
最後のチヤンスです

本国が最後のクルーズです。アクティビティーにイベント、スパなど、そして知り

合った新しい友人の連絡先の交換も忘れず。

思い残しのないようにクルーズ旅行を満喫しましょう:

壼艶堕整丘生生

★ラジオ体操・妖怪ウオッチ体操

みんなで一緒に体操しよう!

8:00 am′ プールデッキ′デツキ 11

☆お絵かき教室(お子様向け)

子供たちに大人気の「妖怪ウォッチ」や「あんぱんまん」などのキヤ
ラクターを一緒に楽しく書いてみよう1!

2:00 pm′ スター・ラウンジ′デッキ 5

★船の知識講座 2回目

クルーズの旅がもつと興味深くなる、楽しいうんちく話がいつぱい
です。(1回 目の講座とは違う内容です)

11:30 am′ ラ・スカラ・シアター′デッキ 3

★プロのマジシヤンにマジックを習おう!

プロマジシヤンによるマジック教室です。ご家族で一緒に参加い
かがですか?

3:00 pm,ス ター・ラウンジ′デッキ 5

★印の付いているイベントは」TBイベントです。

船内お勧めイベント

メイク・ア・ウィッシュ:

チャールズ船長とシエア・オフイサーのサイン入りTシヤツ販売
ロイヤル・カリビアンではメイク・ア・ウィッシュを応援しています。Tシャツ
を買って世界中の子供達のために寄付をしませんか?購入いただいたTシ

ャツにはチヤールズ船長、シニアオフィサーがサインをしてくれます。クル
ーズの記念にもなりますのでご協力ください。

10:00am-10:45 am′ ロイヤル・プロムナード,デッキ 5

JTB旅 物語からのお知らせ

アンケート回収箱をデスクに設置しております:

皆様のご意見お待ちしております´

天気予報
時 曇々り

22°C湿度:Z%
風速 :5‐ 10 knOts

海面:Moderate 紫外線 :5‐強い

日の出:5:00 am    日の入:6:48 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Mの量灯なお知らせ
今夜のドレスコード

カジユアメレー女1生はサンドレス、プラウス、バンツなど、男性はスポーツシャツ、
ズボンなどの着こなしで。

シーノ の 明細は 日の朝に客室へ

お届けし つ クレジット
カード ま た`だけますc

なお明細は客室テレビでも確認することが出来ます。

安全について
船内の階段では手すりにつかまり、ドアの開開時は手
を挟まれないようにしましょう:特に女性はハイヒール
での歩行はご注意ください。外のデツキは床が濡れて
滑りやすくなつている場合があります。強風の際には十
分ご注意ください。安全第一のため、皆様のご協力を
お願いいたします。

下船用荷物札 (バゲージタグ)

追加の荷物札が必要な際は、客室係またはゲストリレ
ーションデスクにご依頼ください。

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
で魂

JTBデスウ (ゲストリレーションズデスク横、デツキ5)

オープン時間:8:30 am-12:30 pm/2130 pm-3:30 pm
お問い言わせ.旬かす
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型量∃型塗
自由参加です。お部屋に入る書類と同じ内容をご説明します、ぃ

1回 目 9:00am′ ラ・スカラ・シアター′デッキ 3

2回 目 10:30am′ ラ・スカラ・シアター′デッキ 3

■
=

f■■|

5ボイジャー・オブ・ザ・シーズ
°

2015年 5月 5日 火曜日
終日航海日
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明日6日 目は東京 (日 本)です。



―一十~フアッション時計セールーーーー

インビクタ、シチズン、ゲス、Gショックなどきまざまなブランドを取り

1前え、ファッション時計を最大75%オフにて販売いたします:また免

税価格で購入する最後のチャンスをお見逃しなく!

9i30am&2:00 pm′ ロイヤル・プロムナード′デッキ 5

一―一―スロットマシーンのポイント引き換えとカジノ現金化一一一

クルーズが終わるまでにスロットポイントの引き換えをお忘れない

ようにカジノ・キヤッシヤーまでお知らせください,現金化 (キ ヤツシ

ュアウト)も本日営業時間内におすませください。

一―一クルーズ。イン・レビューDVD販売一―一

今クルーズの航海中の船内やイベント、寄港地での映像のハイラ

イトや収めたDVDを販売していますcお申し込み。お問い合わせは、

フォーカス・フォト・ギャラリー′デッキ3ヘ

※ご注意※ DVDには映像方式とリージョンコードがあります.ご

購入の際には日本で再生できることを必ずご確認くださいぅ

一
―

―

一 一
ス パ で の お 買

い
得 情 報 一 一 一 一

スパにてアンチ・エイジング商品 (ク リームと乳液)を2点お買い求
めいただけると、無料でクレンジングもしくは化粧水をブレゼント
いたしますで,一例として、英国エステブランドのエレミス商品など、免

税価格にて販売しております。化粧品のカウンセリングもいたしま

すので、ご希望の方は、デイ・スパ (内線:3371)ま でお問い合わせく

ださしヽゥ

ロイヤル0カ リビアン・インターナショナルがお届けする

フェアウェル・ショータイム

アクロバティック・アーテイスト

デュオ・プリー・アクション

縫aturin9

回イヤル・カリビアン・シンガー&ダンサー

ボィジャー・ォブ・ザ・シーズ。オーケストラ

ホスト:フ ラビオ&舞歌

特別参加 :ボイジヤー・オブ・ザ・シーズの
ォフィサー、スタッフ、クルー

7:00 pm(夕 食2回目のお客様)

9i00pm(夕食 1回 目のお客様)

ラ・スカラ・シアター′デッキ 3&4
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アイスショー 中止のお知 らせ

本国(5/5)予 定しておりました「アイスショー:ア/ス・不デンセ/_,ま

スケートリンクの氷を作る冷却装置の不具合にょり、

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_

最善を尽くし修理を行いましたが、本田時点で回復の見込みかたたず

誠に残念ながら、このような結果になりましたことを

心からお詫び申し上げます

銀イヤル0カリビアン・ダンサーたちによる

予ャ・チャ・ダンスクラス
チャ・チヤ・ダンスに挑戦してみましょう|

9:15 am,ス ター・ラウンジ′デッキ 5

3D映画:ベンギンズ。オブ・マダガスカル (92分 :英語)

スキッパー、コワウスキー、リコ、そしてプライベートがノース・ウィン

ドと呼ばれる組織に参加し、世界中をit滅させようと企む敵と戦う_

3:30 pm,ラ・スカラ・シアター,デ ツキ 3

レッツ、フラッシュ0モブeダンス:(第2回 )

フラビオと一緒に音楽に合わせてモブダンスを習いましょう!そ して

夜にみんなで一緒にロイヤル・プロムナードで踊りを披露しましょう!

4:00 pm,ス ター・ラウンジ,デッキ 5

一――スバ。スペシャル 20‐ 20‐ 20本日最終日一一―

1つの施術が20分で、3つの施術 (ハイドロ・フェイシャル、頭皮、足

と足首、ストーンマッサージ、ライム&ジンジャーの角質取り、背中。

首・肩のマッサーージもしくはリフレクソロジー)を選んででトータル

60分間のトリー+メントをS129で本日のみ販売します。(ただし18%
のサービスチャージが別途かかります)

詳細および予約はデイ・スパ (内線3371)まで。

一一一入荷情報一―一―

3Bク リーム、カタツムリ。フェイスマスクなどで有名な韓国コスメの

Misshaの製品を入荷しました。どうぞ、デツキ 5′ ソレラまでお越しく

ださい.

クルーズディレクターの本国のお勧め

一 ― 駄 200哺レのオンボード
｀
クレジッい 当たる?1-一

乗船中に使った金額をゼロにしましょう。スロツトマシーンで遊ぶと
チャンスが訪れるかも'7? 詳しくはカジノ・ロイヤル (デッキ4)

のスタツフまで

10:00 pm′ カジ/′
。ロイヤル′デツキ 4

本議のおますめ アクティビティと
エンターテインメント。ハイライト



営業時間

デッキ

アート・ギヤラリーー        11100 am-11:00 pm… …………….デツキ4

カジノ・ロイヤル スロット   9:00 am― 深夜 ..… ……… . .… …デッキ4

テープル  正午 ―深夜… … … …  …… デツキ4

フォーカス・フオトギヤラリー   10100 am-11:00 pm_… …   .デツキ3

両替          6:00 am-0:00 am… … … … デツキ5

ロイヤリティー&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jυ        8:00 am-11:00 am/4100 pm-7:00 pm
……….… .… ……………….… ……デッキ1

ペット・アット・シーー      正午 -1100 pm… … .… ……デツキ12

プール/ジャゲジー       9100 am-10:00 pm(プ ールサイド● .アツキ11

(一 部のプールとジャグジーは24時 間営業リ

プールタオル交換      7100 am-10:00 pm σ―ルサイド〕……デツキ11

ショップ             9:oo am-11:00 pm… …….‥ .… …デッキ5

デイー・スパ(内 線χFり      8:00 am‐ 8100 pm… …. .… …デッキ12

鍼灸′ヘアーサロン′′歯のホワイトニンクク|´|ニツク

フィットネスセンター
`内 緑∬アゥ  6100 am-10:00 pm .… …… .… .デッキ11

“

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.,

スポーツアクテイビテイ:     (天 候によりますリ             デツキ13

フロー・ライダー8+″

スタンドアップ・サーフィン   9:00 alη -10130 al輸 /3:00p:m-4:00 pm
ブギーボード        10:30 am― :正 午 ′4100 pm-5:00 pm
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24時間オープンの施設:

バスケットボールコート′デッキ 13′
′カード&ゲーム′デッキア/アーヶ―ドゲーム′デッキ 12

/緊急時の電話 t内線、911)/ゲストサービス (内線 0)′ デツキ5/図書室′デッキ8/メ ンテナン

ス (客室内のs「,eed chl,/ォ ペレーター (内線 01/フ ォトキオスク′デツキ3/インターネット(図

書室:}′ デッキ7,8/―部のスイミングプ…ルとジャグジー′デツキ11/ミニゴルフ′デッキ13/

卓球,デッキ12/シャッフルボード′デツキ4/コミュニテイ掲示板′デッキ5

ロイヤル・カリビアン社では環境保全に一層取り組むため、こ

11ま でお部屋に配布しておりました 「
お客様,1足 度アンケーー

ト0配布を中止する事となりました,

こ栞船いただきましたお客様で 18歳以上、そしてメールアド

|ン スをこ登録いただいた力には、後日 「オンライン・アンケー

ト」が届きます■回答の有効期限は下船日より1週間以内)

スマートフォンでも回答できる7-10分ほどのアンケートですの

でご協力お願いいたします。

下記URしからでも受け付けております。

http:〃 royalCaribbeanSurVeySWeepS.COnl

2015年 5月 5日 火曜日

本日は、終日航海日
‐

今夜のディナータイムの服装1カジュアル
女1生はサンドレス、プラウス、バンツなど、男1生はスポーツシャツ、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

6130 om‐ 10:00 am ウィンジヤマーカフエ(ブツフエ)  ...… ….… 11

7130 am… 9:158「、  サフアイアダイニング….… ….… ………….… 3

8:00 am       逮′§鍼ドリームワークス・ 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..“

昼食                       デッキ

11:30 am‐ 3100 pm ウィンジヤマーカフI(ブツフエ)… …….… ……■1

1145 am‐ 1115 pm  サフアイアダイニング.… ………………………3

夕食 スコー

5:45 pm       サフアイアダイニング(1回 目のお客様)… 3,4,5

6i30p■ 1-9:00 pm ウィンジャマーカフェ(ブツフェ).… … ……..… 11

8100 pm       サフアイアダイニング(2回 目のお客1兼).輝,4,5
※ダイエングルームは裸足やソョートパンツやタンクトツ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

5:30 pm‐ 8130 pm  ジョバンニズ・テープル(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つます

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

カバーチャージ:お 1人様$35(要 予約.内 線4444)

×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

正午 -1:30 pm   イズミ            .… .… .… 14

料金はアラカルトです。(要予約.内線5555)

5:30 pm‐ 8:30 pm  イズミ               …...… …14

料金はアラカルトです。(要予約,内 線5555)

×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

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(内キ霧ィァの

(深夜12:00pmか ら5:00 amの間は1回につき$395かかります)

7.30 arn-12:30 am (S)アイスクリームショップ,カフェプロムナード.5

11:30a■ 1-4:00 pm ($)カ ップケーキ・カップボード_… ……‥‥」1

11.30 am-l1100 pm ($)ジ ョニーロヶッツ「
| 
……………….… ……12

カバーチャージ:$595 50年 代風ハンバーガーショップ

お飲み物は有料です

3:00 pm‐ 4i30 plη  ウィンジヤマーカフェ……̀ ....… .… …._.,11

5130 pm^9:00p田  ($)カップケーキ・カップポード…...… ….… .11

カフェ・プ回ムナードは6:30 amよ りとプールバーは9:00 amよ り営業していま
す。カジノ・バーは夜遅くまで営業しています。

本日のドリンク‐オキナワ・ママ

オレンジ、パイナツプルジュースをシェイクして、キャプテン・モルガンをベー

スにバニラとキャラメル・シュガーを加えて甘いざくろのソーダ水で割つた

カクテルです。どうぞお楽しみください。

一菫

■
●
●

2:00 pm‐ 3i30 pm  プールサイドBBQ(天候によりま力
※特別イベントとなります

|

デイリ■プランナ■
■:´ 1.■,一一ir,I■・シー「ざ

クラウン&アンカーソサエティの会員ですか?

登録用紙に記入して登録すると次回クルーズから特典をご利用いただ
くことができます。クルーズポイントは1泊ごとに1ポイント、スイートな
ら1泊につき2倍。ポイントを貯めて次回クルーズで特典を利用しまし

ょつ。詳しくは、ロイヤリティ&クルーズセールスチーム (デッキ6)へ

11



24時 間

24時 間

深夜 ‐正午

7:00 am

7:30 am

8:00 am

9:00 am

9100 am

91oO am

91oO am-10:308m

9100 am-11100 arn

9:00 aln… IE午

9:00 am‐ 正午

9:15 am

9:30 am

9i30am

10:00 am

10:00 am

10:00 am

10:00 am

10:00 am

10i00am‐ 10:45 am

10:30 am

l100 am

11:00 am‐ 9:00 pm

ll,00 am■ 11:45 am

11:303m

ll:30 am-12i30 pm

lli45 am

本国の催し物

乗船中の船のご案内(日 本語)… … ………… チヤンわレ34

本国のトリピア&数独,カード・ルーム… … … … ……デッキ7

ポイジャー・モーニングショーbyフラピオ&舞歌(日 本語)チャンネル14

」lLバイタリテイストレッチ,フイツトネスセンター…….… ……デッキ11

』、腹筋クラス,フイツトネスセンター...… ....… ...,… .,デッキ11

★ラジオ体操+妖怪ウォッチ体操,ブールデッキ...… .デッキ11

金のネックレスとブレスレットを作ろう,

ロイヤル・プロムナート ...… ..._.。 .....`… ...… デッキ5

浅s($)サイクリング,フイツトネスセンター….`..`,.`,.… デッキ11

★下船説明会 :1回 日,ラ・スカラ・シアタ…….… ……デッキ3

特別価格 :ハイドレーション・ミニ・フエイシャル(25分 )を$79のところ

$49にて,ディ.スパ …...… ...… ….… ….,… .`..デッキ12

(S)スロットマシンのポイント21音 ,カ ジノ・ロイヤル…,… …デッキ4

早朝スペシャル:プラッディー・マリー、スクリュードライバー、

ィェローバーズ1カジノ・パー8ζプール・パー,,..,デッキ4&11

ロイヤル・トット,ハイ・ノーツ.,....… ...........・・,,、 デツキ14

ロイヤル・カリビアン・ダンサーによるチヤ・チヤダンス'ク ラス,

スター,ラウンジ ..… …..… ....…・・,・ …・・・・―・・,デツキ5

シチズン時計最大30%オフセール,ロイヤル・プロムナード.デッキ5

宝石販売,ウィンジャマー・カフ■..… ...… ...… .・ デツキ 11

Jと (S)ョ ガ,フィットネスセンター……..._....… …..,.デッキ11

時計セール,ロイヤル・プロムナード_..… …...,… ....,デッキ5

セミナー:鍼灸解 グミさんによる背中と問接の痛みを解決,

ディ.スパ .........・ ....・ ....................デッキ12

スヮロフスキー40%オフロセール,ロイヤル・プロムナード.・ .デッキ5

逮:タ トリームワ■クス°長靴を履いた猫に会おう」
スター・ラウンジ….....… .,.… …..,… `..・・,…・・・デツキ5

メイク・ア・ウイツシユ:チャールズ船長とシエア・オフイサーの

サイン入りTシャツ販売`ロイヤル・プロムナード………デッキ5

★下船説明会:2ロ ロ,ラ・スカラ・シアター .… ………デッキ3

“
奥b健康セミナー:背中と間接の痛み軽減,

フィットネスセンター…..,......… …….`.… …・・…デッキ11

アート商談,アート・ギヤラリー ….`...… .… .… ….....デ ッキ4

(3)B:NGO:[」イヤル・ビンゴで場尋金を当てよう!

カード販ヲ
=ス

ター・ラウンジ…...,..… ...,.......デ ツキ5

☆船の知識講座2回 目,ラ・スカラ・シアタ‐ ..… .....デッキ3

宝石の半額セール,レガリア・フアイン・ジュエリー・.… .,デッキ5

(S)BINGO,ロイヤル・ピンゴで現1全を当てよう!

ビンゴ開夕合,スター・ラウンジ._.… ...._.....… `.デツキ5

★JTBスタッフと一緒にバスケットボールを楽しもう(お子様限定)

スポーツコート..… ...… .....… ・.・ …・・.… …・・・デッキ13

無料の足型分析 ;痛 み軽減,フィットネス・センター ..デッキ 11

($)ス コッチの試1飲クラス,Rバー .,.… ,.,.… ....… .`..デ ツキ5

3D映画 :ベンギンズ・オブ・マダガスカル(92分 :英語)

ラ・スカラ・シアター....… ..… …・・・…・・・・・・…・.― デッキ3

無料体験:こ歯のホワイトニング,デイ・スパ … ..… デツキ12

レッツ!フラッシュ・モブ・ダンス(第 2回 ),

スター・ラウンジ ..… ,..,… .......…・・・,… …..・ ,デツキ5

バレーボールで遊ぼう,スポーツコート...,,.… ...,ぃ 。デッキ13

プールサィドシアター:オール・ユー・ニード・イズ・キル 13歳以上

対象(113分 :日 本語字幕付き),プールデッキ… .デッキ11

盲 鍮 トリームワークス°ジユリアン王に会おう,

ロイヤル・プロムナード..… …,.… ...,.....,.....,デ ッキ5

識′陽 トリームワークス°フイオーナ姫に会おう,

スター・ラウンジ….… ...,.… .… .`,…・…・……….デツキ5

無料の足型分析;痛み軽減,フイツトネス・センター…デツキ 11

家族でドッチボール,ア ドベンチャー・オーシャン .… .… デッキ12

3:00 pm

3:00 pm - 4:00 Pm

3:30 pm

3:30 pm

4:00 pm

4:00 pm

4:00 pm

4:00 pm

4:30 pm

5100 pm

5:00 pm - 7:00 pm

5:15 pm

6:00 pm

6:45 prrt 電ドなシドリームワークス
°ライオンのアレックスに会おう,

ラ・スカラ・シアター

警鰺ドリームヮークスeグロリアに会おう,

ロイヤル・プロムナード....… ....… デッキ5

デッキ3

7:oo pm      壇謬フェアウェル・ショータイム:夕 食2回 目のお客様 ,

電′
ラ・スカラ・シアター.… … .… … …… …… デツキ3&4

7:00 pm-7:30 pm  (3)キッズクラス:カ ップヶ―キ・デコレーション,

カップケーキ・カツプボード……….… …′……………デツキ11

7130p,〕 -8100 pm  ($)大 人クラス:ヵ ゥプヶ―キ・デコレーション,

カップケーキ・カップボード………… .… ……… ……デッキ11

8:00 pm       インピクタ時言十抽選.ロイヤル・プロムナード ……………デッキ5

8:00 pm-9100 pm  ネ土交ダンスパーテイ(レコード音楽).ス ター・ラウンジ..デッキ5

9:oo pm      ¶冒フェアウェル・ショータイム:夕 食1回 目のお客様 ,~ラ
・スカラ・シアター …… .… … … .・ …… デツキ3&4

9:00 pm‐ 0:00 om カジノでテープルゲームやスロットを楽しんでいる方 |

マテイーニ$8.95,カ ジノ・ロイヤル ,… ……,… ………デッキ4

9:45 pm      最後のお一人様参加のお客様のつどい,ハイ・ノーツ…デッキ14

lo:oO pm      プールサィドシアター:オール・ュー・ニード・イズ・キル 13歳以上

対象(113分 :日 本語字幕付き),プールデッキ……デッキ11

10:00 pm      抽選会 :オンポードクレジット$1000を 当てようI

カジノ・ロイヤル  ..             .デッキ4

11100 pm-Oi00 am  ネ土交ダンスパーテイ(レコード音楽),スター・ラウンジ_ デッキ5

11100 pm       (S)パ ラダイスロト拍選会,カ ジノ・ロイヤル,       デツキ4

1:oo am      18歳 以下のお子様の門限

※催 しものは予告なく変更になる場合があります。

カジノ・バー、Rバー、スケーナー パー、ビツグ&ホイツスルバブ、ハイノーツは、10.∞ PM以降は18歳 以上の

お客様のご利用に限ります。1215 pm

li00 pm

l:00 pm

l:00 pm

2:00 pm

2:00 pm

2:00 pm

2:0C pm - 3:00 pm

2:00 pm

2:50 pm

3:00 pm

3:00 pm

3:00 pm

家族でフリンチ,ア ドベンチヤー・オーシャン….__.`.,デツキ12

($)プラックジヤツク大会,カ ジノ・ロイヤル.....… ….… …デッキ4

スポーッ・スタッフと一緒に卓球大会,

卓球エリァ .… …………_… …………デッキ12(後方)

警鮨トリームヮークズシュレックに会おう,

ロイヤル・プロムナート...,… ,.。 ..._...… ……..デッキ5

ファッション時計セール(最大75%オフ),

ロイヤル・プロムナード… ...… … ....… ...… ..デッキ5

`奥
、健康セミナー:痛みを軽減する方法j

フィットネス・センター ....… ``..… .… ...,… ...,デッキ 11

★お絵かき教室(お子様向け),スター・ラウンジ… .・ .デッキ5

無料ゲームセンター,アーケードゲーム ……………デツキ12

★JTBスタッフと一緒にサッカーを楽しもう(お子様限定),

スポーツ・コート…… .… … ,..,… … .… …・,デツキ13

冒げ隕》ドリームワークス
°ボーに会おう,

ロイヤル・プロムナート...… .......… ...… …...,デッキ5

セミナー:デ トックスの方,去にっぃて,ディ・スパ ..∴ …..デッキ12

($)利きワイン,サファイア・ダイエングルーム….「 ...… .,,デッキ3

★プロのマジシヤンにマジックを習おう1,スターラウンジ.デッキ5 D39330

轟   音楽&ダンス   ■
トロピカル音楽 演奏:インナー・ソウル

正午‐4:00pm      フールサイド′デツキ11

ダンス・パーテイ 演奏:キネティツク(途中休憩あり)

6:30 pm‐ 8:00 pm    スター・ラウンジ′デツキ 5

9130 pm‐ 10:15 Pm   スター・ラウンジ′デツキ 5

バブ音楽 演奏ジエ(途中休憩あり)

9:00 pm― 深夜     ビツグ&ホイッスルパフ
`デ

ッキ 5

カクテル・ヒアノ 演奏:アルビン

5:00 pm-5145 1Dm    スター・ラウンジ′デツキ 5

ヒアノ音楽 演奏:ビビアン (途中休憩あり)

9:30 pm-0:00om    スクーナー・バー,デツキ4

レコード音楽

10:30 pm― 深夜     ハイ・ノーツ,デッキ14

※天候によつては、屋外このイベン` Iよ ロイヤルプロム十一ド,デッキ5に変更に

なることがございます。

記号の説明 農
`ム

健康イベント通 音楽とダンス鳴膠ショー 警 蝙 トリームワークス 幹 要チケツト (S)有 料イベント 儀沖ピーターメンバー限定イベント ☆JTBイベント
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