
船 上  2013年5月 5日 (日 )・ サン・プリンセス・今夜のドレスコード:スマートカジユアル

天候:今日の天気予報:晴れ―最高気温121° C/68° F最低気温:12° ⊂/54° F一 日の出 5:18am/日没 6:36pm

明日の天気予報:時々くもリー最高気温:23° C/73° F最低気温:13° C/55° F

オフィサーの日誌
Byキャプテンズサークルホスト オオクボ・ヨシミ

Sun Princess° 乗務員全員を代表して、皆様のご利用に心か

ら感謝申し上げます。プリンセスクルーズのキャプテンズ・サー

クル (Princess Cruises Captain′ s Circle°)のメンバーの皆様の日

頃のご愛顧に心より感謝するとともに、新しくメンバーになられ

た皆様を暖かくお迎えいたします。皆様には今後のクルーズの

メンバー特典とアメニティを自動的にお届けします。

メンバーの皆様には優待料金のオフアーのほか、プリンセス

クルーズの機関紙『PrincessCruises Captain′ s Circle Magazine』

が送られます。5回のクルーズまたは50クルーズ日1を完了した

プラチナメンバーのお客様には、インターネットパッケージ2用

のクレジット、優先チェックインその他の特典が贈られます。

15回のクルーズまたは150クルーズ日を完了いただきます

と、キヤプテンズ・サークルのエリートメンバーとして認識され、

最大限の特典と特権を受けることができます。1詳細は8階にあ

るオフィスまでお問い合わせください。

プリンセスでの・次のクル ーズをすでにお考えです

か。www.50EssentialExperiences.com a)「 travel bucket hst(旅

行に関してやつておきたいことのリスト)」 にアクセスして、各観光

地の専門家の独自の体験を読み、ご自身のリストを作成する参

考にしてください。クルーズ予約デスク (Future Cruise Sales

desk)に お立ち寄りになり、アスカまでお気軽にお声をおかけく

ださい。次回の目的地がまだお決まりでなくても、割引料金の内

金をお支払いただきますと、次回のプリンセスクルーズ航海中

にご利用になれる船内クレジットが贈呈されます。

最後のリラツクスした素晴らしい日をお過ごしください。近い

うちにまたお目にかかれることを願つております。また、ご意見や

ご提案があれ,よ ぜひお聞かせください。皆様からのご意見をお

待ちしております。

法的事項 :1メ ンバーは、必要なクルーズ回数やクルーズ日を完

了後、次のクルーズできらに高いレベルに移行する資格が得ら

れます。クルーズツアーの陸上滞在日はこれに該当しません。2

インターネットカフェでの使用、またはワイヤレスインターネット

の使用向け。これらのサービスが利用可能かどうかに左右され

ます。

すビゲーターより

早朝、佐田岬を左側、船島を右側に通り過ぎま

す。まもなく地無垢島の右手、6マイルほどを過

ぎ、豊後水道を南のコースヘ進みます。午前4

時、姫島と沖ノ島を過ぎて東へとコースをとりま

す。その後すぐに足摺岬から8マイルのところを

通り、横浜へ向けて北東のコースを進みます。

チェックアウトと船内会計

出発前、乗船時もしくはインターネットにて事前

にクレジットカード登録をお済ませでないお客様

は、支払手続きを簡略にする為、クレジットカー

ド登録をぉ勧めいたします。クレジットカードご

登録済みのお客様は会計明細書が5月 6日の朝、

客室に届けられ、それが領収書となります。登録

していないお客様は本国夜 11時までにパッセン

ジャー・サービス・デスクにて精算をお済ませく

ださい。パッセンジヤー・サービスデスクの脇に

は会計明細書印刷機がありますのでどうぞご利

用ください。機械にクルーズカードを通すだけで

簡単に最新の会計明細書が印刷できます。

ご案内

大変お手数ですが、アンケートにご記入いただ

き、アトリウム (甲央部)に ございますポストにご

投函くださいますようお願いいたします。皆様の

ご協力に感謝いたします。またのご乗船をお待ち

しております。

紛失物

下船前に、パッセンジヤー・サービス・デスクに

てご確認ください。持ち主の見つからないものは

クルーズ終了後処分されます。 セイフティーボ

ックスを含む客室内を再確認してください。プリ

ンセス・クルーズはお忘れ物に関する責任は負い

かねますので十分ご注意ください。

船内新聞「プリンセス・パター」
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午前6時  クルニズデイレクター、ジエイジエイによる
″The Wak Show″

正午   下船についてのご案内もいたします6¨ チャンネル34

‡



プリンセス
おすすめ

モーニング

チャーチサービス

船上に牧師はおりません。ご乗客の方で礼拝をしていただける方

がございましたら、お願いいたします。ビスタラウンジ′7階後方部

編み物、クラフト&クイラーズの集まり(主催者なし)

アトリウム・ラウンジ′7階 中央部

ズンバダンス教室

インストラクター免許を持つケズがお教えする楽しいダン

スエクササイズです。ビスタラウンジア階後方部

ブリッジプレイヤーの集まり(主催者なし)

ヴェルディーズピッツェリア 8階 中央部

アフタヌーン

ノブコによる下船についてのご案内。―チヤンネル34

サン・プリンセスオーケストラの演奏によるディクシーランドジヤズ

アトリウムプラザ 5階

ウォーキングミラクルズの演奏によるプールサイドミュージック

リビエラ12階 中央部 (天候により変更あり)

エルーアとスペンサーによるウクレレi数室

(先着25名限定)ビスタラウンジ 7階 後方部

寄港地ご紹介:横浜/東京

寄港地紹介のエキスパート、ヘザー・クレメントが次の寄港地

をご紹介いたします。(客室Ⅳチャンネル30にて放送いたしま

す)プリンセスシアター 7階 前方部

8:00am

9:00arn
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9:00arn―

11:00arn

9:00arn―

正午

9:45am

10:00arn

10:15arn

10:15am

10,15arn

il100am

12:00prn

12:15prrl

12:15pm―

1:15pm

l:00prn

l:00pm

1:15prn

l:30prn

l:45prn

2:15prn

2:30prn

2:00prn

ダイアモンド&エキゾチックな宝石 セール!

3時間限定!オリジナルの値段から最大50%オフ。

リフレクションズ 5階

男女対抗カーペットボウルズ

クルーズスタッフとインドアスポーツを楽しみましょう。

アトリウムプラザ 5階

男はつらいよ寅次郎ハイビスカスの花

(制限:NR・ 時間:1時間45分 )

12階 中央部

感まわly]帥
:鐵鐵r脅覇睡鵬

プールでゴルフチッピング

リビエラ 12階 プール

テキサス ホールデムプレイヤー

Sl― S2でノーリミットキャッシュゲーム ■け金 S20より

グランドカジノ8階 中央部

エルーアによる最終フラダンス教室

ビスタラウンジ 7階 後方部

午後の映画:シャル・ウィー・ダンス

出演:リ チャード・ギア、ジェニファー・ロヘス

(制限:PG-13・ 時間:1時間 46分 )

プリンセスシアター 7階 前方部

社交ダンスチヤンピオン:カ ティア&イリアによるダンス教室

本国のレッスンは「メレンゲ」です。ビスタラウンジ 7階 後方部

フィットネスセミナー:腰痛の解消と楽な歩行

無料フットプリント分析 エアロビクススタジオ 12階 後方部

カントリー'&ウエスタンラインダンス教室・

クルーズスタッフとダンスを楽しみましょう。

ビスタラウンジ 7階 後方部

鍼療法と漢方薬

ホイールハウスバー 7階 前方部

卓球トーナメント

クルーズスタッフと楽しみましょう。リビエラ 12階 中央部

フィットネスセミナー:代謝を良くする方法

エアロビクススタジオ 12階 後方部

プリンセス
おすすめ

プリンセス
おすすめ

プリンセス
おすすめ

チヤージ払い・免税

日本希望小売価格の最大60%割引

9:00am-9:00pm・ ラティテュード6階

pRESENTS

スポットライトショウタイム
出演:

ロンドン・スワンクによる
素晴らしいマジックショウです !

6:45pm&8:30pm・ プリンセスシアター7階 前方部

IN |∫ E∫

おすすめの醸造所から選ばれた

サンプル・ワインをカジュアルな雰囲気で

お楽しみください。S13

3:00pmマーカスダイエングルーム5階

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

トオークション

― (1:00pm)

I v47.i42i47,お酒&たばこ



3:00prn

3:00pm プリンセス・グレープバイン

おすすめの醸造所から選ばれたサンプル・ワインをカジュア

ルな雰囲気でお楽しみください。S13

マーカスダイエングルーム5階 中央部

3:30pm アート&クラフト:クリスと一緒
|にボックスづくりをしましょう

ベルディーズピッツェリア8階 中央部

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 中央部

∫HC)ヽV丁 IME:マ
ジシヤン:ランドン・スワンク

プリンセスシアター 7階 前方部

デリンジヤーの演奏でカクテルとダンスを

お楽しみください。

ホイールハウス・バー 7階 前方部

007マルティーニデモンストレーション

アトリウムラウンジ 7階 中央部

お別れのタンゴダンスレッスン

クリス&クルーズスタッフのケズと

ビスタラウンジ 7階 後方部

パベルによるビアノ演奏

アトリウムプラザ 5階 中央部

男はつらいよ浪花の恋の寅次郎

(制限:NR・ 時間:1時間45分 )

12階 中央部
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ポール0マッカートニー:

グッドイブニングニューヨークシテイー

(時間:58分 )

12階 中央部

6:15prn―

7:15prrl

6:45prn

715pm-

8J5pm

7:15prn

7:30prn

7:45prn―

8:30pm

7:45pm

8:30pm

9:00prn―

深夜

9:15prn

9:00prn

ll:00prn

9:00pm‐

閉店

9:45prn

11:00prn―

閉店

4:00pm―

5:00prn

4:00pm

4:30pm

4:45prn―

5:45prn

4:45pm―

5:45pm

寄港地紹介のエキスパート:ヘザー・クレメント

ツアーデスクの隣におりますので、次の寄港地についてご質問

がございましたら、お気軽にお声掛けください。5階 中央部

コールドプレイ:Live 201 2

(時間:59分 )

12階 中央部

∫HC)VVTIME:マジシヤン:ランドン・スワンク
プリンセスシアター 7階 前方部

クリス・メイによるビアノ演奏

アトリウムラウンジ 7階 中央部

ハワイアンナイト

ハワイアンデュオのエルーア、クルーズスタッフとデリンジヤ

ー、他の乗客の方とフラダンス、ウクレレを楽しみましょう

ビスタラウンジア階後方部

80's&90′sセット

シユーティングスターズ 7階 中央部

ウォーキングミラクルズの演奏でカクテルとダンス

をお楽しみください

ホイールハウス・バー 7階 前方部

インストラクター・ケズの

ソフトシューズシャッフルタップダンス教室

(特別な靴は必要ありません)プラザ 5階 中央部

パベルによるビアノ演奏

アトリウム 5階 中央部

ウォーキングミラクルズによる演奏

ホイールハウス・バー 7階 前方部

イブニング
6:00pm― デリンジャーの演奏でカクテルとダンスをお楽しみください

7:00pm ホイールハウス・バー 7階 前方部

6:00pm― お土産アート

9:oopm 通常小売価格の最大50%の割引のアートをお土産にどうそ

アートギャラリー 7階 中央部

リクエストエクスプレス

シューティングスターズ7階 中央部

男はつらいよ浪花の恋の寅次郎

(制限:NR・ 時間:1時間 45分 )

12階 中央部

プリンセス
おすすめ

昨夜のフォ…マルフォトと
リフレクションDVD

旅の思い出を写真やC臥動画に残すなら、フォト&
ビデオギヤラリーに忘れずにお寄りください。焼き増
しやデジタル処理は午後6時まで受付いたします。

フオト&ビデオギヤラリー7階

フオト&ビデオのラストチヤンス

PRE∫ ENT∫

ハワイアンナイト
ハワイアンデュオ、エルーアとクルーズスタッフ、

ンジヤーバンド、他の乗客の皆様とフラダンス、
ウクレレ、などを楽しみましょう!

9:15pmビスタラウンジ7階 後方部

PRIN UI∫ ES

咆″
・ロータス・スパ

究極のおもてなしを
皆さまへ
― Let Prlncess be youF COnSu打 FヽYヽate HOSt°

最終日スペシャル
25分のマッサージ、25分のブースターフェイシャルそ
してホットストーンマッサージか目と首のコラーゲン

トリートメントのどちらかをお選び下さいま

今ならS129
ロータス・スパ 12階 後方部内線12702



営業時間と場所のご案内一 Locatlons,Hours&More Cヨ彰。

ア政夢墨晶テp鰈_露湯 (24輔オープン)

免税店 -6階 申央部
9ann‐ 9prn

フューチャ
=2-ズ

デスクーホイールハウス・バー 7階 前方部
8am‐ 1正督二&2pm‐ 6pm

グランドカジノー8階 中央部
オープン:9am-lpm(キ ャッシャー&ポーキー)

テーブル:12:30pm-430pm 再開:7:30pm-lam

インターネットカフェー7階 後方部 (24時間オープン)

9am― 正午、3pm-5pm&7pm‐ 10pm

図詞嬰吾ヂ島鰺方部

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…12階 後方部
8am-8pm。 (内線 12702)

ダイニングガイド
場所 時間

回イヤリティ&インターナショナルホストーカジノ8階 申央書膠
1 0anl-l prn

医務室 -4階 中央部
9am-1lam&4:30pm‐ 6:30pm緊急時の連絡は内線911

フォトグラフィー &ビデオギャラリー ー7階 後方部
9anl-1l prn

プラチナムスタジオーギャ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
10am― 正午 &4pm-6pm

ティーン/キッズ。センター …12階 後方部
9am― 正午、lpm-5pm&6pm-10pm― お子様向けアクテイビテイ

9am― 正午、lpm-5pm&6pm― 深夜 ―ティーン向けアクテイビティ

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。

朝食 -5130am― ‖:30am
昼食 -1130am‐3:30pm
軽食 -3:30pm-5130pm
夕食 -5:30pm― 深夜
コーヒー・紅茶ステーションは24時間ご利用し`ただけます。

バー、クラブ&ラウンジ

リージェンシー。ダイニング

朝食 -7130am‐ 9:30am
昼食 ―正午-1:30pm

午後のティータイム ー3i30om-4:30om
ディナーファーストシーティンク ー5130pm
ディナーセカンドシーティング ー7:30pm

6階 中央部

ヴェルディーズピッツェリア 8階 中央部   11:30am-2:30pm&5:30pm― ‖:00pm

ホライツンコート

14階 中央部: 11:00am 8:00prTlテラス・グリル

本日のドリンクをぜひお試しください。

ウルチメイトクーラー…S10.00!

グレイグース、トリプルセク、

ウォーターメロンシロップ、パッションフルーツ
ピュレー&クランベリージュース

ウェイターにお尋ねください場所:すべてのバーで

ヤマト宅急便サービスで

お荷物を送りましよう。

詳細ほ免税店まで。

ラティテュード6階 中央部

ヤマト宅急便サービス

ピックアップ・デリバリーサービス

場所

ホイールハウス・パー 7階 中央部 4:00pm―深夜

9:00pm―深夜シューティングスターズデイスコ 7階 中央部

91ooam-11:ooprrlリビエラ。バー

9100am‐ 7:00pm(天 候により変更の場合あり)サウンドオーナーズ。バー 14階 後方部

インターネット・アクセス最終日15分 S8.99

タイムプランは利用時間を終了するか、

下船するまでご利用いただけます。

帰りのフライトのオンラインチェックインを

しませんか?

プロムナード7階 後方部

インターネット|カフェ

?=7T27h-re2Z 'vZ-tz<ZHlfr 10am -iE+ & 4pm - 6pm 7FutatrE'-sFE

チケットの返金について

キヤンセルポリシーの期限内にツアーをキヤンセルし、チケットをツアー

デスクに返却されたお客様の明細書には、請求/返金の記載はされてお

らず、ツアー購入の形跡そのものが削除されています。

ツアー代金に関するお問い合わせ

横浜下船日の朝、ツアーデスクは開いていません。ツアー代金に関するお

問い合わせは、本国の午後 6:00までにお済ませください。

この度のツアーにご参加いただいた皆様へ、マリ・ミソノ。ナツキより御礼

申し上げます。皆様には寄港地を十分にお楽しみ頂けた事と存じます。明

日は気をつけてお帰りください。

1 本日のドリンタ
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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。
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