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2012 18日 日 日 日のドレスコード: カジュアル 10°0り時々

上海 (中国) 入港: 1100PM 上海国際クルーズターミナル バースNO.5/6
出港: 11100PM ★10:30PMまでに必ず船にお戻りください。

*サガルビー 電話番号 :00-44-1303-774969
*上海船舶代理店 Penavico Shanghai

住所 : 3/f No.13.Zhongshan Road(E.1),ShanghaL

電話番号 : +86-21-63231352(携 帯 : +86-138-17077477 FAX:+86-21-63291519

〃iO月lψIMθ

9:00AM
9:00AM
9:00AM
9:15AM
9:45AM
10100AM
10:00AM
10115AM
10130AM
10:30AM
ll:00AM
ll:00AM
lll15AM

ИF7ER′Vθθl〃

1:00PM
2100PM

2:30PM
3:00PM
3:30PM
4:15PM

fИZ″ЛⅣG
6:00PM
6:30PM

クロスワード&スドク
ラインダンス
SIT&BE FITクラス 1 男性 の朝 の エクスサ イズ

カーペットボウル (ゲーム)

ブリッジ(カードゲーム)初心者向け
日曜礼拝
SIT&BE FI丁 クラス2男 性 の朝 の エクスサ イズ

アート&クラフト メモリーブック作成
シーストレッチ 男性のための朝のストレッチクラス
Narcisがライブラリーにて12:00PMまで本探しなど対応します。
"FROM THE FRONT LINE!″ 講 ,寅

Alanが電子メールの送受信についえて12:30PMまで対応します。
シャッフルボード

サガルビー 上海港へ入港
個人的にタクシーでの観光に行き、一緒に行く仲間をお探し
でしたら、Carolがお手伝いいたします。
テーマクイズ
Narcisが D∨Dの貸し出しなどについて4:00PMまで対応します。
ダーツゲーム
アフタヌーンティー

カクテルアワー ピアニスト,Wi‖ iamのピアノ生演奏 7:00PMまで
ダンスタイム ザロトリトンズロトリオの生演奏
ダンスホストが7:15PMまでお待ちしています。
ピアニストロWi‖iamのピアノ生演奏
チームロトリビア (クイズ)

ダンスタイム ザ・トリトンズロトリオの生演奏
ダンスホストが9:20PMまでお待ちしています。
キャパレーショータイム
弦楽器奏者 ピンジンロズー による音楽演奏
ザ・サガルビー・オーケストラによるダンスミュージック
ダンスホストがお待ちしています。

ピアニストW‖liamのピアノ生演奏

サウスケープバー
ボールルーム
ブリタニアラウンジ
ブリタニアラウンジ
カードルーム
ボールルーム
ブリタニアラウンジ
リド・カフエ
ブリタニアラウンジ
ライブラリ…一

ボールルーム
コンヒ

°
ューターセンター

ブリッジデッキ後方

レセプション

ブリタニアラウンジ
ライブラリー
リドデッキ
ボールルーム

サウスケープバー
プリタニアラウンジ

サウスケープバー
プリタニアラウンジ
ボールルーム

8:30PM
8:45PM
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9:30PM

10:30PM サウスケープバー

Today
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ギヤングウ
お出かけにならない方は、

また、お出かけにな
パスポートのコピーを
られた方も、最終的にレセプションヘご返却ください。

シヤトルバスサービス
港 とHuangpu ttrden間 で無料のシヤトルサービスがございます。

港からのバズは、
~1:30PMか

ら6:30PMまで30分おきに出発します。
7:00PM以降の降車位置は、BroadWay Manison Hotel(Huangpu gardenか ら350m)に変わります。

Broadway Manison H6telか らの最終のシャトルバスは、9130PMです。乗り遅れないようご注意くださし
Huangpu garden内 に両替サービスがございます。

ボールルーム



10:30PM レイトナイトスナック (11:15PMまで)             リドロカフェ
10:30PM この時間までに必ず船にお戻りください。
10:30PM キャバレー&カクテル ザ・トリトンズ"トリオによるダンスミュージック プレビュー

チャンJ ルヽ 2 ブリッジカメラ チヤンネル3 船の ` 立置情報
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ルヽ 4 "基隆と台北"寄港地レクチャー チヤンネル5 "基隆と台北"寄港地レクチャー

チヤンJ ルヽ 6 寄港地ガイド:上海 チヤンネル7 ン レ
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ギフトシヨツプベランダデッキ(左舷側)

営業時間 :9:00AM-12:00PM

ツア~デスクベランダデッキ(右舷側)

営 業 時 間 : 9:00AM-10:00AM

外貨両替 レセプションデスク
営業時間 :8:00AM-10:00PM

フォト ヤラリ~ベランダデッキ(右舷側)

営業時間 :8:30PM-9:30PM

ザ・ビユ~(スヘ°シヤリティレストラン)

予約ご希望の方は、下記の時間直接ビュー
ヘお越しください。担当Bernardoが対応いた
します。
10:00AM-11:00AM
5:45PNl-6:15PM

■ダイニング&バー 営業時間

リド・カフェ
モーニング

｀
コーヒー    7:00AM-7:30AM

朝 食          7:00AM-10:00AM
昼 食          12:00PM-2:00PM
夕食        7:00PM-9:00PM
レイトナイトスナック10:30PM-11:15PM

ボールルーム
アフタヌーンティー 4:15PM-5:00PM

ザ・ビュー 7:00PM-9:00PM

ダイニングルーム
朝食
昼食
夕食

8:00AM-9:30AM
12:00PM-2:00PM
6:45PM-9:00PM

バ … …

リドバ~(天候次第) 10:00AM-7:30PM
サウスケープバー 10:00AM-1:00AM
プレビュー    5:30PM― Late

ボールルーム   8:30PM-12:00AM

今日のスペシヤルドリンク
ウィスキーマック(アルコール)  2ポンド

フルーツフェアリー(ノンアルコール)1.5ポンド

ルムンバ(ホットドリンク)     1.75ポンド

寄港地観光の申し込みについて
SAGA主催の観光 (英語):平良・基隆 本日の12:00PMまで

ロス ノ 内線398  8:00AM―
12:00PM

2:00PM-7:00PM

Cデツキ スパ・プール 7:00AM-7:00PM

クラウド9ジム内線754 7:00AM-7:00PM
注 :スパ営業時間内であっても、プールには監視員が
おりませんので、ご了承ください。

★ Hair Special★

トリートメント、カット、ドライ

日 ル
¨
万 スク

船内ライフ、寄港地観光について対応いたします。
船好きの雑談歓迎、お気軽にお尋ねください。

場所 :ダイニングルーム (ディナーテーブルNO.21)
オープン時間: 10:00AM-11:30AM

上記以外の時間、何かございましたら下記まで
お電話ください。 最初に1を押す、続いて539(東 山キャビン番号 )
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