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Ｊ船内ワイヤレスインターネット

利用可能

Costo Victoria ハロン湾 Cal Lan 2o1s +1 fr 29 F(^)

○→○
ベトナムと中国の間には時差があります。

木曜 日 (ハ ロン湾 )の夜お体み前に時計 を 1時間早めて下 さい。

お忘れな く |(夜中の2時は夜中の3時 となります)

日の出  06:30

日σ)入  17:38

今 日の天気:曇 り時々晴れ 気温:最低 16°C/最高 19°C
海 :穏やか

船長 パオ ロ・ ヴィスカフェよ り

10100カ イラン (ベ トナム)ヘ
到着予定

18130最終テンダーボー ト !

19:00香港へ向け出港

(海里)

下船 口:デッキ 3

港の住所:HONCAlPORT‐ HA LONG
CITY.“ OLD FARRY STAT10N"at HA
LONG STREET‐ BAI CHAY TOVVN―
HA LONG CiTY― QUANC NINH
PROViNCF

<カイランでの連絡先>
Shorex and Po"Agency Depattrnent
saigOntourist Travei service Co"Ltd

45 Le Thanh Ton St.,District l

Hc Chi Minh City,Viet Nam
‐
rel:(+84)(3)3827 9279 Ext.303
Fax:(+84)(8)38246213
H.Pi(+34)986363054
E‐ma‖:duykhoi@saigontouristnet

船の電話番号

00870773168938

<航行インフォメーション>
カイランには 10:00到着予定となっており

ます。観光地として、また海港として有名な

カイランは、ハロン湾 50キ ロに沿い、ハノ

イからは北東 160キ ロハイフォンからは 60

キロ西、中国との国境モンカイからは 180キ

ロ東に位置 しています。こ戦略的なロケーシ

ョンのおかげで経済が発展 し、また他国から

国を守ってきました。

カイランを 19時に出発予定。コスタビク ト

リアは SCルー トを航行いたします c

下船に際しての重要な案内

下船の際に必要なもの :コ スタカー ド、ベ トナムの入国許可証 (お部屋にお届けします )

入国許可証は下船時にて入国審査官によリスタンプが押されます。船にお戻 りの際、回収いたしますので紛失され

ませんようご注意ください。

オブショナルツアーに参加 されない方の、カイランでのテンダーボー トサー ビス

本 日の下船はテンダーボー トサー ビスを利用 して、船から港まで移動 します。本船のオプショナルツアーに参加さ

れないお客様は、番号の記載されたテンダーボー トの整理券をお取りいただく必要がございます。

整理券は朝」堕ニュとら至立童壼蜂筆コル生憂笙左生隻塑立2にて配布いたしますc

安全上、また 滑な下船作業を行うため主テンダーボー ト乗り場付近でお待ちになることは禁 じら てお ります、

整理券 (一人につき一枚必要)を受け取 り、重旦週聾量堂宣盤はビそ
=z2二

:菫=∞:三Qξュと1■に塗三1三:■』壺 iz≧≦LI塾塾 2。 アナ

ウンスにてご自分の番号が呼ばれましたら (日 本語はありません)、 係員が下船口までご案内いたします。ある程度

のお客様が外出されたあとは、整理券なしで下船いただけるようになります。その旨アナウンスにてお知らせいた

します。本船へお戻 りの際は整理券は必要ありません。コスタのオプショナルツアーに参加のお客様は、下記のツ

アー集合場所へ直接お集まりください。

テンダーボー トには十分な数の救命胴衣が座席の下に準備 されています。

船から沖までの走行時間は約 20分

港から船へ戻る最終テンダーボー トの乗船時刻は 18:30です。

オプショナルツアー  持ち物 :コスタカード、ツアーチケット、ベ トナムの入国許可証

ツアー出発の案内放送はございません。ツアー参加のお客様は、下記の集合場所にてバス番号のシールをお受け取りになり、係員からの

下船の指示をお待ち下さい。グループ。ご家族の方は、代表者の方が同じ番号のシールをお受け取り下さし、

ンァT‐集全場所 :_7二丞フlff∠ ルヾ劇堡 (デン土二16_後左)_  ンアニ集全_2所 :1立:三∠ンドプラザ _(ニレ_キ 7竜左】_

6317 ハロン湾探検   1013o             6315ハ ロン郊外       10:15
6316 ハロン湾魅惑のクルーズ  10:45



ツアーオフィス

19100‐20100

デッキ6中央

寄港地の通貨のご案内

現地通貨
ベ トナム ドン(VND)

lCuR=24,830 VND
l uSD=21,34o VND
lGBP=32,450VND

両替 レー トは日によつて変動 します。
こちらの通貨に関しては、

船上で両替を取り扱つておりません。

本 国のカタテル

PiNA COLADA
ピナ コラーダ

(ラ ム・パイナップルジュース・
コヨナッツクリーム)

7.00ドル  XLサイラだ7.50ドル
15%の サービス料が別途加算されます。

本 日のカクテルは

エクストラオールインクルーシブには

含まれておりません。

ウェルネスコーナー

カクテル 2つで $10

プラス 15%サービス料

スムージーステーション

お好みのフルーツを選んで
ヨーグル トを トッピング !

シレナバー デッキ 11

4.5ドル+150/6サ ービス料

イタリアンワインバザール

イタリアンフインをお土産にいかがですか
'

デッキ 5中央 プラ不タリフムバー

デ ッキ 6中央 グランバーにて
13:00か ら特別価格でご提供

船内のイベントをお楽しみ下さい

午前のプログラム おはようございます

09:00  朝の散歩

09:30  朝の運動

10:00‐11:00本の貸し出し

10100  バスケットボールをしよう

10:30  クイズ :世界の航空会社

11:¬ 5  クイズ :好奇心

11:45  ゲーム:赤か黒か

ル な ⌒ 一P_.が二 た ,,),■ トェ
¬
~1反 υノノ

'ユ
ク ノニ` 、_′ンに り は

集合場所 :デッキ 11シレナバー

デッキ 11中央 プール

デッキ 12後方 図書館

デッキ 14スポーツコート

デッキ 12後方 図書館

デッキ 6中央 グランバー

デッキ 11中央 プール

17:30  ダンスレッスン:セルタネーホ       デツキ 5中央 メインホール

18:00  無料スパセミナー:10歳若い肌に一英語 デッキ 6前方ビーナススパ

19:00  無料スパセミナー:ヘアコンサルトー英語 デッキ 6前方ビーナススパ

21:00  無料スパセミナー:目 元のケアー英語   デッキ 6前方ビーナススパ

19卜 00‐ 2■00ス ーパーカラオケ      デッキ 6ロ ックスターディスコ

15:00‐ 16:00 本の貸し出し

15:00  チエスをしよう

15:30  クイズ:世界の首都

16:30  本 日の挑戦

17:15  クイズ:常識
17115  軽いジム (天候による)

デッキ 12後方 図書館

デッキ 12後方 図書館

デッキ 12後方 図書館

デッキ 11中 央 プール

デッキ 6中央 グランバー

デッキ 11中央 プール

写真店 ノPHOTO SHOP
18:00-23:00 デッキ6中央

本船のカメラマンにて撮影 された乗船時の写真などは

デ ッキ 6(劇場の入 り口)の
フオ トショップギャラリーに展示 してお ります。
ご自身の写真を見つけにぜひお越 しください。

ポンペイスパ/POMPCiSPAデ ッキ6前
ジム:o6:00-22100/ス パ 108:00-22:00

ユバス :09iCЮ‐-22:00  006621サウナ ′タ

スパテスター

フェイシャルかボディーかお迷いですか つ

ノープロブ レム !

本 日のプロモーシ ョンで両方受けてくだ さい。

25分 フェイ シヤル ■25分背中、首、肩のマ ッサージ

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1日 :

graFっ/```,il`,,っ

`77.ノ
′F′ンフF

ショーは 1月 30日 (終 日航海 日)23:00に 行われますっ
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)
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夜のプログラム 本 日のドレスコードは・・・ヵジュアル /マ ス

デッキ 6,7後方  フエスティバル劇場

21800
全てのお客様ヘ

クルーズディレクター

]u
がお贈 りする

ラスベガスからやってきた本格的・マイケルジャクソンの模写アーティス ト

土寅者つ安全こ著作権を守り、特殊効果の質を保持するため写真、ビデオの撮影は禁じられて
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。

lrr
lヽり リヽ４

いハ＝

口、
7ヽ

パ

「lA7A-?-{ftv.)tryy

メインホール

Planetarium Hall

デツキ5中央
音楽: FerenC Csirke Duo 18.Oc)-19_00

19_15-20.00

20.45‐ 21_30

18_4C)―口900
19.15‐ 19_35

19_40-20.00

20.45‐ 2¬ .05

音楽: Tenor Mwel

音楽: Galαり丁rio 2¬ 30-0030

グランバー羽=ルフェウス
Grand Bar C)rpheus

デッキ 6中央

音楽: Los Paraguaυ OS ¬745‐18.45

19.45-20.30

2145-22.45
23_45‐ ()0_30

音楽 :Oriental Trio Note(中 国の音楽)

1845-1945
2045-2145
2245-2345

ま薬i′轟瞥夕、

♂まれます

ヾユージシャンの体居鶴稲7″ゞ'

スクオッククラブ (3～12歳 )

スクォック子供クラブの情報は
FuN&SCAプ ログラムか

デッキ 6後方のスクォッククラブまで。

タレントショー

あなたは上手に歌えますか??

アニメーシ ョンチーム と一緒に

歌いませんか??

./ 4 -^J タベルネッタ
デッキ 12後 方

22:00‐  D] Frankieと

t/7 fi tva fi ) ) / Monte Carlo Cqsin
免税店ノ[)utり Free ShOps
η930--23:00  デツキ 7前方

最高759もまで時計のディスカゥント
INV!CTA,STuRHLING,CuCSsの各ブラン ド

最高7590までのディスカゥント
BCLLA PCRLINAの ブ ンス レツ 0

スコット/テーブル 18:30- デツキ 7中央

新 しいスクラッチゲームで最高 100,oooドル当たる !

カジノではゴール ドラッシュ、ブレイクザバンク、ダイヤモ
ドリッチズなどなどを用意して皆様のお越 しをお待ちして

おります。

も ひ ックレスがも

20:30 デッキ 6グ ランバー

ダーム、ジン、ウイスキー、ソーダ

アニメーションチーム

20:∞‐21:45 デ ッキ 7前方 コンコル ドプラザ

カーニバルの衣装の準備 と

フエイス・ペインティング

22:00デッキ5中央メインホール

^= ZDfr *=/\tvt {-7 -l *
THE C“ARNIYAL ③F

YE]MIcE PART7¬y
アニメーションチームと丁riO CahⅨリー緒に

ぜひお部屋に届くマスクをご持参ください !

限定モデル

クレジットヵ― ごヾ登録いただいたお客様はカジノのキヤツシヤー |
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ご朝食 (無料 )

~ご
夕食 (無料) インターネシトサービス

ルームサービス

コンチネンタル (当 日のルームサービスのご注

文は、到着までに30分ほどかかります)

ファンタジアレス トラン  デッキ 5中央

ォーダー式         07:00-09:00
シンフォニアレス トラン  デッキ s後方

ビュッフェ        07100-09:00

ご昼食 (無料)

07:00-10:00 シンフオニア

または

ファンタジアレス トラン デ ッキ 5中央

第 1部       18:15
第 2部       20:15

より員いサービスのため お時間はお守り下さい。

キャンセル時のご連絡は不要です

有料 レス トラン (要予約 )

デ ッキ 12後方

18:30- 20130
ご予約はデッキ 5中 央グス トナービス(フ ロント内線 :

38)、 船内デッキ 5、 6マルチメディア トーテム、又はレ

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)

船内(客室も含む)では MFIを使ってサテライ

トインターネットの接続が可能となっておりま

す。またインターネットポイントにあるコンピュー

ターもご利用いただけます。ご自身のノートパソ

コン、IPad、 iPhOne、 スマートフォンからもアク

セスいただけます。アカウント作成など詳しいご

利用方法は、船内の WiFIホ ームページ

(virtuat Plaza)にてご確認ください。どの端末

からアクセスしてもご自身の IDで接続ができ、

料金はコスタカードヘ自動的にチャージされま

す。各種プランがございますので、ホームペー

ジにてご確認ください。

万が一 DiSCOnneCt(接 続終了)のボタンが表

示されない場合は、 loて tp_:晨o9嘘 .理こ_をアドレ

スバーに入力し接続を中止してください。

デッキ5後方

Dイ ル・マニーフイコ

ファンタジアレス トラン

ォーダー式

デ ッキ 5中央

12i30‐ 14:00

ボ レロ 。ビュフェ  デ ツキ 11後方

朝食ビュフェ (無料)

の ア セスコン

国際規定により、寄港地に到着の際は下船

口にてお客様の身分と人数を把握する必要

がありますc船の出入口にてコスタカードを

使ってこれらのチェックを行います。セキニリ

ティのスタッフがその際はお手伝いさせてい

ただきます。

お知 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。寄港地やオブ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。シャンプ

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。

ロ ーール

セルフサービス・ビュフエ o6:oo‐ 10:00 テラスバー (オムレツステーション)    07:00‐ 10:00

ランチビュフエ (無料 )

セルフサービス・ビユフエ  12:00… 13:30

T z F 7->7 -t (ffi{'+)

ケーキ類 とスナック 16:00-17:00

ご夕食 (無料)

-etvTtl-€7, Y't7t 18:00-20:30

ビュフェとピッツェリア  デッキ12後方
コンチネンタル朝食 ビュフエ (無料 )

セルフサービス・ビユフエ 10:00-11:30

ピザ ベッラナポリ (無料)

ヌー ドル & サラダバー  20:3001:00
(ピ ザケ 1枚ずつ洋文していただけますヽ

いつもご用意 しています (無料 ) A >.\-, -
Dサ ンドイッチとコーヒ~  01:00・ o6:00 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挟まないように

お気をつけください。
船内施設のご案内

CueSt Serり iCeS   088
ゲストサービス (フ ロント)

両替

デッキ5中央

24時 間

o8:00‐ 20:00

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)

アシスタント滞在時間:10100‐ 11:∝)/15:oo‐ 16:00

SpOrts Cort           デッキ14後方

スポーッコー ト      o9:∞ ‐18:00

アシスタント滞在時間:      10:00‐ 11:00

ボールなどの貸し出しはデッキ 5中 央グス トサー

ビスにてお尋ね下さい。

重要 |トイレについて

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さ

ないようにお願いいたします。
Room Se"iCeル ームサービス

07:00‐22:00ま
~で

22:αX)7:00ま で

①33

CD88

丁Our office  006328
ツアーオフィス

Costa C Po
コスタクラブポイン ト

デッキ6中央

20:00

デッキ6中央

15:oo-16:00
squOk Club
スクォッククラブ

｀
デッキ6中央

09:00-22.30

(1)06351

(18歳 以下の方はご利用いただけません)

POmpei cum         デッキ6前方

ボンペイ ジム Oo6621   06:00‐ 22100

(16歳 以下の方はご利用いただけません)

Librarリ           デツキ12後方

図 :讐
:富ヨ         10:00‐ 11:00/15:oo‐ 16:00

最終日までに本を返却していただけない場合、

' 15ドルが課金されます。

Main Pool          デツキ 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いただけませ

ん

CmergenCu 」関急、099
Hospital  医務室     デッキ 3前方

診療時間     08:∝ Ю9:00/18:0019:∞

診療代 :

1回 目の診療            84∞ ドル

2回 日以降の診察          65.00ド ル

船室往診              122.00ド ル

時間外往診            10560ド ル

時間外往診 2回 目          8η .00ト ル

ナースコール (20:00以降)     16.∞ ドル

夜間診療          146.00ド ル(20:00Ю 8:00)

注意 :上記診療代には、薬代、処置費、検査費、入院

費|ま含まれませんっ

Pharmacリ          デッキ 3前方

薬局        08100‐ 12:00/16:00-20:00

処方箋が必要な薬もあります。

PompeiSpa
ポンペイスパ 006621

デッキ 6前方

08:00‐ 22:00

ジャグジー

お子様が大人の付き添いなくプールに入ること

は禁じられております。また、オムツの取れてい

ない、もしくはトインの訓練ができていないお子

様はプールをご利用いただけません。心臓が

弱い方や、高血圧、妊娠中やアルコールで酔

っているお客様のジャグジーのご利用は健康

上のリスクがあるためお勧めできません。ご目

身の体調に合わせてご利用下さい。また、ジャ

グジーにつかる前にはシャワーを浴びていただ

けますようお願いします。尚、15分間以上ジャ

グジーに入っていらっしゃいますと、健康を害

する恐れがゴざいます。
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