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インフォメーション

秋田′日本
秋田県は東北地方北部の日本海沿岸にある大きな県です。秋田市
は秋田県の県庁所在地で、市自体の人口は約320′ 000人です。秋Fl

の主な魅力は、山や海、温泉の自然の美しさです.秋の気候は肌寒
く感じます。秋田には自然の美しさに加えて、侍の歴史もあります
また夏には東北4大祭りに数えられる竿灯祭りも行われています。

到着 :10:00AM
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°カードを持つて乗下船回へお進みください。日
本国籍のお客様は写真付き身分証明書をお持ちになつてお出か
けください。外国籍のお客様はパスポート原本をお持ちになりお
出かけください。

最終乗船時間:5:30PM

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。
乗下船国のセキュリティではシーパス°カードが必要です。お手元
にこ

｀
用意ください。セキュリティチェックをおこなうため、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た
さしヽ:上着やスカーフ、手袋を外す必要はございませんc

船舶代理店
アマノエーシェンシーズ有限会社
PIC Mr.Amano天 野)090-9635-8444
E一 Mall agent@almanoagencies.co.Jp

〒011-0945 秋田県秋田市土崎港西 1-8-35
T「 L1018-880-2230/FA〉 (:01。―ё00-2231

食品の持込・持ち出し関して
妻莫手号」により、全ての寄港地にて食品 (フルーツ、野菜などの生

=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。

シャトルバスサービス

港より秋田市内まで片道およそ30分です。バスの発着場所 |よ秋

田キャッスルホテルとなります。シャトルバスのチケットは治内 (

デッキ 3のショアエクスカーションデスクもしくはゲストリレー

ションデスク)の事前予約をおすすめします。お―人さまS16(往

復・返金不可)となります。秋田キャッスルホテルを出発する最終
シャトルバスは5:00pmです。ピーク時は混雑が予想されるので、

お時間に余裕をもってご利用ください。お申し込みは、船内新聞
「丁ODAY」 とご一緒にお届けした申込書用紙をこ

｀
利用ください3

健康に関する重要なお知らせ
風邪やインフルエンザ、ノロウイルス等の感染症予防はトイレの
後、食事の前には必ず温かいお水と石鹸で手洗いをすることで

予防できます。

本日のおすすめ
入港時ヘリパット解放

本船最船首にあるヘリパッドから秋田の美しい入港風景をお楽

しみください。

オープン時間9:15am～秋田入港前まで

天候状況により中止になる場合がありますのでご了承ください。

ザ。シアター入ロデッキ5左舷よりご案内いたします。つま先をお

おった靴でお越しください。また階段等注意の必要な箇所がござ

いますので、十分お気を付けください。

本 日のカクテル

シンガポールスリング &マルガリータ57.50(すべてのバーにて)

寄港地観光の予約

最後の観光地、青森での予定はお決まりですか?

まだ予定がお決まりでないお客様は青森の自然を感じ取れる「八

甲田ロープウェイと奥入瀬清流」のツアーなどいかがでしょうか?

ご希望のお客様はお早めにショアエクスカーションデスクデッキ

3までお申し込みください。

スペシャルディナー
6:00pm lスシ・オン・ファイブ5

本国はスシ・オン・フアイブにてお酒のお好きな方におすすめの

夕食「お寿司と日本酒のペアリングディナー」をお一人様 555に
てご用意しております。皆様のお越しをお待ちしております。

特選情報
性の裏佃1ツアー

船長はどのように船を動かしているのか、操舵室、エンジンルー

ム、厨房など、通常立ち入ることのできない船の裏側を除いてみま

せんか?次の終日航海日が最後のチャンスです。人数制限があり

ますので、こ予約はお早めにショアエクスカーションデッキ3まで

お申込ください3料金はお一人様S99です。

フォトパッケージ
船上のひとこまをプ回の写真に撮つてもらいませんか?様々な背

景のスクリーンをグランドフォイヤ3′ 4′ 5に用意して皆様のお越

しをお待ちしております。撮影した写真はお得なパッケージなど

もご用意しておりますので、詳細はフォトショップ デッキ4までお

越しくださいこ

スパ &フィットネス
ストレスと不安のための鍼治療

9:00am lザ・スパ 10

体内のエンドルフインとセロトニンを放出し、より良い睡眠を得る

のに役立つ鍼治療法。

10分間の即席フェイスリフト

10:00am lザ・スパ 10

痛みも外科的治療の必要ない、画期的な技術で若見え肌を手に

入れましょう。料金目安はS168～+18%サービス料となります。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

9:00am¨ 正i午′4:00pm-8:00pm

重要なお知らせ:皆様の安全のため一部のセキュ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 営業時間
上演′ザ 0シアター:ロ ック・オン !

6:30pm&8:30pm lザ 0シアター4&5
4名 のウェスト・エンド出身のロックボーカルのショーをお贈りしま

す。皆様に懐かしいロックを4名のボーカルのハーモニーでお届け

します。踊りだしたくなるようなツイストとヒット曲をお楽しみいた

だけること間違いなし|

アート・ギャラリー′4…………………………………内線6515ま でお問い合わせください

次回クルーズ相談デスク′5
(日 本人スタツフがお手伝いします)………………… ………6100pm-8:00pm

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

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

イノベーション′5 1 Apple'製品販売 …… …………………………………………………閉店

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

フォト・ギャラリー &ザ・スタジオ′4………………̈………̈…………6:30pm-11:00prn

7:00prn-10:30prn写真撮影′グランドフォイヤ 3/4/5

フール &室内プール′10…………………………………………………………7:00am-10:00pm
ソラリウム・プール フアミリー。アワー………………………………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
サ。カジノ′4(18歳以上)スロット&テーブル………………………………………………閉店
セレブリティショッフ&ブティック′5

ザ・スバ |サ ロン |メ ティ・スパ 1鍼′1 8:00am - 9:00pm

ヽ

iヽ

ヽ
|

i

.|

ヽ
ト

…………………………………………………̈ …̈……閉店

セレブリティおすすめイベント
パットゴルフ大会

11:30am lコ スモス・スカイラウンジ 11

乗船客の皆様でパットゴルフで競い合いましょう。ミレニアムゴル

フコースは皆様のお越しをお待ちしております。

卓球大会

3:00pm lプールサイド10

さあ、皆さんで卓球大会に参加しましよう!場所はガラス張りエレ

ベータデッキ10の外です。皆様の参加をお待ちしております。

コスモス・スカイラウンジ注目演奏
サイレントディスコ

9:30pm lコ スモス・スカイラウンジ11
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※最終下船地が秋田のお客様は別途配布する下船の案内をご確

認いただき、正午(12:00pm)にランデブーラウンジ デッキ 4にお

集まりください。

※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。

秋田港でのイベント
・着岸時に演奏・演舞が予定されています。
・記念撮影

あきた観光レディー・秋田犬・ゆるきゃら「んだッチ」
・竿灯によるお見送り

フィットネスセンター′10…………… ……………………………………………………24時間

お食事のご案内
朝食
オーシャンヒニーカフニ′101コ ンチネンタル朝食二 ………6:30am-7:00am
オーシヤン三二一方フニ.10事 食フノフエ………   ……7:00am-10:00am
オーシヤンヒニー方フニ′10 フランチフノフエ …… .10:00am-11:00am
メトロホリタン.4石―フンシーテノンク    ……………7100am-9:00am
ザ・スパカフエーシユースハー.10  ………… . ………7:00am-10:00am
ルミネ′4(スイートクラス専用レス ラ`ン| ………………… …
ブルー′5(アクアクラス専用レス ラヽン1… ………………………

昼食
オーシヤンビューカ
ザ・スパカフェ′10… .

フエ′101ブツフエ

7:00am-9:00am
7:00am-9:00am

午 -2:30pm
午 -2:00pmT

プールグリル′10 ........................1 I :30am - 6:00pm

夕食
メトロポリタン′4&51メ インシーティンク

｀
………………………………………5:30pm

メトロポリタン′4&51セカンドシーティング   …………… …………8:00pm
オーシヤンピューカフェ′101ブツフエ….……… ………… .6:00pm-9:30pm
スシ。オン・フアイブt5………̈………………………  …………… 3:00pm-11:00pm
~バ ′.+｀ フ_~7フ ノ~→ X`〔

|

^ノ
‐4ン ・ ン ノ´|ン ′引

「お寿司と日本酒のペアリングディナー_  …………6:00pm-10100pm
トスカーナグリル十′3……………̈…………………………………………………5:30pm-9130pm
ルミネ′4(スイートクラス専用レストラン)………………………5:30pm-9:00pm
ブルー′5(アクアクラス専用レストラン)………  ……………5:30pm-9:00pm
ル・プチ・チェフ (クイジーヌ十にて)′ 11.… …………………………5:15pm&7:45pm

コーヒー&スナック
オーシヤンビューカフェ′10

オーシヤンビューカフェ′10
オーシヤンビューカフェ′10

アイスクリーム′フローズンヨーグルト……………………̈正午 -9:30pm
オーシャンビューカフェ′101ティー・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……………」1:00am-11:00pm
オーシヤンビューカフェ′101夜食…………………………̈…………lo:oopm-1:ooam

バー営業時間
カフェアルバーチョ′5

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

マティーニバー &クラッシュ′

........5:00pm -;*&
3:00pm - )4T&

マストバー′11…………̈…………………………̈……………………̈…………lo:ooam_6:00pm
サンセツトバー′10¨…………………………………………………………………6:00am― 深夜12時

コーヒー′紅茶 ′ジユース……………̈………24時間
パスタ′ピザ′サラダバー…………正午 -1:00am

6・ 00n m― 深夜12時

11:00prn

深夜12時

プールバー′10………̈…………………………̈……………………………….……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。
X`ト スカーナ′デッキ3/スシ・オン・ファイブ&メ トロボリタン′デッキ5/ ル・プチ・ンエフ′デツキ 11
業商品によって料金がかかります |十 カバーチャージがかかります |ご予約は内線4707(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。
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本日の催し物

ロクルーズディレクター:ステイ~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チャンネル 2

ロフィットネスクラス:ス トレッチ&リラツクス.7:00amフィットネスセンター 10 ロケビン・ワグナーーソロ。ギタ~演奏者 .…….6:00pm…………セラーマスター5

ロフィットネスクラス:足裏エクササイズ………,7:30amフイツトネスセンター 10  =セレブリテイ0シヨータイム:ロツク・オン:

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

ロフィットネスクラス:ヨガXX 9:ooamフィットネスセンター10

ログッド・バィブスバンド.… …………………….……7:30pm…………………ランデブー4

ロストレスと不安のための鍼治療 .………………9:00am"…………………ザ・スパ 10

ロケビン・ワグナーーソロ・ギタ~演奏者………7:30pm…………セラーマスター 5

□到着:秋田′日本……………“…………・……・"10:00am

□生演奏:スターライト 8:15pm……カフエアルバーチョ5

n AEOfirq. " 10:00am" JFZ'7ffiJt)1

ロキャンフ・アツト・シ~:家族で写真ハント.¨ 10:00amキャンプ。アツト・シー 11

ロセレブリテイ・シヨータイム:ロツク。オン:

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

□10分間の即席フェイスリフト 1 0100am… ………………ザ・スハ 10

ロケビン・ワグナーーソロ。ギタ~演奏者 .…….9:oopm…………セラーマスター 5

ロフィットネスクラス:サイクリングXX¨
.… .… ……1 0100amフイツトネスセンター10

1生演奏:スダーライト 9:15pm.… .カフェアルバーーチョ5

ロスピードオクに挑戦しよう 11looam¨ コスモス|・スカイフア И́ l

9:30pm………………・ランデブー4J)"vf 't\4)'Zl i71"

ロバットゴルフ大会……………………………….… ….… 11:30am..Eスモ々ガ/ラルIИ l

tttl,-7'-tt-t.lrBHtL&4... 2:00pm"" Agqffi/)1
□★日本人講師による社交ダンスパーティー 10:30pm¨…………ザ・シアター4

□卓球大会 …̈…………………………………………………
3:00pm…………・フ

~ルサイド10

ロマテイーニテイステイング継
…………………・……3:00pm………̈ マテイーニバ~4

□D」ネッドによるクラブ。スカイ………………・……11:00pm.Eメ
モス・スルC″シИ l

A+f .r-fi tll: t \tut \>F........'..'.......... 4:45pm"""""" """'-';) - 4

ニハークゥェストギャラリー:

マスターア~テイスト展示会………………………6:00pm… ……ア~トギヤラリー4

ロアルゼンチンワインテイスティング料
….…….5:00pm.……….セラーマスター 5

□』塾」壼ョ邑墨[」壁旦.....¨ .¨ "̈……“"““……“...“ ■̈3012璽

□生演奏:スターライト 5:30pm… カ̈フエアルバーチョ5

A +f . y - Ji fuA : t \r 7t \>[:'...........'........'. 5:45pm """""" """'7> 7) - 4

XX料金のかかるアクテイビテイ~ですo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も

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
□D」ネッドによるマテイーニバイブス……………6:00pm…………マテイーニバ~4
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