
鹿 児 島  2018年 5月 24日 (木)。 ダイヤモンド・プ!プ ンセス 。今夜のドレスコード:フォーマル

ヌ:1莫 :今日の天気予報:晴れ―最高気温:29° C(84° F)最低気温:20°C(68° F)一 日の出5:18am/日 没710pm
明日の天気予報:ところにより曇リー最高気温:24°C(76° F)最低気温:16° C(60° F)

鹿児島で様々な場所の散策を
鹿児島のシンボル桜島は、鹿児島湾に位置し1,000メートル

以上の高さがあります。桜島にある有村溶岩展望所では、一

面に広がる溶岩原の素晴らしい風景を一望できます。また、

17世紀に造られた見事な磯庭園からもこの美しい桜島を眺

めることができます。さらに、尚古集成館では、島津家に関

する歴史を学ぶことができます。侍がいた時代に浸るので

あれば、知覧を訪れて武家屋敷通りを散策してみるのもよ

いでしよう。

60秒ゲーム

クルーズディレクター・スタッフと。ゲームに勝つて賞品を

獲得しましょう。

午後12時15分 アトリウムデッキ5中央

エフィレディーズ・ピンクパーティー

歌つて、踊つてお祝いしましょう!ピンクの服でお越しになる

と、プレゼントと無料のシヤンパン1杯を差し上げます。

午後7時15分 エフィストアデッキ7中央

マジョリティールール (多数決)クイズ

正解も不正解もありません。答えは多数決で決まります。

クルーズディレクター・スタッフと一緒に楽しみましょう。

午後8時45分 エクスプローラーズ。ラウンジデッキ7中央

〈鹿児島〉出国審査に関するご案内
本田鹿児島を出発する前に、日本の出入国管理

局による出国審査が行われます。この出国審査は

必須となつており下船されない方も含め、全ての

お客様に出国審査をお受けいただく必要がこざ

います。審査は午後2時 30分より旅客ターミナル

にて行われます。

1.この時間帯に船内にいらつしやり、外出する

予定のないお客様は、デッキ4中央のギャング

ウェイ(乗下船口)よ り出て、旅客ターミナルヘ

入場してください。長い,」 に二はなくて済むよ

う、午後4時までに審査をお受けしヽただくこと

をお勧めします。

2.個人、またはオフショアルツアーでヽ土(^

午後2時30分以降に船へお戻りのお客様は、

旅客ターミナルを通り、乗■して頂く必要が

ございます。出匡審査をお受:,に なつた後、
「出国審査完了」カートが漬ざ■ます=審査

後、前方のギャングウェイ 1乗｀た二 より錯ヘ

お戻り頂けます.

出国審査終了後、再度下魁することは二天ません

のでご注意ください。

出国審査には以下の物をお■三く■ざい :

・パスポートのコピー

・在留カード・外国人登録三千書

(日 本国籍でない日本在住の方
・クルーズカード

ダイヤモンド・プリンセスは、全てのお客様が出国

審査を終了してからのみ、出航する事が出来ます。

パスポー トに関するこ案 内

5月 25日 釜山到着の朝、午
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分の間に、客室係がバスポー を`返
=_｀

■しま

す。この時間帯に客室にいらつシそら■ _｀ お客様

は、デッキ6中央のゲス 7ヽ-`ス・=ス タにて

午前9時よリバスボートをお責.― ■ .´ く■ごνヽ
=

本国寄港地へ出られる際のこ案内

本田出かけられる際、三なΞttE I吾
=は

、バス

ポートのコピーとクルース・万一 、`Fヽ 三署Eぉ客

様は、パスポートとクルース・
=―

そヽえ7■喜し

てください。

鹿児島でのダイヤモンド・フリンセスの
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モーニング

=‐ ラジオ体操 (荒天の場合|よ 中止)今日も元気な一目を 1

.こ  10分毎に繰り返 b。 ムービーズ。アンダー。ザ。スターズ

.i ダイヤモンド・プリンセスは、

「二■三そ〕鹿児島に到着予定です。

詈詈= 鹿児島でお写真

乗下船国でお写真を撮影します。旅の思い出とお土産にいかが

でしょうか。乗下船口(ギャングウエイ)

:. 聖書勉強会 (係員はおりません)

スカイウォーカーズナイトクラブデツキ 18後方

:::== トランプ&ボードゲームをご用意しています

図書室 デッキ5中央

::l二 映像 :シルク・ ド・ソレイユ :ドラリオン

ムービーズ・アンダー・ザ・スターズ (1時間28分 )

1‐5am モーニングクイズ (英語)

クルーズディレクター・スタツフとクイズを一緒に楽しみましよう。

クラブ。フュージョンデツキ7後方

1■15am ゲーム@シー:ピクショナリーークルーズディレクター・スタツフ

と。エクスプローラーズ。ラウンジデッキ7中央

アフタヌ・―シ

_■Ⅲ ロロロロロE160,ゲ
ーム

デッキ5中央

:=コ  映回 :オリエント急行級人事件 (日本語宇幕)

プリンセスシアターデツキ6&7前方 (PC‐ 13・ 1時間54分 )

・ЧttE雅糊 賜ター・スタッフと。デッキ5中央

お部屋で朝食

チッピングゴルフに誂職

クルーズデイレクター・スタッフと腕試しをしましよう。

カリプソリーフ&プールデッキ14中央

コンサート,決像:レディー・アンテベラム:オウン・ザ・ナイトワール

ドツアームービーズ・アンダー・ザ・スターズ(1時間34分 )

アフタヌーンテイー

インターナショナル・タイニングルームデッキ6後方

口田口囲EヨEI巨大タワー倒し

ク,レ
ー■ズデ|イ レクター・スタツフと楽しみましょう。

デッキ5中央

アフタヌーンクイズ(日本語)

クルーズデイレクター・スタッフとクイズを一緒に楽しみましょう。

クラフ・フユージョンデツキ7後方

2:15prn

3:00Pn,_

3:00pm‐

4:00prn

3:15prn

4:15pin

5'0Cpm

5:00pnl&

6:00pm

イブニング

5:00pm ズンパフイツトネス教室

クルーズディレクター・スタツフと一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・フュージョンデッキ7後方

コンサート映像 :ピータ…・ガブリエルテイキング・ザ・パルス‐

ライブ・イン・ベロナムービーズ。アンダー・ザ・スターズ(1時間37分 )

ハワイアンメロディー:マカニEによる演奏

デッキ5中央

5100pm‐  今夜はフォーマル写真を撮りましよう!

10:30pm あなたのドレスアップしたお姿をプロのカメラマンが撮影しま

す。S100以上の価値のある写真パッケージが当たるチャンスで

す。デッキ5、 6&7中央

5:30pm 最終乗船 !ダイヤモンド・プリンセスはまもなく韓国、釜山に

向けて出発します)

アトリウムにて

⑩ クラブシヤツク プリンセス@シー

泉の湯 4+'v?t*l-) 蝙彦 ロータス・スパ
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5:30pnl&

6:30prn

5:30p■ 1-

9:30pm

6:00prn

6:00pin

6:45prn

7:00pm

7:00pm

7:15pm

7:15prn

7:30pm&

8:30pin

7:30prn&

9:30pm

7:45pm

ビア′とカクテル:パウエル・ポコラによる演奏

ホイー′″ ウヽスパーデッキ7前方

ダイニングルームで写■撮影―エレガントなダイニングルーム

でのお写真をカメラマンが編膨いたします。

社交ダンス書豪―レコードの出に合わせてダンスをお楽しみく

ださし、クラブ・フユージョンデツキ7後方

フォト劇L商品セールーフォトフレームやフォトアクセサリーなど

を525以上お買い上げで、あなたのクルーズ写真を1枚差し上げ

ます。フォトギヤラリーデッキ7後方

世界の名所クイズークルーズディレクター・スタツフと:

エクスプローラーズ・ラウンジデッキ7中央

カントリーミュージック・ウォームアップ . .

カントリーミュージックで踊りましょう。

クラブ:フュージョンデツキ7後方    _  _._ . ′

映口:ウインストン・チャーテ′″ヒトラーから世界を歌った男(薬田9
ムーピーズ・アンダー・サ・スターズ(PC-13・ 2時間5分).

|       |・  |   .

口田口囲目目【
マティーニ実重          . ヽ

デッキS中央
■́  ヽ ri:.I■ _′ .

エフィレディー1ズ・ピンク′
' 

テイーーエフィストアデツキ7中央

アンジェリックドリームの演饉をお楽しみくだすい

ホイールハウス・パーデッキフ前方   
・・・

'′
 r.^

コメディージャグリングショー:

「チェッカーボード・ガイ」デービ
'ド

・エイタン
プリンセズシアターデツキ6&フ 前方          ` .

過去のヒット曲クイズークルーズディレクター・スタッフと音楽クイ

ピアノ&ボーカルエンターテイナー:クリス・メイによる演轟

クルーナーズデッキ7中央

ラインダンスープロ並みに踊れるようラインダンスをお教えじ

ます。是非ご参加くださいcク ラブ。フユージョンデッキ7後方

マジョリティールール (多数決)クイズ

エクスプローラーズ。ラウンジデッキ7中央

エフィサファイア&ルビー&エメラルドーエフィの素靖らしいコ

レクションをご覧ください。貴重なロイヤルプルーサフアイアの

バラシリカコレクションについてお尋ねください
=

エフィストアデッキ7中央

プリンセスとつておき:カントリーウエスタンナイト

クラブ。フユージョンデッキ7後方

ギター&ボーカルエンターテイナー、デービッド・バレットによる演奏

ホイールハウス。バーデッキフ前方

今宵はダンスを: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

ミュージック&ダンス :ユーフオリアによる演奏

クラブ。フュージョンデッキ7後方

映画 :ウィンストン・チヤーチル/ヒ トラーから世界を救つた男

(日本語吹替)ムービーズ・アンダー・ザ・スターズ (PC-13・ 2時間5分 )

モーニング・ショー5月 25日

ジャパニーズ。クルーズディレクター、ミキ
=こ

≒:」 ゲストがお送

りします。クイズに答えて賞品が当たるチヤンス |

客室オンデマンドテレビ

夜のダンスパーテイー:D」 Ⅳリアル

年齢制限18歳以上。写真付身分謳明書のこ堤テt・ 2要てす
=

スカイウォーカーズ・ナイトクラブ デッ千13後万

8:45pm

8:45pm

9:0Opm

8:00p■ 1‐

遅くまで

8,15PIn

,9i30bm-1

遅くまで

9:45pΠl‐

遅くまで

10:00prn

10:00prn

10:00Pm―

繰り返し

10:00pΠ l‐

遅くまで

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ア中央

8:00pm‐  VLPアートコレクション

lo:oopm本日のⅦ.Pシヤンバンアートプレビューで特別展示された作品を

ご覧ください。アート・ギヤラリーデッキ5前方

⑩
スペシャリティ
ダイエング

ントリーウエスタンナ
クルーズディレクター・スタッフと

ユーフォリアと共にお気に入りの

カントリー・ミュージックに合わせて

ラインダンスを楽しみましょう。

9800pm

クラブ・フュージョンデッキ7後方

■

1■■|

⌒

Ю」 プラチナ・スタジオ

'コ
メディージャグリングショー

出演 :

受賞歴のあるコメディージヤグラー

デービッド・エイケン
「チェッカーボード・ガイ」

ジャグリングショーをお楽しみください!

7:30p‐ &980pm

プリンセスシアター デッキ6&7首方

PRINCESS CttU15E5
,2E5彗 Hτ5

スターリングステ‐キハウス
・ ●サバテイーニ
・ ‐ .海寿司   ‐‐

営業:年後5蒔

～
1年後

"寺

‐3o分

ヽ
●

ド

:

' あなたの人生を
ア■卜にして残しませんか

プラチナ・アニテイストが撮影します。

||‐  き手約はお卓め
`t:|フオトギヤラリ■デッキ7後方 ‐



アートギャラリーーデッキ5前方
6prn‐ 10pm

キヤフテンズサークルメンバーシップデスクーアトリウムデッキ5中央
8an‐ 9am&4pm‐ 6pim

寄港地講師 ―アトリウムデッキ5中央
5Pm 7pm

フユーチャークルーズデスクーアトリウムデッキ5中央
8am‐ 1lam&3pm‐ 6Pm

カジノ ーデッキ6前方
著博・カジノの法規定により、本日は営業休止となります。

泉の湯 ―デツキ15後方 (内線 15700)

8am‐正午 (午前の最終予約時間10:30am)
lpm‐ 8Pm(午後の最終予約時間 6:30pm)
12:15Pm‐ 12:50pm泉 の湯見学ツアー

ダイニングガイド

インターネットセンター ーアトリウムデッキ5申央
24時間ご利用可能
マネジヤーー受付時間:3am‐1lam,5pm-6pm&7pm‐ 9Pm

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&フイツトネスセンター …デッキ15前方
スパ&サ ロン:8am‐10pm。フィットネスセンター:7am-10pm

医務室 ―デッキ4中央
8am-10am&4:30pm-6:30pm緊急時のご連絡は内線 911

フォトギャラリー …デッキ7後方
6pm‐1lpm

ショアエクスカーション ーデッキ 5中央
5:30pm‐ 7:30pm

プリンセスのショップーデッキ6&7中央
出航‐10pm

サボイ・ダイニングルーム

インターナショナル
ダイニングルーム

海寿司
★

ビツツェリア

スターリング・ステーキハウス=

バー、クラブ&ラウンジ

7am-9am(朝 食)i3pm-4pm(アフタヌーンティー)

lstシーティング5:30pm;2ndシーティング7:45Pm

デッキ 6後方
(後方階段又は■レベータ
ーでお越しください)

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います。

I iv* 54*. : *tt-7+2)s:3opm;2ndy-7i>l zasp:gr!
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、寄港地下

船の際はクルーズ・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

い人からの荷物を預ったり、またはそれを船に

運び入れたりしないでください。検査場では皆

様の手荷物検査を行います。お客様のお荷物や

バックを開けていただく場合がございますので、

ご協力をお願い致します。

セキュリティーチェック、手荷物検査

すべての乗客の皆様には、帰船の際にセキュリ

ティーチェック、手荷物検査をお受けいただきま

す。携帯電話、カメラ、双日長鏡、メガネケース、ベ

ルトに付いている大きなバックル、電池、電気製

品などの金属製品は金属探知機が反応し、アラ

ームが鳴ります。これらの製品をお持ちのお客様

は、金属探知機通過前に、備え付けのトレイにお

出し頂くようお願い致します。手術による金属製

の埋め込みや、大量の貴金属、金属製パーツの

ある靴などをお持ちのお客様は、別の金属探知

機や係員による検査を必要とする場合がござい

ます。

ドレスコー ド

フォーマル :フ ォーマルナイトの日は全てのお客

様が快適なお気持ちで過ごせる様、メイン・ダイ

ニングルームでお食事をされる場合は以下をご

参考にしてください。

・ 女性 :イ ブニングドレス、カクテルドレス、

またはエレガントなバンツスーツ

・ 男性 :タ キシード、ダークスーツまたは

ディナージャケットとスラックス

: デッキ7中央  :5pm‐9:30pm

iデッキ14前方 L1am-10pm

デッキ14後方 5pm-9:30pm

本日のカクテル :ライチ。マティーニ

写所 位置

デッキ5中央

時間

6amから深夜までロビー
1

カジノノ キ6前方 カジノ営業時間に準じる

キ 7 12pmか ら遅くまで

クラブフュージョン デッキ7後方 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 10:30amか ら (天候により変更あり)

トレードウインズ・′ヽ一 デッキ15前方   : 101mか ら遅くまで(天候により変更あり)

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。

「

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%のサービスチャージが自動的に加算されます。

アルコー

ズカー

LOCA丁 10NSi‖ OU‐RS& MORE 0～

7:45prn
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ツア■デネク時間■10p血 |■lopmデッキ5中央
オプシヨチルツアニの集合に関するご案内:本自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、午前8時から午

前10時30分までホイールハウス・バーに、ツアーバスを送り出す間:よ港に待機

しております。

鹿児島下船に関するご案内:ダイヤモンド・プリンセスはマリンポート鹿児島にＩ
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