
膿C駅屋Ⅳ以かd
ようこそ、マルセイユへ！
マルセイユはフランスの東南沿岸書鋸こ位置する、フランス第二の都市であり、コスタ・アズーラプロビンスの中心

の街です；北西の境にカマルークこ薫の境にコスタ・アズーラと恥り合わせています；マルセイユは地中海の沿岸
37キロに及び広がっていますこ年間で300日の晴れ日が記録され、冬の気候は存在せず、夏に軽い雨季が訪れ
るのみです。“ミストラル’●と呼ばれる北西からの風が空気中の汚染物せ吹き去り、マルセイユの空気を汚染の
ない純粋なものにしていますこその為、古くよりゼザンヌや、プラーク、ダフィー、マークエツトなど、沢山の有名
芸術家がこの謹iに住み着きました。現在のマルセイユはフランスの緩済・産業の中心都市であるにも関わらずミ
ニの街独白の伝統や文化を大切に伝疏している街でもありますふそれらの影響は、“マルセイリアン㍉塗の生活
様式や、美術商、劇場やオペラハウスに大いに見て取れます；

マルセイユ

入港予定時刻

8：00am

マルセイユ　　　　　　　ジェノバ

出港予定時刻　　　　　　入港予定時刻

19：00　　　　11月6日　8：300m■

マルセイユから　ジェノバ　までの距離：214海里（約39鋏m）1海里烹約1義852km
●天鷺により鶉なります．

着岸後、入園手続きが終わり次第、下船を開始いたします。現地入国管理局の許可が下りるまで、多少お待ち頂く事もございますが、ラウンジなど放送の
聞こえる場所にてお待ちくださいむ下船口（ギャングウェイ）ではウルーズカードの提示が必要となります。忘れずにお持ち下さい。

8：00　　純良507　袖二£′　　　　　　　　　　　ラウルアピアノパー

8：∞　　鋏賊3　カシス　　　　　　　　　　　　　ラウルアピアカト

か15　　純良幻2　エクサンプロバンス　　　　　　　　　ザ・アプトランジ

8：15　　鵡良さ08　市内観光　　　　　　　　　　　　ザ・ストランドシアター

8：15　　舶良さLIOl圭窓マルセイユとエクサンプロバンス　　ザ・ストランドシアター

エクスカーシ三きンく蛾光ヨツア肘に廃車iノ妄込みのお等様
こ工ワスカーシヨンツア－チケットとウJL－ズカード舌忘れ1rlこお持ち下さしヽ＿

お水はご集合場所近くのバーにてこ購入頂けます。
ご希望己のお客様t凄．魯ご■■含場所のパーtこてツアーチケットをこ：捷示し、ただき＿求め
下さLヽ申

シャトルバス鼠本日lま、8：30－1も：00の間本船と市内中■b部までく約25km）シャト
ルバスのサービスがございます－シャトルバスきた降場所は、ターミナル篭出たところに
なり憂す○市内からの■■網バスま　7：30兜です○
シャトルバスチケットは宥大人15ユーロ＿手どもるユーロ〉1日中何度でもご利用11け
ます。8：00－14：00のⅣI＿6デッキエクスカーションデスクにて艦兼いたします。
払い戻しは致しかねます○

lNFORMA王10NI NAUTlCHE

航海情報

5…30囁、本船はパイロット（水先案内船）の

誘導のもと入港し、着岸致します。
19；00頃、有名なコートダジュール沿岸10海
＝約18．52kmの運搬をジェノバに向け、正方

角054度でジェノバまで航海します。
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讐堅Ⅸ孤力か屯血痕由裏面扇面

拶慧萄謁㌃’買買
観念コンボ：衣ブレンディ劉ト　Sデッキ・ボラボうカフェテリア　拍デッキ、
八一・デルリッチヨ14デッキ、 全てのレストランにて6：30から10：00まで

寄サートワイン鯵いかがで響か

す弓ス2．45ユーロ

阜魁リムlきエが

普様のお慈しをお拝ももてお守さす。

皐無のワインセラーより、

慮温1た白ワイン．喪ワインを
ご蕾ノかさせて瑛き妻す。

も製の上せやワインを1凍ご噂絶ください
グラスでのご強まも守級で寸心

‘電ミ �DECKCHAIRSデッキチェア－、サンベッド 

サンベツ紬ご予約は致しかねます○本船規定により30分以上放置さ れている鰍ま、プールデッキエリア確保のため、移動させて頂きます。 また、貸出タオJ岬ご返却がなされなかった場合には、20ユーロをお客 様のクルーズカードに加算させて頂きます。 ご理解とご協力をお軌、申し上げます。 

インターナショナルフ一指

楽しめる
スポーツバーに

是非お越しください！

全てのフランスディッシュ

10％ディスカウント

パケットコンプリート＆

パンパゲット

MOTORRACE：

1：50pm

GRANDPRIX

OFVAL【NCIA：

qUALIFICAT10NSRACE＊

FOOTBAL：

SERIESA．

6：00pm
PALERM0－BOLOGNA＊

さ：45pm

NOVARA－ROMA♯
スカイスポーツニュースとユーロ1ボーッ、

ユーロスポーツ2、スポーツイタリアのライブヨ■鐘は

24輝蘭万象しみ1工けます．



勅願諒‰品違
ビ【NOTECA（WINE認孟墨芝はバー　De⊂k7

施療良房如才
日光n馴鹿・・・雨b鹿毛的九・・W娘触n咄○棉如

SPL帥D旧A8AR憾監卜

触聯馴潮摘血相Im鹿hm血匝no
R○紺血Dile○○ndOぜ稚拙re加托鵬賊

LAPIA三三Em　　　　ラ・ピアツェツタ

誌血相細れS：30pmund沌捷

軸嘩示怒霊定価地

De∈kS

Ded‘

，。M剛．AR（環等蒜還笥洗アノバ宜。k，
Sa鵬咤hmS：30卿Und抽任

翫擢鱒画一
始訊ね和島柑l鞘躇岬∈榊モ如

加痛恨血那曲I明叩蜘卿隕間隙ふ脚岬融

TH【PURFL引A三三8AR　ザリパープルジャズバー　Deくk7

S馳座喝的m‘：侶叩W雨ihte

軸轡示畿紐誌輌瑚
TH【AFTLOUNG【輌憲恩ジ　Deくk7

血糊　血涙　n澗　W油馳裾沌鵬

ジュエリー スウロフスキーと時計 一20％ディスカウント

マ割は真珠＆モナコ3つ一之0亀ディスカウント
アンフォゲ頭プルモーメントパン朽チャー最つ・1脆ディスカウント

時計特別企画
、アルマ丁二、カルパンウラインとボス

フデックコンスタント、84umO＆山肌れロンジン．タグホイト

ハンドバックラスト企画
スキーノ・ラコステ・2蝿ディスカウント・加山一ンクラインとゲスハン桝ッウ3沌オフ

ラルフ8－レン女性用30ディスカウント

キッズコーナー

スペシャル企画、手水ブル刑、アルマーニ、 血∈hdrれケンゾー

3カートンでlつ無料
加抽血かCh等誤電芸等技芸豊

鮎，70ユーロ

バルセロナ、マルセイユ、シチリアのお土産

5つで10ユーロ
マルセイユ産ラベンダー石鹸空っで20，的FF

鴫一地中の割引とその他の愈雷は昏周出来か鞄ます。

‾‾‘一・　　＼　　＿＿＿＿

本船クルーズ

ディレクター

EnZ0エンツ才

がお贈りする
l－SPLENDiDA

SIARSVARJETYH

“スブレンディダ

スターバラエティー’●

著作権溝により・上映中のお写舞・ビデオ搬開くお酌しております．土壌中に使用される
籍瑚実の煙には人体に和を及ぼすような明は含まれていないこと稚簾管理局より翻さ
れております・皆様のこ理解とこ騒力に感軌、たします・是非ショーをお楽しみください．

19：45叩一お夕食が第2部のお等様

讐讐警お竺陶Jq年表

∴1∴一言

21：lSpm－

・一一・小・ノ　ー

例えば：

∴∴∵1－∴一言・二r■、‘・、∵・、十十

128ユーロのところ⇒63ユーロ

∴‾二∴＼∴・J＿ニ＝　二‾．′上土二十

99ユーロのところ⇒49．50ユーロ

汗言十㌢㌣縛一三電竜棄

70ユーロのところ⇒35ユーロ

■ノ∵了．－tl・・1■∴　＿∴一一・二・‾J＿こ正一、ご∴

32ユーロのところ18ユーロ

＿－‾　　て　∴．＿．：

三十∴・∵ニ∴∴＼■】√二L　二′丁－∴∴－＿∵∵ニ∴ここ′I、

103ユーロのところ⇒51．5ユーロ

1回けウナ◆スチームサウナ◆リラクゼーションルーム）

おひとり様18ユーロのところ8ユーロ

≡二　ゝ　　　　　　　　　　　一・　　「ヤ

最低5人の参加者要：お一人様10ユーロ

∴′卜：トトはンートを二・ト；巨、‾1∴こ．1二、・、二・1JtJ

十十㌧HI用∴ト、∴・■・下．三・∴ト・＿－く二・二，ン∴、
3㌧Fツトネスセンづト⊥う肇ぶほお　－もとk25ゝ左　耳右上一



M誓覇「一幸室≡≡・．・．l■『
ドリンクステーション24時飼

24時購

6：30－10：00

7：〇〇・9：00

7：00・9：00

12：00－15：00

12：00－15：仰

12：30－14：30

12：30－14：30

16：〇〇一16：45

18：30

18：ユ8

21：00

21：00

19：30－21：15

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練線中央、右舷

ヒ、腹冷水、氷

ご蠣食バイキング

と欝食

ご鏡食

ご曇食バイキング

クリルス章一をヨン　亀　ピッツェリア

ご曇食

と墨食

ティータイム

ご夕食1母8

ご夕食l回目

と夕食2回巨

と夕食2回日

韓疇ご夕食バイキング

＆左舷）

ポラボラカフェテリア

は陶gb　ラiレツ撃や

VllbVbr如ビラ・ぺJほ

ポラボラ＆パゴパゴr　カフェテリア

ポラボラカフェテリア

uRq9は　う・レツジヤ

VMaVordoヒラ・ベルデ

ポラボラカフェテリア

はR喝gia　き■レツ撃や

VMaV餅d8ビラ・ベルデ

bRegg雪a　ラ・レツ労ヤ

V榊al殆deビラ・句－デ

ポラボラカフェテリア

ー■ll　　　　　　　　　　・■壬■二■こ－■■m＝F二二二＿：‾T　　　　　　　　　　　　　　　　　コM脚■r T■●1■」■■■［－■

り良いサービスを淫供する為にも、上記のご夕食の時間をお守り下割＼良二夕食開始時間より15分でレストラン
ドアが閉まりますので、ご協力お馬いいたします、

量7；30－2：蝕的　　　　　　　　　　　　　　　　　　讃コ＝ノ学，コウイ二ノノミ憮・

12：00－14；30′18王30－23：00　　　　琳1サンタフェ　テックスメックス（メキミ′コ￥斗王審）

17：00＿2：008▼れ

霜月レストランです．

駁L空撃墜軋竺

＊スポ－：ンバト山

THE tl∈≡ST E｝lSHES OF＝

甲
7

7

メキシコ料理丁認諾昔語法S
ARE WAITING FOR YOU ON　に＞t：く＝K　7t

7；〇〇・1：00

17：00・1：00

8；朋ト1：如

制

19；00

17；∞・2：00

17：30・1：00

6；00・i；00

スブレンディ動ト

ラベルティーボ（マティー二・Jト）

ラ・ピアツエツタ的】トト和則－1など）

ザ・シガーラウンジ

ロイや財トムカタノノト

ず・アプトラウンジ

レノデカワインバー

レスプレッソコーヒーメト

17：30－1：00　サ・ハーフルジャス八一　　　　　　　　　　　7

17：〇〇・2：00　スポーツバー　　　　　　　　　　　　　　　7

17；30・1：30　ラ・押ピアノノト　　　　　　　　　　7

7；〇〇・・・・　ノト・デル・リッチヨ（アイスクリーム）　　14

9：00童○；00　タルタ鳳がト

8：00－22：00　レクアトール八一

9；糾・19頭O MSCアウレアス和一

10：00－18：00　モピータパー

22：38…・　クラブ33ディスコパー

80ⅠNug．．．TOm朋TATT舶CARNⅣALPARTY！
、巾一芸≠

ントチームとスタジオバンドと一輪に

11：00－18：印　章－プル、カードターム．スポーツ用品など触

10：00　　　ストレッチ

10：30　　　クイズタイム

11：由　　嚢霹濃グ】ム

14：30・17：30　モナコクランプU

lS：0両7：由　軸一±ぬけトティ用ぬ加重

lS：30　　　トラベリングゲーム

16：00　　　コーヒーゲーム

16：30　　　クイズ世界のHSC

ま7：明　　エテロヒクスとストレッチ

ZO：15121：00　をロバンドの音義と共にタンス

20：30　　　ビンゴ

20：30　　マイケル学やクツさゲーム

ヱ］：15　　　サンバタンスレッスン

14

14

14

15

16

緊急救急月柑
レセプション

24時間、電話上の”蕃旺〔EP¶ON村ボタン　5

電話上の…讐凍タンを押し、提床時間をセット

朝食、ルームサービス

封時間一電話上の空車ボタンを押す

キ十ヒンでの朝食をご希望の方は（7：∝）・10こ008mトご

希望の日の前日午前3時までに朝食オーダーを妃入し、

お節歴の外のドアノブに掛けておいてください与軽食と

お敵掬のルームサーヒスは24時間二郎用いただけま

す。漆調の獲れないお客様にはレストランからの食琴も

お届けいたします

メディカルセンター

9：00－12：00／16：00－20：00　　　　　2660　4

会計デスク

7：00－11：00／16：〇〇・21：00　　　　　2807　5

両替

7：00・11：00／16：00・21：00　　　　　2420　5

サイバーライブラリー／インターネット拉4時釦

同署鐘

9：30－11：30／16：00－18：00

エクスカーション（ツアー）デスク

8：00・14：00／16：00・24：00

免税店

19：00－24：00

ロイ瞥ルパームカジノ

19：30－…

スロットマシーン

19：30－…

MSCフォトショップ・フォトグラファー

17：00－24：00

プールと撃やタぎー

法外：7：餌義19：朋

星内：7：伸一19：碑

＊監視員はおりません。

ティーンズトボガ（ティーンズスライド）

添霊；ニ⊥　紬申

MSCアウレアスパ

9：00－21：00

トテ　ルワワ「ルド

アクアパーク

アクアバーク

アクアJトク

バーチャルワールド

アタアノトク

アクアパーク

アクアバ」ク

テク乃トク

アクアパーク　　　　　　14

ず・アフトラウンジ　　　　7

ザ・ストランドシアター　　6

ノトプル垂やカト　　　7

ザ・アプトラウンジ　　　　7

23：捕　　　八ウスミユ雷撃ヅク　Dj　ジョニーカブート　　　　　　　　　クラブ33ディスコ　　　16

ヱ3；15　　　カーニ沌けイト＆ブラジリア＞メトティ　　　　　　　　　　ぎ・アプトラウンジ　　　　7

卓悪天旗の亀合、アニメーションチームのアウテビティーは王らデッキクラブ33ディスコにて行われます。

2702　　5

2さ桝　　6

2774　　6

2898　　6

6

2706　　7

15

2732　14

フィットネスセンター

も：00－22：00

匹：80・さ：00820：晒・22：00は　　2732　14

インストラクターなしの職）

サウナ、トルコ象昌、ソラリウム

9：00－21：00

イル　ポーロノルトミニクラブ

9：桝・23：00

ティーンズディスコ

23：00－…

せ・リ．、0　主筆I
拍炉来す顔

2732　14

289015

2877

2877　15

l
4
1
4
6
6
1
4
洞
6
6
1
．
別
伝
餌
6
1
．

t

一

　

一

〇

　

‘

V

　

一

〇

　

一

〇

　

7

　

7

　

7

1
6
　
H
■
粗
　
描
　
1
6
甲
1
4
　
1
4
　
1
4


