
膿亡ぶ托£Ⅳかガu
V拠kOmetOTbn毒S！　ようこそチュニスへ！

チュニス、チュニジア共和国の菖都、3つの市から構成されています。大通りや高層ビル群、
歩道に並んだカフェなどのある新市街と中世からのアラビックメディナ（旧市街）があります。
奥まったたくさんの迷路のような幅の狭い小道、小さな商店、巨大なモスクと宮穀など。そし
て町から18kmに位置するローマの都市遺跡でもある古代フェニキア人の築いた都市暫家カル
タコ遺跡、など多くの歴史的建造物が残されています。

チュニス

ii嗣『■
7：458m

由由殴

チュニス

13：00

魂
パルマデマヨルカ

11月3日14：00＊

チュニスから次の寄港地相レマデマヨルカまて許45海里く1海里1．852km）約82損m
宍鐘により1なります。

下船の際のご注意
本日チュニスへ上嚢垂される全てのお客様は、パスポート、記入5青みの入国カードくランディングカード）
、クルーズカードの携帯が義務付けられています。忘れずにお毒寺もください。尚、チュニス・ラヴレット港

ターミナル内のみの上陸でしたら、パスポート、入国カード（ランディングカード）は必婁ございません。また、
本船へ戻られましたら、5デッキ　レセプション　までパスポートをお景し頂きますようお願い申し上げます○

チュニジア現地時間とはこ時差がございますが、 混乱を避ける甜ここ■本船では時差調整は致しません。
時計はそのままでお過ごしください。

丁＝30　　TUト102　ショッヒ∴ノブツアー　　　　　　　　　ラ・プJLアピアノバ一

丁：30　　TUNli　チュニススークの勧　　　　　　パープルジャズバー

730　　TUN O　歴史と相鍬おわチュニス　　　　　　スポーツプく－

745　TUト05　カバレタゴとメ≠ィナ　　　　　　　　ストランドシアター

7：45　　TUNOl　磨き巳と玉封ヒのチュニス　　　　　　ザ・アプトラウンジ

エクスカーションく観光1ツアーにお申し込みのお嘗様
エクスカーションツアーチケットとクルーズカードを忘れずにお持ち下さい。

お水は、各集合場所近くのバ丁づこてご購入て隕けます。
ご希望のお客様は．各ご集合場所のバーにてツアーチケットをご提示いただき、求め
下さい。

lNFORMA王10M MAUTl〔H【

航海情報

8；00囁、本掛碇バイ恥ト（水先案内人）が乗船し、

誘導のもとうクレッドチュニス”港へ着離します。

本船出港は13：00囁、去舷側にチュニス沿岸を約2時

間ご覧頂きながら航海します。
本船は正方位角284度ルートで拍ルマデマヨルカ

まで航海を致します。
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健康管理　＿ 

風邪やインフルエンザ、涯痛などを防ぐため、お手洗いを使用後に は石けんとお湯での手洗いを推奨しています。手洗い後にはお手 

洗いのドアを開ける際にペーパータオルを使用し、船内各所に設置 されている消蒔液をご利用くださいや 

i一丁本人インブ言メーシヨンプ‾トスデス
8：00」13：0017：00－20：00

こ賓闇とをとございましたらお気軽にお越しください．

COCKTAIL
カウテル具誓倍増ざRATON

バーテンダーが普様のお越しをお待ちしております。

〟lSCPHOTOSHOP 
フ　‘－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 写真伊と臼釆上がっております， 船長とのお写真をご覧に是非お越しください。 

ご夕食レストランでのお写真のスペシャル特典について 

お尋ね下さい！ 
ニコンーキヤノンーオリンパスーフジーソニーーパナソニックーHP 

WD－サムスン車載価格！！ 特別企画aX2とクルーズDVD 

、〕・、ここ．・・・1－「「二号一㌧・三＿

ブラックジャック3ユーロから13三30－15：30

1‾・ン一丁‥丁に三一二．∴

ルーレット最少〇、50ユーロから13：30－15；30

テキサスポーで－卜山車メ㌧－ト

エントリーは15：∞から100＋25ユーロ最大30名蓼加

登録はカジノキャッシャーにて
テキ菅又ポーカー如ッシュゲーム

毎晩乙ぬ一口から氾一口21：0桝深夜まで
テキサスキャッシュボーカートナメントやテキサスキャッシュポーカーにつi亘麗しく

お知りに如たい方は、カジノ営業時間内に内線269はでご連絡ください。

ブラックジャック　ポーカーとスロットマシーンもございます．

皆様のお越しをお毒専ちしております！！
∴∴∴．＿∴：→‾、三｝▲丁、J二・一r｝－㌻ここ1日！

：∵・＿LINESE　＆　CANDLE MASSAGE

D∈MONSTRATION
ニーーズマッ寸ナージデモンストレ榊ション

キャンドルをヰり用します

アニメーションチームと

買電レ叫琶ミ言警≡諾！試舗妄君短
ご．三十二・・’トト千・二一‘二卜欄一一ジ．・二・1‘；ニモOqもオフ

ト＼、∴　′　、・い　デッキ

今晩のショー　　’王で鉱‡ANS　　ザ事ストランドシアタ
”イダノアンズ”

●－ベンベヌートイタリアーノーワニメーションチームと一緒に

20：00第2部のお食事のお客様／21：30第1部のお食事のお客様

ご夕食はレストランにて〟イタリアンサプライズ〝

感触

アデッキ　ザ・アプトラウンジ

賽蒔け諺露等苧守㌢釣区長
フルーツフアンヨシ【ごチョコレートナ二・二テーション

特別価格3．90ユーロ
14テンキJトデルリ、けヨ　ジこうツテリア化デゥキ　ラ・ビアツエツタ

独特なフ禁慧羞濫霊ま塩軋
新鮮なストロベリーとホームメイドビスケットと一緒に

9：。詣∃益読手。悪熟思曲れ

グランドバザー　ペスト �ウルーズプロモーション 
アクアバーウ14 悪天鯛喪の場合ラービアツエツタ �l；00pm－4：00pm 8デッキに5轟所がま垂になります。 

＜45竃＝PHOTOSHく）P ポートレート、ビデかbVbサービス � 

敵．SHOPPtN引SU肌D 一辺■■和■～■■mⅧ雲■■ 

関連商品 ニコン、キヤノン、フジ、ソニー パナソニック、オリンパス �脅この題盈なく 

すべて免‡莞価格 �免孝義価1魯！ 

∴月号∈∴∴告‾、ぅ為 

Q �固 
コリスター、ケラスターゼ製品 

15％オフ 

BeerandPopCorninpromotion

触感．血沈lヰandC拍b詔8絵描，顔虫暮6

さ；45pnl

FOOT8ALL：

ChampionsLeague

Inte卜L‖e

その日の：・∴　■二号；■∴　‾．’ら‥・

イタリアンディッシュが

10もディスカウント：

、Ⅵねater匹nT血伽．d陀Champon
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ノ旬戯施
UENOTECA（WINE8AR）

エノテカワインバー

ぬぬ離間涌叫叩刷酬批

払恵良んみぜ′
Ust即mmuSiL訂db惰ad血kt▲両か斥舶α輔○稗加

SPLEND義DA8AR スブレンディダバー

亭々＿二三三：三三ニ＝ミ＿。
尺○紺rねDiとモ○㈲小知桐畑州ほ加朋血涙

LA門AZZETTA　　　　　　　ラ1ビアツニッタ

S輌ねmS：1辱mun抽捷

唖坤聖霊慧霊融御地
鵬h血血朋ゆ鵬馴d血扮加地

パンプキンバー（ラ・プルアピアノバー〉
PUMPKIN8AR（LAPRuAPlAN08AR）

知愉紳omも：印Fnu畑地随

ぬ如慧慧藍。。噂。
血汀肱【ぬ鵬Is叩i他門UQnr呵雌摘朋喝卿叩虎如

Dモ∈k‘

DedkT

TH印URPL印ZZ8AR　ずりトブルジヤカト　Detk7
S朗唱無職糾Spmu代il加地

霊霊歳九1伽血細は鵬Wm酬帥鵬

T“EAFTLOUN6㌦喝義軍慧ンジ　D融7

血血血　　　em戚W独ざ酢ぬめ鮎鵬

劉両群血Ⅷ痩抽醜

死海のミネラル50％オフ
死海のミネラルにはエイジンタや環境からのダメージに効果的な

ミネラルが21種類も含まれています。ぜひお試しください

個性的な宝石をお求めの方

高晶賞ニューコレクション時計 FREDERIQUE CON＄TANT

ルフローレン女性用ポロは30％オフ、トミーヒルフイガー女性用ポロ20％才

お好みの手水、
Ca¢harOI．ケンゾー、DaVidof．ボスなどなど3つで89．90ユーロ

ブルガリ、アルマーニ、

スペシャルバーゲン！
M86ポロ12．90ユー鴎Tシャ籾．90ユーロ（2着計お0％オフ＝

鵬SCスウェットシャツ2枚20乳オフ！

パルセnナスペシャル5つマヴ如卜大特価10ユーロ！

世界中で愛されている鵬虚柚！！スペシャル企画
4009バッウを3パックご購入で1つバップが無料に！

■悪天候の壌会㌧ビンゴは7デッキ　パープルジャズパーにて行われます。

こ　　’・・∴．・、了二

㌦二‥言丁∴‾・一一ン三㌦：：▲■・ナ

■1時間サーマルスイート（サウナ、トルコ風呂、リラクゼーションルーム）

特別価格59ユーロ
‾j‘1一■一一一∴、▲rミ∴㌻

（サウナートルコ且呂）

おひとり様18ユーロ

お2人様25ユーロ
‾　　　一　一■　■　■　　　＿　　　■　→　■∫

13ユーロのところ10ユーロ

肇左をお声
ラジオ周波による若返りトリートメント89ユーロ

・∴1・ミ
一　　室∴三三　　　‾た＝‾　㌻‘∵J

シャンプーとブロードライ27ユーロ

ヘアーカット男性18ユーロ

ユ500より　ヨガレンスン　r最少催行人数5名：

10ユーロ

、・・‘1‾：、1■■ミィ∴’・■・■・■し二・・T・∴∴、∴し・・一・・∴▼．い・∴．・l・こJ＿1
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■■＿　十トl‘1ト一、十一・く：ミ二二・一、・七二5－．、・■・、・∴1i∴二；、・工∴㌧

∴∴‥■て1・′二、ン’・∴∴∴



24嘲

6：15・10：00

7：別ト9：00

6：30－9：噂

11：30・lS：00

11：】0－15：00

12：00・14：00

12：00－14：00

16：08－18：45

18：30

18：30

Zl：00

21：00

19：30－21：15

拘ンクステーション24時厨

アメリカンコーヒー、カフェインレスコーポラボラカフェテリア（本船中央、右舷

ヒ、紅葉、冷泉氷

ご蛸射lイキング

ご綴食

ご朝食

と暴食バイキング

クリルステーション　＆　ピッツェリア

ご昼食

と昼食

ティータイム

と夕食岬官

こ夕食1回目

ご夕食2回自

己夕食2回日

程等ご夕食バイキング

払左慈き

求ラボラカフェテリア

uReg！巾　ラ・レツジヤ

V糾al短r由ビラ・ベルデ

ポラ轟き＆パコ邦コ■ヵフェチリア

ボラボ学力フ三テリア

は蝕g！囲　う1レサぎゃ

VMaV印加ヒヲ・ベルデ

裁き就きカフェテリア

はR喝gia　ラ・レツタや

VMaVerdeビラ・ベルデ

は馳ggia　ラ・レツ撃や

ⅥllaVかdeヒラ・ヘルデ

ポラボうカフェテリア

暮上のサービスをご提供すさため、レストランの方は上記疇腑の15分後に静め切りとなります．お時間までにご栗壌くださいませ．

13：00・14：00　　ご執（イキンク ボラ求ラ・JⅧロカフェテリア　　14

11：30t13：80

14：朋ト15：榊
ご曇嚢代イキンタ

竃連日
ボラボきり建てゴカフェテリア　　　14

17：30－2：00 レノテカ　ウイン八一■

2三〇か14：三〇／18：30－23：○○　　　　　　　サンタフェ　テックスメックスiメキシコ料理）＊

17：00－2：00

科レストランになります。

17：恥l：陣

7：0小l：00

17畑ト・t

17：抽j：00

17：30・l：○○

＄：榊・l；姉

スポーツ八一事

本臼の
バースペシャル

ラ～レティーボ（マティーニ・バー）

ラ暮ピ乃工学タ的】トト柏餅鎗8

ず・シガーヲウシぎ

ロイサルパームカジノJト

ず・アプトラウンジ

レノデカワインバー

レ；けレサリコーヒーJト

、，乍‾－r■●・・…

11＝80－19：30

甲
7

7

垂　　ゴーストハウス　　くさ・乃

パット f3．艶

17：00・2：00

17：30・1：30

6：30－…

9；00・三〇：00

＄：0¢・22：¢0

9：00・19：00

10：00・18：○¢

22：30・…

スポー別ト

ラ・プルアピアノバー

メト・デル・リッチヨ（アイスクリーム）

タルタルカJト

レクアトールJト

MSCアウレアス柑ト

モピー舛ト

クラブ33ディスコメト

三≡芸≡▼‾磯l▲t＝芦田j娼靂可躍円■■■∋弓ど甜ユlF空事弓■t電⊂＝

テーブル、カードダーム、スポーツ用品など馳

10：00　　　　　ストレッチ

10：30　　　　　エアロビクス

11：00　　　　　　コーヒーゲーム

11：30　　　　　クルーブタンス

15：00　　　　　カクテルデモンストレーション

IS：30　　　　　パリ式、キャンドルマッサージ芦モ

闇■■■■　　イタリアンクイズ

1る：○○　　　　　フットボールトーナメント

16：30　　　　　ビンゴ

17：○○　　　　　オリンピアデイ

17：30　　　　　クJレフタンス

イタリアンミュージックタンス

イタリアンミュージックゲーム

20：30　　　　　ビンゴ

四坤粗　　　　　クランチラタンスレッスン

け鳥肌訓相卜川　　　　イタリアンカラオケ

再坤臼ト　　　　　　ミスター糾さぬ董nイタリア

関目隠十・　　イタリアンナイト　D】デニー　カブート

八一千やルワールド　　　　16

アクアパトク　　　　　　　14

アクアバーク　　　　　　　　14

アクアバータ　　　　　　　14

アクアバーク　　　　　　　14

アクアバーク　　　　　　　14

アクアパーク　　　　　　　14

アクアパーク　　　　　　　14

MSCアリーナ　　　　　　　16

アクアノ←タ　　　　　　　14

アクアバーク　　　　　　　14

アクアノて－ク　　　　　　　14

アプトラウンジ　　　　　　　7

ストランドシアター　　　　6／7

型型萱と．lll．・．一・・．」

戸i面竃雷▼「▼頂函i壷ii云i岳転壷iii壷ii‾‾‾‾‾　　　‾‾‾華中■甲『
中森天懐の鞄合、アニメーションチームのも催しものは旦6デッキ　ウラブ33ディスコにて行われます。

窯患致急‥MS

レセプション

24時臥電話上の相良【∈【PTON押ボタン　5

モーニングコール

電話土の誓ボタンを押し、起床時間をセット

郎虫、ルームサーヒス

24時間・電話上の誓轟ボタンを挿す

キャビンでの朝食をご希望の方は宣7：00・10：008円l）、こ

希望のBの前日午前3時までに朝食オーダーを記入し、

お部屋の外のドアノブに捲けておいてくださいp軽食と

お飲物のルームサービスは封時間こ利用いただけま

す。体調の優れないお客様にはレストランからの食事も

お届けいたします

メディカルセンター

9：〇〇・12ニ00／16：00－20：00　　　　　　2660　　4

会計デスク

7：00・10：00／16：00－20：00　　　　　　祁07　　5

需薔

7：00－10三〇〇／1も：00－20：00　　　　　　2420　　5

サイJトライブラリイインターネット（24時随）

日露慮

10；00す12：00／14：〇〇・15：30

エクスカーション（ツアー）デスク

9三〇〇・11泊0／16：38－24：00

免税店

13：00－24：00

ロイヤルパーム力学ノ

13：30－…・・

スロットマシーン

13：30－…

MSCフォトショップ義フォトタラファー

13：00－24：00

ブ「ルとジャクジー

塵外：7こ00－19：00

塵内：7：00－19：00

＊緋はおりません．

ティーンズト水利ティーンズスライド）

10：00－16：00　＊天境による

＊監視員はおりません．

HSCアウレアスパ

9：00－21：00

フィットネスセンター

6：00－22：00

（6：00－8：80＆20：Otト22：00は

インストラクターなしの時間）

サウナ、トルコ凰昌、ソきりウム

9：00－21：00

イル　ポーロノルトミニクラブ

9：00－18：00

⊇○：00－23：○○

ティーンズディスコ

23：00－…

2702　　5

⊇さ04　　6

2774　　6

2698　　6

＄

2706　　7

15

2732　14

2732　14

2732　14

289015

2さ77

2877　15

アベロル　スピリッツ＿アマレット　オレンジ＿
カンパリバヮシヨン　がおI■なら．TOユーロ
ゴールドフィンガー＿ゴJルドロイヤル

もお1■なさ．之5ユ嶋q

I●t†キJT■サ‘7ココ承イス＝l
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