

デ〕ム」七貫ぼ裂こまお&内燃魂訂t)I′びテ:コ1及乱二.。。

サムサラスパヘようこそ
スパ・サーマルエリアとタラソプール

サムサラスパの屋内タラソセラピープールは、
塩分とミネラル豊富なお湯を使用していますじ水の力を利用し
たマッサージは肉体疲労や血行促進に効果的です。また熱、

スチーム、アロマセラピーを用いたサウナでは疲れた
心と体をス トレスフリーにさせてくれます。

忙 しい日常の生活を忘れ、船上のラグジュアリースパで
究極の リラックス体験をしてみませんか ?

1日 券 $35クルーズパス $105

サムサラスパでは施設見学を随時受け付けてお ります。
豪華な船上スパでセラピス トー同皆様にお会いできるのを楽 し

みにしてお ります。
サムサラスパ&ヴィーナスビューティ、デッキ9
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フオ ト・ ビデオ ポリシー
乗船中のお客様を船専属のフォトグラフアーが写真 /ビデオ撮
影を行います。乗船中の撮影を好まれない場合はご乗船時に
船のフォトスタッフヘお申し出いただくか、フォトギャラリーで掲
示しないようにお中し出ください。個人情報の取り扱いに関して
|まコスタのマガジンやウェブサィトでご確認いただきます。

カジノ ポリシー
マネーロンダリング防止ためコスタの規定により、カジノで S500
以上のチップの両替やご購入する場合はすべて登録させてい
ただきますc詳しくはカジノキャッシャーまたはグストサービスデ
スク,デッキ5へお問い合わせください。

終
終
終

15.00

15.30

15.30

16.00

16.00

18.00

19.00-20.00
23.30-00.30

20.45-21.45

22.30-23.30

119,30-20.30
20.45-21.45

22.Oo-23.00
123.15‐ 00.15

日

日

日

Good Atternoon(こんにちは)

ビデオクイズ:自 然
ク
｀
アンパニ 。と

°/ン クァ在ダク'ァ]デンキ 8
アー ト&ク ラフ ト
カーニバルの準備をしよう
カ́ーだ4-ス , デレキ8
ダンス教室 :ラ テンダンサーと一緒に
グ́
・
ランノヾ―・どアジ′〕ノァ́〆タ ダ́アノテ

｀
レキ 8

ゲーム:ク レージーサッヵ― *
リド・サン トロベ,デ ツキ11

無料セミナー :お手軽フェイスリフトアップ
サムサラスパ 8ど―ナスごューティ、 デレキ9

無料セ ミナー:″背中や腰の痛みを解消
〃

テステラス/も スタノ4デレキ8

曇8勝倉翫珀齢許晶ど
をお試 ししてみませんか

無料足裏プリン ト
足裏の形は皆それぞれ。あなたが思つている以
上に何かを伝えているかも知れません。この
機会にぜひ足裏のプリン トを取ってみませんか
サムサラスパ&ヴィーナスビューティー,デ ッキ9

ミュージック生

18.15-18.45
19.15-19.45

スターバン ド
グランバーピアンタアイタノろ デッキθ

フオリ・オラリオ・バン ド
ダ́タルク 一ヾ 'どアタノァイタノζ デレギ零

ダニーロ

=ノ え力・ 夕し ″一tデッキθ

`ロ デユオ ウイスパ~° オブ 。ロマンチカ‖
ビアノ&バイオリン

ラ。フィォレンティーナステーーキハクろデン・り

'デユオ ウイスバ~° オブ 。ロマンチカ
ビアノ&バイオリン
チヨン″一んバち デンキ9

20.30-21.00
21.30-22.00
22.30-23.00
23.30-00.00

ノ1″ク
｀
ンスや機膠り訪繁 i′こま舜 |を嗚雛オろ:易冷″ゞあクまプ1)

船内催し物のご案内

22.30
ベ ニ ス の 力 一ヽニ バ ル

ラテンダンサーによるオープニングに続き
船のエンターティンメン トスタツフと

フオリ・オラリオ・バン ドの演奏で盛 り上が りましょう !

クランバー ,ど°
ァンツ/´〆́タノ/′ デレキ θ

Good Evening(こんばん|ま )

今凌の だ″メコ~バ
「カジユ/ノ″・カーニバンク

クル 一ヽズデ ィ レク ター CiOVANNlと NORIKOがお贈 りす る :

“LECENDS(レ ジェン ド)″

誰もが一度は聴いた音楽をミュージカルで
コスタネオロマンチカ専属のダンサーと

歌手 SOrina Mutteanu&Rchand Ci‐ n

19.301&:21.00
キャパレー・どレンえガレキ9

カラオケナイ ト (エ ントリー締め切り22.30)
デイスコ・タン→

｀
デレキ9

20.00-

クノレーズデ ィ レク ター G:OVANNlと NORIKOが お贈 りす る :

“SWiNC(スイング)″

ラテンダンスショー

20.15&22.00

クランバー・ピアノソ/′〆タノろ ガレキ8

20.45‐

21.00

21.00

21.45

スペシャルインターナショナル社交ダンス
演奏 :フ オリ。オラリオ・バン ド
グ́ランバー 。と

°ア́ックァ/〆 タノ/,デンキ8

スパ レデイーステイ ト
しつ も頑張つている心と身体にご褒美をあげませんかつ
素敵なスパの中でD:Yト リー トメン ト体験を
お1人様75分間s40,ク ルーズバスをお持ちの方 s20
サラサムスパ・ヴィーナスビューティー デッキ9
フインテイスティング
三ノテカ・グェコーぇ デンキθ
スーパー ビンゴ

!

ビンゴになると賞金を差 し上げます !

最高賞金 $3000獲得のチャンスが |?

(19.00‐21.30カ ジノキャッシャ~ノ デレキ∂にてビ
ンゴカー ド販売 *2枚購 入でさらに 2枚プゼン
ト I)

キャパレーとコ`ンtデノキ9

23.00_.デ ィスコ″
リズム・オブ・ザ・ナイ ト"

Dサ サルボと船のエンターテインメン トスタッフ
とご一緒に
デンスコ/ナィ トクラダ タン→

｀
デレキ9

*天候によります

12歳～17歳のお子様のアクティビティについて
詳しくはスクオッククラブ、デッキloへお問い合わせくださし、
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お塗事のこう終府 ノ

ご昼食
14.00■ 6.455幸影子テ_ノ レストラン,デツキ10

17■ 5-18.00サ ンドイッチ &サラダ
ググルカプノ′デッキ II

ご夕食
17.15‐ 18.15夕 食第 1部  (テーブルの事前予約はできません

)

ボッティチェリレス トラン,デ ッキ 8

※入日のスタッフにダイエングカードをご提示ください

19,45‐20.45夕 食第 2部 (テーブルの事前予約はできません
)

ボッティチェリレス トラン,デ ッキ 8

※入日のスタッフにダイエングカードをご提示ください
※本日17:∞からの緊急避難ヨ:I練のため、避難顧:;練終了後よりご夕食
を開始させていただきます。悪しからずご了承下さいませ。

18.00‐20.30ブ ッフ ェ

ジャルディーノレス トラン,デ ッキ 10

20.30^00.00ヌ ー ドル,サ ラダバー
グリルカプリ,デ ッキ 11

00.00-06.30 サンドイッチ,サラダ′コーヒー

グリルカプリ′デッキ 11

■81-76‐ 256‐ 0542/Fax:+81-76‐ 256-0544

|:+81-90-6813-2484&:+81‐ 80‐2956-6361

の名称 :金沢港 戸水ふ頭

&

(船舟白代理店)

港運株式会社

川県金沢市近岡町613

malil arnt@kOunknZ.CO.ip

l⊂ :Mnヒ ガシカフ&M■ サド

ス

24/24 ゲストサービスデスク09011       デッキ5
24/24 ルームサービス○

"o8●
00‐22.00)

④ 9011(22.007.00)

17.0019.00通貨両替            ダ
.ン

キ5

14.00‐ 19.00 ツアーオフイス           デッキ5
20.30-22.00

19.00‐20.00 コスタクラブポイント         デッキ9
コスタクラブメンバーのお客様は船内のタッチパネル式マルチメディア端

末 トーテムで常時ポイントをご確認いただけます。

14,00■7.00 ス クオ ッククラブ 01808     デ ッキヨ0
20.00‐24.00

06.0●22.ooジム (15歳以下のお客様はこ利用いただけません)デ ッキ8
*デッキ11後方のプール(モンテカルロブーノめは大入(17歳以上)の方専用です。

16歳以下のお子様はデッキ11中央のプールをご利用ください。

病院                     デッキ3

24時間 救急対応 099
診察時間 17.00-19.00

診察時間内の診察                   s84
診察時間外の診察                   s105
お客様の客室での診察                 s122
夜間 。深夜の診療 (8.00pm-8.00am)           S146
お薬等は常備していますが、船内ドクターの診察や処方が必要となります

お気に入りのクルーに投票して下さい

皆様のお気に入りの、心に残ったクルーはいますか?
の場合は是非、クルーがつけております名札をお手持ち

写真をお撮りになり、本船5階のグストサービスデスクにご提示V

だきご投票ください。あるいは下船前に皆様のお部屋にお届けし
ンケートにクルーの名前を直接ご記入下さいc

ご投票で、月間クルーMVPを決定させていただきます。ご
誠にありがとうございます。

ホテルディレクター ジム・ベルナルディ

今夜の ドレスコー

カジュアル/カ ーニバル 悌持ちであれ機

ド

v^17>,fy*9
18.00-21.00 2 . 7 ,t tVY7,t *f 77-+.zrf x E

t.z 12,y, f y*g
18.00-00.00 ピッツェリア "ナポリ"■

デッキヱIrオ劉

軽食・バー・カフェ
09.0022.00  スムージー,シ ェイク

リド・サントロベ・バニ デノ判 1回
ハッピーアワー全ての力′テル$5.991コ

(+15%サ ービス料)
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ディスコタン→ デノキ9

ワイン,チーズ ]目

エノテカ。ヴェローナ′デッキ8

ボッティチェリ、ラ。フィオレンティーナ・ステーキハヮス、マンマトラットリア
ヘは、スラックス,襟付きシャツ,シューズでおこしください3

有料 レス トランはお席に限 りがあ ります。ゲス トサー ビスデスク
(デ ッキ5)、 船内のタッチパネル式マルチメディア端末 トーテム

またはメー トルディがご予約を承 ります。

18歳以下のお客様がアルコール飲料をお求めの場合は,年齢確認の
ため身分証明証のご提示をお願いすることがあります。
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16.00-17.00

17.00-00.00

トロピカル

19.00-01.00

17.00-01.00

Z

`ン

に″

爆鍾
:`1通

轟:`|:ア

tダクリーム
本 国のアイスク リー・ツ:ヽ  10:00-22:00

t\=),f a = V* パイナ ップル,ホe3v* F FyL"キウイ′

‐■ ._‐、


	IMG_20190821_0051
	IMG_20190821_0052
	IMG_20190821_0053
	IMG_20190821_0054

