
乗舟合 2018年 5月 20日 (日 )・ ダィャモンド・プリンセス 。今夜のドレスコード:スマートカジユアル

の天気予報:晴れ ―最高気温:24° C75° F)最低気温:13° C(55° F)一 日の出4:55am/日 の入り6:56omの天気予報:曇り/雨 ―最高気温131° C(88°F)最低気温:2伊C(77° F)

天候:今日
明日|

発見の旅へ航海のご準備を
ダイヤモンド・プリンセスヘようこそ!この船旅がお客様
の視野を広

`六

ご期待を超えるものとなりますよう願っ
ております。今回初めて乗船される方も何度も航海され
ているお客様も、私共との旅をお選び頂き心より光栄に
思います。

'

プリンセス・クルーズ社は、世界に興味を持ち、新しく何
かを発見しようと旅をされる方のお力になれるよう努め
ています。息を呑むような絶景や、歴史的に重要な場所、
気持ちが高ぶるような冒険、思い出に残るお料理をご紹
介します。お客様の船上での経験が素晴らしいものにな
るよう尽力して参ります。

お客様を日常から遠く離れた場所へお連れする限り、ク
ルーズは本当に重要な場所にお客様をお連れするべき
だと考えております。つまり、新しい文化や、新鮮な物の
見方を知り、好きな物事との新しい繋がりを作ることで
す。また何よりもくこのクルーズが様々な面でお客様を刺
激し、リフレッシュできるものとなりますよう願つており
ます。

客船のオフィサー
ステフアノ・ラベラ
船長

リチヤード・ジエームス・ダルトン
副船長

ミケーレ・メッシーナ
チーフエンジエア

クレイグ・ドフィニー
ホテルジェネラルマネージャー

ケルビン・ジョイ
エンターテイメント・ディレクター

リン・ヴアン・ヴオース
クルーズ・ディレクター

池元美紀子
ジヤパニーズクルーズ。ディレクター

キヤサリーナ0ル…ク
シエアドクター

マーリット・アールトアホ
カスタマーサービス・ディレクター

ステイーブ・レイノルド
フード&ビバレツジ・ディレクター

パオロ・マルティネス
スタツフエンジニア・オフィサー

レイモンド・コウイー
チーフエレクトリカル・オフィサー

ユリアン・ヴァルバノフ
環境担当オフィサー

ラツセル・クアレスマ
エグゼクティブ・ハウスキーパー

パオロ・メリオ
総料理長

ジユゼツペ・ジェルミニ
レストラン総支配人

バリアフリークルージング
プリンセス・クルーズは、障がいをお持ちのお
客様にも快適な船旅をして頂けるようお手伝い
いたします。プリンセス・クルーズのすべての客
船で、ADAシツプボ~ドオフイサー(ADASO)で
ある、カスタマーリレーション・マネージャーが、
クルーズ期間中、船内での移動に関するお困リ
事や障がいに関してのご要望に責任を持って対
応しています。お手伝いが必要なお客様は、ゲス

…トサービスデスクまでお電話またはお越し頂き
カスタマーリレーション・マネージヤーまでご連
絡ください。

健康に関するこう主意
健康管理のため、頻繁に手を洗い、石鹸で20秒
以上洗い、十分すすいでください。特にトイレを
ご使用の際、咳やくしやみの後、ビユツフエでの
お食事、飲食や喫煙の前に手を洗う事を強くお
勧めします。口を触る事は避けましょう。また、公
共のトイレは出来る限りご利用にならず客室の
トイレをご利用ください。

安全、環境、衛生
船からものを投げ捨てないでくださぃ (食べも
の、煙草を含む)。 投げ捨てたタバコは火事の原
因となり得ます。その他の物も他のお客様が使用
されている客室のバルコニーに落ちる場合があ
りますので投げ捨てないようお願いいたします。
インターネットメンテナンスのご案内
インターネツトサービスをアップグレードするた
め、本日午後5時までィンターネツトをご利用い
ただけません。ご不便をお掛けし申し訳ございま
せんが、ご理解のほどお願い致します。
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日程ハイライト

広島5月 22日 火曜日

スマートカジユアル5月 26日 土曜日 終日航海日

日付

5月 20日 日曜日

ドレスコード

スマートカジユアル

最終乗船

4:00pm

9:00pm     l

5:3Opm

到着

神戸

スマートカジユアル 9:00a=n

5月 24日 米曜日 :鹿児島 (出国審査)

エンターテイメントハイライト (変更の場合がこ`ざいますので 日刊の船内新聞プリンセス・パターでお確かめください。 )

プリンセスシアター
プロダクションショー1

社交ダンス|

落語家 :

歌手 :

マジシャン :

ジャグラー』

歌手 :

釜山伝統芸能ショー

ブラボー

ビアノマン

カティア&ゼニア

ダイアン吉日
モニーク・デベイニー

アンドリュー・リー&助手

デービッド・エイケン

「チェッカーボード・ガイ」

リナ・マッケンジー  ・

チャン・ミョン

クラブ・フユージョン&エクスプロラーズ0ラウンジ

ロックンロールナイト

カントリーウエスタンナイト

カラオケ

カップル相性。ゲームショー

夜のゲームショー

カルチヤー教室

寄港地講師:ルカ・デ・パスカーレ

ハワイアンアンバサダー:キモ&ロケリナ

プトリツム &ホイールハウスパー

ソロ・ピァニスト:   パウエル・ポコラ

クラシックデユオ:   アンジエリック・ドリームズデュオ

パーティーバンド:   ユーフオリア

ホイールハウス・デユオ: ドミノデユオ

クルーナーズ。ピアニスト:ク リス・メイ

ソロギター/ボーカリスト:デービツド・バレット

アフタヌーン
ウェルカムメロディー
ハワイアンデユオ、マカニEによる演奏
デッキ5中央

12:00pm‐

3:45pm

12:45pm

2:00pm‐

3:30pm

2:30pm‐

4:00pm

3:00pm

3:30pm

ロータススパ&サロンのご紹介と見学ツアー

ロータスス′ヽ デッキ15前方

映像:シルク・ ド・ソレイユ:アレクリア
ムービーズ・アンダー・ザ・スターズ (1時間30分)

ダイニングルーム問い合わせ
ダイニングルームでのお食事に関するこ質問、こ要望を承りま

す。サ′ヽティーニ デッキフ中央

カジノホスト、ジョイスに会いましよう
暗証番号をセットしてスロツトマシーンの遊び方を学びましよ

う。カジノデッキ6前方

ヨンサート映像:ビリー・ジョエル‐ラィプ・アット・シェイスタジアム

ムービーズ・アンダー・ザ・スターズ(52分)

…
樽]移女r[おすばらしい日本の伝統を
ご体験ください。デツキ5中央

最終乗船 :ダイヤモンド・プリンセスはまもなく

高知に向けて出発します。

お客様の安全に関する合同説明会

安全に関する合同説明会は出航前に行う必要があります。説明

会は全てのお客様にご参加いただく必要がありま魂 これは国際

法により定められたもので魂 合同説明会の始まりに際し、警笛

音が鳴り放送が入りま魂 各自の客室の扉の内側に記載してある

緊急避難場所にご集合いただくよう皆様をご案内いたしま丸 そ

の際、救命胴衣をご持参していただく必要はございません。救命

胴衣の着用方法は説明会の最後にご案内いたしますЪ緊急避難

場所に集合の際はクルーズカードにて参加状況を確認いたします

ので、クルーズカードを忘れずにお持ちください。また携帯電話

の電源はお切りください。

遅く乗船された方のための安全に関する合同説明会

最初の安全に関する合同説明会に参加出来なかつた方のための

説明会。エクスプローラーズ・ラウンジデツキ7中央

4:00pm

4:15prn

4:45prn
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イブニング 7:00pm&

10:00pm

神戸出航パーテイー :(天候により変更の場合あり)

出航に合わせ オープンデッキにてクルーズディレクター・スタッフ

と一緒にD」 |∨ リアプkユーフォリアの音楽をお楽しみください。

ネプチューンズ。リーフ&プール デッキ14中央

LGBTの集まり(係員はおりません)

ホイールハウス・バー デッキ7前方

彫刻の重さ当て―一番正解に近い方の勝ち !素敵な賞品を当て

ましょう。アートギャラリー デッキ5前方

アンジェリック・ドリームズ。ストリングデュオによる

演奏をお楽しみくださいデッキ5中央       8:00pm
ロータススパ抽選会―合計5500分のスパクーポンが当たる

チヤンスです。エアロビクス・スタジオデツキ15前方        8:00pm
ギターメロディー:ポール・ヒューズによる演奏

ホイールハウス・バーデッキ7前方

鍼治療カウンセリング無料        ,      11 ' 81011‐
ロータススパで鍼灸師によるカウンセリングの予約をしましょ    た ま`ぐ

う。ロータススパ デッキ15前方                 8:45pm
社交ダンス音楽一 レコードの曲に合わせてダンスをお楽しみく  ' '`
ださい。クラブ・フュージョンデッキ7後方   ―

ウェルカムお祝いアート抽選会 -5500相当の賞品が当たる抽

選会です:無料のシャンパンや粗品もございま
・
九
―  ~t ' “!´ 8:笙 pⅢ

~

アトリウム デッキ5中央                   遅くまで

コンサート映像:サンタナーライブ・アット・モントルー2011    9:00pm
ムービーズ。アンダー・ザ・スターズ (57分)          i  `' '
セミナ…:腰痛の軽減と快適な歩行       :
エアロビクススタジオデッキ15前方

~  `｀ _:        9■ 5pm

カメラセールーカメラとカメラ・アクセサリーのセールです。

フォトギャラリーデッキ7後方               9:15pm
ピアソ&カクテル :パウエル・ポコラによる演奏

ホイールハウス・バーデッキ7前方              10:00pm
船内のメディカルスパ0ドクター、マーガレットに会いましよう

医師免許を持つドクターによる手術をしない施術で見た目をリ

フレッシュさせましょう。ロータス・スパデッキ15前方       lo:oopm―

航空会社ロゴクイズークルーズディレクター・スタッフと。      繰り返し

エクスプローラーズ。ラウンジデッキ7中央

プラチナ・スタジオの写真

プラチナ・スタジオアーティストのヨシコがプラチナ写真につい   10:00pm‐

てご紹介します。フォトギヤラリーデッキ7後方         遅くまで

ファイナルウェルカムお祝いアート抽選会―S1000相当の賞品が

当たる抽選会で丸 無料のシャンパンや粗品もございます。     10■ 5pm―

アトリウム デッキ5中央                  遅くまで

映画:ジャスティス・り…グ(日本語字幕)

ムービーズ。アンダー・ザ・スターズ (PG-13・ 2時間)

エフィ・ウェルカム抽選会&大展示会

素晴らしい賞品が当たる抽選にご応募ください。

エフィストアデッキ7中央

アンジェリック・ドリームズ0ストリングデュオによる

演奏デッキ5中央

写真抽選会―フォトチームにご参加ください。抽選で5200相当

の賞品が当たります。当選には会場にいる必要があります。

フォトギャラリーデッキ7後方

ビッグバンド社交ダンス:サラ&ショーバンドによる演奏  
・

エクスプローラーズ・ラウンジデッキ7中央

日本再発見:日本語を学びましよう

クルーズディレクター・スタッフが日本で使えるフレーズをお教

えします。クラブ。フュージョンデッキ7後方

ビアノ&ボーカルエンターテイナー:クリス・メイによる演奏

クルーナーズデッキ7中央

エフィの世界
エフィジュエリーが製作される舞台裏をご紹介します。美しい

エフィジュエリーが当たる抽選会もございます。
エフィストアデッキ7中央

ギター&ボニカ

'レ

エンタ…テイナー:デ‐ビッド・パレットによる

演奏ホイールハウス・バーデッキ7前方   ~
映画ポスタークイズ

クルーズディレクター・スタッフと映画クイズを楽しみましょう。
エクスプローラーズ・ラウンジデッキ7中央

社交ダンスショー:カティア&ゼニア

プリンセスシアター デツキ6&7前方

今宵はダンスを :ユーフォリアによる演奏

クラブ・フュージョンデッキ7後方

カラオケタイムーダイヤモンド・プリンセスの船上であなたも人

気の歌手に1クルーズ。ディレクタースタッフと。

クラブ。フュージョンデッキ7後方

モーニング・ショー5月 21日

ジャパニーズ・クルーズディレクター、ミキコと特別ゲストがお送

りします。クイズに答えて賞品が当たるチャンス!

客室オンデマンドテレビ

ウェルカムパーティー:DJiVリアル

年齢制限18歳以上。写真付身分証明書のご提示が必要です。

スカイウォーカーズ・ナイトクラブ デッキ18後方

まだまだ踊りましょう:ドミノデュオによる演奏
エクスプローラーズ・ラウンジデッキ7中央

5:00pm

(おおよそ)

5:OOpm

5:00pm―

9:00prn

5:15pm&

6:15pm

5:30pm

5:30pm

5:45pnl‐

6:30pm

6:00prn

6:00pm

6:00pm

6:OOpm

6:OOpm

6:30pm&

7:30pFn

6:30pm‐

8:30prn

7:0Opm

7:00prn

7:OOpm

7:15prn

7:15prn

7:30prn

:アトリウムにて'

アトリウムにて

餡山 ロータス0スパ
〃「ヽ
ヽノ

無料クルーズ写真
ネックストラップ

[己虔 /

サーマ ト

アロマ

是非本日ご予約くださしヽ・■|:

お二人様無制限パス・0129111

カツプル無制限パス 1238111
ロータス・スパ

ー|デッキ15前方:・

乗船記念写真セラトをむ購入でt首から提|ヂ
‐

・― ―る写真入れを差し上げます:‐
   _

■   ・` _■    .| . .  .   |
1  7オ|トギヤラリ,デツキ7後有―||||

tomセ backnews“

社交グシスン当一
出演 :社交ダンスチヤンピオン

カテイア&ゼ
=′9:15pm       ‐‐

プリンセスシアターデッキ6&7前方



LOCAT10NS,HOURS(&MORE 0～
アートギャラリー ーデツキ5前方
5pm‐10pm lアートディレクター:ア レックス

キャプテンズサークルメンバーシツプデスクーアトリウムデッキ5中央
5pm-7pm lサ ークルホスト:カナ

寄港地講師―アトリウムデッキ5中央
5pm‐7pm l講師:ルカ

フューチャークルーズデスクーアトリウムデッキ5中央
5pm-7pm lフ ューチャークルーズコンサルタント:はるか

カジノ ‐―デッキ6前方
ス回ットマシーンは深夜0時30分から午前2時30分 (5月 21日 )の間営業

|カジノマネージャー:ステファニア
賭博・カジノの法規定により営業時間が変更される場合があります。

インターネットセンターーアトリウムデッキ5中央
24時間 |デジタルコミュニケーションマネージャー:ロ バート
マネジヤー受付時間:5:30pm-9:30pm

ダイニングガイド 場所

泉の湯 ―デツキ15後方 (内線15700)

無料開放見学会 :正午-4pm

5pm‐8Pm(最終予約時間6:30pm)1泉 マネジャー:ナツミ

図書室 ―アトリウムデッキ5中央
24時間―この図書室では、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お願いします。

ロータススパ、サロン&フィットネスセンターーデッキ15前方 (内線15209)

正午‐10pm lロータススパマネジャー:イメルダ、フィットネスディレクター:シャオユ

医務室 ―デツキ4中央
5Pm‐ 6pm緊急時のご連絡は内線 911

フォトギャラリー ーデッキ7後方
6pm‐ 10pm lフォトマネージャー:ニ コール

プリンセスのショップーデツキ6&7中央
出航-1lpm l販売マネージャー:ネ リー

ティーン/キ ツズ・センター …デッキ15後方
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。

サポイ・ダイエングルーム

サンタフェノパシフィックムーン

インターナショナル
ダイニングルーム

:デッキ5中央 lst,ノ ング5:30pm;2ndシーティング7:45pm

時間フアーストかセカンドかはクル=ズカードに記載劇■ていま魂
喫煙についてのご案内

皆様に公共ラウンジおよび施設を快適にお楽し

みいただくため、ダイヤモンド・プリンセス船内

の屋内エリアは禁煙となつています。喫煙は、指

定の場所のみで認められています。葉巻やパイ

プは、デッキ6前方にあるチャーチルズシガーラ

ウンジでご利用ください。葉巻やパイプは、この

ラウンジ以外の場所ではご利用いただけませ

ん。船内の屋外喫煙所は、はつきりと掲示されて

います。屋外での喫煙は、デッキ7外側の右舷一

番後方にあるドア付近で灰皿のある場所、デッ

キ15左舷前方、トレードウインズ。バー傍の指定

されたテーブルの喫煙エリアと表示された場所

でお願いします。客室およびバルコニーは禁煙

となつています。この禁煙規則に違反すると、違

反1回につきS250の罰金が科され、お客様の船

内会計に加算されます。電子タバコはお客様の

(バルコニーを除く)客室および指定の喫煙場

所のみでご喫煙ください。

衛星放選とインターネットに関じて

テレビ放映とインターネットの質を出来るだけ高

く維持するよう努めておりますが、ダイヤモンド・

プリンセスが航行する位置の関係上、衛星の電

波を受信出来ない場合がございます。ご迷惑を

お掛けし申し訳ございませんが、予めご了承くだ

さいますようお願いいたします。

客室の電気ケ トルに関するお願い

客室に備え付けの電気ケトルの破損を避けるた

め、ユニバーサル・ソケット(日本の電源と違う穴

の形)は使用しないようお願い致します。

―アイ

デッキ6中央 lstシーティング5:30pm;2ndシ ーテイング 7:45pm

デッキ 6後方 後方部
の階段とエレベーターから
のみお入り頂けます)

正午■:30pm(昼食)

lstシーティング5:30pm;2ndシーティング 7:45pm

海寿司
★ デッキ7中央   5pm-9:30pm

ビッツェリア デッキ14前方 11am-1Opm

スターリング・ステーキハウス☆ ッキ 14 5pm-9:3Opm

バー、クラブ&ラウンジ 本国のカクテル :ト ウキョウ。アイスティー

場所 位置 :時間

キ 6前方 6prn から遅くまで

ホイールノ ッキ 7 430pmから遅くまで

エクスプローラーズラウンジ デッキ7中央 エンターテイメントの予定に準じる

マーメイドテール・バー デッキ14中央 . 1lam から10:30pm(天 候により変更あり)

デッキ15前方 1lamか ら遅くまで (天候により変更あり)

スカイウォーカーズ。ナイトクラブ デッキ18後方 10pmから遅くまで

お食事時間は変更になる場合がございます。
姜
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。

―ヾ (ウイスキーバー)

トレードウインズ。バー
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