
船内フイヤレスインターネット利用可能
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プーケット Phuket 2013年 6月 10日 (月 )

今 日の天気:曇り時々晴れ 気温:最低 27℃/最高 33℃

海:やや強い揺れ日の出  6:09

日のス、 18140

船長 オラツイオ・ダイタより

8:00プーケツト沖到着予定

1700 最終テンダーボート出港時刻

18:00 ランカウイに向けて出港(129海 里)

○→○
タイとマレーシアの間には時差がございます。

月曜日(プーケツト出航後の夜)に時計を1時間進めて下さい。

(夜中の2時は夜中の 3時となります)

<プーケットでの連絡先>
OIA CLOBAL LOCISTiCS LTD
891′3 Thanapat 360 Complex,
Rama 3 Road′ Bangphongpang,
YannaWa,10120BangkOg,丁 halland

丁CLcPHONC:+6622856880`
MAlL:suraChal.100iag10baloCO171

<プーヶット上陸港>
Pier Of Phuket Marine Departillent
cntrance Of Phuket Deep Sea Port
Ao Makhanl,Thanon Sakdide,Phuket

乗下船に際して

乗下船の際には、 セ また、最終乗船時間には余裕を持ってお帰りください。

*7/ af ルツアーに参加 されない方のプーケッ トでのテンダーボー トサービス

下船の際に必要

個人散策にて下i

カルーソ劇場に

カルーソ劇場内

なもの :二型 堕 主■三

船されるお客様は、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 9:15か らデ ッキ 2の

て配布開始を予定しています。整理券 (一人につき一枚必要)を受け取 り、ご自身の整理券の番号が呼ばれるまで

にてお待ちください。整理券はお連れ様が揃い、すぐに出発できる用意ができた際にお受け取りください。速や

せ りの際は整理券は必要

ありません。また、整理券なしで下船ができる状態になりましたら、その旨アナウンス (日 本語ではありません)を させていただ

きます。アナウンス後はそのまま下船ロヘお越し下さい。テンダーボー ト内は禁煙です。

港から船へ戻る最終テンダーボー トは 17:00で す。

日本語デスク 17 : 15-18:00 f'Ysr 3 #*i4r,lt;-tv (吹き抜けホール上)

本船主催のオプショナルツアーーや、次の寄港地、船内の施設・サービスなどご質問がありましたら、お気軽にお立ち寄りくださしヽ

ォプショナルツアー  持ち物 :コスタカード、ツアーチケット

ツアー出発の案内放送はございません。ツア―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VЪ グノレ~プ・ご家族の方は、同じ番号のシールをお受け取り下さい。
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船内の催しものでお楽しみ下さい

午前のプログラム

デッキ

17.00‐19.00

2中央メインホール 7130    リラックウオーク

9:30   1無料レッスン:ソフトジム

lo:oo ll:oc)本・ゲームの貸し出し

10:30  ダンス教室:メ レング

10:30  クイズ:世界の通貨

10130  バレーボールーナメント

11:00 -ク イズ:日 本

11:45   スウドク

午後のプログラム

集合場所:デッキ 9中央 プールサイド

各寄港地のツアーは満席になり次第締め

切 ります。お早めにご検討 ください。

―最終受付中 !

本 日のカクテル

sCX ON THC BCACH
セックスオンザビーチ

(ゥォッカ、クランベリージュース、

ヒ■チシュナップス、オレンジジユース)

7$

別途サ *L'x.t+ 15%

本日のプロモーション

プランターズパンチ

本 日のみ、船内全てのバーにて

2杯で 12$(別途サービス料 15%)で提

供いたします。

※飲み放題パッケージには含みません

デ ィ73 /\y €*7V *
生ビール 1杯分の 2杯ご提供

2階後方のディスコ内バーのみの

特別料金です。

ぜエミリォ^ロ ッバ  CMILiO ROBBA
デッキ 3中央 18.00-2430

生活に彩 りと合理性を取 り入れたデザイ

ンで人気のイタリアンブラン ド、エミリ

ォロッバがコスタクルーズのためだけに

人気商品を揃えたセレク トシヨップです。

ぜひお立ち寄りください。

お役立ち情報

言語 :タ イ語

現地通貨 :バーツ BATH
lユーロ≒38 BATH
lドル■29.57 BATH

プーケット到着後、現地の両替商が乗船

し、デッキ 2中央メインホールにて現地

通貨への両替を承 ります。

プーケット桟橋近くにも通常、両替所が

オープンします。

ランヵウイでのツア

デッキ9中央 プールサイド

デッキ3前方 図書室

デッキ 2前方 マダムバタフライラウンジ

デッキ 3前方 図書室

デッキ 11前方 スポーツコート

デッキ 2前方 マダムバタフライラウンジ

デッキ 2前方 マダムバクフライラウンジ

15:00-16:00 +-'r*Ao)貸し出し デツキ 3前方 図書室

15:30

15:30

15:30

15:30

15:30

16:00

16i30

16:30

17:00

17:15

17:30

卓球 トーナメント(大人のみ)        デツキ9中央 卓球台

無料セミナー:髪のケア方法 (英語)   デツキ9前方 イスキアスパ

キックテニストーナメント(大人のみ)   デツキ11前方 スポーツコート

ダンス教室:マ ンボ   デッキ 2前方 マダムバタフライラウンジ

クイズ:世界の空港 2            デツキ 3前方 図書室

クィズ         デッキ 2前方 マダムバタフライラウンジ

手工芸教室 (大入のみ):       デツキ 2前方 カー ドルーム

ゲ̀
「

―ム :ホ ットボール         デツキ9中央 プールサイド

クルーズスタッフと踊ろう          デツキ9中央 プールサイド

無料レッスン:筋肉増強ジム        デツキ9中央 プールサイド

無料セミナー:食べて痩せる健康法 (英語)デッキ9前方 イスキアスパ

ィスキアスパノBCAuTY SALON
8:oo -zz:oo fv* 前方 (予約

アロマフレックス

25分の肩・首・背中マッサージ

十

25分の足マ ッサ~ジ

計 50分で 89$

16:00エ アロビクス(12$)

デッキ loオ リンピアラウンジにて

フォトショップ /PHOTO SHOP
17:00-23:00デ ツキ3中央

今回のクルーズを収めたビデオ “Mり CruiSe》 を

ご予約ください。

有料ショーのお知らせ

6月 11日 (ラ ンカウイ寄港日)デッキ 2・ 3・ 4前方 カアレーソ劇場にて

『 BLUE VELVET』 (ト ップ レス シ ョー )を行 い ます 。

チヶットはデッキ 2前方マダムバタフライラウンジにて

ご購入いただけます。

ファーストセクション (1等席)∞ $

セカンドセクション (2等席)%$
一般席  20$



夜のプログラム 木 日のドレスコードは・・・ ォー マル

20:3o BINGO最初の55の数字でビンゴになると賞金 1500ドル|

デッキ2前方 マダムバタフライラウンジ

20:45-22:00 カラオケタイム        デッキ1前方 コラロラウンジ

22:15 デッキ2前方 マダムバタフライラウンジ

A0acCloa o( tAa ldaa0 coap0a
理想のカップル選考会

ク′レーズスタッフと一緒に

引き続き…

フマクメη夕 Z″%饗71%″

船上の トロピカルパーテイー

クラシック音楽:Duo Victor Toderean

)コ ラロラウンジ Cora‖ o Lounge

デッキ 1前方      22:00‐ …

1音
楽:DЮ Calaxリ

lDク ラブ ア トランティカ Ciub Atiantica

lデ ッキ 10中央     18:30‐ 23:∞

ピアノ音楽:Akos

Dデ ィスコ・ダンテ

デッキ2後方

デッキ2中央 (吹き抜けホール)17:30

音楽:Irina

)マ ダムバタフライラウンジ

Madama Butterfiり Lounge

デッキ2前方 17:30-...

夜の旋律:FuOri omrio Band,Alex

D ヴィア・ベネ ト Via Veneto

デッキ 2後方     17:45‐
音楽:Lotus

Dカ フェ 。フロー リアン

デ ッキ 3前方

Disco Dante

23:30‐ ...

CafFe Florian

17:30‐ ...

DJ €rrg

スクウォッククラブ (3～ 12歳 )

3歳から6歳までのお子様にはミニクラブ、7歳
から12歳のお子様にはマキシクラブにて様々な

アクティビティを用意 してお ります。デッキ 5

前方 スクウォッククラブ

ティーンゾーン (13～ 17歳 )

16:30‐ 卓球 トーナメント

デッキ9 卓球台

22:00デイスコタイム

デッキ 2後方 ディスコダンテ

22:30ミ スター・ア トランティカ選考会
デッキ 2後方 ディスコダンテ

この他のアクティビティに関してはデッキ2後方

ディスコ入口及びデッキ9前方ティーンゾーーンに

掲示してあるプログラムをご覧ください。

V a y lt Shops on Boord
18:oo-24:3o iy+ 3 tr4

INCH OF GOLD
お好みのチェーン、チャームを使って

あなただけのオリジナルアクセサリーを作りませんか つ

rtr) 7*tvf -flCqsino Fortuna
スロット:η 830- /テーブル :18:30- デツキ 2中

クレジットカードをご登録済みのコスタカードで

トータン・チップをご購入いただけます。
スクラッチカー ドは 1$!最大で lαЮ$が 当たります。

デッキ2‐3‐4前方 カルーソ劇場 丁e∝Ю CaruSO

ご夕食が第 2部のお客様     ご夕食が第 1部のお客様

19:3o           21:15

クルーズディレクター ジウがお贈りする

“ホフイ ト・マジックショ~"
マイケルとフランによるマジックとイリュージョンのショヽ一

White Ｃ
ｉ
上
一

ｇａＭ

18歳未満の方の立ち入 りは禁止されています

一
ヨ

上演中の写真、ビデオの撮影はご遠慮くださいぅ

また、携帯電話の電源はお切りください。



お食事のご案内 詢゙インフォメヽ―ション
ピ ッツ ア

ご朝食

D ボッテイツエリ・ビュッフエ‐デッキ9 D ナポリ・ ピッツェリアー ッキ 9後方 ″内での深夕炭査

ビュッフェ       06:30‐ 10:00

, レス トラン・ティツィアノ デ ツキ 2後方

注̂文式                 071oo- 8:45

D オーロラ・リド    デツキ9後方

ビュッフェ      lo:00-12:00

, ルームサー ビス     07:∞ -10:00

ご昼食

)レ ス トラン・テイツイアノーデッキ2後方
12:00 -13:30

, ボ ッティツェ リ・ビュッフエ ‐デ ッキ 9
12:00‐ 15:00

グリル&サラダバー

「
レンジャー・リドーデッキ9 プールサイド

ハ ンバー ガー      12:∞ ‐16:∝)

安全上の理由により、デッキ9ではプラスティック製の食器

をご

"l用

いただいております。また、ィヾイキングエリアヘの

水着、または裸足でのご入場はご遠慮いただいております。

ご夕食
本 日の ドレスコー ド:

)レ ス トラン・テイツイアノ デッキ2後方

第 1部          18:15～
第 2部          20:30～

快適なサービスをご提供するためお食事開始時間をお守

り下さい。

D ボッテインエリ・ビュッフエーデッキ9

バイキング       18:30‐ 2030

有料レス トラン(要予約

)ク ラブ・ア トランテイカーデッキ10中央
18:30‐ 21:00

ご利用にはご予約が必要です。ゲストサービス(デ ッキ2)

もしくはレストランマネージャーにお申し出ください。

マルチメディアトーテムからもご予約いただけます。

夜食サプライズ

皆様の安全なクルーズのため、各寄港地

から船にお戻りの際はすべての乗客・乗

員に保安検査を行っております。すべて

のお手荷物はX線検査に通していただ

き、お客様には金属探知ゲートをお通り

いただきます。金属探知機を通られるとき

は、ポケットの中から機械に反応しやすい

金属製品をお出し頂きます様、ご協力下

さい。機械が反応しましたら、セキュリティ

の係員がボディタッチによる検査をさせて

いただきます。お客様におかれましては

各寄港地で銃器や爆発物及びそれらの

類似品(お土産用の短剣・ナイフを含む)

などを購入されないようお願い申し上げま

す。保安検査でそれらの物が見つかつた

場合、廃棄処分させていただきます。

どしンノヒエノ/のお痛左つクヽて

お食事が済まれましたら、次のお客様の

ために席をあけていただきますよう、お願

い申し上げます。また、ビュッフェエリア内

へ水着のみでの入場はご遠慮いただい

ておりますので、ご協力ください。

テクオとジム

18歳未満の方のサウナのご利用はご遠

慮下さい。多文化と多国籍のお客様に楽

しんで頂く為、サウナご利用の際は水着

の着用をお願いします。

また、16歳未満の方はジムをご利用いた

だけません。フィットネスインストラクターの

不在時には、18歳未満の方は保護者同

伴でご利用下さい。ジム内ではスポーツ

シューズoスポーツウエアのご着用をお願

いします。

お忘 れ ン・ 落 ι勿

船内でのお忘れ物・落し物はデッキ2の

ゲストサービスにてお預かりしております。

お心当たりのある方はお立ち寄り下さい。

スライスピザ
ピザ・メー ドルバー

12:CX)‐  20:30

21:30 - 24:30

インフォーマル

D ボッテイツエリ

サン ドイッチ

ビュッフェ‐デッキ9

. 0:30 -l星_車月6:30
のティータイム

D iボ ッテイツエリ・ビュッフエ‐ ッキ 9
16:00‐ 17:00

バ 一ヽ‐
の ご 案 内  18歳未満のお客様へのアルコール販売はできません。場合によっては身分証明書をご提示い

ただくことがありますのでご了承下さいませ。

前方デッキ 1コラロ・バー COm‖ o3“

ヴィアベネ ト・バー Via VeneЮ  Bar

ドルチェビータ・バー La DolCe Vita Bor

デッキ2後方

デッキ2中央

rt r / ' 7 * )vt z)^' /\- Cosino Foftuno Bar f v キ 2中 央

マダムバタフライ・バー Madama Butte暉 りBar デツキ2前方

ヵフェ・フローリアンCa,Florian       デツキ3前方

パパラッツイ・ワインバ一ヽ PaparaZZi 3ar(Wine Bar)デ ツキ3後方

オーロラ・バー Aurora Bar           デツキ9後方

リド・バー Lido Bar              アツキ9中英

トップサィ ド,バー Top Side 3ar(天 候次第)   デッキ10中 央

クラブア トランティカ Club AthntiCa       デツキ10中央

シガ_&コ ニャック .バー cigarand cOgnac Bar デッキ11中 央

ダンテ・ディスコバー Dan“ DiscO Bar      デツキ 2後方

船内施設のご案内

20:00- 01:30

17100- 01:30

07:00‐ 01130

19:00-

07:00‐ 01:30

17:00- 00:30

18:00‐  24100

06:30-24:00

07:00-21:00

体業

18:30- 01:00

23:00- 01:00

23:30-

インタ―ネッハ″顔だ_2と主【

Guest Serl,iCeS                      07777

ゲストサービス(フロント)24時間   デッキ 2

両替           本 日は承れません

ルームサービス       ①60に∞-22∞
)

2生 堅聾塁___二__二_________07璽 22,291仁122L_

cOsta ctub POint          デッキ2

コスタクラブ              17:00‐ 18:(X)

会員の方はマルチメディア トーテムにコスタカー ドを

の確認ができます

€xcursion office O5o iv* z

Y7**7i7 17t0o-191c0

Thermelschiospa (Dz6 fv*g)IFl
サウナ 8100-20:00

sudeウォータースライダー

101∞ -12:∞/1 4:00-16:00

船内インターネットは衛星回線を経由する

ため、電波状況が安定しないことがござい

ます。また、ご利用後は必ずログアウトをし

てください。ログアウト用の画面が表示さ

れない場合、下記のアドレスをツールバ

ーに入力してください。

http://1ogout.wiE

″ クヽ五生の:左姿上つク`て

船酔いでご気分が優れないお客様は、デ

ッキ 2中央にございますゲストサービスに

て酔い止めのお薬をお渡ししております

(無料)。

民 芸 i場 の力覆蒻″ごつ クヽ で

船内の衛生環境を保つため、寄港地でご

購入になった絨毯や木工品、藁製品は乗

船口にてビニールで密封させていただき

ます。このビニールは最終下船まで船内

にて開封しないようにお願いいたします。

iv*'tt

Sports Court

スポ‐―ツコート

(天候によります)   デッキ 11

10:00-12100/15:oo-18:00

Holり Mass
聖ミサ

チャベル デッキ4
17:00

squok Ctub (D0654 デツキ 5

9:0022130スクォッククラブ (キ ッズクラブ)

入れていただくとポイント

Gりm
ジム

fv* ro
7.@-22:@

Crnergencリ

Hospital

診療時間

診療代 :

診療時間内

船室往診

時間外受診

病院 救急099   デッキA前方

8,CЮ -9:00/18:00191(X)

$70.20

$121.50

$101.30

$8775

アシスタント在席時間 10:00-11 :00/15:00-16:00

Libraru               デツキ 3

図書室       10:∞ -11:∞/15:00-16:∞

最終下船までに本を返却していただけない場合、15ドルを

船内口座に加算させていただきます。

PharmaCり (D4444

薬販売    `
8:00-12100・ 16:()0-20:00

処方箋が必要な薬もあります。

デッキA前方

internet Point     デッキ 3 24時間オー‐プン

インターネットポイント

※日本語は文字化けします
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