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横浜へようこそ
2018年 11月 8日 〔木)
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次の寄港地:上海 11月 11日

時計の針を1時間戻してください

11月 8日 と9日 の日付が変わる頃、

船の時間が過去に1時間戻ります。
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ようこそMSCス プレンデイダヘ :

MSCス プレンディダの全ての乗組員を代表し、この度はMSCス

プレンディダにご乗船頂きましたこと心より感謝申し上げま

す。2009年にソフィア・ローレンに命名されたこの船は、長さ

333.30m、 幅37.92mに もなります。 MSCが所有するその他の船

と同様に、MSCス プレンデイダは優美さと最新技術を兼ね備

え、多くの施設及びサービスを皆様に提供いた します。1332

人の乗組員が、思い出に残るクルーズとなるように、皆様の安

全で快適な船旅をお手伝いさせて頂きます。

ノ1貞
′ジュセッパ・マレスカ

船長 :

機関長 :

医務長 :

料理長 :

ホテル支配人 :

クルーズ支配人 :

願客管理マネージヤー

ジュセッペ・マレスカ

ジュセッペ・ルッジエロ

マネブスキ・デユサンカ

ユアンロミン

ティチアナ・ソッレンティーノ

ハヴィエル・モーラ

ウォルター・スタイアノ

,

米 MSC
由F4金

Eコ オi記

デイリープログラム
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横浜は人口で東京に次ぐ2番 目の都市で、日本でも最も人気のある

地方都市です。東京の南、東京湾に面し、本州の関東に位置しま

す。巨大な東京地区の主要商業中枢です。

横浜の人口は370万 人です。横浜は19世紀中期の鎖国の終わり以

来、急速に日本の主要港都市として発展し、今日では神戸、大阪、

名古屋、博多、東京、千葉と並ぶ主要港です。

ショッピング
ロゴの時間

クルーズの良い思い出が欲しいですか?デッキ6の ロゴショッ

プに是非お越し下さい。何かお気に入りが見つかるかも:キー

ホル ダー 、マグネ ッ ト、 MSCペ ン、MSC腕 時計 、MSCシ ップ模

型…などMSCの お土産

なぜMSCのクルーズ船上でお買い物?

免税価格です 1

ベストプライスです 1

MSCの特別オファーです :

お気に入りのプランドがあるはず :

毎日スペシヤル提供があります :

プライスマッチします !

MSCエ クスカーションオフィスーデッキ 5右舷側

寄港地でエクスカーションに参加 しよ

13:00-23:00 う :詳 しくはエクスカーション・オフィ

ス、デッキ 5ま で。固
MSC横浜現地事務所

事務所 東京マリンサービス株式会社

横浜市中区本牧ふ頭1-162F

電話 (045)-628-0564

お食事 &お飲み物

ブッチャーズカット

ブッチャーズカットは、アメリカンドリームが現実になる場所。草に覆われた冷

蔵庫に貯蔵されたお肉の中からお好きなお肉をお選ぴ頂き、ステーキハウス

での最高のひと時をお楽しみ下さい。ご利用の際はフ階の店舗までお越しい

ただくか、スペシャリティレストラン支配人(内線6116)ま でご連絡ください。

シー・パヴィリオン・ホットボットbvジェレミ…・ロン
ユニークな体験をご褒美に 1シェフのジェレミー・ロン(]eにme Leung)がお
届けするシー・パヴィリオン・ホットポットでは、ロンの魔法のタッチで生み出さ

れた食欲をそそるお食事をご用意しております。ご予約の際はデッキ16の店

舗までお越しいただくか、スペシヤリティレストラン支配人(内線6116)までご

連絡ください。

夕食のご予約について

もし、クルーズカードにレストラン名とテーブル番号が記載されていない場合

は、13:00… 16:00の 間に6階のラ・レッジアレストラン(La Reggia Restau‐
rant)の アシスタント支配人(Asst.Maitre d′ Hotel)に お尋ね下さい。各グ

ループの代表者1名様のみお越しいただければ結構ですが、必ず全部屋分

(1部屋につき最低1枚)のクルーズカードをお持ち頂くようお願い致します。
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エンターテイメント
ハイライ ト

今夜
‐
のテー 7

クルーズデイレクター ハヴィエルがお贈 りする

MACiCISLAND/マ ジック・アイラン ド 魔法の島
主演者
マジシヤン |アーロン・ヴァレラ
歌 :シ ャーロッ トとヴレイデイ

18:15-夕 食2回 目席のお客様
20:45-夕 食1回 目席のお客様
ス トランドシアター(デ ッキ6&7)に て

重i:要:なお死″らせ

O

乗船ようこそパーティー*

マリンスタイルのパーティーでエンターテイメントチームと一緒に

船の出港をお祝いしましょう:音楽とダンスをお楽しみ下さい。
私達のエンターテイメントチームが、皆様に最高の楽しさをお届
けします。

■8:00、 アクアパーク、デッキ14

フラワー・グローリー・パーティー

60年代、70年代、80年代にトリップしてみませんか
'

頭に花を飾って、ぜひパーティーにご参加下さい!

あなたにびったりのフローラルな飾りを身にまとい、60年代や

70年代の世界に旅立ちましょう!

22:30、 アフトラウンジ、デッキ ア

*属

'た

グの場合、デッキ16シーパど

"た
カディスコ′ご変更

「ιま九

船内でのお支払い

船内でのお支払いには、5階及び6階のクルー
ズカー ド・アクティベーションポイントにて
クレジットカー ド (∨ isa′ MasterCard′  Diners′

」CB,American Express,Discover)を ご登録が可

能 です 。 また、デ ビッ ト、 プ リペ イ ドカー ド

(Maestro′ ∨isa Electron′ Visa Debit′ 4ヽasterCard

Debit)も 、レセブシヨンにてクルーズカー ド
にデポジット(前金)し ていただくことが可能
です。

クルーズカー ドは登録または預け入れ前から
でもご利用は可能です。お子様のMSCカ ー ド
も船内でのお支払いが可能なため、十分にお
気をつけ下さい。クルーズ最終日に最終明細
書がお部屋に届きます。途中明細はお部屋の
lTVで いつでもご覧いただけます。また、途中
明細が必要な方はデッキ5レセプションで「B‖ l

please.(ビ ル・プリーガ )」 と仰つてください。デ
ビットカー ドをご登録の場合、クルーズカー

ドの残金は自動的に払い戻しされません。船
内通貨で現金の払い戻しとなります。詳しく
は乗船時にお配りするお知らせやレセプショ
ンーゲス トサービスでご確認下さい。

セーフティボックスのご利用方法
金庫を開める
金庫に保管物を入れます
扉をしっかり締めて、手で押さえて下さい
手で扉を押さえたまま4桁の数字を入力して下さい
「ENTER」 を押して下さい
金庫を開ける
4桁の数字を入力
「ENTER」 を押して下さい
*ご注意
暗証番号を間違えて入力した場合には、#を押 し
て解除して下さい。
金庫を開める際に金庫の錠部分に物があたってい
る場合、金庫の画面に「BLOCK」 と表示されます。
金庫を開ける際に4桁の暗証番号が正 しくない場
合「ERROR」 と表示されます。間違った番号を3回

入力すると暗証番号の入力が5分間できなくなりま
す。
5分経過後もう一度解除手続きを行つて下さい。経
過時間は画面に表示されます。
暗証番号を変更したい場合は (金庫を開める)の
手順を行つて下さい。下船日には金庫内の保管物
を取り出し、 ドアは開けたままにして下さい。暗
証番号を忘れたなど、金庫に関する質問は客室係
にお申し出下さい。客室係が不在の場合は受付ま
でお申し出下さい。

0
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日ヽ ネットをオンラインにするには
電Sシ

「
1,ス マー トフォンでWi-1に繋げられます

¬口「 2.船のホットスポットに接続してください
3.以下のア ドレスのブラウザーを開いてください
www.login,mscwil.com
4/1nternet o sea′ 'を選んでください。説明を読
み、お客様の必要に応じたインターネットパッ
ケージをご購入下さい
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営業躇β

朝食、お食事、軽食 パー =ラウンジ

時間 営業 i'y* 12:00 - 1:00 7J v>i .t !" . r(- sptendida Bar 5
中央

ピュッフェ
ご利用可能

パゴパゴ&ボラボラ
1日 20時間

L4 +4 15:30-00:30 7,i.U+4-ff, L'Aperitivo
一　
赳

一６
軒

24時間   コーヒー、紅茶、水、氷、クリーマー 12:00-2:00 ラ・I「ア可雇Fフラ
~~~理

再稲画面薫
「

~~

rデブーん チョコレーん アイスクグー均
6

中央

12:30-17:00 HrY7 t1)* L6:30 - 1:00 ,)i- ' -, > i The Cigar Lounge 6
中央

L2:30-22:0O 7 )1,-Y e+i1 I 20:30& t") fi ) I t\- Royal Palm Casino Bar 6
前方

12:30 - 24:00 EYY -t)T 17:00‐ 1:00 アフ トラウンジThe Ai Lounge 7
後方

17:30- 21:00 i t t-tz.'Y7 t
22:00-24:00 夜の軽食

7

ラ・レッジア レストラン 5´/6 中央
16:30‐ 1:00

The Purple JazzBar 中央

16:00 - 24:00 xfi-y . 2 y ) . /i- Sports Fun Bar J.12:00-14:00 tzl-a1>+
17:45-21:00 マイチョイス ダイニングネ

17:45 のお客様

20115 夕食2回席のお客様

17:oo-1:oo  ビアノ・バー La Prua Piano Bar

12100-24100 ボラボラ・バーBuret 3ora Bora Bar    語負

方
７

一性

ネアウルアのお客|夕のみ―ごライク′〃 ιι
'″

ゴなδユθ2へ″層i署=下さιl

12:00-1:30

6 後方
12:00 - 18:00 , )r5 )r*)i . ri- Tartaruga Bar* -'A
12:00 - 20:00 t, , f- L, . rl- L'Equatore Bar -ti

バー・デル・リッチオBar del Riccio*

イアイズクダースソ

14
中央

ヴイラヴェルデ レストラン

17:45 夕食1回 目席のお客様

20:15 夕食2回 目席のお客様 11:00-20:00
MSCア ウレア・スパ・バー
MSC Aurea Spa 8ar

14
前方

漏′身のおろでなιのためた■認のは お宇グι
'た

だ/チるようだあ
｀
贋ι〕

夕ιまナ。デンチーのァ霧:者辱i力
′よク15ん で`レストランのだアを′ヴめさせ

`ι
たヽだ

｀
きまた

サービス

LA P:AZZETTAラ ロピアッェッタ

12:00-18:00 モビーダ・バー Movida Bar* 15
後方

23:00よ り
フ
~=巧

w万戸万石フアデ不ズ百丁バ=
Sea pavilion Disco Bar

16
中央

*天候状況により営業できない場合があります

エンターテイメントエリア

11:30‐ 2:00
+t2. 7tv2 &"
1':tu

クロワツ
サン ドウ

6 中央 7:00-21:00

7:00-23100
プール &ジャグジー r″オプールリ

14/15

中央

スポーツパー

15:00-24:00 rr)zt-f- &fiv F F'v?. 7 中央:  14100-17:00
TOBOGA‐ ウォータースライダー*

β歳ノエリ

５

央

１

中

朝食 ルームサー ビスキ

エルーステーどス24辟層7ご ′́層7諾でチヤージ″
'力
際 れます。

スペシヤリティレス トラン*

各お部屋で朝食 :

07:3o-lo:oo メニューに記入していただき、午前2時前までに ドアの外
側の ドアノブにかけてください。

*天候状況により営業できない場合があります

キッズクラブ営業時間

19:00-20:00
キッズクラブーMSCベイビータイム (3歳

以下対象)

15

中央

時間 営業

18:00-23:00 i.y7*-A' h v F

i'y* L5:00-17:00 Vi)1,-L- i=& ):=7-Atr)
7 中央

19:00-22:00

20:00-23:00
ティーン リア ー ン &テ ィーン

16 中央 クラブ (12/14-15/17歳 )

５
央

１

中

６

央

１

中

18:00-23:00 by」
ere:1le Leung

16:oo - lroo f ,r A+iArt-&7 I -t\, 7 7 +* 22:00 - 1:00
レゴルーム キ́ッズアラウンド・ザ・ク
ロックr存〃Ff月,刀

15

中央

20:00-24:00ピ ザデリバリー 内線99(レセプション)お 部屋  健 康 増 進 エ リア &MSCア ウ レア ロス パ 14

制 となグまオ
キャンセル″テ:約済時刻1夕寿聞″まで/、お願iι

'政
ιます。キャンセルなιで

メiられなιl膠命、

"分
がクルーズカーバよグ引ま,どとιされま方のこ どア承

ぐ′ださιl。

11:30-22:oo MSCア ウレア・スパ

11:30 - 22:00 t-v )1, ' at) 7
中央=船体中央部;前方 =船体前方;後方 =船体後方 6:00-22:00 ) < v Fl-7.1:>r-"

ロイヤルパームカジノ、ショップ、フォト

7‐丁
'フ

再フ357元ラ12「「E「Σラπヌテ
=こ

「Z「T~Iζ扇語『 Zラ[ZFiZヌフ:F:Z:F:「 ;F‐ 2:「 :要:テ :易ヨ7:F‐ ::デ

iフ

:詈

:1:J~・

,:=フ 5'~7ア]:こ

チ。ズ=―カー着|″の■.運動/島どιた″:髪であ1芝 ι7●さιlo ξ″/ご洪置
だご利:″ιlただ

｀
(ため、各7シンはあ分以上ど続して古存されなιlよ ラご

協力をお爆い致ιま充。

医務室 (有料)内線2660
20:30よ り

出港‐23:00 フオ トシヨツ

丁
~

前方

後方

9:00-12:00

16:00-20:00
メディカル ロセンター (医務室) ４

軸
出港-23:30

店舗
(化 粧店′キッズ店′洋服店′アクセサ リー

寛翻 i・

宝石店 高級時計・高級宝石店
6ノ7
中央

緊急医療 内線電語 :115

=蕉
~π

T~¬″=…
でF¬「=ラ

■ヽ,X~~~~~~~ア~~~

`°
・°Ψ~‐~  Dlm sum Ber&Tea House            中央

…
患
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万″ i百

―

~~~7~
●40■
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・●●  ピEspre∬ Coiee Bar               中央

。.nn_1。 .nn Top 18エ クスクルージブ `ソ ラリウム・   18
0・ υυ~・ν・υじ

  `袴プη                     中央



写真

クルーズの思い出をお写真に

皆様のご乗船時の写真が出来上がつています:ぜ

ひ見に来てみて下さい1 特別提供もお忘れなく:

2枚購入でもう2枚を無料で。

フォトギヤラリー &ショップ、デッキフ

プロのポートレイト●

休暇の写真を撮るためにデッキ7と6のに用意された

撮影スタジオをチェックしてみてください。また私達

の特別なオファーをご確認下さい。

■月レタージのタダ″力じイベントで編1翡 のだ

顔:クオフt

フォトギヤラリー&フオトシヨツプ,デツキ 7

デイリースペシャル ●

ショッピング

ビューティー・イベント

本日のみ :ご乗船頂いた皆様を歓迎いたします。

美しく、新しくなつたコスメ・ショップをお楽しみ下さ

い。シャンプーなどの生活用品以外のコスメテック

商品が15%割 引です。
コスメ・ショップ、デッキ6

ドリンク・ハッピーアワー

全てのお飲み物が10%割引でお楽しみいただけま

す。免税価格、3時間のみで、在庫には限りがござ

います。デッキ6、 免税店でぜひお酒の銘柄をチェッ

クにお越し下さい。

DAIEY SPECIAL
スパ &ビューティー
ご乗船ありがとうございます :

ご乗船いただいたお客様をスパに無料ご招待。無

料スパツアーにぜひご参加下さい。また、プライ
ベートスパツアーと無料テストマッサージのご予約も

承つております。 12:00‐ 22:00

サーマル・エリア・パッケージ
サウナ、スチームルーム、リラックスルーム、身体を
温めてリラックスしましょう !

ルビー:クルーズパス*+30分 施術 C125
サファイア:クルーズパス*+50分 施術 C189
エメラルド:ク ルーズパス*+80分 施術 C259
クルーズパス*C75
*お一人様、今回の全クルーズ中でご利用可能

ご乗船日お買い得パック
クルーズの始まりはリラックスして。
‐2回 のマッサージ又は2回のフェイシヤルトリート
メント50分 のご予約で20%割 引+2回 のサーマル
エリアご利用が無料
-3回のマッサージ又はフェイシヤルトリートメント
50分のご予約で30%割引+ 2回 のサーマルエリ
アご利用が無料
MSCアウレアスパ、デッキ■4

その他

ボヤージャーズクラブ会員限定 特別割引

この特別割引で、いつでも船の外と繋がろう

プレミアムとスタンダードインターネットパッケージが

10%割引。

ご利用規約:クラシック、シルバー、ゴールド、プラッ

クカード会員の方限定です。他の割引プログラムと

併用することができます。インターネットカフェは含

まれません。18歳未満のお客様には適用されませ

カジノ

C3の無料カジノクレジット:

無料でなにか欲しいでしょう'本日のみ、21:00か

ら深夜24時まで、全てのスロットマシーンで使える

C3分 のカジノクレジットを獲得できます 1

では、皆さんの幸運を祈ります。

`″

に勝ス″要グ′ぜ″Q)

パラダイスロト

トップ賞金はC27Q000よ リ

各ラインC2のみ

今晩23:45、 カジノにて賞金柚選会

あなたの人生を変えるかもぅ!

世界からのゲーム

デッキ6ロイヤルパーム・カジノにお越し下さい :

010のカジノ・ゲームをライプで行います

o79台 のスロットマシン

●ビンゴでスーパー・ジヤツクポツトの賞金はC25,000

・ スクラッチカードでその場で大当たりも !

「同じ金額でも、当たつたお金は稼いだお金よりも

2倍うれしい」と言います !

ロイヤルバームカジノ、 デッキ6

MSCエクスカーション

エクスカーションの割引力t当たる !

お客様が得選んだエクスカーションが30%引きに

なるチャンスをお見逃しなく:

本日開催される日本語クルーズ乗船説明会に参加

して、招待状を記入して箱に入れるだけ―幸運な勝

者はあなたかも !

魔法の裏側を発見しよう :

皆様の航海中の快適さと安全がどのように確保さ

れているか不思議ではありませんかつこの船の裏

側ツアー(ピハインド・ザ・シーンズ)ツアーは完璧な

答えを出してくれるかもしれません。好奇心をくすぐ

り、船内の進入禁止区域を公開します。お席には限

りがございますので、早めのご予約がオススメです :

ご予約はエクスカーションオフィス、デッキ5へ !皆

様のご参加をお待ちしております。

MSCヵの場.多

我的 MSC連 銭 物享 随心而力
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デイリープランナー
DAILY PLANNER

MSC
1

+
0

Msc Z/t/>f+*" 2θ」8孝IIガ8β 木層|″

0グルメ 0 探検 oア クティプ    0健 康美容    ● ファミリー&キッズ

極上のお食事体験をお望みなら新しいカルチヤーと魅惑的な

場所の探検をお望みなら

自然の中でリラックスをお望み ご家族と最高の一日をお望み

なら            なら

船上での音楽

新しく感動的な体験をお望み

なら

時間  アクティビティー  場所

12:00‐22:00   スパ・ツ`アー
アウレア スパ

デッキ 14

″GRAND CLASS:CAL″

「グランド・クラシカル」

クラシック・デュオと

ジゼラ'ルナール・デュオ

Tav>i,rg
vtJ.ta>El|
ivlr s

0
17:45よ り 0

14100
スパドクターに若返りのためのアウレア スパ

質疑応答        デツキ 14 0

16:00 日本語クルーズ乗船説明会
シアター

デッキ 6 0 17145よ り
“SOFT NOTES..″

「ソフト・ノ・―ツ」
アントニオとデュオ・グライド

1.€Tlttti
it*a 0

17:30 1分間無料マッサージ体験
アウレア スパ

デッキ 14 0

パーチャルワールド、4Dシネ

マ、「1シミュレーター、ゴルフ

の予約、MSCア リーナスポー

ツセンターの予約

{ご希望により卓球などのス

ポーツ器具、ボードゲーム、ト

ランプなどが利用できます)

17:45よ り

`′MEM(OR:ES′ '

「メモリーズ」

デュオ・アコースティック

セレナーデとエミリオ

ラ・プルア・ピアノバー

ァッキ7 0
4=

後18:∞‐22:∞

/
夜

tl-7+tl,
2-11,1:
iv* ts 0

17:45よ り “A GUP OF MuSiげ      パープル・ジヤズ・パー

スイートセレニティー・デュオ デッキ7 0

18:∞‐22:00 書籍と麻雀の貸し出し
図書館
デッキ 5 ◎

乗船ようこそパーテイー
アクア パーク摯

デッキ 14

f`MuSIC&TEA"

『ミュージック&テイー」

アナ

ディム・サム&
ティーハウス

デッキア
17:45よ り 0

18:00 0

21:00‐22:()0
カジノ案内ツアー &ゲーム

レッスン

ロイヤルバーム

カジノ

デッキ 6
0

17:45よ り
trS DANCEI″      アフトラウンジ
グルーブ・アイランドバンド デッキ 7 0

21:30

ァィスコ・ダンスレッスン

ダンス・インストラクターの
パネッサ&マーティンと一緒に

アフトラウンジ
デッキ 7 0

フラワー・グローリー

パーティー

アフトラウンジ

デッキ 7

｀MUSIC APERITIF″
クラシック・デユオと
エミリオ

トップセイル・ラウンジ

デッキ 15

ヨットクラブのお客様のみ●
17800よ り 022:30

ウェルカム・ディスコ

D」 ホットチリーと―緒に

シーパビリオン

アイスコ

デッキ 16
0 ″言f

23:00よ り

*層
:天:震の際1″、アクティビティー″デン事二6シー/僣'グオン・デイズ=7で

|″われま九

各出虔:著は、腐春の属7/ご″庁勧 らせα lただζ壕台がビざし
'ま


	IMG_20190821_0177
	IMG_20190821_0178
	IMG_20190821_0179
	IMG_20190821_0180
	IMG_20190821_0181
	IMG_20190821_0182

