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一生の思い出を作りましょう
。カメラを向けて撮影しましょう。

いつもカメラは携帯しましょ〕1ロ ック・クライミングなどアクティビテイーの思い出
をたくさん撮影しましょう。

・乾杯しましょうc

誕生日、記念日、家族旅行の記念などきっかけは何でも自由.乾杯してお祝いしまし
よう。

・仲良くしましょう。

家族全体が集まつて、シャッフルボードゲームで遊んだり、アイスを食べたり絆を深
めましょう。

・イベントをお見逃しなくc

ラ・スカラ・シアターなどで行われているシヨーーなど様々なイベントをお楽しみくだ
さい。

JTBおすすめイベント

☆ラジオ体操+妖怪ウォッチ体操

ラジオ体操。ようかい体操第一をみんなで1!

8:00 am7プ ールデッキ′デッキ11

★乗船説明会 3回目

初日の乗船説明会に参加できなかつた方はお越しください。(自 由参加)

尚、乗船説明会でご案内する内容は客室内テレビ(チャンネル34)でもご
覧いただけます。

9:00 am′ スター0ラウンジ,デッキ5

★船の知識講座1回目       
・

世界中の海を航海した、クルーズ専門のJTBスタッフによる船のものし
り講座。

9:30am′ ラ・スカラ・シアター′デツキ3      .
★お子様向け船内探検ツアー(約 1時間)先着50名様 (小学生のお子様対象)

大人の方も同伴いただけます。広い船内をT緒に見学しましよう。

集合場所には、必ず保護者の方の送り迎えをお願いします。

9:30 am′ スタジオB前集合,デッキ3      
・

★折り紙教室(お子様向け)

大人気!!「妖怪ウォッチ」の時計と可愛いじばにゃんを一緒に作つてみよう

10:00 am′ スター・ラウンジ,デッキ5

ロイヤル・ビンゴで現金 &オーナーズスウィートヘのアップグレードを当てよう

あなたもビンゴに参加して一援千金を狙いませんか?簡単なゲームですので家族

全員で参加して楽しみましょう。もしかするとあなたが現金をグツトするかもしれま

せんよ。

また、今回は特別に」TBよリオーナーズ・スイートヘのアツプグレードの景品をご用

意! ぜひ皆様でご参加くださいt

カーード販売:11:00 am′ ゲーム開始:11:45 am

場所:スター・ラウンジ′デッキ 5

渕務.1幹
‐
海面:M(」 erate 紫外線:7強い_     ・

日の出:511l am   ・日の入:7102 pm

(時刻は日,です綱 o位置により時刻は変更となる場合があります)

本国の重要なお知らせ
今夜のドレスコード

フォーマル ー女性はカクテルドレス、フオーマルな装い、男性はスーツにネクタ
イまたはタキシードなど。

室のテ (チヤンネル14) しており

=|
■■|

ます。イベント情報などご案内しておりますのでご覧ください。

衛星通信について

本船の位置により、クルーズ中の衛星通信状態が一時的につながらない

状況が発生する場合があります。この影響によリインターネット、電話、ATM
機、テレビ番組などに影響を及ぼす場合があります。予めご了承ください。

健康インフオメーション

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、せつけムた温水で両手をよ

く,先うことです。

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。外のデッキは床

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。

トイレの排水について

一度に大量のトイレットベーバーや備え付けのトイレットベーパー以外の異物

を流さないようお願いいたします。トイレ詰まりの原因となります。ご協力をお

願いいたします。

プールチェア
30分 以上プールチェアを離れる場合は、次のお客様へお譲りください。皆様

のご協力をお願いいたします。

外線電話

お部屋から直接お電話をかけることができます。(1分 :$7.95)

JTBデスク (ゲストリレーションズデスクオ黄、デッキ5)

オープン時間:8:∞ am-1230 pm/2:30 pm-8:30:獅
お問い合わせ、何か囲ったことがございましたら、気軽にお立ち寄りく

ださいぅ弊社のスタツフが対応いたします.

明日3日 目は済州島(韓国)です。
●
丼
一・

||||

ボイジャー・オブ・ザ・シーズ
°

2015年 5月 2日 土曜日
終日航海日

一
一2

血行不良、体力不足、水分貯蓄、関節痛や結合組織炎でお悩みですか?いずれかに当ては
まる場合は、海藻マッサージを予約しましょう。このトリートメントには、デトツクス効果のあ
る海藻ラップ、頭皮マッサージ、足と足首のマッサージ、25分か50分のボデイ・マツサージが
セットになつています,本国の予約で100● オフとミニ・フェイシャルをお付けします。
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デ ザ イ ナ
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時 計 販 売 一
一

一 一

午前中に最大75●●オフのデザイナー時計販売を行います=シ テイズンなど

のメーカーの時計を取り揃え、免税価格にて、9:30 AMから在庫限りで販売

しておりますので、ロイヤル・プロムナーード,デッキ5の お店にお立ち寄りく

ださい。

一
― 一 一

―

ス ペ シ ャ リ テ ィ
・

ダ イ ニ ン グ の ご 昼 食 一 一 一
―

スペシャリテイー・ダイエングでのお食事はとられましたが
'チ

ョツフス・グリ

ルはステーキを、ジョバンニズ・テーブルではイタリアンをイズミではアジア

料理をお楽しみいただけます。ご予約は各レストランヘ

内線133331イタリアンl μ4441ス テーキハウス1/55551アジア料理 1

宝石販売一一―

本日、特別価格にて宝石販売を行いますじクルーズの思い出に素敵な宝石は

いかがですか
'

11:00 am,レガリア・フアイン・ジユエリー′デッキ5

―一一―タキシード・レンタルーーーー

タキシードをお忘れでしたら、レンタルがございます。

どうぞお気軽に内線:8108ま でお問い合わせください。(有料)

一一一フォーマル写真撮影一―一―

フォーマルナイトの姿を記念に残しませんか
'

プ回のカメラマンが皆様の素敵なクルーズ風景を撮影いたします(

ご希望の方はデッキ3,4&5のスタツフにお声を掛けてくださしヽし

撮影した写真はフォト・ギャラリーの機械上で確認できます。

――………―イズミーーーーー

お寿司などアジア料理をご用意して皆様のお越しをお待ちしております,

ご予約。お問い合わせは内線 :5555ま で 千有料:アラカルト料金
'

― ―
一

…
… 一 船 酔 い は 大 丈 夫 で す か ?一 一 一 一 一 一

鍼灸はいかがですか
'さ

まざまな症状に効果があります。少し例を挙げれ

ば痛み、座骨神経痛、関節炎、消化器系、体重管理そして船酔いにも効果が

あります。詳しくはヴアイタリテイ・デイ・スパ、内線3371の鍼灸師:メ グミま

でお問い合わせくださしヽ。

――一―ドリンク・パツケージーーー

クルーズ中のにドリンク‐パツケージが購入できることをご存知ですか
'コ

ーヒー、ベツトボトル、ソフトドリンク、ワイン、ビール、カクテルなど飲み放題
のパツケージですじイ直段を気にせずにお飲み物を飲まれる方はバーでご購
入ください。

―一――アイオネテラミー。デトックス・トリートメントーーーー

こんなお悩みはこざいませんか
':むくみ、便秘、消化器系、肌色、弾力の喪

失、代謝、メタボ、体力低下なaオイオネテレミーは、これらの問題を解決い
たします。トリートメントの価格はスペシャルフライスでSl19 1通常S1591
です。本日ご予約いただいた方には無料で頭皮マッサージをお付けします,

詳しくは、デイ・スパ:内線3371まで

クルーズディレクターの本日のお勧め

――一一オール・アクセス・ツアーーーー

エンジンルームやショーのバックステージなど、通常入れないエリアにスタ
ッフがご案内いたします。約3時間でボイジヤー。オブ・ザ・シーズのさまざま
な船の裏側を見学してみませんか?

お一人様 1ヽ50で、定員15名 限定ツアーです。(5/2と S/5開 催,

ご予約は四線:0も しくはグスト |カ ービス・デ:ス クにお立ち寄りください
=

クルーズ・ディレクタースタッフ&インナー・ソウル・デュオ

ダンシング・パーテイ
3:00 pm - 4:00 pm, 7-)l/?'v+, i'Y* 11

プロダクション・ショータイム
出演

ロイヤル・カリビアン・シンガー&ダンサー

in

ブロードウェイ:リズム&ライム

ホスト:フ ラビオ &舞歌

ショータイム:8:30 pm(夕 食1回 目のお客様)

10:30 pm(夕 食2回 目のお客様)

ラ・スカラ・シアター′デッキ 3&4
写真ガ議弁どデオ撮影・席取りはご遠盾(ださιl。 お子様がご覧/[な る場合r」大人の日″か

・
必要

でチ。携帯露薦rの 電穆算はぉ切ク〈ださι,ま ォょぅぁヽ煽乳lι lた します
=

ナプキン折り
クルーズディレクタースタッフが素敵なナフキンの折り方を教
えてくれます。折り方をマスターして、下船後にホームパーティ
ーなどで披露してみてはいかがですか?

10:30 am′ スクーナー。バー′デッキ4

スクラップブック作リ
クルーズ。ディレクター・スタッフがスクラップブック作りを一
緒に手伝つてくれます。旅の思い出にスクラップブックを作りま
しよう。(最大25名 )

1:45 pm-2:30 pm′ ハイ。/――ツ,デッキ 14

プールサイドシアター:イン・トゥeザ・ウッズ(125分 :日 本語字幕)

魔女の呪いで子供のできないバン屋が、呪いを解くためにア
イテムを探しにいく映画です。

4:00 pm&10:00 pm′ プールデッキ′デッキ 11

レッツ、フラッシュ。モブ・ダンス:

クルーズ。ディレクターズスタッフと一緒に音楽に合わせて踊りを習
いましょうc

4115 pm′ スター・ラウンジ′デッキ 5

アイスショー中止のお知らせ

本国(5/2)予 定しておりました「アイスショー:アイス・オデッセイ」は

スケートリンクの水を作る冷却装置の不具合により、

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.

なお、今クルーズの公演予定につきましては、

船内新聞等で改めてご案内申し上げます。

本日のおすすめ ビティと

本 日のショー



営業時間
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デッキ

アート・ギヤラリー        11100 am-11:00 pm_.… ……….デッキ4

カジノ,ロイヤル スロット   9100 am― 深夜 .   …………デッキ4

テーブル  正午 ―深夜 …… … … … … … デッキ4

フォーカス・フオトギヤラリー   9:00 am-1100 pm… ………………デッキ3

ρォト・キオスクは24時 間営業ジ

写真撮影        5115 pm-615 pm//7:15 pm… 8:45pm
9145 pm-10:45 pm… …….… デ

`ッキ3,4&5

両替          6100 am― 深夜 … … …… … …デッキ5

ロイヤリティー&クルーズセールスチーム
10100 am― 正午… … … … ……デッキ6

医務室|(内線5アリ        8:00 am-1100 am/4100 pm-7:00 pm
…….… ………….… ……….… ……デッキ1

プール/ジャグジー       9100 am‐ 10:00 pm`プールサイドリ.… デツキ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‐ 10100 pmグ ールサイドリ……デツキ11

ショップ              9:00 am-11100 pm.… …….… ……デッキ5

タキシード・レンタル (内 線θ7θθり  9:00 am-12130 pm/5100 pm-9100 pm
.… ………… … . ………デッキ5

デイ・スパr内 線∬7,       8100 am-10:00 pm__.… ‥.… デッキ12

メディ・スパ/鍼灸/ヘアーサロンプ歯のホワイトニングクリニック

フィットネスセンターイ内線
“
アゥ  6100 am-10:00 pm… …….… ………丁ツキ11

“

歳以上のご利用お願いしますリ

スポ~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O料
スタンドアップ・サーフィン   11:00 am‐ 12130 p n

ブギーボード        9:00 alη -11:00 alm/3:30 pm-5100 pm

ロッククライミングネホネ

クライミング         10:00 am― :正午 /2100 om-5:00 pm
10代対象:スピードクライミング 5:00 pm

シー/1スをご:寿参くだきιヽ.アβ癒 :ιイ万のおデ庁́のごパグ層′
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24時間オーブンの施設:

バスケツトボールコート′デッキ13/カ ード&ゲーム,デッキ7/アーケードゲーム,デッキ 12

/緊急時の電話 1内 1宇 911)/ゲストサービス1円綜 ni′ デッキ5/図書室,デッキ8/メ ンテナン

ス(=室「■の1,==」
`■

al)/オペレーター 1円 1宗 01/フォトキオスク′デッキ3/インターネット|:□

書菫)′ デッキ7′ 8/一部のスイミングプールとジヤグジー′デッキ11/ミニゴルフ,デッキ13/
卓球′デッキ12/シャツフルボード|デッキ4/コ ミュニティ掲示板,デッキ5

`=Discharge O)fA::Garbage into The Sea is prohibited Except
prOYided OtherWiSe“

″
The MARPOL Convention and domesticlaw″ は海に物を投げ捨てる
ことを固く禁じています。このルールを遵守できない場合は罰金が課せ
_ら れます。全てのゴミは船内のルールに従つて正しくお捨てください。

喫煙に関して

パルコニーを含む客室および公共エリアは全て禁煙です。喫煙場所は右舷側の灰皿
設置エリアのみとなります。

2015年 5月 2日 土曜日
―  本日は、終日航海日

今夜のディナータイムの服装:フオーマル

女性はカクテルドレス、フオーマルな装い、男1生はスーツにネクタイまたはタキシードなど。

一

お食事時間と午後の軽食のご案内

趣日目

朝食

6:30 arrl… 10:00 am

7i30am‐ 9i15am

8:00 am

昼食

11:30 am‐ 3:00.pm

lli45 am… 1:15 pm

軽食

24時間

24時間

7i30am-Oi30 am

ll:30 am-4:00 pm

lli30 am… 11:00 pm

3:00 pm‐ 4i30 pm

5:30 plη ‐9i00 pm

ウィンジヤマーカフェ(ブッフェ)

サフアイアダイニング.… ……

ウィンジヤマーカフエ(ブツフエ)  ..… ......11

サフアイアダイエング…….… ………..… ……3

逮:書騨|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:お一人様$10かかります).3

デッキ

……11

3,4,5

夕食:        ドレスコードノフォーマ′レ      デッキ

5:45 pm      サファイアダイニング(1回 目のお客様)3,4,5
6:30 pm‐ 9:00 pm ウインジヤマーカフェ(ブツフェ)… ………………11

8:00 pm       サフアイアダイニング(2回 日のお客様)..3,4,5
※ダイニングルームは裸足やショートパンツやタンクトップでのご入場はお断りしても`ます。

スペシャリティーダイニング(有料)           デッキ

5:30 pm‐ 8:30 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S25(要 予約.内線3333)

x24時 間前からの予約取消にはS10のキヤンセル料がかかります

5i30 pm‐ 8:30 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)

x24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)

5i30 pm-8:30 pm  イズミ               .,...… …14

料金はアラカルトですじ(要 予約.内 線5555)

x24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

デッキ

カフェプロムナート .… ….… .… ……_… … 5

ルームサービス(内線クァの

(深夜12:00pmか ら5100 amの間は1回 につき$395かかります)

($)アイスクリームショップ,カフェプロムナード.5

(S)カップケーキ・カップボード…………,..… 11

ジョニーロケッツ・ ..… ._、 ......… .....… 12

カバ…チャージ:$5.95 50年 代風ハンパーガーショツプ

お飲み物は有料です

ウィンジヤマーカフェ….… ……………….,..11

($)カップケーキ・カップボード…..… ….… …11

カフェ・プロムナードは6:30 amよ り
す。カジノ・バーは夜遅くまで営業

とプールバーは9:003mよ り営業していま
しています。

本国のドリンク‐クランベリー・キモノ

スミ/フ ウォッカと甘酸つぱいクランベリージュースをシェイクしてスプライ
トで割つたカクテルです。是非お楽しみください。

予約受付時間:5/2 9:00 am-1:00 pm

サフアイア・ダイニングルーム デッキ3

次回開催予定 5/5

ドリンク・パッケージを試して

デイリニプランチ■
■イシヤー・イア:す・シ=「 ■

T,AR ll,R● FOLD ll:BR屁 ▲
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#&-E+
7:00 am

7:30 am

8:00 am

9:00 am

9:00 am

9:00 am - 11:00 am

9:00 am - E*
9:00 am - Ef
9:30 am

9:30 am

9:30 am

9:30 am

9:30 am
'10:00 am
'10:00 am
'10:00 am

本国の催し物

乗船中の船のご案内(日 本語 )… … ……… …チャンネル34

ポイジャー・モーニングショーbyフラピオ&舞歌(日 本語)… …チャン杓レ14

」Lバイタリティストレッチ,フィットネスセンタ…….… …….…デッキ11

減、($)ヨガ,フィットネスセンタ……....,,。 .......・ .....デッキ11

★ラジオ体操+妖怪ウォッチ体操,プールサイド… .…デッキ11

』ニデトックスと減量,フィットネスセンター.,・ ...........デッキ11

乗船説明会3,スター・ラウンジ… .… … .....… .・・.デツキ5

スロットマシンのポイント2倍 ,カジノ・ロイヤル ..… ....¨ デッキ4

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

早朝スペシャル:ブラツディー・マリー、スクリュードライバー、

イエローバーズ,カジノ・パー&プール・バー,,...デッキ4&11

☆お子様向け船内探検ツアー/スタジオB… .........デ ツキ3

デザイン時計販売,ロイヤル・プロムナード....… ......デッキ5

ウィンドブレーカー半嗜頓セール,プールデッキ……........デッキ11

水申エアロビクス,プールデッキ....,........・ ........デッキ11

★船の知識講座1回 日,ラ・スカラ・シアタ‐ … .......デツキ3

金の計り売リロイヤル:プロムナーに,,...… .・ .… ....デッキ 5

セミナー:鍼灸のご紹介,ディロスパ............… ....デ ,キ 12

★折り紙教室 :お子様(3-12歳未満)と家族のふれあい広場

スター・ラウンジ ...… .....i… ,.….....1........デッキ 5

ナプキン折り,スクーナー・バー・...,,...・ .........l.…デッキ 4

バスヶットボールで遊ぼう,スポーツ・コート………….デッキ13

アートセミナー:アート・コレクション101,タバーン・バ…….デッキ4

宝石販売,レガリア・ファイン・ジュエリ_… .....… …デッキ 5

』ヒデモンストレーション;フオニマルナイトのヘラデザイン::

ディ・スパ.......:......二 ,.........,......… デッキ12

(5)31NGO:ロ イヤル・ビンゴで現金を当てよう!

(JTB特別商品あり),カード販売, ,
.スター・ラウンジ ......,… .`......。 ...,.… ………デツキ5

★お子様向けサツカー講座,スポーツ・コーに ........デ ッキ13

(S)BINGO:ロ イヤル・ビンゴで現金を当てよう!

・
(JTB特別商品あつ ビンゴ開始,

,スター・ラウンジ .....1...、 ・・….....■ ..:......:デ ッキ5

5:,]5 pm

7:00 pm

7:00 pm - 7:30 pm

7:00 pm - 8:00 pm

7:45 pm

8:30 pm

9:00 pm‐ 深夜

9:25 pm

9:30 pm

9:45 pm

10:00 pm - #&
l0:00 pm

10:30 pm

1100 pm

l:00 am

家族でビンゴ,ア ドベンチャー・オーシャン デッキ 12

冒け膀瑯ドリ…ムワークス°ベンギンに会おう,

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

チャールズ船長と写真撮影(船専属カメラマンが撮影します),

ゲスト・サービス・デスクそば.… … ........・ .・ … デッキ5

船長の乗船歓迎パーテイー,ロイヤル・プロムナード...・ ,,デッキ5

船長のスピーチ,ロイヤル「プロムナード・プリッジ......・ ..デッキ5

■ロプロダクションショータイム,~r夕
食1回 日のお客様,ラ・スカラ・シアター ......デッキ3&4

カジノでテープルゲームやスロツトを楽しんでいる方!

マテイーニS5.95,カ ジノ・ロイヤル_.............・ .デ ,キ 4

営:`躙》ドリームワークスeライオンのアレックスとスペシャル・ダンス,

ロイヤル・プロムナード..… ….… ....。 ......・ ..… .デッキ5

70年ftディスコ・パーテイ,ロイヤル・プロムナード....1...デ ッキ5

お一人様のつどい,ハイ・ノーツ.… … ..… ........・ ・デッキ14

ネ上1交ダンスパーティー,スター・ラウンジ......1....,デ ツキ5

プールサイドシアター:イ ン・トウ・ザ・ウット(日 本語字幕付き)

プールデッキ.… ....,.… ………..........。 ....・ ・デッキ11

■1冒
プロダクションショータイム,~夕
食2回 目のお客様,ラ・スカラ・シアター .・・,,.デッキ3&4

(S)パラダイスロト抽選会,カ ジノ・ロイヤル……………デッキ4

18歳以下のお子様の問限

10:303m

10:30 am

10:30 am‐ 11:15 am

l100 am

ll:00 am

11:00 am

11:30 am

ll:45 am

12:15 pm

1:30 pm

1:15 pm

1:30 pm
'l:45 pm - Z;30 pm

2:00 pm

2100 pm

2100 pm

2:00 pnr

2:15 pm - 3:00 pm
3:00 pm

3:00 pm

3:00 pm - 4;00 pm

3:30 pm

3:30 pm

3:30 pm

4:00 pm

4:00 pm

4:00 pm

4:15 pm

家1族でガガ・ボール,ア ドベンチャー・オーシャン.........デッキ12

逮;鮨ドリームワークス°シュレックとフィオーナ姫に会おう,

コイヤル・プロムナート.......,..… .… ..........デ ッキ5

家族でミニ・ゴルフ大会,ミニ・ゴルフ...■ ....… … ...デッキ13

★バスケットを楽しもう:,スポーツ・コート..,,.… ..… デッキ13

大人のスクラップブック作り:第 1回 (最大25名 限定)

ハイ・ノーツ………….… …………….… ……デツキ 14

コーチ&マイケル・コース販売,ロイヤル・プロムナード.… デッキ5

“
臭、セミナー:背中の痛みを減らそう,

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

フォーマルナイト用の洋服$10セ ール
,

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

ブラックジヤック大会,カ ジノ・ロイヤル…....`..........デ ッキ4

アートセミナニ:30,000年 の芸術,スター・ラウンジ......デッキ 5

(S)初心者用ワインテイステイング,メインダイニング.....デッキ3

(3)マテイーニの作り方,Rバー.… .… ….・ …… .… .デッキ5

クルーズ・ディレクター・スタッフ&インナー・ソウル・デュオ,

ダンシング・パーティ,ブールデッキ ......… .… .… .デッキ11

憲隋ドリームワークス°ライオンのアレックスに会おう,

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

セミナ=:おなかをフラットにする方法,デイ・スパ...… .デッキ12

スワロフスキー40`るオフセ,ル ,ロイヤル・プロムナード..,デッキ5

url≫ ドリームワークス。ポーに会おう,

スタジオB… ..… ....… ,.… ……….:.・ ....・ .… ..デッキ3

大人のパレーボール大会,スポーツ・コート..・ .....… デッキ 13

プールサイドシアター:イ ン・トゥ・ザ・ウット(日 本語字幕付き)

プールデッキ...........… …...… …..… ….… …1デッキ11

モブ・ダンスクラス1,スター・ラウンジ….… ………………デッキ 5

※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、ザ・ヴオルト、シヤンバンバー、バイキングクラウンラウンジ、ハイノーツは、10i∝ )PM以降は18歳 以上のお客
様のご利用に限ります。

☆印の付いているイベントは」TBイベントです。

39330

船長のご乗船歓迎レセプシヨン .
全てのお客様に敬意を表して開催される乗船歓迎レセプションに

チャールズ船長が皆様をご招待します。船専属カメラマンが船長

との写真をお撮りします。

写真撮影:7:00 pm′ ゲストサービスそばにて′デツキ5

船長のスピーチは7:45 pmから開始します。
ロイヤル・プロムナード・ブリッジ′デッキ 5

Jl    音楽&ダンス    ■
‐             ____二 ____」二_」里菫

プールサイド音楽 渡奏:インナー・ソウル・デュオ(途中休憩あり)

正午-4100 pm      プールサイド′デッキ11

カクテル・ビアノ音楽 演奏:アルビン

5:00 pm-5:45 pm    スター・ラウンジ,デツキ5

ロック、ポップ&オールディーズ 演奏:キネティック(途中休憩あり)

5:30 pm-8:30 pm    ロイヤル・プロムナード′デツキ5

ダンスタイム 演奏:キネティック

8:30 pm-9:30 pm    スター,ラ ウンジ,デッキ5

パブ音楽 演奏ジエ(途中休憩あり)

9:00 pm― 深夜     ピッグ&ホイッスルパブ′デッキ5

ビアノバー音楽 演奏:ビビアン(途中休憩あり)・
8:00 pm-9:00 pm    スクーナー・バー′デッキ4

10:15 pm― 深夜     スクーナー・バー′デッキ4

ダンス音楽 演奏:D」 デイデイ

10:30 pm― 深夜     ハイ・ノーツ′デツキ14

※天候によつては、屋外でのイベントはロイヤル プロムナード,デッキ5に変更に

なることがございます。
91

記号の説明 =よ 健康イベント轟 音楽とダンス 電ロショー 警 鶉 ドリームワークス レ 要チケット (S)有 料イベント ③ リピーターメンバー限定イベント ☆JTBイ ベント

旨し物
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