
1専多  2013年5月 3日 (金)・ 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

■|11: 今日の天気予報:晴れ―最高気温119° C/66° F最低気温・
9° C/48° F一 日の出 5:28am/日没 ア102pm

明日の天気予報1晴れ―最高気温:19° C66° F最低気温:10° C/50° F

オフィサーの日誌
Byフォト&ビデオマネージャーケンジ・シンヤ

Sun Princess°乗船中の楽しみから、寄港地での素晴らし

い観光ツアーまで、クルーズでは生涯の思い出が数 生々まれ

ます。

福岡到着前にデジタルカメラの充電を終えて準備万端

にしておくことをお奨めします。8世紀に建立された櫛田神社

にズームアップ、または18世紀に作られた閑静な友泉亭(庭

園)で植物の撮影の腕を磨いてください。福岡タワーでは、地

面ぎりぎりの位置から、そびえ立つタワーを捉えた写真を撮

って送れ|よ お友達も喜ぶことでしょう。

専属のデジタルフォトグラフアーとビデオグラフアーがク

ルーズ中のハイライトを画面に納めます。船内でのイベント、

寄港地、各地の景色などt思い出に残るものを順番に撮影し

ていきます。フォトグラフィーおよびビデオギャラリーにお立

ち寄りになり、さまざまな商品やサービスをご覧ください。

毎晩アトリウムにセットアップされるスタジオをご活用く

ださい。フォーマルおよびカジュアルなポートレートの両方

が、翌日にギャラリーに展示されます。お気に入りの写真の

ポートレートパッケージ、焼き増しヘキヤンバス地使用の引き

伸ばしなどについてはスタッフにお尋ねください。

またクルーズ中の船内のイベントや景色などを取り込ん

だ、ここだけでしかお求めになれないリフレクションDVDも

ぜひお忘れなく。このDVDの内容は船内テレビの31チヤンネ

ルでご覧いただけます。

百間は一見にしかず、という言葉がありますが、このビデ

オをクルーズの記念にお持ち帰りいただけばその価値が十

分に発揮されることをお約束します !

ナビゲーターより

夜間、サン・プリンセスは南のコースをたど

り、上島を右手に20マイル通り過ぎます。午前

2時、沖ノ島を過ぎ玄界灘を南東に進みます。

早朝、志賀島と玄界島の間を通ります。水路に

入る少し前に能古島右側のすぐ近くを通り、

博多湾を通つて、停泊地へ進みます。

1・  |‐ ・●
=・

|・ .‐ |■′ |'11

環境に関する皆様のご意見を、船内で対応で

きなかつた場合、私どもの環境ホットラインに

ご連絡ください。電話 :ま たは 25326、
1-888-290-5105ま たは

https://www.carnivalcomp‖ ance.comま で。

携帯電話サービス

携帯電話の機種、サービスによつては、航海中

も携帯電話をご使用いただけます。携帯電話

ご利用の際はエチケットを守り、バイブレーシ

ョンなどマナーモードにし、公共エリアで大き

な声での通話はお控えください。電話代は加

入携帯電話会社の取り決めによる国際電話代

金がかかります。スマートフオンは電源をいれ

た時からデーターを取得しますのでご注意く

ださい。詳細に関するご案内はパツセンジヤ

ー・サービスデスクにてご用意しています。

亦「1浴瘍黎呻●Patte「

船内新聞「プリンセス・パター」

escope completely

Cヨし。
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本国のひとこと

“丁here is no rerTledy foriove but to love rnore."

船外でのご案内は      .
グリーンシツピング株式会社:福岡支店

- Henry David Thoreau



篠亀 充実の船上ライフを
お楽しみください

- 
How will you escape completely'?

ブリンセス
‐おすすめ

モーニング

6:00am サン・プリンセスは博多に到着予定です。

(予定)

3:00pm

5:30pm

感ま:blりies
磁蝉彗棄″曹数潟

轟し調靭、
'藝
鑽 .‐

曳́螂

オペラ座の怪人

出演:ロ ン・チャニー、メアリ・フィルビン

(制限:NR。 時間:1時間35分 )

12階 中央部

9:00am―

11:00am

カナスタ、ユーカー、ウィスト&″500″ カードプレイヤーの集まリ

ヴェルディーズピッツェリア8階 中央部

3:30pm― 船上のミュ…ジシヤンによる演奏

4130pm アトリウムプラザ 5階 中央部

4:00pm‐  寄港地紹介のエキスパート:ヘザー・クレメント

5100pm 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

4:00pm カントリーラインダンス教室

クルーズスタッフと楽しみましよう。ビスタラウンジ 7階 後方部

4:45pm― ウオーキングミラクルズによる演奏 :カクテル&ダンス

5:45pm ホイールハウスバー 7階 前方部

4:45pm― 船上のミュージシャンによる演奏

5:45pm アトリウムプラザ 5階 中央部

イブニング

5:00pm シングルやお一人でご乗船の方の集まりは催者なし)

ホイールハウスバー 7階 前方部

ジェームス■テイラー:Liveベーコンシアター

(制限:59分 )

12階 中央部

9:15arn シングルでご乗船の方同士寄港地で楽しみましょう。

お一人でご旅行の方同士、寄港地を一緒に楽しみましょう。

海寿司/ランデブーバー 7階 中央部

11:30arn 入港記念セレモニー

ご乗船の皆様、是非ご参加ください。

ホイールハウスバーフ階前方部

11:45arn 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

アフタヌーン
2:00pm シヤツフルボードプレイ

他の乗船者の方々と楽しみましょう。(主催者なし)

リド14階 後方部

3:00pm バスケツトボールプレイ

他の乗船者の方々とバスケットボールゲームを楽しみましょう。

スポーツコート15階 後方部

本日のドリンクをぜひお試しください。
ジヤパニーズスリッパ……S10.00!

メロンリカー、コアントロー

&レモンジュース

ウェイターにお尋ねください場所 :すべてのバーで

' 
本日のドリンク

PRINCESS CRUISE∫
PRESENT∫

博多伝統芸能

博多金獅子太鼓

7:30pm&9:30pm

プリンセスシアター7階 前方部

太鼓 &獅子舞

出演:

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。

博多をお楽しみください!

7:30am‐ 10:30am・ ホイールハウス・プリンセスシアター
パティスリー・ホライツンコートパー

I it-?-7i-?=2

停泊中は税関規制の為、閉店させていただ

きます。明日の出航後に開店いたします。

ブテイック

リフレクションズDVDが
事前予約なら554.99に !

クルーズのこれまでの映像は、チャンネル31の
デイリー・ハイライトでご覧いただけます。

フオト&ビデオギヤラリー 7階

フオト&ビデオギャラリー



究極のおもてなしを

皆さまへ

-- Let Princess be your Consummate Host.

6:30pm ∫HOW丁 IME脅
才なボーカリストプレスに″コウはるショウ

ビスタラウンジ 7階 後方部

6:45pm― パベルによるピアノ演奏

7:45pm アトリウムプラザ 5階 中央部

6:45pm‐ ウオーキングミラクルズによる演奏 :カクテル&ダンス

7:45pm ホイールハウスバー 7階 前方部

7100pm‐ フアインアートコンサルタント

9:00pm 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

9:oopm―  クリス・メイによるピアソ演奏

深夜  アトリウムラウンジ 7階 中央部

9:oopm―  D」 スペンサーによる80′sミュージックアワー

10:00pm シユーテイングスターズ7階 中央部

9:30pm― デリンジヤーによる演奏 :カクテ′kミュージック&ダンス

深夜  ホイールハウスバー 7階 前方部
7:30pm

7:30pm

`HCヽ

ν丁IME:博多伝統芸能
出演:博多金獅子太鼓

フリンセスシアター 7階 前方部 ∫H()IVVTIMEE量
li::「I;T子太鼓

プリンセスシアター 7階 前方部

9:30pm

9:45pm
轟:ら7:=
軽饗彗‐■だ二発

たそがれ清兵衛

出演:真 田広之、宮沢りえ

(制 限:NR・ 時間:2時間 9分 )

12階 中央部

まま1じvi錦
製霧針‐

漁螂

たそがれ清兵衛

出演:真田広之、宮沢りえ

(制限:NR。 時間:2時間9分)

12階 中央部
8:00pm― ジョセフメイゼイトリオによる演奏 :イブニングメロディー

9:oopm アトリウムフラザ 5階 中央部

8:30pm
∫HOV訂 IM Ei多

才なボーカリスkプレストン・コウによるショウ
ビスタラウンジ 7階 後方部

8:30pm― ウオーキングミラクルズによる演奏 :カクテル&ダンス

9:15pm ホイールハウスバー 7階 前方部 lo:oopm DJス ペンサーによるリクエストエクスプレス

シユーティングスターズ 7階 中央部

プリンセス
.おすすめ

プリンセス
おすすめ

無料eカードを送つてみませんか?

あなたのクルーズライフを
お友達や家族に伝えませんか。

本日、電子ポストカードを無料で送れます。
プリンセスeカードステーションをご利用ください。

プロムナード7階 後方部

インターネット,カフェ

PRINCE∫ 5 CRU15E5
PRE∫ ENT∫

出演:

ブルースからブロードウエイ、クラシックロック、

オペラまでこなす多才なボーカリスト

プレストン・コウ

トシ イムツ フト イ ヨウタ

6:30pm&8:30pm

ビスタラウンジ7階 後方部

今回プリンセス・クルーズに初乗船の皆様へ、
クルーズ終了後、メンバーシップ特典を

進呈させていただきます。

新メンバーの方々には、ウェルカムパックを
客室にお届けいたします。

プリンセス0クルロズキャプテンズ・サ“クル

フユーチヤークルーズ0セールス

次のクルーズがお決まりでなくても、
お一人様1万円の予約金をお支払いいただくと、

次回のクルーズで使える

オンボード・クレジットを差し上げます。

ホイールハウスバー・7階 前方部

点1ケ ロータス・スパ
ミックス&マッチ

お好きな3つのコースでS139
スカルプマッサージt背面マッサージ、

足と足首マッサージ、ハイドロフェィシャル、
手と腕マッサージ、アイスパ・トリートメント

ロータス・スパ 12階 内線12702



営 業 時 間 と 場 所 の ご 案 内 ― LOCatiOnS,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&ご予約の方は内線弱∞までこ連絡ください。

免税店 -6階 中央部

閉店

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

1lam‐ 4prn

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‐ 9:30pm

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)

ダイニングガイド
場所

リージェンシー・ダイニング

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。

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 6:00am‐ 深夜

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

4pnl-7prn

医務室 =4階 中央部

8am-10am&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

7pm-10pm
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

5pm-6:30prn

ティーンノキッズ・センターー12階 後方部

8am-5pm ―寄港日ハングアウト

6pm-10pm― お子様向けアクティビティ

6pm-lam ―ティーン向けアクテイビティ

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。

セキュリティー検査

すべての乗客は帰船の際にセキュリティー検

査をお受けいただきます。携帯電話、カメラ、

双眼鏡、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

は金属探知機のアラームが作動し、お時間が

かかる場合がございます。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

トレイにお出し願います。手術による金属製の

埋め込み品や大量の貴金属、金属製パーツの

ある靴などをお持ちのお客様は別の機械や手

による検査を必要とする場合があります。

朝食 -7130am-9130am
午後のティータイム ー3:30om-4:30om
ディナー (自 由席)-6:00pm-9:00pm

6階 中央部

ヴェルディーズピッツェリア 8階 中央部   11130am-2:30pm&5:30pm」 1100pm

コンチネンタルブレクファストー5:00am-6:00am
朝食 -6:00am● 1130am
昼食 -11:30am‐ 3130pm
軽食 -3130pm-5:30pm
夕食 -5:30pm― 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。

14階 前方部ホライツンコート

テラス・グリル 11100arn-8: m1

7階 中央部 4100pm―深夜ホイールハウス・バー

シューティングスターズデイスコ 9100pm―深夜7階 中央部

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:ツアーオフィス時間:5100pm-6:30pmアトリウムロビー5階

オプショナルツアーの集合に関するご案内
本日のツアーチケツ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ツフは、本日の午前7:15から午

前8:15の間、午前10:00から午前11:00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。

博多上陸に関するご案内
サンプリンセスは、博多港国際ターミナル (5号 中央岸壁)に接岸いたし

ます。有料シャトルバスサービスは車で10分の距離にある、箱崎宮前駅

まで運行いたします。本国のシヤトルバス運行時間は午前9:00か ら午後

10:00ま で、5月 4日のシヤトルバス運行時間は午前9:00から午後3:00まで

です。シャトルバスチケットの代金は、お一人様片道8米 ドルで、ショアー

エクスカーションデスクにて、営業時間内にご購入、または埠頭ターミナ

ル外に待機しておりますシャトルバス係員よりご購入いただけます。

マ■キスダイ■ングル■ム 15階 1申央部
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