
関門海峡/釜山2016年明12日 (日)・ ダイヤモンド・プリンセス。今夜のドレスコード:スマートカジュ刀レ
天候:今日の天気予報:本曇り/雨―最高気温:20° C(680° F)最低気温:18°C(644° F)一 日の出5:09am/日 没Zypm

明日の天気予報:ところにより曇リー最高気温:23°C(734° F)最低気温:18° C(644° F)
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オフィサーの日誌

クルーズ・ディレクター
byクルーズ・ディレクター、ニール・ローズ

私は自分がダイヤモンド・プリンセス°の船上で一番すばらし

い仕事に就いていると考えています。と申しますのも、皆様に

「楽しさ」をご提供することが私の仕事だからです。そしてそ

の楽しさを、もつとたくさん皆様にお届けすることが私の一

日の仕事です。

下関海峡としても知られる関門海峡は、日本の本州4島

の内、2つの島を分けています。海峡を渡る一般的な方法
は、トンネルを通過することです。そのトンネルは、列車や
車、歩行者まで通ることが出来ます。この地域を旅する方に
は、ボートやヘリコプターでの遊覧が人気です。また、8月に
は1年に1回行われる花火大会が町を賑やかにします。是非
一度訪れてみてください。

関門海峡クルージングの後は、釜山をお楽しみくださ
い。釜山は韓国第2の都市であり、慶州市は釜山から程近い

所に位置する歴史的な町で、新羅王国 (西暦668年～936年 )

の古都として栄えました。世界の名所旧跡10カ所の一つとし

てユネスコの世界遺産に指定され、何世紀も昔の王室の古

墳、お寺、磨崖仏、工芸品が温れる博物館などが特色となつ

ています。

船内のアクティビティーには、その時々の気分に合つた
エンターテイメントや心を豊かにする様々なイベントをご

用意しております。読書をお望みなら、船内図書室までどう

ぞ。幅広いテーマの本を取り揃えています。あるいはロータ

ススパ°で、気持ちの良いスパトリートメントやマッサージ

に身を委ねるのも良いでしょう。また、幅広い分野の人気の

カルチャー教室で何か新しいことを学ぶ事も出来ます。アー

トギヤラリーで素晴らしい作品をご覧になるのも一考です。

気に入つたものがあればメモを取つておき、船内オークショ

ンで入札してみましょう。

映画フアンの方であれ,よ ムービーズ。アンダー・ザ・スター

ズ°で今晩上映の「コンカッション」など映画鑑賞をお楽しみく

ださい。プリンセス・シアターでは、社交ダンスチャンピオン、

アレックス&マグダレーナのダンスをお楽しみ下さい。またカ

ラオケで皆様自らがステージに立つてスポットライトを浴び

てみませんか?プリンセス@シーや、船内新聞「プリンセス・パ

ター」、朝のモーニング・ショーで、アクティビティの最新情報

をお確かめください。

ナビゲーターより
夜間、ダイヤモンド・プリンセスは、北西の進路を

維持いたします。早朝、水先人が乗船し、関門海峡
を通過します。関門海峡を通過後、水先人が下船
します。その後、釜山へ向けて進路を定め航行し

ます。午後1時30分頃、釜山の水先人が乗船して
からすぐに、港の外側にあるTSS(往復航行分離方
式)へ入り、防波堤の間を過ぎてから指定された停
泊地へ向かいます。

夜、お客様と乗務員全員が乗船し、出港準備が整
い次第、ダイヤモンド・プリンセスは港を出
て、TSSに入ります。TSSを出た後、水先人が下船
し、長崎へ向けて南へ進路を定め航行します。

釜 山入 国審査に関するご案 内

1.釜山にて上陸される前に、韓国の出入国管理
局による入国審査が行われま

・
九審査会場は

釜山のターミナルビルとなりま
‐
九 この入国審

査は、釜山に上陸される全てのお客様に必須
となつておりま丸 上陸される予定のないお客
様は、入国審査をお受け頂く必要はございま
せん。

2.プリンセスの寄港地ツアーにご参加されるお
客様は、チケットに記載されている集合場所
に、指定された時間になりましたらお越しくだ
さい。入国審査会場まで船内スタッフがご案内
いたしま

・
丸

3.個人で釜山にお出かけのお客様は、下船のご準
備ができましたら、サボイ。ダイニングルーム
5階 。中央、もしくはビバルディ・ダイニング
ルーム5階 。中央へ午後2時30分以降にお越
しください。船内スタッフが下船口までご案
内いたします。

4.出 国審査には、パスポート、パスポートのコ
ピー、クルーズ・カードを忘れずにご持参くだ
さし、

5.本船に帰船される際、ターミナルにてパス
ポートのコピーを船内スタッフが回収いたし
ますので、お持ちください。

パスポートに関するご案内
釜山到着の朝、午前7時 00分から午前7時 30分の
間に、客室係がパスポートをご返却いたします。
この時間帯に客室にいらつしゃらない場合、また
「PRIVACY(プ ライバシー)」 カードをドアに表示
されていたお客様は、6階中央部のパッセン
ジヤー・サービス・デスクにて午前8時30分よ
リパスポートをお渡しいたします。
釜山へお出掛けの際、パスポート、パスポートの
コピー、クルーズ・カードをお持ちください。

釜山のダイヤモンド・プリンセスの停泊地
釜山港国際クルーズターミナル
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寄港地でお困りの際は、ポートエージェント(船舶代理店)

にご連絡ください:Hyopsung shipping c。「p

Room 301,Jungang― daero 72,Jung‐ Gu Busan 600-719 South Korea

員三言舌:+82-51-463‐ 1451

8:00pm口 最終乗船
ダイヤモンド・プリンセスはまもなく

出港いたします。

PR‐‐INCESS PA丁丁ER
Your dally gり ide to life at sea

船内新聞「プリンセス・パター」

篠
～

二一ル・ローズは、英国のケント

州で生まれましたが、人生の殆

どの時間を現在在住しているウ

エスト・サセックス州で過ごして

います8

ニールは、20歳の時にプリンセ

ス・クルーズで働き始めました。

それ以来、少なくとも14隻の素晴

らしいプリンセス・クルーズの船

に乗船しています。

休暇中は、家族や友達と過ごして

います。また、エンターテイメン

ト業界で働いていることもあり、

時間のあるときは劇場を訪れ、

舞台鑑賞を楽しんでいます。



の資ι充実の船上ライフをお楽しみください

モーニング
笑顔で1マイル歩きましよう 一一緒にご乗船のお客様同士

楽しくェクササイズしましよう。プロムナード・デツキ7階 外側

10130am フ■,P占 ′′―プ シャンバン・アートオークション:

ノ ′ツンハに し 参加者全員:こ 粗品をフレゼント。楽しい抽

選会と無料のシャンバンサービスもあります !

アトリウム 5階 中央吉く

10145am ヒツプホツプダンス難三 ~■
｀
ンサーのアーロンがお教えします。

ェクスプローラーズ。ラウンジ アF皆 中央部

10:45am 世界の宝石イベント:― ダイャモンドやエキツチツクな宝石に

つしヽてご紹介します。|三 選会:こ こ応募ください。

ホイールハウス。バー 7階 前方部

11100am フィットネス。セミナー:健康と減量のためのデトツクス

ェァロビクス・スタジオ 15階 前方部

11:00am ァート・ォブcライト写真教室 ―フラチナ。アーテイストのタジ

が人工照明と自然照明についてお教えしますc

フォト&ビデオギャラリー 7階 後方部

11:ooam 基礎の日本語教室―クルーズ・スタンフのケンタがお教えしま

す。スヵイウォーカーズ。ナイトクラブ 18階 後方部

11:15am スポ~ツ @シ~:ゴルフパッティングに挑戦1-さあ、狙いを定

めて挑戦!クルーズ・スタツフとcプリンセス・リンクス 16階 中央部

1115am グレープバイン・ワインテイステイング

パシフィックムーン・ダイニングルーム6階 中央部

11:45am  `ぶ 場彙| スパニツシユ・フラメンコ教室
f築!曖1撃|:ダンサーのアルベルトがお教えします。
Wttpl ェクスプローラーズ。ラウンジ 7階 中央部

アフタヌーン
正午  10歳若く見える方法:DLホアンーロータス・スパ 15階 前方部

12:15pm マジョリカイベントーロシオがパールについてご紹介します。

ホイールハウス・バー 7階 前方部

8:00arn

8:30arn‐

10:00arn

9:00arn

9:00am

9:15arn

9:30arn

9:30am

:墨墓:膨鑽

です!クルーナーズ 7階 中央部

ラジオ体操 (荒天の場合は中止)

今日も元気な一日を110分毎に繰り返晩

リド14階 中央部

モーニングクイズークルーズ・スタツフと一緒にクイズを楽しみ

ましょう。ホイールハウス・バーフ階前方部

rF、 ?慇鐵嬢ル バフィットネス
=ク

ルーズ・スタッフのクリスと
Ψ ″駆

"ソ'1-―緒に楽しみながら身体を動かしましよう。

(タオル&水のご用意と必ず運動靴を履いてきてください)

クラブ・フユージョン7階 後方部

.鳩場懸: タップダンス教室―クルーズ・スタッフの
1藝』警鱗‐アヤコとタップダンスを楽しみましよう。
W懸口: ェクスプローラーズ。ラウンジ 7階 中央部

スポーツ@シー:卓球トーナメントークルーズ・スタツフと一緒

に楽しみましよう。カリプソプール 15階 中央部

宝探しゲームー時間内に最も多くのアイテムを集めた方の勝ち

lo:ooarrl

lo:00arn

lo:oOam

lo:oOam

吻粽鰹騒塁ざ斬巳生バー久ヒュージャックマン
(制限PG。 1時間 51分)リ ド14階 中央部

ライカカメラ実演:創立100年を祝して―最も有名で、高貴な

ライカカメラについてご紹介します。

フォト&ビデオギャラリー 7階 後方部

鍼治療のご紹介:痛みが気にならない旅をしたいなら

ェァロビクス・スタジオ 15階 前方部

量蠅鷺1 カーニバルダンス教室
髭譲鵬沸餞

.クルーズ・スタッフのクリスと楽しみましよう。
Ⅵ鶴鮮H;| ェクスプローラーズ・ラウンジ 7階 中央部

スポーッ@シー:シャッフルボードトーナメント

船上恒例の円盤突きゲームです。クルーズ・スタツフと。

ォァシス・バー16階後方部

12:30prn

1:00pm

1:00pm

1:00pm

1:15prn

轟象:猾競
コンサート映像:シルクドソレイユ:アレグリア

(1時間30分 )リ ド14階 中央部

第1回 基礎の英語教室(場所)― ダンサーのジエナと一緒に

ダイヤモンド・プリンセス内の場所を尋ねるフレーズを学びま

しょぅ。スヵィゥォーカーズ・ナイトクラブ 18階

`資

方音「

社交ダンス教室:チャチャー副クルーズ。ディレクター、リンとク

ルーズ・スタッフのクリスがお教えします。

クラブ。フユージョン7階 後方部

姿勢の矯正と快適な歩行

ェァロビクス・スタジオ 15階 前方部

10:30arn

10:30am スクラップヒープ (ボート作り)&卵落としチャレンジお申し込み

クルーナーズ7階 中央部

スポーッ@シー:ゴルフホール・イン・ワンに挑戦 :

さあ、狙いを定めて!クルーズ・スタツフと。

プリンセス・リンクス 16階 中央部

フリンセス
おすすめ

フリンセス
おすすめ

フリンセス
おすすめ

泉の湯

囲目國
lz∪ ml

日本式大浴場で、穏やかな癒し

の世界をお楽しみください。

(入場料:90分 S15)

ご予約は、泉の湯(15階 後方部)までお越し

いただくか、内線19oOまでご連絡ください。

シャンパンアートオークション

この楽しいオークションをお見逃しなく!

楽しい抽選会と無料のシヤンパンもあります !

アートディレクター:イアン・ハムリン

10:3oamアートオークション

アトリウム 5階 中央部

S 771r7-t- 饂山i ロータス・スパ

お肌を一 変 させましよう

弛んだお顔のお肌、顎、お腹の肌を引き

締める施術です。

無料カウンセリング:Dr.ホアン

ロータススパ 115階 前方部   ~

945am

7階 中央部

●ⅢⅢ■

ll5pm
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日本再発見:基礎の絵手紙・習字を楽しむ一国際交流イベン

ト。旅の記念に筆ペンでカニドに絵を描いたり、メッセ‐ジを

書きましょう。(数に限りがあります。)サバティーニ 7階 申央部 |



t,,

1:45prn

1:45prn ハワイアン・フラダンス教室
エルーアのレイアロハがお教えします。
クラブ。フユージョン7階 後方部

2:00pm 鍼治療:膝や腰の痛みが気になる人への処方箋

ェアロビクス・スタジオ 15階 前方部

2:15prn

3:00prn

3:00pm‐

4:00prn

3:30pm‐

4:30pm

415pm

フ■,P汚 ′′.プ ジャイアント・ジェンガに挑戦:

ノ′ツンハ件 ヽ アトリウム5階 中央部

巾

社交ダンスタイムークリムゾン・デユオによる演奏。
ホイールハウス・バー 7階 前方部

ライブ・ミュージック:アイルランド出身、ギター&ボーカリスト、

ジョン・リリスによる演奏。クルーナーズ7階 申央部

プリンセスとつておき:ライヤーズクラブゲームショー …出題され

た言葉の意味をクルーズ・スタッフが説明します)誰が本当の事

を言つているでしょう?クラブ。フユージョン7階 後方部

同じお飲み物を2杯同時にこう主文頂くと、片方のお飲み物が
1ドルでご購入頂けます。ホイールハウス・バー7階前方部

今宵はダンスを―クリムゾン・デユオによる演奏
`ホイールハウス・バー 7階 前方部

ライブ・ミュージック:アイルランド出身、ギター&ボーカリスト、
ジョン・リリスによる演奏。クルーナーズ 7階 中央部

映画:コンカツション(英語)

出演:ウィル・スミス、ググ・バサ=ロー

(制限:PG■ 3・ 2時間 3分)リ ド14階 中央部

Z15pm

730pm

到着

スポーッ@シー:カーペットボールーカーペットを使った一味

違ったボールゲームに挑戦してみませんか?

クラブ・フユージョン7階 後方部外側エレベーター横集合

キャラクターと一緒に写真を撮りましよう。
当船のプロカメラマンが撮影します。ギャングウエイ (下船口)

スポーツ@シー:卓球トーナメント…クルーズ・スタツフと一緒

に楽しみましょう。カリプソプール 15階 中央部

ハッピーアワー:同じお飲み物を2杯同時にご嗜主文頂くと、

片方のお飲み物が1詢レで購入頂けます。
ホイールハウス・バー 7階 前方部

アフタヌーンティー

インターナショナル・ダイエングルーム6階 後方部

アフタヌーンクイズークルーズ・スタツフと一緒にクイズを楽し

みましよう。クラブ・フュージョン7階 後方部

::躙
&∫HOMIMEi 社交ダンスシヨー

出演:社交ダンスチヤンピオン

アレックス&マグダレーナ

情熱的なダンスの世界をお楽しみくださ

い。プリンセスシアター 6&7階前方部

8I5pm ラインダンス教室―クルーズ・スタツフと。
クラブ・フュージョン7階 後方部

ピアノ&カクテルミュージックーセバスチヤン・ジメネスによる8:15pm

演奏。ホイールハウス・バー 7階 前方部

イブニング

9:00prn

91ooprn‐

10:00prn

9:00prn‐

深夜

9:30prn5:00pm

6:00pm

■00pm

ます■ψ ゾtS
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…
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ます1ラ フ]es
毒=議‐‐″二舞

コンサート映像:ジェネシス
ライブ・アツト・ウェンブリースタジアム

(60分)リ ド14階 中央部

コンサート映像:イルディーボ
ライブ・アット・ザ・グリーク

(55分)リ ド14階 中央部

演奏。アトリウム 5階 中央部

映画:コンカッション(日本語吹替)

出演:ウィル・スミス、ググ・バサ=ロー

(制限:PG-13・ 2時間 3分 )リ ド14階 中央部

今夜はカラオケ:― クルーズスタツフと一緒にカラオケを楽
しみませんか。(お申込み9:45pm)

クラブ・フュージョン7階後方部

D」ハリッシュ:モータウン・ミュージック
スカイウォーカーズ。ナイトクラブ 18階後方部

ハワイアン・ダンス・ミュージック…エルーアによる演奏。
エクスプローラーズ・ラウンジ7階 中央部

ライブ・ミュージック:アイルランド出身、ギター&ボーカリスト、
ジョン・リリスによる演奏。クルーナーズ 7階 中央部

9:30prn

10:00prn‐

11:45prn

10:00prn‐

深夜

10:30prn‐

11:30prn

ll:ooprn‐

深夜

Å籾核
6:00pm‐ 船上の社交ダンス&ラテンダンスデート
8:15pm  レコードの曲に合わせて、社交ダンスをお楽しみください。

クラブ・フュージョン7階 後方部

615pmクトノクムにでg`聟発ススチヤン・ジメネスによる

」壁′:娑聾‐
7:00pm& く‖rヽ AヽブTIM「・ ミュージック0ショータイム

9:oopm 
′:IV▼ ▼::::L°  出演:アンジェリック・デュオ

クラシック&コンテンポラリーミュージックの演奏。
エクスプローラーズ。ラウンジ 7階 中央部

HOW WILL YOU
ENJOY YOUR DAY?

フリンセス
おすすめ

フリンセス
おすすめ

フリンセス
おすすめ

クラシック&コンテンポラリーミュージックを

お楽しみ下さい。
■00pm&9:oop:T:

エクスプローラーズラウンジ、7階 中央部

・ァュオアンジェ
あなたの人生を

アートにして残しませんか

プラチナ・アーティストが撮影します。

ご予約はお早めに。

フォト&ビデオギャラリー07階 後方部

プラチナ・スタジオ

社交ダンスショー

出演:社交ダンスチャンピオン

アレックス&マグダレーナ
8:00pm&9:45prn

プリンセスシアター、6=7階 11‐前方部

|||‐|‐

|||||‐

lopm

ておおよそ
'

響撃靖寧
e:oopⅢ

8:0111

945pm_

詳露鐵針

`

●

■■■■■■|

■



営 業 時 間 と場 所 の ご案 内 ―― LOCAT10NS,HOURS&MORE 0～
アートギャラリー ー5階 前方部

6:00pnn‐10:00prn

免税店 -6&7階 中央部
9:00am‐ 到着&出港■1:00pm

キヤプテンサークルズメンバーシップデスクー5階 中央部
10:00ann■ :00prn

カジノー 6階 前方部
カジノは、lo:Ooam頃営業、1:00pm頃閉店

フュ…チャークルーズデスクー5階 中央部
8:00am‐2:00pm&6:00prn‐8:00prn

インターネットセンター …5階 中央部 (24時 間ご利用可能)

マネージャー受付時間:8:00am‐ IE午 &■ 00pm‐10:00pm

泉の湯 -15階 後方部 (内線 15700)

6:00am‐正午(午前の最終予約時間10:30am)&1:00pm■ 1:00pm

(午後の最終予約時間9:30pm)・ 12■ 5pm■ :00pm泉 の湯見学ツアー

ダイニングガイドー詳細&ご予約は、8:00am～ 5100pmに 3463へお電話ください。
場所 : 時間 (フアーストかセカンドかはクルーズカードに記載されております。)

ビパルディ・ダイニングルーム 5階 中央部 オープンシーティング5:30pm-9:00pm

図書室 -5階 中央部
24時間‐この図書館では、ご自由に本をお借り頂けます。

他のお客様の為に本をご返却くださいますよう、よろしくお願い

申し上げます。

ジム &フィットネスセンター …15階 前方部 (内線 15209)
■00am■ 0:00pm

ロータススパ &サロンー 15階 前方部 (内線 15209)
8:00arn‐10:00prn

医務室 -4階 中央部
8:00arn■ 0:00am&4:30pm‐6:30prn

緊急時の連絡は内線 911

フォトグラフィー &ビデオギャラリー ー7階 後方部

9:00am‐ ヨ」着&9:00pm■ 1:00pm

ァィーンノキッズ・センター ー15階 後方部
営業時間の詳細はユース&ティーンパターをご確認ください。

インターナショナル
ダイニングルーム

6階 終方部

“

ぶ古鰍17:00am-9:00am(朝食)正午■30pm(昼食)

あ「冒二121蒔 が13:30pm-4130pm(アフタヌーンティー)

らのみお入り頂けます)|ォ_プンシーティング5:30pm‐ 9:00pm

バー、クラブ&ラウンジ 本国のカクテル :クラウチング・タイガー

場所

チャーチルズ。バー(ウィスキー・バー)

クルーナーズ 7階 中央部

トレードウインズ。バー

トクラブ 18階 後方部 9:00pm - *&
お食事時間は変更になる場合がございます。・ 追加料金になります。20歳未満のお客様へのアルコール飲料の販売は行つておりません。場合により写真

付き身分証明書の提示が求められます。すべてのバー、ワインのお会計に15%の サービスチヤージが自動的に加算されます。

おすすめの醸造所から選ばれた

サンプル・ワインをカジュアルな雰囲気で

お楽しみください。S9.50

11115am

パシフィックムーン・ダイニング 6階中央部

グレープバインワイン・テイスティング里

1 l:30am-2:00pm & 5:30pm-9:30pm7階 中央部

l1:0Oamll:0Opm14階 前方部

14階 後方部 閉店

船の安全に関するご案 内

認可のない人物の乗船を避けるため、寄港地上

陸の際はクルーズ・カードを携帯してください。乗

下船口ではお出かけの際、またお戻りの際にクル

ーズ・カードの提示が求められます。知らない人

からの荷物などを預つたり、船に運び入れたりし

ないでください。検査場では皆様の手荷物の検

査を行い、荷物やバックを開けていただく場合が

ございますので予めご了承ください。

トイレのシステムに関して

本船のような最新の豪華客船には真空ポンプ原理

を使用したEVACトイレシステムが装備されてます。

このシステムは大変確実性に優れたものですが通

常使用されているパイプより細く、異物や大量のト

イレットペーパーに対し敏感に反応しますD詰まりや

それに伴う不具合を避ける為、異物はゴミ箱とご用

意している紙袋に入れてください。

釜山のターミナルに関するお知らせ

船のターミナルまでは、ギャングウェイ(下船口)

から徒歩で少なくとも5分程掛かります。

6階 前方部 4:00pm - )ft&

10:00am― 深1夜

1100am-11:00pm(天 候による変更あり)15階 前方部

2 
=7 -2 711 - ! =7 

z'v r - i zrrHffr: e:Ooam-Ef sE +*Hfi
オプショナルツアーの集合に関するご案内:本 国のツアーチケットに記載さ

れた集合時刻と集合場所を必ずご確認ください。ツアースタッフは、本日の

午後2時から午後3時までホイールハウス・バーに、ツアーバスを送り出す問

は港に待機しております。

釜山上陸に関するご案内:ダイヤモンドプリンセスは、釜山港国際クルーズ

ターミナルに接岸いたします。無料シャトルバスサービスはターミナルと、埠

頭から車で凡そ20分の距離にあるフィニックスホテルとの間を往復運行い

たします。ターミナルからのシャトルバス運行は午後3時から開始し、ホテル

からの戻りの最終便は午後7時発です

サポイ・ダイニングルーム

6階 中央部

サバテイ
=二

1

海寿司=

トライデントグ

"レビッツェリア

スターリング・ステーキハウス=

ホライツンコート 14階 後方部

(簡単な朝針  ― ・ ‐―
.(朝 食)・ ‖OOlm030pm〈 昼食)

fttXI合トー  .・ ・

″査与■マ:バィエルシ料場

スワールズアイスクリーム・バー

5:00arn-6100arn
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