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広島
広島は1945年8月 6日 に初めて原爆が投下された都市として世界

中に知られています。投下地点より半径2kmは壊滅的に破壊さ

れ、都市の復興は難しいと言われるほどでした。

しかしその予想を覆し、復興が進み、広島城が復元されて、現在

では中国地方で100万人を超える人口を誇る都市として発展しま

した。また発展と共に、原爆の恐ろしさを後世に伝えるために投

下地点には平和記念公園が建設されました。

平和公園内には原爆資料館に歴史的遺産として、原爆ドームなど

が残されております。

インフォメーション

到着 :8:00AM
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°カードと写真付きの身分証明書 (パスポートコ

ピー等)を持つて乗下船回へお進みください c外国籍のお客様は

パスオート原本をお持ちの上、お出かけくださいこ

最終乗量時間:4:30PM
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

にご用意ください。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だ

さい。上着やスカーーア、手袋を夕|す必要′まござし`ません。

北九州までの距離は139.6海里となります。

船舶代理店
シーゲートコーホレーション

担当:中尾

E― Ma‖ :hagent@Seagatecorp.co m

Nakao.丁suyoshi@Seagatecorp.colη

〒734-0013 広島県広島市南区出島2丁目22番37号

丁EL:082-254-2427

シャトルサービス
無料のシヤトルバスの運行がございます。シャトルバスは港から
五日市駅まで約15分おきに8:00amから運行されます。またお

席の数は限られておりますので、混み合うことも予想されます。出

港時間に遅れないよう、十分お気を付けください。

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)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。

本日のおすすめ
客室の丁Vシッ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。

寄港地観光の予約
釜山寄港地観光のご予定はお決まりですか?

釜山のシヤトルバスのチケツトは本船内で購入が可能です。

また下船にはお時間を要する場合がございます。下船は寄港地

観光ツアーにお申込のお客様が優先となりますので、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。

ショアエクスカーションデスクデッキ 3までお尋ねください。

特選情報
最終 日―早期ご購入割引

写真のパッケージのご購入はお済ですか?本国までにご購入い

ただいた方にはS100の 割引を行つております。どうぞこの機会

をお見逃しなく|デジタル写真パッケージはオンラインでのダウ

ンロードサービスになります。詳しくはフォトギャラリー デッキ 4

までお越しください。

インターネット使 い放題プラン

インターネット使い放題プランではフエイスブツクや、ゲーム、動

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

してください。(別途料金がかかります)

スペシャリティレス トラン

o:30pr¬ |トスカーナグ:カ レデッキ 3

本日はトスカーナグリルにて「ダニエル・ボールドのシェフズテー

ブル」をお一人様 S139に てご用意しております。

本日だけのスペシャルディナーですので、お見逃しなく|

スパ &フィットネス
ヌーフェイスによる顔のフィットネス

11:00am lザ・スパ 10

より健康で若々しく見える革新的な非侵襲技術を体験してくださ

い。より健康的で若々しく見えるように改善する方法をお教えいた

します。

リフレクソロジー

3:00pm lザ・スパ 10

リフレクソロジーで、体の疲れを取りませんか?

気が付かないうちに、疲労は思つている以上にたまつているかも

しれません。
この機会にぜひリフレクソロジーをご体験してみてください。

銅:のご案:内

5:00pm lザ・スパ 10

首と肩の痛みを取り除く鍼はいかがですか?

15分の無料相談を行いますのでどうぞお越しください。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
7:30arn-11:00arn′ 3:00pr:1-8:30prn

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
上演′ザ・シアター:ユーミア

6:30pm&8:30pm lザ・シアター4&5

世界的な現代バイオリエストのヨーミアによるステージをお楽し

みください。

彼女によるタンゴやロックンロールとフューチャーリングした素

晴らしい演奏をお楽しみください。

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。さぁ、ボ

ールを握つてストライクを狙いましょう!

本国の優勝者にはセレブリティ
″
X″ のメダルを差し上げます。 i

卓球大会

3:00pm lプ 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の屋外ににご用意しております。皆様の参加

をお待ちしております。

営業時間
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………………̈………………………̈…………5:00pm-7:00pm
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…………………̈…………………………8:00am-11:00am 14:00pm-7:00pm
フォト・ギャラリー&ザ・スタジオ′4…………………………̈…………,5:30pm-11:00prn

.7:00pm-10:30pm
7:00am-10:00pm

写真撮影′グランドフォイヤ 3/4/5

プール &室内プール′10

ソラリウム・プール ファミリー・アワー…………………………………4:00pm-7:00pm
ショアエクスカーションズ′3… …̈………̈…………… …………………5:00pm-9:00pm
ディスティネーション・コンシェルジュ……………………………………5:00pm-8:00pm
ザ・カジノ′4(21歳以上)スロット&テーブル…………………………………………………開店
セレブリティショップ&ブティック′5¨ ……………………………̈…………̈………….……閉店
ザ・スパ |サロン |メ ディ・スパ 1鍼′10……………………̈…………8:00am-9:00pm
フィットネスセンター′10 24日寺間

オーシヤンビューカフェ′101朝食ブッフェ………………………6:00am-9:30am
オーシャンビューカフェ′101フ ランチブッフェ ………………9:30am-11:00am
メトロポリタン′41オープンシーティンク  ………………………7:00am-8:30am
ザ・スパカフェ+ジュースバー′10 ……… ……………̈………7:00am-10:00am

お食事のご案内
朝食

ルミネ′4(スイートクラス°
専用レストラン)……………………7:00am-8:30am

ブルー′5(アクアクラス°
専用レストラン)   ………………7:00am-8:30am

昼食
オーシヤンビューカフェ′101ブッフェ……… …………………………̈ 正午 -2:30pm
ザ・スパカフェ′1 正午 -2:00pm

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

コスモス・スカイラウンジ注目演奏
アバーマニアバーテイ

9:45pm lコ スモス・スカイラウンジ11

今夜はアバマニアバーティです。スウェーデン出身のアバの名曲

に合わせて踊りましょう1大画面にて映像と一緒に盛り上がりまし

よう。パーティの後はハウスバンドのザ・シーガルズの演奏にて引

き続きお楽しみください。

各寄港地案内デスク(広島除く)

7:00pm-9:00prn
デッキ 3′ グランドフォイヤ付近

各港からスタッフが乗船して

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。

メトロポリタン′4&51セカンドシーティング……………………̈………………8:00pm
オーシヤンビューカフェ′101ブッフェ… ………………………6:00pm-9:30pm
スシ。オン。フアイブX′

5……………………………… …………̈………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)…………………………5:30pm-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)十 ′11……………………………5:15pm&7:45pm

コーヒー &スナック
オーシャンビューカフェ′101コ ーヒー′紅茶 ′ジュース………………………24時間

オーシヤンビューカフェ,101パスタ′ピザ′サラダバー……………正午 -1:00am
オーシヤンピューカフェ′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ェ′101ティー・タイ ......4:00pm - 5:00pm
カフェアルバーチョ&イタリアンジェラートX′

5..…….…….11:00am-11:00pm
オーシヤンビューカフェ′101夜食 …̈……………………………….… 10:00pm-1:00am

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………………………………………………………̈………4100pm― 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′ ................3:00pm - )*l{
マストバー′11………………………………̈…………………………………………10:00am-6:00pm
サンセツトバー′10…………̈……………………………………̈………………6:00am― 深夜12時
プールバー′10………̈………̈…̈……………………………………….………9:00am-11:00pm
ランデブーラウンジ′4………………̈………………̈………………………3:00pm― 深夜12時

アルコール及びカジノは21歳以上のお客様のみのこ提供となります。
報トスカーナ′デッキ3/スシ・オン・フアイブ&メ トロホリタン′デッキ5/ ル・プチ・ンエフ̀

デ
ツキ 11

・商品によって料金がかかります |十 カバーチャージかかかります |こ予約は内線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。

___重:食L____



本日の経し物

ロクルーズディレクター :ステイーブと日本人ホスト:ユ リカによる

本国のおすすめ情報チヤンネル……………終日………….………T∨ チャンネル 2

ロフィットネススクラス:

ストレッチ &リ ラックス…………………………7:00am… コスモス・スカイラウンソ11

ロフィットネススクラス:お腹エクササイズ .… 7:30amフイツトネスセンター 10

□到着 :広島 (日本).…………………………….…….8:00am

ロヘアケアの無料相談 ………………………………………8:00pm… ………………ザ・スパ 10

ロフィットネススクラス:ビラティス料
……………9:00amフイツトネスセンター 10

□本日の数独………………………………………………………10:00amコスモスヌカイラウンク 1

□顔のためのフイツトネス… …̈……̈…………………11:00am… ………………ザ・スパ 10

ロスピードオクに挑戦しよう……………̈……………」1:oOamコスモスヌカイラウンク 1

ロキャンフ・アット・シー:AEA:天候…………………■1:00amキ ャンフ・アット・シー 11

□X― ボックス ボーリング大会…………………………」1:30am… …グランドフオイヤ 3

ロスキンケア:ヨァ[ケアについて………………….200pm… …………………ザ・スバ 10

□☆広島乗船のお客様対象

乗i合説明会と緊急避建]|IⅢ ……………… 2:|lp“ 17■ヌ ■ヽカイラ1ヽが1'

□輪投げ大会………………… ……………………………2:00pm… … …マティーニバー 4

□卓球大会… .… … …………………………………3:00pm… …………フールサイド10

口ヵシャッサ絣
……………………………………………………3:00pm…………マティーニバー 4

ロリフレクソロジー……………………………………………3:00pm… …………̈………ザ・スバ 10

□背中′首 &肩の悩み………………………………………4:00pm… …………………ザ・スパ 10

ロフィットネススクラス:サイクリング
睾

…………4:00pmフ イツトネスセンター 10

□★日本人講師による社交ダンスレッスン…4:00pm… コスモス・ヌカイラウンジ11

□家族でキャンプ。アット・シー:

ファットブレイントイ大会 ……………………………4:00pm… キヤンプ・アツト・シー 11

□量整垂船時間……………………………………………………4:302里

□生演奏:スターライト………………………………………4:30pm… …カフェアルバーチョ5

ロザ・シーガルズ:ハウスバンド……………………4:45pm… .………………ランデブー 4

□鍼のご案内………………………………………………̈………5:00pm.… …………………ザ・スパ 10

ロワインテイスティング料
……………………………….… 5:00pm… ………セラーマスター 5

□無料足裏診断………̈…………………̈…………….……5:00pm… ……………………ザ・スパ 10

コザ・シーガルズ:ハウスバンド.……………………5:45pm… ……………….ランデブー4

ロケビン・ワグナーーソロ・ギター演奏者………5:45pm… .………セラーマスター 5

1コ D」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

ロパークウェストギャラリー:ピカソ展示会….6:00pm…………アートギヤラリー4

ロセレブリティ・ショータイム:ヨ ーミア

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

1コ キャニオンランチ…………………………………….… .… 7:00pm… ..……フオトギヤラリー4

ロラツキーバンドのダンス音楽………………………7:30pm.… …̈…………ランデブー4

1コ 生演奏:スターライト….……………̈……………………8:00pm… .… ……セラーマスター 5

□家族でキャンプ・アツト・シー:カラオケ.………8:00pm.… …̈……….……Xクラブ 11

1コ セレブリティ・ショータイム:ヨ ーミア

(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

□生演奏:スターラィト………………̈……………………9:00pm… ………セラーマスター 5

ロケビン・ワグナーーソロ・ギター演奏者………9:15pm… …カフェアルバーチョ5

ロジャックダニエル・テイスティング漱
………….9:30pm…………セラーマスター 5

ロラッキーバンドのダンス音楽■.III:「 l…19:300rrヽ二……■■ランデブニ4.

ロアバ‐マニアパーテイ……“………………….…。9:45pm..ニフにススカイラ枕́〕力1

□★日本人講師による

社交ダンス&パーテイー………………………10:00pm…………・…ザ・シアター 4

ロザ・シーガルズと一緒に70年代ディスコ:

ハウスバンド……………………………̈……………………10:15pmコスモス・スカイラウンジ11

ロラッキーバンドのダンス音楽……̈……………….10:30pm… ……………ランデブー 4

□D」 ネッドによるクラブ・スカイ……………………….11:15pmコスモスヌカイラク́ ク 1

X`料金のかかるアクテイビテイーです。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る

★日:本チャーターオリジナルイベントです。

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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