BAR & LOUNGE

RedFrog Pub

レッドフロッグ・ラム・バー

ブルーイグアナ・テキーラ・バー

Ji Ji Asian

搭載客船

スポーツ・バー／スカイボックス・スポーツ・バー

搭載客船

LIGHT MEAL
ガイズ・バーガー・ジョイント
（昼食と早い夕食）

搭載客船

ブルーイグアナ・カンティーナ （朝食と昼食）

タコスやブリトーといったメキシコのファーストフードを気軽に楽しめるお店。
自分好みのトッピングも ok. 本場の味を気軽に楽しんでみては。
搭載客船

カーニバルファンタジー・カーニバルインスピレーション・カーニバルサンシャイン・カーニバルトライアンフ・
カーニバルプライド・カーニバルコンクエスト・カーニバルグローリー・カーニバルリバティ・カーニバルフリーダム・
カーニバルブリーズ・カーニバルビスタ

The Taste Bar

ザ・テイスト・バー

搭載客船

搭載客船
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カーニバルドリーム（O）
・カーニバルマジック（O）
・カーニバルブリーズ（F）
・カーニバルビスタ（F）

ハズブロー ザ・ゲーム・ショー

カーニバルエクスタシー・カーニバルイレーション・カーニバルファンタジー・カーニバルファッシネーション・
カーニバルイマジネーション・カーニバルインスピレーション・カーニバルパラダイス・カーニバルセンセーション・
カーニバルサンシャイン・カーニバルレジェンド・カーニバルミラクル・カーニバルプライド・カーニバルコンクエスト・
カーニバルグローリー・カーニバルフリーダム・カーニバルブリーズ・カーニバルビスタ

Playlist Productions (LED/Scenic)

プレイリスト プロダクションズ

カーニバルクルーズが誇るショーを LED と特殊効果によってさらにグレードアップしたものをご
提供。クルーズ期間によりご案内するショーの内容が異なります。
（80s Pop to the Max、Diva、Latin Nights、Motor City 等現在９つのプログラムを展開。５日間以
下のショートクルーズでは、そのうちの２〜３プログラムを。６日間以上のクルーズでは３〜４
のプログラムを展開中〔2016 年 3 月現在〕）
搭載客船

カーニバルエクスタシー（S）
・カーニバルイレーション（S）
・カーニバルファンタジー（S）
・
カーニバルファッシネーション（S）
・カーニバルイマジネーション（S）
・カーニバルインスピレーション（S）
・
カーニバルパラダイス（S）
・カーニバルセンセーション（S）
・カーニバルサンシャイン（L）
・カーニバルレジェンド（S）
・
カーニバルミラクル（S）
・カーニバルプライド（S）
・カーニバルコンクエスト（L）
・カーニバルグローリー（L）
・
カーニバルフリーダム（L）
・カーニバルブリーズ（L）
・カーニバルビスタ（L）

※上記以外の下記客船では、通常の Stage Production Shows を展開中です。

カーニバルトライアンフ・カーニバルビクトリー・カーニバルリバティ・カーニバルヴァラー・カーニバルスプレンダー・
カーニバルドリーム・カーニバルマジック

Lanai Barbeque : Fat Jimmy's C-side /Oceanside

プロムナードデッキのラナイにあるオープン ･ エア ･ バーベキュー。あつあつのバーベキュー
チキンやイタリアンソーセージをサンドイッチや豆、ポテトサラダと一緒に。
オープン時間ランチタイム（12:00 p.m. - 2:30 p.m. 洋上の日）

ENTERTAINMENT

Hasbro, The Game Show

全船

ラナイ・バーベキュー：ファットジミーズ・Ｃ-サイド／オーシャンサイド
（昼食）

カーニバルビスタ

玩具とゲーム業界の先駆者的存在の「Hasbro」と提携し、子供たちが参加出来るゲームショー
を展開。クルーズ中、３〜５回ショーが行われます。

船内のレストランやバーで出す前菜を日替わりで提供しているユニークなバー。終日航海日と
限られた寄港地接岸中にのみオープン。
搭載客船

シーフード・シャック
（昼食）

エンターテイメント

カーニバルファンタジー・カーニバルインスピレーション・カーニバルサンシャイン・カーニバルトライアンフ・
カーニバルプライド・カーニバルコンクエスト・カーニバルグローリー・カーニバルリバティ・カーニバルフリーダム・
カーニバルブリーズ・カーニバルビスタ

BlueIguana Cantina

※カーニバルビスタには、「The Chef's Table」専用ダイニングを搭載。

新造船「カーニバルビスタ」に初めて搭載されるニューイングランド風のレストラン。
ロブスター・エビや二枚貝等バラエティに富んだメニューを $3.00 〜 $16.00 の間でお召し上
がりいただけます。

カーニバルビクトリー（K）
・カーニバルレジェンド（S）
・カーニバルミラクル（K）
・カーニバルプライド（K）
・カーニバル
ヴァラー（S）
・カーニバルフリーダム（K）
・カーニバルスプレンダー（S）
・カーニバルドリーム（S）
・カーニバルビスタ（K）

Guy's Burger Joint

全船

Seafood Shack

カーニバルコンクエスト・カーニバルサンシャイン・カーニバルトライアンフ・カーニバルグローリー・カーニバルリバティ

ニューヨークタイムズの料理本のベストセラー作家であり、店舗経営でも成功を収めるガイ・
フィエリ（Guy Fieri）のハンバーガーを船上で食べられるのです！
Guy 特製ソースを使ったバーガーは、ご自身のお好みのトッピングを載せてオリジナルに！

ザ・シェフズ・テーブル（夕食）

１グループ、12 〜 16 名様を対象とした専用のダイニングオプション。各客船のマスターシェ
フの案内で食前酒・前菜を楽しんだ後厨房見学へ。最後は、ツアー限定のスペシャルフルコー
スをご堪能いただきます。
（カバーチャージ : US$75.00〔12 才以上の申込〕）

ＥＡ スポーツ・バー

軽食

カーニバルサンシャイン・カーニバルマジック・カーニバルブリーズ・カーニバルビスタ

The Chef's Table

※その他の客船のスポーツバー
搭載客船

便利情報

便利情報

搭載客船

ビデオスポーツゲームのゲームブランドである「easports」と提携した、スポーツのライブ観
戦とビデオゲームが楽しめるスポーツバー

Sports Bar / SKYBOX Sports Bar

クチーナ・デル・カピターノ
（昼食・夕食）

キャプテンをはじめとするイタリア人船員監修の本場イタリアンランチは、選べるパスタとソー
スで無料。ディナーは、前菜・スープ、メインからお好きなものを選べる有料なコースメニュー。
（カバーチャージ：大人 15ドル 子供（11 歳以下）5ドル〔2016 年 3 月現在〕）

「ゆっくりと本を読みながら 1 杯…」そんな声にお答えして生まれたその名もライブラリ−・
バー。室内には、バーとセルフサービスのワインディスペンサーが設置されたラウンジがあり
リラックス出来ます。 搭載客船 カーニバルブリーズ・カーニバルサンシャイン・カーニバルビスタ

搭載客船

カーニバルサンシャイン・カーニバルビスタ

Cucina del Capitano

ライブラリー・バー

EA Sports Bar

客船紹介・デッキプラン

客船紹介・デッキプラン

搭載客船

アルケミー・バー

カーニバルインスピレーション・カーニバルサンシャイン・カーニバルトライアンフ・カーニバルビクトリー・
カーニバルミラクル・カーニバルプライド・カーニバルコンクエスト・カーニバルグローリー・カーニバルリバティ・
カーニバルフリーダム・カーニバルビスタ

Library Bar

ジ・ジ・アジアン
（夕食）

アジアンレストラン。前菜・スープ、メイン、食事等からお好きなものをチョイス。ランチタ
イムは、本格派の炒めものなどのアジアン料理が無料！
（カバーチャージ：大人 15ドル 子供（11 歳以下）5ドル〔2016 年 3 月現在〕）

まるで薬局のようなデザインのこの場所では、色々なお酒をブレンドしお客様の好みにあった
オリジナルカクテルをご提供。色とりどりのカクテルは、まさに化学反応を楽しむよう。
搭載客船

カーニバルサンシャイン・カーニバルレジェンド・カーニバルプライド・カーニバルブリーズ・カーニバルビスタ

Ｑ＆Ａ

Ｑ＆Ａ

搭載客船

カーニバルエクスタシー・カーニバルファンタジー・カーニバルインスピレーション・カーニバルサンシャイン・
カーニバルトライアンフ・カーニバルプライド・カーニバルコンクエスト・カーニバルグローリー・カーニバルリバティ・
カーニバルフリーダム・カーニバルドリーム・カーニバルブリーズ・カーニバルビスタ

Alchemy Bar

2.0

ボンサイ・スシ
（昼食：洋上日と夕食）

カーニバル初の寿司レストラン。日本酒もご用意。（アラカルト料金）

テキーラをベースにしたドリンクをご用意。オリジナルのフローズンドリンクも美味。
搭載客船

カーニバルサンシャイン・カーニバルレジェンド・カーニバルミラクル・カーニバルプライド・カーニバルコンクエスト・
カーニバルグローリー・カーニバルリバティ・カーニバルヴァラー・カーニバルフリーダム・カーニバルスプレンダー・
カーニバルドリーム・カーニバルマジック・カーニバルブリーズ・カーニバルビスタ

Bonsai Sushi

カーニバルエクスタシー・カーニバルファンタジー・カーニバルインスピレーション・カーニバルサンシャイン・
カーニバルトライアンフ・カーニバルプライド・カーニバルコンクエスト・カーニバルグローリー・カーニバルリバティ・
カーニバルフリーダム・カーニバルドリーム・カーニバルブリーズ・カーニバルビスタ

BlueIguana Tequila Bar

ザ・ステーキ・ハウス
（夕食）

Fun Ship

Fun Ship

搭載客船

こちらでは、ラムベースのドリンクをご用意。
搭載客船

DINING

USDA プライムビーフのステーキと新鮮なシーフードが自慢のレストラン。
（カバーチャージ：35ドル〔2016 年 3 月現在〕）

カーニバルサンシャイン・カーニバルレジェンド・カーニバルミラクル・カーニバルプライド・カーニバルフリーダム・
カーニバルマジック・カーニバルブリーズ・カーニバルビスタ

RedFrog Rum Bar

2.0

ダイニング
（有料）

The Steak House

レッドフロッグ・パブ

カーニバルクルーズ初の地ビールを提供するバー。カーニバル・マジックに造られてたちまち
大人気に。専用グラスでいただくビールは格別です。
搭載客船

CARNIVAL FUNSHIP 2.0

おすすめポイント

おすすめポイント

バー＆ラウンジ

洋上のリゾートを満喫

洋上のリゾートを満喫

もっと「ファンシップ」
に！

DJ IRIE

ＤＪ アイリー

MBA のマイアミヒートの公式 DJ でもある IRIE が、カーニバルクルーズと正式に契約。
IRIE 監修の DJ や音楽に思わず身体が動きだしそう。
搭載客船

全船
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