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中国とベトナムの間には時差があります。

水曜 日 (三亜)の 夜お休み前に時計 を 1時間遅 らせて下 さい。

お忘れなく !(夜中の3時は夜中の2時 となります)

船内ワイヤレスインターネット

利用可能

Costa Victorio
~~お ~TT`

二 皿 Songo 2015年 1月 28日 (水 )

日の出 07:11

日の.入  18:32

14:∝)三亜 (中 国)へ到着予定

1830乗船終了 |

19100カ イラン (ベ トナム)ヘ
向け出港

(223海里)

下船 口:デツキ 5
港の住所 :Sanya Phoenix isiand

lnterrlational Cruise Terγ ninal,

#3 Sanya Bay Road
Sanya Cty,Hainan Province,PRC

下船に際しての重要な案内一対面入国審査

<三亜での連絡先>
NAMEI HA!NAN KA!XUAN INTERNAT10NAL
SHIPPING AGENCY CO LTD SANYA
BRANCH
(SINOAGENT JV COMPANY)
ADDRESSi ROOM 5A&5B,BLUE SKYiCOAST
APARTMIENT,#70 SANYA BAY ROAD,
SANYA
CITY,HAlNAN PROViNCE,PRC
TELEPH()INE l:+86‐898‐ 68654171
F/ヽX:+86-898‐ 68659204
E‐ 力ヽヽ lL:AGENTHK@KISAC.COM CN,
KISACHAINAN@163 COM

今 日の天気:曇 り時々晴れ  気温:最低 21℃ /最高 26・C
海 :穏やか

<航行インフォメーション>
早朝、向かって右側から海南島に近づくのがご覧い

ただけます。水先案内人が 12:30時 ごろ乗船 し、14

時には三亜港に到着予定となつてお ります。その後
コスタビク トリアは 19時に出航 し、17ノ ットで航

行を続けます。半島を時計回 りに一周 したあと、
NWルー トを航行 します。海上でのすばらしい夜を
お楽 しみ下さい。

船の電話番号
00870 773168938

船長パオロ・ヴィスカフェより

下船の際に必要なもの (日 本のパスポ― 卜をお持 ちの方):コ スタカー ド十 パスポー ト十 パスポー トのコピー

現地の入国審査が対面審査の際、お客様のパスポー トを確認 し、お預かりします。その後お客様はコスタカー
ドと入国審査官がスタンプを押 したパスポー トのコピーを持参の上、入国いただけます。船にお戻 りの際は入
国審査官にパスポー トコピーを提示 していただく必要がございますので、紛失されないようご注意ください。
△国立登三二立至二のお塞撻ど対画審査を:重 け五 よう重塵生生Li玉います。
外出されないお客様は、16:30ま でにパスポー トをデッキ 5。 ゲス トサービスまで返却ください。あるいはパ
スポー トの受け取 りは必要ございません。
当局からの申請により16:30以 降は外出いただけませんのでご了承ください。
また一度外出されると 17:30よ り前には船にお戻 りできません。

パスポー トの ご返却

本 国9:∞=10:30の 間、デッキ 6階後方の劇場にて、全てのお客様のパスポー トをご返却いたします。パスポー ト
を受け取られる際には、乗船時にお渡 しした、パスポー トの預 り証を必ずお持ちください。ご家族の代表の方が
全員様分のパスポー トを受け取られる場合には、人数様分の預 り証をお持ちください。預 り証がない場合には、
コスタカー ドをご提示になりお部屋番号を係員にお申し付けください。

ツアーに参加されないお客様
コスタのオプショナルツアーに参加 されず個人で下船 されるお客様は、外出するのための整理券 (無料)が必要です。整理券の番号順に
下船 していただきます。10:30‐ 12:00の 間にコンコル ドプラザ (デ ツキ 7階)に受け取 りにお越 しください。
その後、14:15に フェスティバル劇場 (デ ッキ 6後方)に ご集合 ください。
ご自身の番号が呼ばれましたら、係員が順次下船 口までご案内いたします。

オプショナルツアー コ ス カード ツアーチ パスポー ト パスポー トのコピー
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、 こてバス番号のシールをお受け取りになり、係員からの
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下船の指示をお待ち下さしヽ グループ。ご家族の方は、同じ番号のシールをお受け取り下さしヽ

ツアー集合場所 :コンコノヒEプラザ (デツキ7前方 )

0022天涯海角とショッピング                  14:15
0025鹿回斗公園とダ ドン湾                   14:15



デ ッキ 6中央

カイランのツアー申し込みは

本 日20:00まで。

現地通貨

中国 人民元(CNY)

looCuR=697.96(CNY)
船内にて両替可能です。

両替には 5ドルの手数料が発生いたします。

本 日のカクテル

THC GRCAT WALL
グレー トウォール

(グ ラン ドマルニユール リキュール

オレンジジュース)

7.00ドル  XLサイラゞ 7.50ドル

15%の サービス料が別途加算されます。

*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。

朝の散歩

日焼けによるダメージ セミナー(英語 )

ダンスレッスン:メレング

クイズ :う そか本当か

軽い運動

輪投げトーナメント

集合場所 :デッキ 11シレナバー

デッキ 6ポンペイイスパ

デッキ5中央 メインホール

デッキ6中央 グランドバー

デッキ11中央 プール

デッキ11中央 プール

船 内のイベントをお楽しみ下さい

クレジットカー ドの登録ノ現金デポジット

船内で生 じるお支払いには、コスタカー ドにお支払い方法の登録が必要です。クレジッ トカ

ー ド登録又は現金デポジットの手続きを出港後 24時間以内にお願いします。

・ 現金でお支払いをご希望のお客様は 1人当た り量重ュ5`L」i∠L金
=う
」生生全 ユ」二担当二五 旦

本円、また 上で取 り扱っている主 を入れていただく必要がございま

寄港地の通貨のご案内 す。本日1月 28日 (三亜)10:00-12:00の 間、デッキ 7の カンファレンスセンターにて現金デ

ポジットを承ります。それ以降はデッキ5中央インフォメーションオフィスにて 24時間承 り

ます。
・ クレジットカー ドでのお支払いをご希望のお客様 :ク レジットカー ドをご登録いただく

ことにより、船内で発生する全てのお支払いをカー ド引き落としにすることができます。カ

ス ご使用になれます。〕CBやダイナー

デポジット

― ドは コ
=

レ ス マ ス ―カー

ズカー ドはご利用いただけません。クレジットカー ドのご登録は、デッキ 5と 7に設置 され

てお ります自動登録機 (日 本語有)にて登録をお願いします。

登録後、最終下船 日前 日からは、支払方法の変更 (ク レジットカー ドから現金へ、またはそ

の逆)はできません。

午前のプログラム おはようゴざいます

09i00

9:30
09:30

09:30

09:30

10:00

10:30

10:30

10130

1 l iCXD

ll:00

スムージーステーション グループダンス

バスケットボールをしよう

イタリア語:レッスン

スパ無料セミナー:50分で 8cm減らす方法 (英語)

ゲーム :人間チクタクトー

デッキ 11中 央 プール

デッキ 14スポーツコート

デッキ 6中央 グランバー

デッキ6中央 ポンペィスパ

デッキ 11中央 プール

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

10:30 デツキ S中 央 メインホール

Steven Royce Jewelry 7 7 v2 = 2rl s -

ビール  フ
°
ロモ ー シ ョン

船内すべてのバーで

ドラフ トビール大

2杯同時にご注文 されるとS8

(+15%の サー ビス料がかか ります )

11:00‐14:30限定

□
ポンペイスパ/POMPCISPA

午後のプログラム こんにちは

11:30   ラテン・ンスミックス ッキ 11 プール

カクテルプロモーション

カクテル 2杯 二10ドル

(通 常 15.60uSS)

4.5ドル+15%サ ー ビス料

デッキ6前方
ジム:o6:oo-lo:∝ )/ス′く:08100-22:OЮ

サウナ /ターキッシュバス :09:00-22:∞   006621

フェイシャルセラピー

すべてのお肌のタイプにあつたクレンジングフェイシャル トリ

ー トメン ト。 しわ、傷、くずんだお肌を一瞬で蘇 らせる

本 国限定 20%オ フ 数 に限 りがあ ります

日本人 スタッフがいます のでお気軽 に

15:oo‐16:00本 の貸し出し

15:30-  テニスをしよう

15:30  クイズ :世界におはよう

16:30  クイズ :色

17:15  軽い運動

19:00‐21:00ス ーハ°一カラオケ

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

デッキ6ロックスターデ
｀
ィスコ

10:∞ デッキ5中 央 メインホール

イタリアンパスタデモンス トレーション パスタの作 り方を習お う

11100 デッキ5中 央 メインホール

イタリアンガクテルデモンス トレーション バーテンダーと一緒に

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2日 |

graFつ ′zrν z7/21fン フ F
シ ョーは 1月 30日 (終 日航海 日)23:00に 行われます。

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

以上埋まらない場合は中止となります)

写琴罰吉」P翼OT0 3HOP
09:00‐到着まで/19:00‐23:00 デツキ6中央

本船のカメラマンにて撮影 されたキャプテンとの

写真などはデ ッキ 6(劇場の入 り口)の
フォ トショップギャラリーに展示 してお ります。

デジタルカメラ ニコン、キャノン、不 リンパスが

特別価格でご奉仕中 !

い _



夜のプログラム 本 国のドレスコードは・・・イ ンフォーマル

デッキ 6,7後方 フェスティバル劇場

全てのお客様ヘ

21:00

コスタ ヴィクトリアのシンガー ポールとソリーナと

ダンサーたちによるミュージカルショー

出演者■安全
`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
1崚す_また、ショーの最中は、携帯雷話の雷源はお切りください

^

Jこをガ,&

音楽: Galttυ ■io 12:00‐ 13:00

メインホール

音楽:Duo Prisma

音楽:Ferenc Csirke Duo

音 楽 : 丁enor Mguei

デッキ 5中央

11:15-12:15

18:15-19:15

19:30-20:30

18.55-19:15

19:30-19150

19155-20115
20:20-20:40

グランバー・オルフェウス

音楽 Oriental Trio Note

(中 国の音楽)

音楽:Duo Prisma

デッキ6中央
¬1:00-12:00

12.15-可 300
19:15-20:00

21:15‐ 22100

22145-23:30

20:00 デッキ6中央 グランバーオルフェウス

スーパー ビンゴ!‖

53個 分数手を読み上げる間にビンゴカー ド1面全てに大が開けば最大賞金 1,∞0ドル !

22100- デ
｀
ッキ 6中央 グランドバー

昔薬あぶ″. ヾュージシャンの物
含まれます

スクォッククラブ (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c

ディスコ タベルネッタ
デッキ 12後方

22:00‐  lD3  Frankicと

18130-191口 5

20:30-21,15

22:00‐ 22145

23:30‐ 00115

コンコル ド・プラザ
音楽 : Cala刈 丁rio

デツキ7前方
21:15-00:15

ダンシングパーテイ

免税店ノDutり Free Shops
09:00‐ 12:00/出航 30分後-23:00テッキ7前万

演 奏 : Duo Prlsma and dancing maestrO Wllly

タレン トショー

ビューティイベント本日限定

先着 100名 様、300ヽ
゛
ル以上お買い上げの方は

コスメテックト香水 10%割 引
レザーイベント

ARMANlフ CANS,C uCSS, KIPLING
バッグ最高 35%ま で

」9:30‐22:30の 時間限定

G Anne Klein, Fossit, lnu

あなたは上手に歌えますかつ
'

アニメーションチームトー緒に

歌いませんか。
'

モンテカル ロカジノ /Monte Cario Cas
テーブル :091∝ )―到着まで、 19:30-/

スロット:09:∝ )―到着まで、19:30-/デッキ7中央

スーパーS1000ジ ャ ックポ ッ ト・ビンゴ
!

ンングルカー ド10ドル /́/ト リブルカー ド20ドル
トリプルカー ド2枚 ご購入のお客様には
もう1枚 トリブルカー ドをプレゼン ト !

最初の 53個の数字でS1000当 たるチャンス I

カジノではバカラ、Fun21、 スリーカードポーヵ―、カリビアンスタツドボ~力 ~、

ルーレット、数々のスロットマン~ンなどをご用意して皆様のお越しをお待ちし
ております。クレジットカー●ご登録いただいたお客様は

,ジノのキィツンヤ~:こ て一日1000ド ルまで現金引き出しが可能です。

,'>7Vy7>: CHACHACHA

20:30- デッキ 5中央 メインホール

22:00- コンコルドプラザ デッキ7前方

ミスタ一ヽコスタ 0ヴィクトリア

選手権  潮
J′θιιノ0″ θ√/ηr・ ごθst′ tスとしθr」

「α

アニメーションチームと一緒 に薬 1昇、う

Casio
時計のディスカウン ト 7596 で

一
一



お食事のご案内

トロピカルディナーご朝食 (無料 ) $\\<>z*t*vay
ルームサーービス      07:00-10:00
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       07:15-09:∞
シンフォニアレス トラン  デッキ 5後方

ビュッフェ        07:15-09:00

ご昼食 (無料)

(本 日は自由席です、営業時間内にお召し上が

り下さい)

シンフォニア      デ ッキ 5後方

ファンタジア レス トラン デ ッキ 5中央

18:00-20:30
より良いサービスのため 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 )

インターネットサービス
船内(客室も含む)では Ⅲ FIを使ってサテライ

トインターネットの接続が可能となつておりま

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、 lPhone、 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 MFlホ ームページ

(Virtual Ptaza)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 Disconne⊂ (接続終了)のボタンが表

示されない場合は、独ュ〃[攀」tDtLをアドレ

スバーに入力し接続を中止してください。

のアクセスコントロー

ファンタジアレス トラン

オーダー式

シンフォニアレス トラン

ビュ ッフェ

ボ レロ・ ビュフェ

朝食ビュフェ

〕イル・マニーフィコ   デッキ12後方

ランチ    11:45-13:30
ディナー   18:30-20:30
ご予約はデッキ 5中 央にございますグス トサービス(フ

ロント内線 :88)、 船内デッキ 5、 6に ございますマルチ

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 (サービスチヤージ込み)

デッキ11後方
(無料 )

デッキ 5中央
11:30-13115

デッキ 5後方

11:30 ‐13:15

レ

早朝のコーヒー

セルフサービス・ ビュフェ

06:00-06:30    テラスバー

o6:30‐ 10:00   オムレツステーション 06:30‐ 10:00

ランチビュフェ (無料 )

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。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。セキュリティのスタツ

フがその際はお手伝いさせていただきます。
セルフサービス・ビュフェ

グリル リド

11130‐ 14:15

11:30‐ 14:15(ホ ットドツグ、ハンバーガー)

アフタヌーンティ (無料 )

ケーキ類 とスナック 16:00… 17:00

ご夕食 (無料 )

セルフサービス・ビュフェ  17:00-20:00

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ェ (無料)

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。寄港地やオプ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生産の食べ物な

どは乗船口にてお預かりし、下船前に返却い

たします。

セルフサービス・ビュフェ 10:00‐ 11:30

ピザ ベ ッラナポ リ (無料 )

ピザ & サラダバー 20:3001:00

`ピ

ザか 1枚ずつ洋支 l´ ていただけます)

いつもご用意 しています (無料 )

Dサ ン ドイッチとコーヒー  01:00・6:00

船内施設のご案内

エレベーター

Guest Serじ ices   (Э 88

ゲストサービス (フロント)

両替

デッキ5中央

24時間

08:00‐ 20:00

!nternet 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:10:優}11:α)/15:00‐ 16:00

SpOrtS COrt        デッキ 14後方

スポーツコー ト      09:00‐ 18:00

アシスタント滞在時間:      ¬0:00-11:(X)

ボールなどの貸し出しはデッキ 5中央ゲス トサー

ビスにてお尋ね下さい。
(nt tn Q)06351 6中央

スクォッククラブ
｀

09:00-22:30

Cmergencり  救急、099
Hospital  医務室     デッキ 3前方

診療時間    o9:α Hl:∞ /18:00‐19:∞

診療代 :

1回 日の診療           8400ド ル

2回 目以降の診察          65.00ドル

船室イ主診                        122.00 ドル

時間外往診            105.00ド ル

時間外往診 2回 目          8■ ∞ ドル

ナースコール (20:∞ 以降)     1600ド ル

夜間診療        146α )ドル(20:α}08:00)

注意 :上記診療代には、薬代、処置費、検査費、入院

費は含まれません

Pharntaw              デツキ 3前方  
‐

薬局            08:00・12:00/16100‐ 20:00

処方箋が必要な薬もあります。

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。

重要 !トイレについて
下水配管システムの詰まり防上のため、トイレ

には備え付けのトイレットペーパー以外は流さ

ないようにお願いいたします。

ジャグジー

お子様が大人の付き添いなくアールに入ること

は禁じられております。また、オムツの取れてい

ない、もしくはトイレ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
つ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。ご自

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分聞以上ジ

ャグジーに入っていらっしゃいますと、健康を

害する恐れがございます。

Room Se"iceル ―ヽムサ‐―ビス

07:00‐ 22:00

22:00‐ 07:00

(3)33

(0)88

Tour Ottce  006328 デッキ6中央

11:00/18:00-20:00ツアーオフィス

Costa C Point デッキ6中央

15:00‐ 16:00コスタクラブポイン ト

POmpetSpa         デッキ6前方

ポンペイスパ 006621     08:00‐ 22:00

(18歳 以下の方はご利用いただけません)

pOFnpei Cu m         デッキ6前方

ポンペイ ジム Oo6621   06:00‐ 22つ0

(16歳 以下の方はご利用いただけません)

Librarリ            デッキ 12後方

図甚事室1       10:00‐ 11:00/15:00‐ 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。

MalA Pool           デッキ 11中央

プール               08:00‐ 22:00

(¬ 6歳以下の方はジャグジーをご利用いただ }ナませ

ん)
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