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インフオメーション

青森′日本
青森市は、本州最北の都道府県です。雪に覆われた八甲田山、リ

んこ園、陸奥湾などの自然に国まれた美しい県です。世界自然遺

産の自神山地、三内丸山遺跡などの見所のほか、青森県立美術

館では様々なアート、「ねぶたの家・ワ・ラッセ」ではねぶた祭りの

様子もご覧いただけます。

到着 :9:00AM
現地当局の審査が終わり次第、乗下船口をご案内いたします。ご

案内があるまで、公共の場所にてお待ちください。ご案内が入りま

したら、シーバス°カードを持つて乗下船ロヘお進みください。日

本国籍のお客様は写真付き身分証明書をお持ちになつてお出か

けください。外国籍のお客様はパスポート原本をお持ちになりお

出かけください。

到国饉置趾土理型
重要なお知らせ:本船へのお戻りが遅れた場合は、お客様の責任

となりますのでご注意ください。

乗下船国のセキュリティではシーバス・カードが必要です。お手元

にご用意ください。セキュリティチェックをおこなうため、コインや

鍵、携帯電話をお持ちの方はすぐに取り出せるようにご準備くだ

さい。上着やスカーフ、手袋を外す必要はこざいません。

船舶代理店
日本通運株式会社 青森支店
青森中央事業所 海運倉庫グルーフ
〒030-0802青 森市本町4-8-9

TEL:017-734-6126

千葉康貴 <ya―chiba@nittsu.cojp>

村里智子イsl―摯 lrat,OnitSItCO l,:｀

当社共有アドレス<aotyu_kalun0201 45@nittsu.cojp>

港住所

港:新中央埠頭(青森県青森市安方2-14)

食品の持込・持ち出し関して

農業規制により、全ての寄港地にて食品(フルーツ、野菜などの生

鮮食品および肉製品)を船内から寄港地へ、また寄港地から船内
へ持ち込むことができません。ご理解。こ協力の程宜しくお願い申

し上げますc,

イブニングシツク
女性の服装:カクテルドレス,スカート′バンツもしくは

デザイナーズジーンズに上品な上着
男性の服装:バンツもしくはデザイナーズジーンズに

長袖のシヤツか、ボタン付きのシヤツやセーター

本日のカクテル
プールバーとサンセットパーではギネス&ボディントンビールを
1本買うともう1本ブレゼントします。

メトロポリタンレストランでの夕食
本日はウェイターたちによる挨拶がありますので、カメラをお持

ちになってお越しください。

本国のおすすめ
船の裏側ツアー

通常立ち入ることのできない船の裏側を垣間見ることのできるツ

アーです。次の終日航海日が最後のチャンスです。人数制限があり

ますので、お早めにショアエクスカーションデッキ3までお申込く

ださい。料金はお一人様S99ですc

入港時ヘリパット開放
本船最船首にあるヘリバッドから青森の美しい入港風景をお楽

しみください。オープン時間 8:00am～青森入港着岸前まで

天候状況により中止になる場合がありますのでご了承くださいc

ザ・シアター入ロデツキ5左舷よりこ案内いたします。つま先をお

おった靴でお越しください。また階段等注意の必要な箇所がござ

いますので、十分お気を付けくださいG

ご自身へのご褒美にスパはいかがですか ?
クルーズ最後に自分へのご褒美としてスパで至福のひと時を過

こしませんか?

キャニオンランチマッサージは 5150からS315まで様々はコー

スをご用意しております。料金には18%のサービス料が追加され

ます。お早めにご予約ください。

特選情報
最後のチャンス!船長との写真撮影

7:30pm lマティーニバー4

船長やオフイサーたちとブ回の写真家にドレスアッフした装いを

撮影してもらいましょうc素敵なクルーズの記念になること間違い

ありません。グランドフォイヤデツキ 3′4,5にて様々な背景スクリ
ーンをご用意しております。最後のこのチャンスをお見逃しなく!

撮影しても気に入らなければ購入する必要はありません。お気軽
にお撮りください。

スペシャルディナーはいかがですか?

6:30pm lトスカーナグリル3

イブニンクシックの素敵な装いで、素敵な夕食はいかがですか?

ヴーヴクリコディナー (お一人様 S155+サービス料)は特別な

日にビッタリなご夕食です。優雅な装いに優雅な食事でクルー

ズのひと時をお過ごしください。最少催行人数は10名 様となりま

すcご予約は正午 (12:00pm)ま でグランドフォイヤデッキ 3、 レス

トラン1ブ ザベーションデスクまでにお越しください。

スパ &フィットネス
アユールヴェーダ

3:00pm lザ・スパlo

アユールヴェーダでストレス、睡眠状況の健康状態を知ることが

出来ます。

ヌーボデイでお肌を整えよう
4:00pm lザ・スパ10

ヌーボディでセルライトを取り除き、しつかりと引締めます。ビュー

ティー。セラビストがあなたの体のどこに効果があるかお知らせ
いたします。

ザ・カジノ
パラダイスロト抽選会

11:15pm lザ・カジノ4

夢をつかみませんか?パラダイス回卜に挑戦して、100億 ドルの夢
をつかみましょうl

日本人スタッフ対応時間
デッキ 3′ ゲストリレーションデスク内

8:30arn-1 0130arn′ 4 m

重要なお知らせ:皆様の安全のため一部のセキュリティースタツフかユニフォームの一部としてボディーカメラを装着しております.



¬

エンターティメント
上演′ザ 0シアター:キム・パーリング

6:30pm&8:30pm lザ・シアター4&5
オーストラリアのエンターテイナー:キム・バーリングは、世界的に

有名でニユーヨーク、パリ、オーストラリアにて30年間、様 な々キャリ

アを積んできました。彼は137か国以上でビアニストとエンターテイ

ナーとしての2つの実績があり、ブロードウェイの演出と指揮やナタ

リー。コールやエンゲルベルト・フンバーディンクなどのショーも手

掛けております。彼の素晴らしい経歴はショーでも間くことが出来ま

す。見逃せないショーをお楽しみください。

セレブリティおすすめイベント
X―ボックスボーリング大会

11:30am lコ スモス0スカイラウンジ11

キネクトの世界へようこそ。特別なセンサーでまるて本当にボー

!リ ングをしているかのような体験ができます。スクリーンを見なが

ら、ボーリングに挑戦してみましょう!ス トライクを狙つて優勝した

方にはセレブリテイのメダルを差し上げます。

卓球大会

3:00pm lプールサイド10

-緒に乗船している方と―緒に卓球大会にしましょう|デッキ 10
のガラス張リエレベーターの外に卓威台を用意して皆様のこ参

加をお待ちしておりますこ

コスモス・スカイラウンジ注目演奏
モータウン0インタラクティブ・テーマパーティ

9:45pm iコ スモス0スカイラウンジ 11

今夜はセレブリティ専属歌手とダンサーによる素晴らしいモータ

ウン音楽をお楽しみください。ハフォーマンスの後はハウスバン

ド:シーガルズによる音楽でモータウン時代に逆戻りした音楽と

ダンスをみんなで楽しみましょう!

※最終下船地が青森のお客様は別途配布する下船の案内をご確
認いただき、11:00pmに ランデブーラウンジデッキ4にお集まり

ください。

※日本総代理店ミキツーリストからアンケート用紙をお配りして
おります。お手数ですが、下船日までにゲスト1ルーションデスク
前に設置されているアンケート回収ボックスまでお持ちください。

※写真購入
最終日は大変混み合いますのでお早めにお買い求めください。

アート・ギャラリー′4_…………………………….内線6515までお問い合わせください

次回クルーズ相談デスク′5

(日 本人スタッフがお手伝いします).……………………………5:00pm― フ:∞pm
インターネット・ワークステーション………̈……………………………………………………24時間
ゲスト・リレーションズ′3…………………………………………………………̈………………….24時間

イノベーシ∃ン′51App!e'製品販売 開店

医務室,1¨…………………………………………..… 8:00am-11:00am 14:00pm-7:00pm
フォト・ギャラリー &ザ・スタジオ,4…………………………….… ……5:30pm-11:00pm
写真撮影′グランドフォイヤ 3/4/5… …………………………….……._5:30pm-10:30pm
フール &室内フール′10…………………………………………………̈……7:00am-10:00pm
ソラリウム・フール ファミリー・アワー……………………………….……4:00pm-7:00pm
シヨアエクスカーションズ′3……………………………………………………5:00pm-9:00pm
ディスティネーション・コンシェルジュ……………………………………6:00pm-8:00pm
ザ・カジノ′4(18歳以上)ス ロット&テーブル…………………………11:00pm― 深夜
セレプリティショッフ&ブティック,5 ……………………….閉店
ザ・スバ |サ ロン |メ ディ・スバ 1鍼′10………………………………̈…8:00am-9:00pm

………………….24時間

営業時間

お食事のご案内
朝食
オーシヤンピューカフェ,101コ ンチネンタル朝食………………6:30anl-7:00am
オーシヤンヒューカフェ,101朝食ブツフエ………………………7:00am-10:00am
オーシャンピューカフェ.101ブランチブッフェ………………10:00am-11:00am
メトロホリタン′41オープンシーティング……………………………7:00am-9:00am
ザ・スバカフエ+ジユースバー,10……………………………………7:00am-10:00am
ルミネ,4(ス イートクラス専用レストラン)………………………………7:00am-9:00am
フルー′5(アクアクラス専用レストラン).……………………………̈7:00am-9:00am

昼食

ザ・スバカフェ′1

フィットネスセンター′10……………………

オーシヤンピュー

vZ l-.i t-, 1 1 ....................

サンセットバー′10………………………………̈……Ⅲ…………………….

フールグリル′10

夕食
メトロ小ワタノメ 改51メ 4ノン~テイノウ…………………………………………b:30pm
メトロボリタン′4&51セカンドシーティング……………………………………..… 8:00pm
オーシヤンピューカフェ′101ブッフェ……………………………………6:00pm-9:30pm

G$- 2:00pm
.....................1 1 :30am - 6:00pm

スシ。オン・フアイブt5.…………………………………………………̈……
トスカーナグリル +,3.…

……………………………………………………………
ルミネ′4(スイートクラス専用レストラン).…………………………
ブルー′5(アクアクラス専用レストラン).……………………….……

3:00pm-11:00pm

…5:30pm-9:30pm
…5:30plΥ、-9:00plTl

ル・フチ・チエフ (ク イジーヌ十にて)′ 11

.5:30prn-9:00prn

511 5pm&7:45pm

コーヒー&スナック
オーシヤンピューカフェ,101コ ーヒー′紅茶 ′ジユース…………………….……24時間
オーシヤンピューカフェ′101バスタ′ビザ,サラダバー…….……IE午 -1:00am
オーシヤンピューカフエ,101

アイスクリーム,フ ローズンヨーグルト…………………….正午 -9:30pm
オーシヤンピューカフェ,101ティー。タイム…………………………4:00pm-5:00pm
カフェアルバーチョ&イタリアンジェラートt5.……….……11:00am-11:00pm
オーシヤンピューカフェ,101夜食……………………………….………10:00pm-1:ooam

バー営業時間
カフェアルバーチョ,5.……………………………………………………….……6:00am― 深夜12時
カジノバー′4…………………………………………………………………………………………………….… 閉店
セラーマスター′5………………………………………………………………….4:00pm― 深夜12時
コスモス・スカイラウンジ′11… .… .…….¨…5:00pm― 深夜
マティーニバー &クラッシュ′ …………………………3:00pnl― 深夜

…….……..… …10:00am-6:00prn

…̈6:00am― 深夜12時
ブールバー′10
ランデブーラウ

......9:00am - 11:00pm
ンジ,4 …………………………………………………̈ .……3:00pm― 深夜12時

アルコール及びカシノは21歳以上のお客様のみのこ提供となります。
・・トスカーナ′デッキ 3/ス シ・オン・フアイブ&メ トロポリタン′デッキ5/ ル・プチ・シェフ,デッキ 11
k商品によつて料金かかかります11カバーチャージがかかります |こ予約1ま 内線4707(英語)まで

イベント情報の詳細は4ヘージに記載しております。



本日の催し物
ロクルーズディレクター:スティーブと日本人ホスト:ユ リカによる

本国のおすすめ情報チヤンネル…………̈ 終日…………̈………TVチヤンネル 2

ロセレブリティ・ショータイム:キム・バーリング

(夕 食がセカンドシーティングのお客様対象)…“6:30pm"… ".""ザ
0シアター4&5

ロモータツン・イングラクティブ・

ログッド・バイブスバンド

〔 ヽ`ゝ:)ヽ 〔
ロハラダイスロト抽選会

議
………………………………111 5pm… …………………ザ・カジノ4

帯料金のかかるアクティビテイーです。詳細に関してはスタッフまで
お問い合わせください。

音楽は45分以内の演奏となります。

映画や屋外イベントは天候により中止になることがあります。
☆日本チヤーターオリジナルイベントです。

ロフィットネスクラス:ストレッチ&リラックス.7:00amフイツトネスセンター 10  ロザ。シーガルズ:ハウスバンド…………̈ .… ….7:15pm..グランドフォイヤ 3/4/5

ロフィットネスクラス:お腹エクササイズ.… …._7:30amフィットネスセンター 10  □最後のチャンス:船長との写真撮影 .¨ “̈"“7:30pm… "".マティーニバー4

□到着:青森′日本……"“"…….……̈ ""… .……9:00am ログッド・バイブスバンド……"…………………………7:30pm…………………ランデブー4

ロフィットネスクラス:サイクリング将
……………8:00amフィットネスセンター 10  ロケビン・ワグナーーソロ・ギター演奏者………8:00pm… ………セラーマスター 5

日本日の数独……………………………………"¨ ….……10:00am.[スモスメカイラ協″鳴  □生演奏:スターライト.………………………………8:15pm.… .カフェアルバーチョ5

ロスピードオクに挑戦しよう……………………………11:00am¨ コスモス・スカCカレジ11 ロセレブリティ・ショータイム:キム・バーリング

(夕 食がメインシーティングのお客様対象)"…"8:30pm"。…."."ザ 0シアター4&5
□X‐ ボックスボーリング大会…………………….….11:30am..=ス モ々 スわ・C″ン:勁 1

ロケビン・ワグナー ーソロ・ギター演奏者 ………9:00pm… ………セラーマスター 5

□輪投げ大会 .………2:00pm.… コスモス・スカイラ枕́ ソ11

□生演奏:スターライト.………….… …̈…….………9115pm… カ̈フェアルバーチョ5

D7a.-tlt)t-5' 3:00pm...........,..........+r. Z/ t 1 0

ロマッカランウイスキー・テイステイング轟
……9:30pm… ……̈ セラーマスター 5

□卓球大会 "……………………………………"……,… .3:00pm……………ブールサイド10

ロヌーボディーでお肌を整えよう.…………………4:00pm… …………………ザ・スバ 10

ロキヤンフ・アツト・シー:

家族で卓球大会………………………………….………4:00pmキヤンフ・アツト・シー 11

ロフィットネスクラス:ブートキヤンフ群
..………4:00pmフ ィットネスセンター 10

□』證鯉【ョ壼出迎壁置 ."".""““.""““…"""………"4:30脚

□生演奏:スターライト.…………"……………………4:30pm… カ̈フェアルバーチョ5

ロケビン・ワグナー‐ソロ。ギター演奏者 .…….4:45pm…………………ランデブー 4

ロオーストラリアワインテイステイング接
………5:00pm…………セラーマスター 5

ロバークウエストギャラリー:個別相談…………5:00pm… ……アートギヤラリー4

ロシーブリーズ・クロスオーバーデュオ…………5:45pm…………セラーマスター 5

ロザ・シーガルズ:ハウスバンド…………….…….5:45pm…………………ランデブー4

□DJネッドによるマティーニバイブス .….………6:00pm… ………マティーニバー4

ログッド・バイブスバンド………………………………9:30pm………………"ランデブー4

テーマバーティー .¨…… …̈“"“ "".“ 9̈:45pm。.Eフ賢スタカイ男″ジ11

□日本人講師による社交ダンスパーティー.… 10:00pm……………ザ
。シアター4

10:3Opm ................r>7) * 4

□D」ネッドによるクラブ・スカイ …̈………….……11:30pm.ニ メモス・スかCつシ勁 1

日本語字幕・吹き替え映画
ビデオ・オン・デマンド内にて上映

thc
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