
船内新聞「プリンセス・パター」
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長 崎  2013年 5月 1日 (水)・ サン・プリンセス 。今夜のドレスコード:スマートカジュアル
天候:今日の天気予報:時々曇リー最高気温:1ア

°
C/63° F最低気温:9° C/48°

明日の天気予報:晴れ―最高気温:13° (/55° F最低気温:9° C/48° F

F一 日の出 5,33am/日没 7101 prr

オフイサーの日誌
Bvホテルジェネラルマネージャー
グラハム・ケリー
この客船で私が担当している仕事は、お客様に至福のときを
お過ごしいただくお手伝いをすることです。リラックスするため
の快適な場所をお探しなら、サンクチュアリー (The
SanCtuary)のクッションのきいたラウンジチェアーにゆったり
座つて、行き届いたスチュヮードのサービスをお楽しみくださ
い。これはデッキに設けられた大人専用の「安息の場所」で
す。またはロータス・スパ (Lotus Spa° )とフィットネスセンター
でエネルギー浴れるワークアウトゃ心身ともにリラックスでき
るマッサージをお楽しみになることもできます。プールでひと
泳ぎするのもお奨めです。

長埼滞在中は、1945年 8月 9日 の原爆投下で亡くなつた多くの
人々を慰霊するために建設された静寂な平和公園にお立ち寄
りに鳴ることをお奨めします。さらに東に向かい、17世紀に築
城された美しい島原域のある島原を訪れ、当時の侍の生活を
垣間見ることができる

~武
家屋敷」を見学しますc長崎で最高の

写真を撮るには稲佐山がお奨めで曳 ケーブルカーで登山し、
眼下に広がるパノラマ展望をお楽しみください。

もちろん、Sun Princess°にはたくさんのエンターテイメントやア
クテイビティも用意されています。船内のゴルフ練習場で完璧な
スウィングを目指して練習に励むお客様もいます。アートオーク
ションや免税店でのショッピングでお買い得品探しを楽しまれる
お客様もいます。多くのお客様がインターネットカフェに立ち寄
つて、ご自宅の家族やお友達と連絡を取つたり、‖nkedbメhesQ.
comの毎週発行されるブログで、他のお客様がプリンセスクルー
ズを選んだ理由などを読むこともできます。

雑学コンテストで活気ある午後を過ごしたり、エキサィテイン
グなひとときをカジノで過ごしたり、どのような楽しみ方をお
選びいただいても、心に残る素晴らしい航海にするために私
たちがお世話いたします。私たちは熟練したホスト(The
COnSummate HOSt° )としての役割を果たすことに誇りを持つ
ています。

ナビゲーターより

朝早くに壱岐水路に入り、加唐島と壱岐島の
間を通ります。まもなく、生月島と平戸島の港
を過ぎ、南の方角へとコースを定めます。長崎
の港へ入る前に硫黄島を左手に後にし、最終
的に南東のコースヘと舵をとります。夕方に
停泊地を離れて今朝通つた道を戻り、釜山に
向けて北へとコースを定めます。

税関に関する重要なお知らせ

本日、上陸の際乗客の皆様に、パスポートの
携帯をお願いしております。日本の税関職員
により乗客ターミナルにて午後4時より8時 15

分までの間、全ての乗客の皆様に検間をうけ
ていただきます。

税関の手続きがお済みのお客様は、再度上陸
はできかねますので必ず船にお戻りください
ますようお願いいたします。

寄港地へおでかけにならず船内でおくつろぎ
のお客様も、必ず8時前までに税関の検間を
お済ませくださいますようご協力お願いいた
します。

ご案内

お困り、ご要望等ございましたら、5F中央部
にございますパツセンジヤーサービスデスク
までお気軽にお申し付け下さい。
プリンセス・クルーズでは環境保護の観点か
ら印刷枚数を制限しております。船内新間は
お一人様1部でお願い致します。

8:30pm‐ 最終乗船
サン・フリンセスはまもなく出航いたします。

本国のひとこと
〃
Ajourneソ is best measured in friends′ ratherthan m‖ es.〃

船外でのご案内は
長崎倉庫株式会社

〒850‐8691長 崎県長崎市出島町2-13

電言舌:+81‐ 95‐824-1265―Tim Cahill
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ご夕食に関して

楽しくお食事をしていただくために、レストラ
ンヘのご入場は、開場後15分以内にお願い申
し上げます。開場後15分を過ぎますと、入口を
クローズさせていただきますので、予めご了
承ください。



篠亀 充実の船上ライフを
お楽しみください
一 How w‖ l you escape colη pletelプ?

モーニング

サン・プリンセスは長崎に到着予定です。

8:00am‐

6:00prrl

寄港地アクティビテイ:ピンポン

本日寄港日は、お楽しみいただくため、ピンポンテーブをお使

いいただけます。リビエラ12階 中央部

寄港地アクティビテイ:バスケツトボール

本国寄港日は、スポーツコートをご自由にお使いいただけます。

スポーツコート15階 後方部

バスケットボールシュートアウト

クルーズスタッフとあなたの腕を試しましよう。

スポーツコート15階 後方部

11:30arn

アフタヌーン

1:∞pm  ピンポン

他の乗客の方 と々楽しく遊びましょう!

リビエラ12階 中央部

3:00pm 午後の映画:アナ・カレニナ

出演:ケイラ・ナイトリー、アーロン・テイラー・ジョンソン

(制限:R。 時間:2時間 10分 )

ビスタラウンジ 7階 後方部

3100pm 午後のクイズ

クルーズスタッフとトリビアクイズで楽しみましょう。

シューティングスター 7階 中央部

レイルウェイズ

(制限:NR。 時間:2時間 10分 )

12階 中央部

3:00prn

3115pm シヤンバンリングトスチヤレンジ

クルーズスタッフと腕試しをしましょう。

アトリウム 5階 中央部

3130pm―  アフタヌーンテイー

4:30pm リラックスした雰囲気をお楽しみください。

リージェンシーダイニングルーム 6階 中央部

4100pm 社交ダンスチヤンピオンペア:カテイア&イリア

本日のレッスン「チヤチヤ」ホイールハウスバー 7階 前方部

4145pm‐ ジヨセフメイゼイトリオによる演奏

5:45pm アトリウムプラザ 5階

彗」iし罰盤s
‐動 安5婆鳴8:00arn

(予定 )

8:00am―

6:00prn

4:45prn‐

5:45pm

ウォーキングミラクルズの演奏 :カクテル&ダンス

ホイールハウスバー 7階 前方部

イブニング

5:00pm― デリンジャーの演奏によるプールサイドメロディー

6:00pm リビエラ 12階 中央部

2個 551。95または
1個 S28。95(定価S35,95)

船によつて商品が異なります。

出航-11:00pm・ アトリウム6階

7'ビユラス・フアッションリング
.■

PRINCE∫∫CRUI∫ E∫

PRESENTS

スポットライト

ショウタイム

世界のコンサートステージから:

クラッシックピアノコンクール受賞者

ピアニスト:川村友乃

新たなレパートリーをご披露いただきます。

7:30pm&9:30prΥ :

プリンセスシアター7階 前方部

プレミアム・ビーフとステーキハウス

特選メニューをお楽しみください。

S25の カバーチヤージを申し受けます。

6:00pm-10:00pmリ ド14階 前方部

≫くな―リングステーキハ恢

寄港地へ出発される前に冷たいお水と、

ソフトドリンクがご購入いただけます。

長崎をお楽しみください !

7:30am-9:30am・ ホイールハウス・プリンセスシアター

パティスリー・ホライツンコートバー

? Ct-?-77-?=2
本日のドリンクをぜひお試しください。

トウキョウ・アイスティー…S10.00!

ウォッカ、ミドリ、ホワイトラム、トリーセク、

スイートサワー、スプライト

ウェイターにお尋ねください場所 :すべてのバーで

里 本日のドリンク
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究極のおもてなしを
皆さまへ

- 
Let Princess be your Consummate Host.

5:30pm

6100pm― パベルによるピアノ演奏

7:00pm アトリウムプラザ 5階

6:30prn

ままましミゾ書醐
.鞭』鰹計`曲

g酸孵

ょ歯し1ソ:鐵
裂醸養た9趣港

ジョージ・マイケル ライブinロンドン

(時間:58分 )

12階 中央部 屋外デッキ

8:00pm― ジョセフメイゼイトリオによる演奏

9,oopm アトリウムプラザ 5階

8:15pm-

9:O0pm

ウオーキングミラクルズの演奏 :カクテル&ダンス

ホイールハウスバー 7階 前方部

∫HCヽν丁IME:三
遊亭金八師匠による落語の会

ビスタラウンジ 7階 後方部

8:30pm 最終乗船 :サン・プリンセスはまもなく釜山に向けて出航します。

8:30prn
∫HOヽV丁 IME:三

遊亭金八師匠による落語の会

ビスタラウンジ 7階 後方部

9:oopm クリス0メイによるビアノ演奏

アトリウムラウンジ 7階 中央部

6:30pm ボンジョビinシカゴライブ

(時間:54分)

12階 中央部

6:45Pm― ウオーキングミラクルズの演奏 :カクテル&ダンス

7:45pm ホイーブレ ウヽスバー 7階 前方部

7100prrl―

7:45prn

ジョセフメイゼイトリオによる演奏

アトリウムプラザ 5階

フアインアートコンサルタント

フアインアートのご質問はアートディレクターのマイケル&

ミシェルまで。アートギャラリー 7階 中央部

7:30pm
∫HOVV丁IME:

川村友乃さんによる

クラシックピアノコンサート

プリンセスシアター 7階 前方部

9:30prn

9:30prn―

深夜

5HOVV丁 IME:川
村友乃さんによる

クラシックビアソコンサート

プリンセスシアター 7階 前方部

デリンジャーによる演奏:ミ ュージック&ダンス

ホイールハウスバー 7階 前方部

7:00pm-

9:00pm

7:45pm

謳鼈
ビヨンセ‐ウエンブリーライブ

(時間:1時間)

12階 中央部

loloopm DJスペンサーによるリクエストエクスプレス

深夜  シューティングスターズ 7階 中央部

プリンセス
おすすめ

リフレクションズDVDが
事前予約なら539.95に !

クルーズのこれまでの映像は、チャンネル41の
デイリー・ハイライトでご覧いただけます。

フオト&ビデオギャラリー 7階

WiFi適用
ワイヤレス・インターネット・アクセス (Wi― Fi)を、

あなたのノートPCも しくはレンタルPCで
ご利用いただけます。

インターネット・カフェのマネージャーに
詳細と利用方法をお尋ねください。

プロムナード7階 後方部

フューチャークルーズ・セールス

プリンセス

ショウタイム

出演:落語家

三遊亭金八師匠

三遊亭金八師匠による落語の会

PRINCE5 CRUI∫ E∫

PRE∫ ENTS

6:30pm&8:30prn

ビスタラウンジ7階後方部

熱″
・ロータス・スパ

スタ

ビス

9J5pm

:|:饉:贔薔1書き

フォト&ビデオギャラリー インターネツト|カフェ

次のクル=ズがお決まりでなくても申込めます。
次回のクルニズで最高S300の

オンボニド・クレジット特典が付きます。
フューチャークルーズ・セ=ルスオフィスに

お立ち寄りください。詳細をご案内いたします。

|  ホ

`=:レ

′ヽウスラウンブ・7階 可方印

頭から足先まで
筋肉がとろける全身マッサージ、

足と頭皮マッサージそして
スパフェイシャルが含まれます。
75分 スペシャルプライスS151

口=タス,スパ12階 後方部内線12702



営業時間と場所のご案内 一 Locatlons」 Hours&MoЮ 電ヨじ。

アートギャラリー ー7階 中央部 (24時間オープン)

ァスク営業時間:7pm-9pm&ご予約の方は内線

“

∞無 連絡くださしヽ

免税店 -6階 中央部
出航‐1lpm

フユーチヤークルーズデスクーホイールハウス0バー 7階 前方部
8pm… 10:30pm&4pm‐ 6pm

グランドカジノー8階 中央部
賭博規制の為′今夜のカジノは閉鎖させていただきます。
ご不便をおかけし申し訳ございません。

インターネットカフェー7階 後方部 (24時間オープン)

8am-10am、 4pm-6pm&7:30pm‐ 10:30pm

図書館 -7階 後方部
24時間オープン

ジム&フィットネスセンターー12階 後方部
7am-10pm。 (内線 12702)

ロータススパ &サロンー12階 後方部
8am-8pm。 (内線 12702)

ダイエングガイド

ロイヤリティ&インターナショナルホストーカジノ 8階 中央部
8am… 正午

医務室 -4階 申央部
8am-10am&4:30pm‐ 6:30pm緊急時の連絡は内線911

フォトグラフイー &ビデオギャラリーー7階 後方部
8pm-1lpm
プラチナムスタジオーギヤラリーよりご予約いただけます。

サンクチュアリーー15階 前方部
8am-12:30pm&lpm‐ 5:30pm

ツアーデスクーアトリウムロビー5階 中央部
5pm-7prn

ティーンノキッズ。センター ー12階 後方部
8am-9pm ―暑早

'巻

日ハングラフウト
9pm-10pm― お子様向けアクティビティ
9pm-lam ―ティーン向けアクティビティ

14階 前方部

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。

コンチネンタルブレクフアストー5:00a m-6.00am
朝食 -6100am ll130arn
昼食 -11:30a m-3:30om
軽食 -3.30om-5:30om
夕食 -5130pm― 深夜
コーヒー・紅茶ステーションは24時間こ利用いただけます。

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

上陸の際はクルーズ・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

際に提示が求められます。またお出かけの際

は政府が発行する写真つきの身分証明書を携

帯してください。帰船の際、セキュリティー検査

場にて提示を求められる場合があります。知ら

ない人からの荷物などを預つたり、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

では皆様の手荷物の検査を行い、荷物やバッ

クを開けていただく場合がありますのでご了承

ください。

健康に関するご注意

健康管理のため、頻繁に手を洗い、石鹸で20

秒以上洗い、十分すすいでください。特にトイ

レをご使用の際、咳やくしやみの後、飲食や喫

煙の前に手を洗う事を強くお勧めします。口を

触る事は避けましょう。また、公共のトイレは出

来る限りご利用にならず客室のトイレをご利用

ください。

場所

6階 中央部

時間

朝食 -7:00am‐ 9.00am
午後のティータイム
ディナー (自 由席)―

-3:30pnn‐ 4130p「 r｀.
6100pm‐ 9:00ρ n

ヴェルデイーズビッツェリア 8階 中央部   11:30a m‐ 2:30 pm & 5:30pm-11:0Cpr

バー、クラブ&ラウンジ
場所

ホライツンコートコーヒーバー 14階 前方部 6100am― 深夜

20歳未満のお客様へのアルコール飲料の販売は行っておりません。場合により写真付き身分証明書の提示が求められます。

時 間

リージェンシー・ダイニング

ホライツンコート

テラス・グリル 14階 中央部 11100am-8,00prn

ホイー′レ ウヽス・バー 7階 中央部 4:00pm-#I&

シューティングスターディスコ 7階 中央部 9:00pm―深 :夜

2 
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オプショナルツアーの集合に関するご案内:

本日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。カーニバルジャパンのツアースタッフは、本日の午前8:00か ら午前10:00

の間はホイールハウス・バーに、ツアーバスを送り出す間は港に待機しており
ます。

長崎上陸に関するご案内:

サンプリンセスは、長崎の松ヶ枝埠頭に接岸いたします。埠頭ターミナル内に
は観光案内デスクや、両替所がございます。グラバー園まで続くなだらかな坂
にある商店街は、埠頭から徒歩圏内です。路面電車の大浦海岸通乗り場も埠
頭より徒歩で凡そ 5分に位置しています。

,■,■ヽ■:
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