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Costa Clossica Hong Kong 香港 2010年 2月 4日 (本 )

憮饉屁颯

日の出 6.570m

日の入 6.07pnl

今日の天気:晴れ  気温:最低19℃ /最高23°C

海: 穏やか

心より皆様のご乗船を歓迎致します
ホテルマネージメント

ホテル支配人                   Lorenzo Gdlorano
サービスディレクター                 Zairaつ uka

経理ディレクター                 Francesca Bertoli
エグゼクティブシェフ               RIccardo Schiortin
中華エグゼクティブシェフ              wang Zhaorong
レストランマネージャー               Ciro Onorato
ハウスキービングマネージャー            Saり 0り Shewale

バーマネジャー                   umberto Ce‖ e

フロントデスクマネージャー             Anita Wolfgang
ツアーマネジャー               Giυ oanna Dipasquα le

ゲストリレーションマネージャー             Ning Ding

日本人乗務員                      獅々田 愛

<航行インフォメーション>
香港島北西に位置する港を出港後、当船は香港の

街の明かりを後方に、北針路を取り香港と中国本

を分ける水路を進んでいきます。

午後 10時頃、パクウォ

「

チャ島の灯台を眺める

事ができるでしょうcその後は台湾のキーロン港
目指して出発します。

ようこそコスタクラシカヘ!|

船長 Francesco Serra以 下クルー ー同
オフィサー

スタッフキャプテン             Roberto Zecchin
チーフエンジニア              Marco De‖ a Casa

スタッフエンジエア            Francesco M usumeci

船医                    Dan‖ O T010meo

セーフティーオフィサー         Giambattista Mancini

環境保護オフィサー            umberto Giacalone

チーフラジオオフィサー         Giannino_3ernobich

司祭                        Cleopett Fabre鴫 Fabonan

クルーズスタッフ

クルーズディレクター             Monla Salvati
アシスタントディレクター              Yuan 3ing
エンターテイメントチーフ          Andrea Caristina

チルドレンエンターテイメントチーフ     lrene Torregrossa

7.30pm  乗船終了 !        く香港での連絡先>
8∞pm  キーロンヘ向けて出発I Wa‖en Shipping(HK)Limited

(472海里) 12/Fl,Warwick House Cast,
‐
「alk00 PlaCe,9791く ing'S Road,

Quarrり Baり HOng KOng

Teli+8526051 1761

重要です1避難訓練について

明日、午 に の 訂II
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長マlア tミ
「

ヨln`ア ノan

救命胴衣を装着し、船室のドアの内側に提示されている各集合場所にお集まりください。
クルーが誘導いたします。
避難訓練には、必ずコスタ・カー ドをお持ちください。
*避難訓練中は船内施設・サービスのご利用はできませんので予めご了承くださいませ。

クレジットカー ドのご登録および現金デポジットについて

船内でのお支払いは、お部屋に用意されていますコスタカードでお願いしております。カー ドのご清算にはクレジット
カー ドを登録していただくか、または現金で保証金を入金していただきます。乗船から48時間以内に手続きを
していただかないとカードが使えなくなってしまいますのでご注意ください。          、
現金での入金はおひとり様最低150ド ルより、上限はございません。クレジットカー ドはビザ、アメリカンエキスプレス、
マスターカー ドのみご利用いただけます。クレジットカードご登録ご希望の場合は、デッキ5 フロント横もしくはデッキ8

カンファレンスセンターに登録専用機械をご用意いたしておりますのでご利用ください (24時間、日本語未対応)

現金での登録ご希望のお客様は 明日デッキ8 カンファレンスセンターにて

9:ooamか ら1230pm、 4:30pmか ら7:00pmの 間にお越し下さい。

なお、クレジット会社との不要な問題を避けるために、下船から48時間以前には支払方法を変更

されないようお願い致します (現金からクレジットカー ド支払への変更またはカー ド支払から現金への変更)



ツアーオフィス

3.30pm-10.00pm
デ ツキ 5メ インホール

ツアー予約を承り中です I

残席少なくなっております、

お早めにどうぞ ||

葉巻&コ ニャックバー

デ ッキ 8 劇場前 フォイヤーバー

葉巻、コニャック、各種お酒

ご用意いたしてお ります。

ワインバー

デ ッキ9 ドルチェアモーアバーにて

厳選されたワインとスナックを

三用意 してお ります。

本 日のカクテル

グ レイ トウォール

ウォッカ、ガリアーーノ、
&オ レンジジュー‐ス

2.50 ドル

カジノトップレスショー

2月 8日 (台中 )

11.15pnl‐

デ ッキ 8 コロッセオ劇場にて

チヶットはデ ッキ 8

ナボナグラン ドバーにて

販売してお ります。

午後のプログラム

4,00pm ウェルカムミュー́ジック
デッキ8ナボナ広場

デツキ5 メインホール
ツアーオフイスは 3.30pm-10.00pmま で
開いております。ご予約はお早めに |

5.oOpm‐6.00pm 本、カー ド、ゲームをどうぞ  デッキ8図書館

1.oOpm‐8.00pmス パツアーに参加 しま しょうl    デ ッキ 11スパ

フォ トシ ョップ ′PHOTO SHOP
マ3QO察 ―`ヘヘらQpm ラゞ ッヽ―S

スパ&サ ロンノBCAuTY SALON
1. SOpr(\- R.qopr\\ =i・  _′ ■ ヘヘ  「翠1長■_sSSヘ

4つ の トリー トメン トをご予約 されると、

なんと3つのご料金で提供 させて頂きます !

1.∞pm一課Юpmスパツアーを行ってお ります。

,累:嗅0ち>ムち長と言彙ビちだ ヽヽ

17.oO Y'r74 7(10 l-"/L')

18.00 3 ,(10 l- /L)

乗船時の写真がもうすでに購入いただけます。

更に、ビデオカメラ、lPOD、 メモリーカー ドも

取り扱っております!!

船内よリポス トカー ドをお送 りできるサー ビスも

ございますので是非お越 し下さい。

コスタクラシカ 船上説明会

σ.。3θ″燿 デッキ8 カンファレンスルームにて

(船舶前方)

船内の説明会をコスタクルーズ船員が 日本語で行います。

(船舶の詳細、ツアー内容、アクティビティーなど)

お一部屋か らお一人は必ずご参加 ください |

お待ちしてお ります。

船内の催 しものでお楽 しみ下さい

ショーと1ド リンク付で

たったの 22ドル 1!!



ドレスコー ド…カジュアル/ト ロピカル

デッキ8 ナボナバー

lo.oopnl～

世界ヒットソング with The丁‖o Libe質リ
And the Animqtion teqm

｀
「 r●plcaI Parfy

トロピカルパーテイ~
with the Cntertainment teanl,

the music bり 丁rio Libertり ′
and the participation ofAfro Arimba Dancers

11.30am ｀
ア ツキ 14 ア イス コ

Troplcal rhythnls
トロピカル リズム

u)ith〕 onni and the Cntertainnlent▼ earγ l

免税店 /DuTY FRCC SHOP

免税店では、香水、タバコ、アルコール類、

ブラン ド時計など様々なアイテムをご用意 して

おります。本 目は
〃
Sea OfiCe〃 のジュエ リーが

値札より50%引 き !

お見逃 しなく !!!

f 4 ^3 : Dl lonnl

音楽プログラムは、機械調整の為

小休憩を挟むことがあります。

ご了承くださいませ。

MINI&MAXI CLuB
デッキ 11

スクォッククラブにて

ミニクラブ (3‐6歳 )、 マキシクラブ

(7-11歳 )のアクティビティーを行っ

てお ります。直接お越 し下さいませ。

TCCN ZONC CORNCR
テ ィーンゾーンにて様々な

プログラムをご用意 してお ります。

詳 しくは、デ ッキ 10テ ィーンゾーの

サーフボー ドにてご確認下さい。

お待ち してます |!

カジノ /CAS:NO
スロット/テーブル 830pm～デッキ9

カジノクラブは 830pmよ り営業致 します。

クラブではコスタカー ドをご利用頂けます。

尚、カメラやビデオの撮影は禁止されておりますの

皆様のご理解とご協力を願います。

夜のプログラム

8 15pnl

9 45prn

音楽のタベ

ナボナ広場

デッキ8

Piazza Na,ona

5.00prn‐ 1.00arn

世界のヒット曲

Dantele

フォィャーバ 一ヽ       Foり er Bar

デ ッキ 8

9.00prrl‐ 9.45prn,11.00prn-12:00arn

クラッシック : .

The I)uo Armonia Strauss

プッチーニボールルーム

Puccini Ballroorn

デ ッキ9      9.30pm-1.00am
世界のヒット:the Duo Blue Note

and(:luseppe

ガ リレオディスコ

デ ッキ 14
Disco Cal‖ eo

ll.30prn‐

m fy*9

ⅡLLUS10NS

SIMONE SHA、PLAND
with the participation ofthe AFRO ARIMBA DANCCRS

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
演者の安全及び照明等舞台装置の効果を最大限に保つため、

ンコ~の間フラッンユの使用とビデオカメラの撮影はおやめください。

ショ‐―上演甲は携帯電話の電源をお切 りください。

WrrH

ψ亨素晴 らしいマジックショー

デ ッキ 8,9

ご夕食が第1部のお客様

8:15prn

コロ ッセオ劇場

ご夕食が第2部のお客様

945pm

疵

18歳 以下のお客様はご利用いただけません
`

出航後-11
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ご夕食の指定テーブルのご案内 インフォメーーション

ご夕食の指定テーブルは、お客様の船室に配布 されている “ご案内カー ド"を ご覧下さい。   コス タカ ー だ

レス トランの名前、ご夕食の時間、テーブル番号などが明記されています。

この “ご案内カー ド"が船室内に見当たらない、または変更ご希望の場合は、3.15pm-5 30pm

の間にデッキ8 カー ドルームまでお越 し下さい。

) v7,, オルタナティプディナー

ラ・ トラットリアレストラン デ ッキ10 ラ・ トラットリアレストラン    デッキ10

セルフサービスブッフエ   6:00pm‐ 8130pmセルフサービスブッフエ   3145pm6:∞ pnl

夕食  トロピカルデ ィナー

デ ッキ8チボリレス トラン
6.00prn-8.30pm

本 日に限リオープンン~テ ィングです.

営業時間内のお好きな時間帯 tこ お越 し下さい。

レス |ヽ ランではンコ~~ト パンツ、タンク トップ

の着用はご遠慮ください.

ビッツェリア ラ・タベル ネッタ  デ ッキ9

ビザ               9:00脚 Ю:00am

コスタカー ドは常に持ち歩くようお願

い致 します。乗下船の際の身分証明、

船内で発生したお支払いなどをコスタ

カー ドにて行っていただきます。万が

一このカー ドを紛失された場合は、デ

ッキ 5 フロン トデスクまでお申し出

下さい。

aσ″/

船内のいくつかの場所では安全と防犯

の観点よリテ レビカメラで監視をさせ

ていただいてお ります。

ら金 プ 三ク
｀
フ ス 協 `力″F蕩″

毎晩翌日の情報がすべて記載された

丁odaリ プログラムをお部屋にお届けし

ます。

このプログラムをご覧いただくことで

その日のエンターテイメントやツアー

の集合場所、 レス トランの営業時間な

どが確認できます。

予備の丁odaリ プログラムはフロン ト

に用意がございます。

お・′学タアだつい て

コスタクルーズでは安全と防犯の観点

から、乗船手続き中、すべてのお荷物

のチェックを行っています。

お客様のお荷物は乗船後4時間くらい

でお部屋にお届けしますが、万が一出

航後にもお荷物が届かない場合にはお

手数ですがデ ッキ5 フロン トテスク

(電話9010)ま でお問い合わせくださ

い。

ピッツァ

夜のお楽しみ

デ ッキ8 ナホナバー

トロピカル ビュッフェ 11,oopm

BarS  バ ~~  18歳
未満のお客様 、́のアルコール販売はできません。場合によつては身分証明書を

ご提示いただくことがございますのでごT承 下さい。

7:OOom-1 :30Clm
7:0opm-2:ooom

10:000m-1 :300m
1O;ooam-1:3Oom
5:3Opm-1:30om

10:OOom-1O.OOpm

7:00om-1o:oopm

B:0opm-midnight
11:oopm....

船内施設のご案内

す 不 ア 仏 場 グ フ ン |ヽ
ハ ー フ

~ツ
キ 0

フ ンチ~ニ  ボ~ルルームバー デツキ9
ドルチェ・アモーレ バー  デ ッキ9

チョコレー トバー
フインバー

ア′レフレスコ カフェ デッキ10
ホジター ノ バー  デツキ11

アイスクリームバー
コロッセオ フォイヤーーバー  デ ッキ8

葉巻&コ ニャックバー
カリレオ ディスコ デ ッキ14

つ 口 ノ` ト `'′ 鮮:間｀

両替 デッキ5

ギ リ`ニヽ 雷話 0010

Ciosed

攣 ミ十    ギ り`年  ヽ 手 ゃぺ ‖ン

5:30pnl

ルームサービス

電話 9808/9009

電話
"10/9011

7:00a111-lo,Oopm

10100pm‐ 7100arn

ツアニオフィス デツキ5

3130prn‐ lo:ooprn

ジム -T', +11
1:OOpm-8:OOpm

インターネット

アシスタント

デツキ3

24時間オープン  旦だ!些

'Liゴ

墜盟髪整蛍:雪!塾|=を:=整2立 1■1重!主主主Lと__
7100prn‐ 8100prn

緊急

救急病院

開院時間

診察

診察時間内

キャビンヘの往診

夜間診察料

デツキ3

電話 99

6:clopm-7:oopm

50(Ю
―ドル

7000ドル

84.00ド ル

薬局
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