
'■‐ 今日の天気予報:晴れ―最高気温121° C/70° F最低気温:9て/48° F一 日の出4154arn/日 没 6123pm

明日の天気予報:時々曇リー最高気温118° C/64・ F最低気温:10° C/50° F

ようこそサン・プリンセスヘ
壮 大 な Sun
Princess° によう

こそ。快適でエレ

ガントな客船が

さまざまなアクテ

ィビティやダイニ

ン久 エンターテイメントを提供します。ラ・パティセ

リー (La Patisserle)に 立ち寄つてスペシャルコーヒ

ーを飲んだり、アートギャラリーで傑作に目を留め

たり、インターネットカフェでご自宅の家族や友人

と連絡を取り合つたり、楽しみは尽きません。

静かで落ち着いた時間をお望みなら、大人だけの

空間、ザ・サンクチュアリー (The Sanctuary)で 1日

をお過ごしください。または ロータス・スパ (Lotus

_5pa°)で贅沢なひとときを過ごしたり、プールサイ

ドでくつろぐのはいかがでしよう。こうした爽快な時

間を過ごした後は、スターリング・ステーキハウス

(Stettng SteakhouseSM)で お好みの焼き加減の

柔らかなステーキがさらにおいしく感じられること

でしよう。デザートを食べ終わつた後も、楽しみは続

きます。スリルあふれるグランドカジノ、魅力的なプ

リンセス自慢のショー、大画面を使用した屋外の映

画シアター (Movies Under the Stars° )など、船内

では数え切れないほどのエンターテイメントがお

選びいただけます。

楽しんだり、発見することが無数にあるSun Princes

には、完璧な逃避行 (escape completely° )に必要

なすべてが用意されています。

ノ 1  ・ ・  .・.  .■

本日午後、停泊地より東京湾に向けて移動いた

します。その後まもなく第二海堡の左側を通り、

浦賀水路へ入ります。浦賀水路を過ぎたあと南

西にコースを定めて大島の左側を通り、広島に

向け南西のコースをたどります。それでは皆様

船旅をお楽しみください。

=「
jl _  .,.|_   .

ご乗船される日、未成年でない方はお一人につ

き1本 のお祝い用ワインまたはシャンペンをお

持込いただけます。船上前にご購入されたその

他のアルコール類は、安全のため下船口にて集

めさせていただきますが、クルーズ最終日にご

返却いたします。大人お一人につき1本の750ml

ワインまたはソャンペンを客室にてお飲みにな

られる場合は、持込み料の対象にはなりません。

追加のワインまたはンャンペンボトルもお持込

みいただけますが、ボトル1本 につきS15の持

込み料をいただきます。その他のリカー、蒸留

酒、またはビールは禁止されております。お荷物

は検索の対象になります。

船内新聞 Fプリンセス・パタ‐」

P「 ||∩cessPattor
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乗 船  2013年 4月 27日 (土 )・ サンロプリンセス 。今夜のドレスコード:スマートカジュアル
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4:30pm‐ 出調:サン・プリンセスは

まもなく出航いたします。
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篠亀 充実の船上ライフを
お楽しみください
一 How WI‖ yOu eSCape CO:η pletelプ?
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日付

2013年 5月 6日 月曜日

プリンセスシアター&ビスタラウンジ

ショウ:シミー

ショウ:ピアノマン

ショウ:セーブ・ザ・ラストダンス

ショウ:ブリティッシュインベージョン

ショウ:カ ントリージャム

ボーノ吻レームダンスチャンピオン:カティア&イリア

マジシャン:ランドン・スワンク

ボーカリスト:プレストン・コウ

ピアノ:ト モノ・カワムラ

落語家:三遊亭きんぱち

ハワイアンナイト

マジョリティルールゲーム

ブランクゲーム

寄港地 ドレスコード 着船

5:30pm

6100arn

アトリウム &ホイープリ ウヽス・バー

パーティバンド:デリンジャー

クラッシック:ジョセフメゼイトリオ

アトリウムラウンジピアニスト:ク リス・メイ

ウォーキングミラクルズデュオ

ピアニスト:パベル・アルビレク

ハワイアンデュオ:アルーア

横 浜

`|IIな

11

スマートカジュアル

エ ン タ ー テ イ メ ン ト 八 イ ラ イ ト (変更の場合がございますので、日刊のPatterでお確かめください。)

アフタヌーン

11:30am― 船のミュージシャンによる歓迎の演奏

2:00pm アトリウムプラザ′5階 中央部

正午   ロータススパ&サロンオープンハウス

lo:oopm 世界中の色々なホットストーン、海草マッサージ、

フェイシャル、理髪店や歯のホワイトニングなどを

ご覧ください。ロータススパ′12階 後方部

2:15prn―

3:00pm

パベルによるピアノ演奏

アトリウムプラザ′5階 中央部

フォーマルクルージング2013年 4月 28日 日曜日

12:30pm2013年 4月 30日 火曜日 広島 スマートカジュアル

2013年 5月 2日 本曜日 釜 山 スマートカジュアル 8:00arn

2013年 5月 4日 土曜日 博多 フォーマル 3:3Opm

2日 間だけのスペシャル !

5200以上の免税商品をご購入で、さらに
10%offとなります。乗船初日と2日 目のみ

のスペシャルオフアーです。
(デザイナー時計は対象外です)

5:00pm-11:00pm oブ ティック′6階

PRE5ENTS

ウェルカムショウ

セーブ・ザ・ラストダンス
出演:サン・プリンセスシンガー&ダンサー

サン・プリンセスオーケストラによる演奏

7:30pm&9:30pm・ プリンセスシアター′7階 前方部

PRIN |∫ E∫

乗船記念スペシャル
本国インターネット・プランをご購入いただくと、

最大40分の無料追加時間を差し上げます。

さらに500分無料サービスが当たるくじ引きも!

他の特典との併用はできません。

プロムナード・7階 後方部

一
浜

一
横

広島 スマ|■トカジユアル 7100arn2013年 4月 29日 月曜日

a1310o:ml2013年 5月 1日 水曜日 長崎 スマートカジュアル 8:00a m

2013年 5月 3日 金曜日 スマ||■ トカジユアル 6100arn

2013年5月 5日 日曜日 |クル■ジング :スマ■:瞬 アル
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究極のおもてなしを
僣さまへ
...-_ Let Princess be your Consummate Host.

3:30prn

瘍

7:00pm―  ジョセフメイゼイトリオによるイブニング演奏
8:00pm アトリウムプラザ 5階 中央部

7:30pm ∫H()ぃq… IME:
緊急避難場所 (ビスタラウンジ、7階 後方部 )

乗船客避難訓練は出港前に行う必要があります。訓練は全て
のお客様が、各自の決められた避難場所において参加いただ
く必要があります。これは国際法により定められたものです。
訓練の始まりに際し、警笛音がなり放送が入ります。各自の客
室の扉の内側に記載してある緊急避難場所にご集合いただく
よう皆様をご案内いたします。その際、救命胴衣を持参してく
ださい。着用する必要はありません。救命胴衣の組が床にたれ
ると危険ですのでご注意ください。救命胴衣の着用方法は訓
練最後にご案内いたします。緊急避難場所に集合の際はクル
ーズカードにて参加状況を確認にいたしますので忘れずにお
持ちください。また携帯電話の電源はお切りください。

パベルによるピアノ演奏
アトリウムプラザ′5階 中央部

出発1まもなくサンプリンセスは広島に向け出航いたします。

ウオーキングミラクルズの演奏によるボールルームダンス
ホイールハヮス・バー′7階 前方部

ショウ:セーブ・ザ・ラストダンス

出演 :サン・プリンセスシンガー&
ダンサー、サン・プリンセスオーケストラ
による演:親 プリンセスシアター′7階 前方部

ハチ公物語

出演 :仲代達矢、八千草薫

(制限 :NR・ 時間:108分 )

12階 中央部

7:30pm

9:30pm

藤lblプ:es
‐繊選暑:力ぶ撻翻:

4:30pm-

5:30pm

4:30pm

4:45prn―

5:45prn

5:00pm

6:00pm
6:45pm

615pm

8:00pm― クリス・メイによるビンノ演奏
深夜  アトリウムラウンジ′7階 中央部

8:00pm― デリンガーバンドによる演奏とカクテル、音楽とダンス
深夜  ホイールハウス・バー′7階 前方部

8:30pm 日本の寄港地のご紹介

寄港地ご紹介のエキスパート、ヘザー・クレメント
による紹介。ビスタラウンジ,7階 後方部

イブ
=ン

グ

5:00prn

9:00prn

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c市場価格の50%オ フ。
アートギャラリー′7階 中央部

遅く乗船された方のための避難訓練
本国の避難訓練に参加出来なかつた方のための別途の避難
訓練。シユーティングスターズ′7階 中央部

∫HC)Vゾ TIM E:ショウ:セーブ。ザ・ラストダンス ~:‐ ~1・
~‐ ‐

T'…
Ⅲ……・

出演 :サン・プリンセスシンガー&F .: 1・

ダンサー、サン・プリンセスオーケストラ..
による演奏。プリンセスシアタ_7階 前方部

載進37.:避s
:鐵鞍 .宙麟圏毬

5:00pm ロータススバくじ引き
S500ク レジットを当てましょう!当選には抽選会場にいる必
要があります。ロータススパ′12階 後方部

バリー・マニロウ:ミュージックアンドパツション
(時間:60分 )

12階 中央部

9:30pm ハチ公物語

出演 :仲代達矢、八千草薫

(制限:NR時間:1時間48分 )

12階 中央部

10:15pm 日本の寄港地のご紹介

寄港地ご紹介のエキスパート、ヘザー・クレメント
による紹介。ビスタラウンジ′7階 後方部

10:15pm―  クルーズスタッフ&DJスペンサーとカラオケ大会
‖:00pm シユーティングスターズ′7階 中央部

10:30pm テキサスホールデムデモンストレーション    
‐

Sl・ S2からの上限なしキャッシュゲーム
グランドカジノ′8階 中央部

11:oopm― D」スペンサーがあなたのお気に入りの音楽をかけます。
深夜  D」 スペンサーのレイトナイトミュージックとダンス.

シユーティング・スターズ′7階 中央部

パベルによるビアノ演奏
アトリウムプラザ′5階 中央部

瓢|じ,ソies
‐難螺彗女

g地影

6:45pm‐ ウオーキングミラクルズの演奏で踊りましょう
7:45pm ホイールハウス・バー′7階 前方部

乗船記念
フオトパッケージ
2種類の乗船写真を

S39.98で !「パスポートパリユー」を
お持ちになると無料でアルバムを進呈 !

フオト&ビデオギャラリー・7階

Memories

フオト&ビデオギヤラリニ

pRE∫ ENTS

日本の寄港地のご紹介

寄港地紹介エキスパート

ヘザー・クレメント

&30pm&10:15pm・ ビスタラウンジ,7階 後方部

PRIN U15E∫

熱1タ ロータス0スパ

トラベラーズテンション
20分の頭皮、首、肩のマッサージに加え

20分の足と足首のマッサニジ。 ‐

本日に限りS109

回―タス・スパ′12階 後方部内線12702

洟::li漑驚綺蝙餞 |:艤
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ンガーバン



営業時間と場所のこ案内 一 bCatiOnS,HOurS&MOЮ Cヨじ。

アートギャラリーー7階 中央部 (24時間オープン)

デスク営業時間:Spm-9pm

免税店 -6階 中央部
出航 -1lpm

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

4:30pm-6pm

フューチャークルーズデスクーホイールハウス・バー′7階 前方部

4pnl-6prn

グランドカジノー8階 中央部

全カジノは10pm頃オープンいたします。

インターネットカフェー7階 後方部 (24時間オープン)

マネジャー受付時間:lpm― ドリル&7pm-10pm

図書館 -7階 後方部
24時間オープン

ジム&フイツトネスセンターー12階 後方部 (内線 12702)
lpm-10pm

ダイニングガイド

お食事時間は変更に絲 場合がございます。 ・ 追加料金になります。

ロータススパ &サロンー12階 後方部 (内線 12702)

正午-10pm

医務室 -4階 中央部

5pm-6pm′ 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…7階 後方部

5:30pm-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。

サンクチユアリー ー15階 前方部

lpm-5:30prn

ッアーデスクーアトリウムロビー′5階 中央部

正午-6:00pm

ァィーンノキツズ・センター …12階 後方部

正午-3pm  ―    オープン時間&参加お申し込み

6pm-10pm  ―    お子様向けアクテイビティ

6pm― 深夜  ―    ティーン向けアクテイビティ

1

バー、クラブ&ラウンジ
1

ホイールハウス・バー

場所

1 7階 前方部

15階 中央部

乗船―深夜

4:00pm-7:00pm (天候により変更の場合あり)トップサイダーズ。バー

お帰りなさい :

プリンセス・クルーズキヤプテンズ・サークルの皆様、

ゴールは メダリオン、プラチナ、そしてエリート・メンバ

ーの方 !々ロイヤリティ&インターナショナルホストの

ヨシミが、皆様をお世話するために乗船しています。

グランドカジノ・8階 中央部

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:∞pm・リド・14階 前方部

7階 中央部アトリウム・バー

9:00pm―深夜カジノ・バー 8階 中央部

14階 前方部ホライツンコートコーヒーバー

S29のコーヒーカードで

15杯のエスプレッソ・ベースのドリンク、

または1日 57.95の キツズパツケージをどうぞ !

詳細は、バーでお問い合せください

本日販売 !
「

ドリンク・パツケ■ジ

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。

シ ョ ア エ ク ス カ ー シ ョ ン :ツアーオン ス時間:正午 -6pm・ 5階 中央部

ご乗船ありがとうございます。マリ、ミソノ、ナツキがツアーデスクにて皆様のショアエ

クスカーションをお手伝いさせていただきます。すべての寄港地でツアーをお楽し

みいただけることを願つております。

ご予約方法:列にお並び頂く必要はございません。お申し込み書に必要事項をこ記

入のうえ、24時間ご使用いただけるツアー専用ポストにご投函ください。空席状況

乗船前予約チケット:事前予約をお済ませのお客様のチケツトは、本田客室係により

配達されます。すべてのチケツトがお揃いかこ確言忍ください。

ツアーキャンセル:ツアーキャンセルの締切り日は、客室内のツアー申し込み書に記

載されております。ツアーのキャンセルをこ要望の方は「キャンセル」とチケットに明

記し、ツアー専用ポストヘこ返却ください。締切り後の変更、返金はできかねます。ま

た、ツアーに参加されなかったお客様の返金もできかねますのでご了承ください。は、ツアー専用ポスト横のボードにてご確認し

場所
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リージエンシーダイエンク)レーム 6階

ベルデ″ズビッツIリア|| ||18階 中央部

サンデーズアイスクリームバー 12階 中央部

テラス・グリル 14階 中央部

スターリングステーキハウスキ 14階 前方部

奉丼11::i:轟驀

ランチー正午-1:30pm

ディナーファーストシーティングー5:30pm
ディナーセカンドシーティングー7:30pm
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乗船-9100pm
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時間

乗船・11100pm

5:00pm―深夜

9:Oop“ 1深夜

乗船―深夜

4:00pm―深夜

(天候により変更の場合あり)
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