
2019年9月27日 1舞鶴,日本
ドヒスコ三至:丞マートカジュZル

.′1子

:.||■
‐

ill■ |・
|‐:|li

tl:|11‐ |■||■|:

(11〕:)

飩吻鯰y
―― =

量暑雹凛轟:霧轟露:薔轟1黒
.1:轟

eP∞IB:|

☆ith p彙嚢tell曇義拳轟1裁|ぽ 斜1醸Sい bunge6.
=●%みミ

=年`ヽ
、

■

・

骰．
＾郎

壁ぎ¥善ξ_1=i rfttξ ぜ



舞鶴 (京都)

田辺城の雅称である「舞鶴城」より「舞鶴」と呼ばれるようになりま

した。「舞鶴城」と呼ばれた所以は、城型が南北に長く、東の自鳥

峠から眺めるとあたかも鶴が舞つている姿のように見えることか

らだと言われています。

地形的な理由から、軍施設が建設され、軍港により発展していき

ました。現在では、商業船、クルーズ船、フェリー等々の海上交通

の拠点として舞鶴港は発展しております。

インフオメーション
到着 :10:30AM
現地当局の審査が終わり次第、乗下船口をご案内いたします。ご

案内があるまで、公共の場所にてお待ちください。ご案内が入り

ましたら、シーパス°カードとパスポート原本を持つて乗下船ロヘ

お進みください。

入国審査について
別途、客室に届けられる「舞鶴 日本入国審査のご案内」を必ずご

確認ください。

10:30PM
重要なお知らせ:本船へのお戻りが遅れた場合は、お客様の責任

となりますのでご注意ください。

乗下船回のセキユリティではシーパス°カードが必要です。お手元

にご用意くださいcセ キュリティチェツクをおこなうため、コインや

鍵、携帯電話をお持ちの方はすぐに取り出せるようにご準備くだ

さい。上着やスカーフ、手袋を外す必要はございません。

船舶代理店

飯野港運(株 )

京都府舞鶴市松陰18-7

担当:江副 Mr.090-1440-2396/松 本Mr090-2706-0199

E― rnail:agt@linokoun.corn   0773-75-5391

シャトルバス

港湾局によるシャトルバスの運行がございます。到着後から15分

おきに西舞鶴駅まで運行され、運賃はお一人様片道 200円 とな

りますЭ西舞鶴駅出発の最終バスは10:00pmを 予定しております

が、ビーク時は混雑が予想されるので、お時間に余裕をもつてお

戻りくださし`。

食品の持込・持ち出し関して

農業規制により、全ての寄港地にて食品 (フルーツ、野菜などの生

鮮食品および肉製品)を船内から寄港地へ、また寄港地から船内

へ持ち込むことができません。ご理解。ご協力の程宜しくお願い申

し上げます。

客室内の備品について

傘など備品はゲストリレーションにて販売しております。お部屋の

備品をお持ち帰りされますと、自動的に料金がチャージされます

のでお気を付けください。

本日のおすすめ
客室のTVシ ツプインフォメーションチャンネルにて更に詳しい情

報やご案内を放送しておりますのでご覧ください。

入港時ヘ リパット解放

本船最船首にあるヘリバッドから舞鶴の美しい入港風景をお楽

しみくださいc

オープン時間 9:00am～ 舞鶴入港まで

天候により閉鎖される場合がありますのでこ了承ください。

ザ・シアター入ロデツキ5左舷よりご案内いたします。つま先をお

おつた靴でお越しください。また階段等注意の必要な個所がござ

いますので、十分お気を付けください。

寄港地観光の予約

秋田シャトルバス

秋田市内までのシヤトルバスのチケットs16(往復利用)は船内

で購入いただけます.

また秋田港から秋田駅までのクルース列車も運行しますが、本数

が限られていますので、便利なシヤトルバスをお勧めします。

まだご予定が決まつてないお客様は限られた時間に効率よく観

光できる寄港地観光ツアーをお勧めいたしますЭ

ショアエクスカーションデスクテノキ3までお尋ねくださいc

特選情報
スタジオでの写真はいかがですか ?

様 な々背景をバックに油内でのお写真はいかがですか?皆様の

ご希望に沿つたお写真をお撮りいたします。詳細はフォトギャラ

リデッキ4までお尋ねください。

インターネットプラン

インターネットブランには1日 だけのプランもございます。終日航

海や日本海域に到着までの時間だけ、フエイスブツクや、ゲーム、

動画視聴を楽しむことが出来ます。契約には「celebrity―win」 に接

続してください。(別途料金がかかります)

スパ &フィットネス
銅:クリニック

9:00am lザ 0スハ 10

無料相談を受け付けておりますので、皆様のお越しをお待ちして

おりますこ

完璧な肌への 5ステップ

10:00am lザ・スパ 10

たった5ステップで見違えるように見えます。この秘訣をお教えい

たしますので、皆様のお越しをお待ちしております。

日本人スタッフ対応時間
デッキ 3′ ゲストリレーションデスク内

10:00am― 正 1午
′4:00pm… 8:30pm

重要なお知らせ:皆様の安全のため一部のセキユリティースタッフがユニフォームの一部としてボディーカメラを装着しております.



エンターティメント
上演′ザ 0シアター:エリジウム

6:30pm&8:30pm lザ・シアター4&5
エリジウムの地では、王国が善と悪の勢力の間で揺れ動く様を描い

たおとぎ話が繰り広げられます。王国を正常な状態に戻すために葛

藤する姿をザ・ミレニアム専属歌手とダンサーがお送りいたします。

ホストはクルーズディレクター:ステイーブが務めます。

セレブリティおすすめイベント
X…ボックスボーリング大会
11:30am lグランドフォイヤ3

キネクトの世界へようこそ。

まるでボーリングをしているかのような体験ができます。さあ、ボ

ールを握つてストライクを狙いましよう!

本日の優勝者にはセレブリティ
〃
X″ のメダルを差し上げます。

アーチェーリー

1:30pm lコ スモス・スカイラウンジ 11

楽しく安全で簡単なアーチェリー挑戦してみませんか?

狙いを定めて的に当たるか挑戦してみてくださいこ口こンフント

になつた気分で挑戦してみましょう。

卓球体験

3:00pm lフールサイド10

乗船している方と一緒に卓球大会を行いませんか?

卓球台はデッキ 10の屋外ににこ用意しております]皆様の参加

をお待ちしておりますこ

コスモス0スカイラウンジ注目演奏
カラオケ (日本語 )

9:30pm lコ スモス・スカイラウンジ 11

ステージに上がつてカラオケを楽しみましょう!

6′ 900曲 の中からお好みの曲を選んでいただき、大画面でお楽し

みいただきます。

各寄港地案 内デスク
5:00pm-7:00pm

デッキ 3′ グランドフォイヤ付近

金沢、秋田、横浜の
スタツフが乗船して地元ならではの詳細情報を
お伝えします。お気軽にお立ち寄りください。

アート・ギャラリー′4……………………̈………内線6527ま でお問い合わせください

次回クルーズ相談デスク′5¨……………………………………………………………9:00am―正午

☆ (日 本人スタッフ対応時間).……………̈…̈…̈………………………………9:00am-10:00am

インターネット・ワークステーション….………………………………………̈………………24時間

ゲスト・リレーシ∃ンズ′3…………………………………………………………………………………24時間

イノベーション′5 1 Apple・ 製品販売 ………………………………………………̈………… 閉̈店

医務室′1… … …………………………………8:00am-11:00am 14:00pm-7:00pm

フォト・ギャラリー &ザ・スタジオ′4……………̈………………….……7:00pm-11:00pm

写真撮影′グランドフォイヤ 3/4/5… ………………………………………7100pm-10:30pm

プール &室 内フール′lo………………̈………………………̈………̈…7:00am-10:00pm

ソラリウム・フール フアミリー・アヮー……………………………̈…̈…4:00pm-7:00pm
ショアエクスカーションズ′3……………….7:00am-9:00am 17:00pm-9:00pm
ディスティネーション・コンシェルジュ……………̈……………………5:00pm-8:00pm
ザ・カジ/′ 4(18歳以上)ス ロット&テーブル………………………………̈……………閉店

セレフリティショツプ &ブテイツク′5¨………………………………………………̈……̈…開店

ザ・スバ |サ コン |メ ディ・スパ 1鍼′lo…………̈……………………8:00am-9:00pm

フィットススセンター′10……………………………………̈……………………………………24時間

営業時間

お食事のご案内

¬

|

メトロホノタン.41オープンシーティング………… …………7:00am-9:00am
ザ・スハヵフェ+ジュースバー′10……………… .… …………7:00am-1 0100am
ルミネ.4tス イートクラス専用レストラン). ……………………7:00am-9:00am
ブルー.5(アクアクラス専用レストラン)…   …………………7:00am-9:00am

昼食
オーシヤンビューカフエ′101ブツフエ………… ……………………………正午 -2:30pm
ザ・スバカフェ′10……………………………………………………………………………正午 -2:00pm

朝食
オーシヤンヒューカフエ′10

オーシ‐ンヒニーカフエ′10
オーシインこューカフエ′10

コンチネンタル朝食 ………………6:30am-7:00am

朝食ブッフェ………………………7:00am-10:00am
ブランチブツフエ … ………10:00am-11:00am

メインシーテ

11:00prn

深夜12時

夕食
メトロポリタン′4&5
メトロポリタン′4&5

......5:30pm

セカンドシーティング……… …̈…………………………8:00pm

オーシヤンビューカフエ′101ブツフエ…… … … ………………6:00pm-9:30pm
スシ。オン・フアイブt5¨ ……………………………… … ………………3:00pm-11:00pm
トスカーナグリル十′3… ………………̈……………………………………………5:30pm-9:30pm
ルミネ′4(スイートクラス専用レストラン)¨ ……………………………5:30om-9:00om
フルー′5(アクアクラス専用レストラン)… ………………………………5:30pm-9:00pm
ル・プチ・チェフ (ク イジーヌ|にて)′ 11…… ……………………5:15pm&7:45pm

コーヒー&スナック
オーシヤンビユーカフエ′101コ ーヒー′紅茶 ′ジュース ………………………24時間

オーシヤンビユーカフェ,101パスタ′ビザ′サラダバー …………正午 -1:00am
オーシヤンピューカフエ′101

アイスクリーム′フローズンヨーグルト ……̈……………正午 -9:30pm

オーシヤンビューカフエ′101テイー・タイム ………………………4:00pm-5:00pm
カフェアルバーチョ&イタリアンジェラート15…………̈…11:00am-11:00pm

オーシヤンビューカフエ′101夜食…̈……̈…………………………10:00pm-1100am

バー営業時間
カフェアルバーチョ′5…………̈………………̈………………………………6:00am― 深夜12時

カジノバー′4… …̈………………………………………………………………………………………………閉店
セラーマスター′5…………̈……………………………̈……̈………………4:00pm― 深夜12時

コスモス・スカイラウンジ′11¨……………̈……………̈…………………………5:00pm― 深夜

マティーニバー &クラッシュ′4……………………………………………………3:00pm― 深夜

マストバー′11¨………………………………………̈………………………………10:00am-6:00pm
サンセットバー′10… ………………………̈……̈…………………………̈…6:00am― 深夜12時

プールバー′lo……̈…………………………………………̈………………………9:00am

ランデブーラウンジ′4………̈…………………………………………………3:00pm

アルコール及びカジノは21歳以上のお客様のみのご提供となります.

‐トスカーナ,デッキ3/ス ン・オン・フアイフ&メ トロポリタン′デッキ5/ ル・フチ・シェフ′デッキ11

X商
品によつて料金がかかります |十 カバーチャージが力`かります |ご予約は内線470フ (英語)まで

イベント情報の詳細は 4ページに記載しております。



本日の催し物

□到着 :舞鶴′日本"“ "̈………""…….… .̈…“10:30am

ロスピードオクに挑戦しよう 11:00am.コスモス・スカイラ

'ガ

月 1

ロキャンフ。アット・シー:家族でロボテイクス .11:00am.キヤンフ・アット・シー11  ログッド。バイブスバンド

ロクルーズディレクター:スティーブと日本人ホスト:ユ リカによる

本日のおすすめ情報チャンネル…………̈ 終日 …̈……………TVチヤンネル 2

ロフィットネススクラス:

ストレッチ&リラックス………………………"7:00amフィットネスセンター 10

ロフィットネススクラス:ヨガ料 9:00amフィットネスセンター 10

□銅iク リニック 9:ooam………………….ザ・スパ 10

□完璧な肌への5ステップ…………̈…………….……10:00am………………….ザ・スパ 10

日本日の数独…. 10:00am.コスモス・スカイラ

'ん

力 1

ロフィットネススクラス:サイクリング線
…………10:00amフイツトネスセンター10

□X―ボックスボーリング大会 11:30am………グランドフォイヤ 3

ロアーチェリー………………………………………………2:00pm...コ スモス・スカイラクガカ¬

□卓球大会 3:00pm………….フールサイド10

ロキャンフ・アット・シー:アートの時間…….… …4:00pm… キヤンフ・アット・シー11

ロシーブリーズ・クロスオーバーデュオ…………4:45pm………….……ランデブー 4

ロイタリアワインテイスティング料
…………………5:00pm…………セラーマスター 5

ロシーブリーズ・クロスオーバーデュオ…………5:45pm…………………ランデブー4

ロフィットネススクラス:ス トレッチXX.......…
……6:00pmフィットネスセンター 10

□DJネッドによるマティーニバイブス…….… .6:00pm…………マティーニバー4

ロセレブリティ・ショータイム:エリジウム

(夕食がセカンドシーテイングのお客様対象)。““6:30pm“……….ザ・シアター4&5

□生演奏:スターライト 7:15pm… カ̈フェアルバーチョ5

ログッド・バイブスバンド 7:30pm.....,..... ........r> i) - 4

ロセレブリティ・ショータイム:エリジウム

(夕食がメインシーティングのお客様対象h"“..8:30pm.""“ ."“ ザ・シアタ…4&5

□生演奏:スターライト 9:15pm… "カフェアルバーチョ5

ロポルトワインテイスティングX*.......…
………….9:30pm…………セラーマスター5

ログッド・バイブスバンド 9:30pm…………………ランデブー4

ロカラオケ(日本語) 9:30pm。 .コスモスタ蹴イラウンジ11

□★日本人講師による

「ダンスの基本のき」ワルツ等…….… …̈ 10:00pm……………ザ・シアター4

コ量錘 船時固""………….…………….………10:30腱里

10:30pm¨…̈………ランデブー4

□★日本人講師と一緒に

社交ダンスパーティー…………………….… .11:00pm¨…………ザ・シアター4

□D」ネッドによるクラブ・スカイ …̈……̈….……11:30pm=スモス・スカイ刀″ジ11

縦料金のかかるアクティビテイーです。詳細に関してはスタッフまで
お問い合わせください。

音楽は45分以内の演奏となります。

映画や屋外イベントは天候により中止になることがあります。
★日本チャーターオリジナルイベントです。

※最終下船地が舞鶴のお客様は別途配布する下船の案内をご確

認いただき、集合時間にランデブー デッキ 4にお集まりください。

※本日、客室に日本総代理店ミキツーリストからアンケート用紙

をお配りしております。

お手数ですが、下船日までにゲストリレーションデスク前に設置さ

れているアンケート回収ボックスまでお持ちください。

言    日本語字幕・吹き替え映画    言
言    ビデオ。オン・デマンド内にて上映    言
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