
ボイジャー・オブ・ザ・シーズ
°

済州島の魅力に満喫ください

ハネムーンで知られている済州島をきっと気に入つていただけることでしょう。取

れたての新鮮な魚料理に、伝統的な料理も大変魅力的です。そしてなんと

いつても景色の素晴らしい島です。有名な絶景の1つは、ハラ山からの景観で

す。1,800種類もの植物を楽しみながらハイキングできる山です。ハラ山には5

つの登山道があり、どのコースも素敵なコースですので、一度登つたことがある

方も楽しめます。またハイキングをしない方は、如美地植物園がお勧めです。

この植物園では音楽に合わせて踊つたり、虫を食べる珍しい植物を見ることが

出来ます。お腹が空いた方はアワビ粥はいかがですか?また、手作りの伝統

工芸などのお土産をお探しなら民族村などで見つけることができでしょう。

済州島の滞在をお楽しみください。

」TBオリジナルイベント

★ラジオ体操・妖怪ウォッチ体操

みんなで一緒に体操をしましよう。(雨天中止)

8:00 am′ プールデツキ′デツキ 11

★紙ひこうき選手権

誰の紙ひこうきが一番飛ぶでしよう?奮つてご参加下さいll用紙は

会場にて配布いたします。

紙ひこうきに名前を書いてもらいますので、筆記用具をお持ちくだ

さい。

10:00 am′ ラ・スカラ。シアター′デツキ 3

デッキ 3船首―船尾間は通り抜け出来ません

デッキ4又はデツキ5から移動ください。

免税店でのお買い物の際はパスポートコピーが必要となります。港に免税品引取所

が設置されます。

免税品を購入されたお客様は、最終乗船時間までに、必ず港にてご自身にて免税品

を引き取り下さい。

船内でコピーの対応は承れません。

オプショナルツアーのご案内

ご参加の方は客室に配布のオプショナルツアーチケツトを忘れず

にお持ちください。

グループ、ご家族で一緒のツアーに参加されるお客様は、お揃い

の上で集合場所にお越しください。

有料シャトルバス整理券配布のご案内

シャトルバスの利用をご希望のお客様のみお越しください。代表者

の方にご同行者数分をまとめてお渡しできます。お支払は乗車時

ですc

9:30 am-11:00 am′ 整理券配布′スターラウンジ,デッキ 5

天気予報
雨

19°C湿度:88%

風速:東 5to10 mph

海面:Moderate 紫外線:7強 い

日の出:5:44 am   日の入目717 pm

(時刻は目安です、船の位置により時刻は変更となる場合があります)

本国の重要なお知らせ
最終乗船時間は7:30 pmです。

入港時間:正午

下船許可予定時間:12:30 pm

最終乗船時間:7:30p鳳

船内放送にてご確認ください)

今夜のドレスコード

カIう′ュフ'ル ー女1生はサンドレス、プラウス、バンツなど、男lLはスポーツシャツ、

ズボンなどの着こなしで。

済州島 (韓国)へお出かけの際は

シーパスカードを必ずお持ちください。お客様の安全とセキュリティ

ーのために、船の出入り口にはセキユリティーチエツクポイントが設

定されています。お客様はこのシーパスカードなしでは下船も乗船も

できません。

検疫審査

韓国では船から生野菜・果物類、肉類、サンドイツチや乳製品、植物な

どを持ち込むことは禁止されています。ペットボトル飲料のみお出か

けの際にお持ちいただけます。検疫係官の指示に従い必要に応じて

船の出入り口で検査を行います。

食べ物に関するご案内

寄港地では、氷の入つた飲み物は控え、ペツトボトルでの飲用を。肉

類・魚介類などは火がしっかり通ったもの、果物・生野菜はお控えに

なることをおすすめします。

健康インフォメーション

医療専門家のアドバイスによる風邪やインフルエンザなどの

病気の予防に効果的な方法は、お食事前とトイレの後、せっけん

と温水で両手をよく洗うことです。

医務室

航海中に体調を崩されたお客様は、医務室、デッキ1をご利用くださ

い。(診療費は有料)

JTBデスク (ゲストリレーションズデスク本黄、デツキ5)

オープン時間:a∞ am-1:30 pm/5:00 pm-8:30 pm
お問い合わせ、何か困つたことがこざいましたら、気軽にお立ち寄り〈

ださい。弊社のスタツフが対応いたします.

明日4日 目は長崎 (日 本)です。

11:00 am以 降はJTBデスクにてお渡しします。
爵颯莉晰輻
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…一――スワロフスキー

スワロフスキーはプレゼントにも自分用にもあうアクセサリーで

す:是非このセール期間にお買い求めください。

8:30 pm-10:00 pm′ スワロフスキー。シヨツフ,デツキ 5

―一 ―スペシャリティー・ダイエング(有料)――一―
スペシャリティー・ダイニングでのお食事はお試しいただけました
でしょうか?

チョップス・グリルはステーキ、ジョバンニズ。テーブルはイタリアン
そしてイズミはアジア料理と専門のレストランがございます。

スペシャリティー・ダイニングのご予約は以下にて

9:00am― 正午`内線4444にて3つのどのレストランもご予約いた
だけます。

一

最大2000ドルのオンボードクレジットが当たる?|………一

乗船中に使った金額をゼロにしましょう。スロットマシーンで遊ぶと

チヤンスが訪れるかも??? 詳しくはカジノ・ロイヤル (デッキ4)
のスタツフまで

―一一一エレミスオキシダーミィフェイシャルーーーー

肌が望んでいるものを与えてあげませんか。エレミスオキシダーミ
ィフェイシャルは、小ジワ、シワ、にきび跡に対処し、明るい輝きを取
り戻します。またマイクロダーマブレージョンと酸素を1つの贅沢な
トリートメントに取り込む最先端技術で肌にご褒美を与えます。新
しいマイクロダーマブレージョン/酸素システムとエレミススキンケ
アの2種類を使つて、肌を洗浄し、磨き、マッサージをして、あなたを
心地よい感覚へと導きます。

本日だけのスペシャル料金―一―一一――

靴下、下着、Tシャツ、パジャマなど、アイロンの要らない物の洗濯を
クリーニング袋 1つに付きS30にて承りますc洗濯してほしいものを
クリーニング袋に入れて、お部屋においておくだけで担当のものが
洗濯してくれます。

ただし、クリーニングやアイロンの必要なものに関しては通常料金
となります。また万が一紛失、痛みなどは2個までの保障となります。

_フ ォト・パッケージ__
フォト・パッケージを販売しております。写真をたくさん購入予定の
方はパッケージがお得です。さまざまなパッケージがございま夕の
で、詳しくはフォトギヤラリーのスタッフまでお問い合わせください.

フォーカス。フォト・ギャラリーー デッキ3

――カジノで勝ちたくありませんか?―一

無料でカジノに勝てるレッスンを行つてます。空いているテーブル
があればいつでも可能です。カジノスタッフまでお声をおかけくだ
さい。

カジノ・ロイヤル′デッキ4

クルーズディレクターの本日のお勧め

……一一―ボゥナ・ペティート:一―一一一―一

ジョバンニズ。テーブルでイタリアンのお料理を是非ご家族で気軽
にお楽しみください。料理は取り分けて食べていただくことができ、
前菜、パスタ、お肉料理など取り揃えております。

ご予約は内線 :3333ま で(9:00 am― 正午′内線:444の

卜・ハイライト

ロイヤル・カリビアン・インターナショナルがお届けする

ヘッドライナー・ショータイム

出演:インターナショナル・アケイム

マジック・コメディー&イリュージョン

ホスト:フ ラビオ &舞歌

8:30 pm(夕食 1回 目のお客様)

10:30 pm(夕食2回目のお客様)

ラ・スカラ・シアター′デッキ3&4
写真娠影物 影・席取りはご遠慮α,ι :。 お子様がご:覧め る場合は大人の周μかレ

要でナ。i労帯電話の電源はぉクリ(を
・
さιlま アょうお

｀
層ι lι をヽします.

アイスショー中止のお知らせ

本田(5/3)予定しておりました「アイスショー:アイス・オデツセイ_は

スケートリンクの氷を作る冷却装置の不具合により、

安全な公演を実施することが出来ないため、中止となりました

なお、今クルーズの公演予定につきましては、

船内新聞等で改めてご案内申し上げます
=

卓球大会

乗船中のお客様同士で卓球大会をしましょう1

10:30 am′ 卓球エリア′デッキ12(後方)

(5)スクラップブック作り

クルーズの思い出をクルーズ。ディレクタースタッフと一緒にスクラ
ップブックにしてみませんか?

4:00 pm′ スター・ラウンジ′デッキ5

バチャタ・ダンスクラス

バチャタダンスはドミニカ共和国で始まった楽しいダンスです ク
ルーズ。ディレクタースタッフと一緒にダンスを踊りましょう.

5:00 prn′ スター・ラウンジ′デッキ5

プールサイドシアター:ホ ビット …決戦のゆくえ―
(144分 :日 本語字幕つき 13歳以上)

ビルボとその仲間たちの冒険のクライマックス !

4:00 pm&10:00 pm′ ブールデッキ′デッキ 11

寄魏 ドリーム・ワークスのキヤラクターに会おう!:

お好きなドリーム・ワークスのキャラクターに会つて写真を撮って素敵
な思い出を作りましょう|

シュレック,10:30 am,ロイヤル・プロムナード,デッキ5

グ回リア,11:00 am,ロイヤル・プロムナード,デッキ5

40%オフセールー………
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本 日のショー

本日のおすすめ



デッキ

アート・ギヤラリー        6:00 pm-11100 pm.… … ………デツキ4

カジノ・ロイヤル  テーブル  8:00 pm― 深夜 _̈__ .… …………デツキ4

スロット  9:00 am― 正午 /8:00 pm― 深夜 デッキ4

フォーカス・フオトギヤラリー   9:00 am― 到着まで/7:30 pm-11:00 pm

(フォト・キオスクは24時間営業リ       アツキ3

写真撮影        7:15 pm-8:45 pm/9:45 pm-10145 pm
………….… ………….… ………丁ッキ3&5

両替          61oo am― o:oo am… … ….… …デッキ5

回イヤリティー&クルーズセールスチーム

10:00 am― 正午… .… … .… …デツキ6

医務室 (内線5,         8100 am-11100 am/4100 pm‐ 7:00 pm

….… …………………………………デッキ1

プール/ジャグジー       9:00 am-10:00 pm(プ ールサイドリ……アツキ11

(一部のプールとジャリジーは24時 間営業リ

プールタオル交換:       7:00 am-10:00 pmげ ―ルサイド,… …デツキ11

ショップ            9:00 am― 到着まで/8100 pm-1100 pm
……....… ………….… ….… ……デッキ5

デイ・スパ(内線
“
アウ       81oo am‐ lo:oo pm… ….… ……デッキ12

鍼灸/ヘアーサロンプ歯のホワイトニンリクリニック

フィットネスセンターf内 線
"ア

ク  6100 am-10:00 pm. .… ………デッキ11

(75歳 以上のご利用お願いします。なお13歳から15歳 の

お子様は保護者の同伴が必要となります。リ

スポーツアクテイビテイ:     〔天候によりますジ             デツキ13

フ回―・ライダーG**
スタンドアップ・サーフィン 9:00 am-10100 am
ブギーボード     10:(Ю  am-11:∞ am

ロッククライミング料*

夜空の下でクライミング 7:00 pm-10:00 pm
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24時間オープンの施設:

バスケツトボールコート′デッキ 13/カード&ゲーム,デッキ 7/アーケードゲーム′デッキ 12

/緊急時の電話 (庫|=り 11,/ゲストサービス (内線 i'′ デツキ5/図書室′デッキ 8/メンデナン

スイ
=室

円
`り

;「■り_1」 |=||ソ オペレーター (内や 3)/フオトキオスク,デツキ3/インターネットlE

書三|′ デツキア′8/一部のスイミングプールとジャグジー′デッキ11′'ミニゴルフ
`デ

ッキ13/

卓球′デッキ12/シャッフルボード′デッキ4/コミュニティ掲示板′デッキ5

``Discharge Of Ali Garbage into The Sea ls prohibited Except
provided OtherwiseF`

″
The MARPOL Convention and domesticiaw″ は海に物を投げ捨てる
ことを固く禁じていますcこのルールを遵守できない場合は罰金が課せ
られます。全てのゴミは船内のルールに従って正しくお捨てくださいc

喫煙に関して

パルコニーを含む客室および公共エリアは全て禁煙です。喫煙場所は右舷側の灰皿

設置エリアのみとなります。

2015年 5月 3日 日曜Ъ
済州島(韓国)

今夜のディナータイムの服装:カジユアル
女1生はサンドレス、プラウス、バンツなど、男1生はスポーツシヤツ、ズボンなどの着こなしで

一

お食事時間と午後の軽食のご案内 _
朝食                      デッキ

6i30am‐ 10i30om ウインジヤマーカフエ(ブツフエ)  ………..… 11

7:30 am-915 am  サフアイアダイエング….....… ……………..3

8100 am       lき′麟騨|ドリームワークス・ フアミリーブレックファスト,

※予約者限定:6歳 以上のお客様はお一人様$10かかります…..3

昼食                        デッキ

1li30 am‐ 1:00 pm  サフアイアダイニング……….......… ……..3

1li30 am¨ 3i00pm ウインジヤマーカフエ(ブツフ1)… ………………11

夕食        ドレスコードノカジュアル      デッキ

5i45 pm       サフアイアダイニング(1回 目のお客様)3:4,5
6:30 pm… 9i00 pm ウィンジヤマーカフェ(ブツフエ)..… …...… .… 11

8100 pm       サフアイアダイニング(2回 目のお客様)… 3,4,5

※ダイニングルームは裸足やショートバンツやタンクトップでのご入場はお断りしています。

スペシャリティーダイニング(有料)          デッキ

3日 目

代表内線:4444にてすべてのスペシャリティー・ダイニング

2二■艶豊丞2璽魁塑三二
(上 記時間以外は、各レストランの内線番号へお問い合わせください。)

5:30 pm-8i30pm  ジョバンニズ・テーブル (イ タリアン):… … ....4
カバーチャージ:お一人様$25(要 予約,内 線3333)

×24時間前からの予約取消には$10のキヤンセル料がかかります

5i30 pm-8i30pm チョップス・グリル (ステーキハウスL… .......11

カバーチャージ:お 1人様S35(要予約,内 線4444)

×24時間前からの予約取消にはS10のキヤンセル料がかかります

5:30 pm‐ 8i30pm イズミ            .........14
料金はアラカルトです。(要予約,内 線5555)

x24時 間前からの予約取消には$10のキヤンセル料がかかります

軽食                       デッキ

24時間      カフェプロムナード….… .… ….… ………..5

24時間       ルームサービス(F句キ椰4′6)

(深夜12100pmか ら5100 amの間|ま 1回 につき$395かかります)

7i30am-Oi30 am  ($)ア イスクリームショップ,カフェプロムナード.5

2:00 pm-11:00 pm ジョニーロケッツ・ 50年代晟ハンパーガーショップ.… 12

カバーチャージ:$595 お飲み物は有料です

3100 pm‐ 4i30 pm ウィンジヤマーカフエ..… ......… …...… ..11

5:00 pm-9:00 pnl ($)カ ツプケーキ・カップポード…….… …....11

食事と飲み物のお問い合わせ
8:00 am‐ 1100 am サフアイアダイニング....… .… .… …….… …5

カフェ・プロムナードは6:00 amよ りとプールバー1ま 9:00 amよ り営業していま
す。カジノ・パーは夜遅くまで営業しています。

■
‐■■|

|■
ライトを

本日のドリンク‐オージー・バンチ

キャプテン。モルガンをベースにパイナップル・ジュース、オレンジ、バニラ

にキャラメルシュガーをあわせたカクテルです。

5/5

5/3  9:00 ann‐ 12:00 prn

サフアイア・ダイニングルーム デッキ3

予約受付時間

フォーカ

営業時間|   ‐
. デイリ■プランナ■

ボィジャ|二 十ブ|サ=,ニズ:

9i00am‐ 正午

(予約のみ)

バーのオープン時間

.:|
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