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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iユ リカによる

本日のおすすめ情報チヤンネル   終日     TVチ ャンネル 2

ロフィットネススクラス|

ストレッチ&リラックス … …………7100amフィットネスセンター 10

ロフィットネススクラス:足裏エクササイズ ……7:30amフィットネスセンター 10

ロフィットネススクラス:ヨカ'■…………………_… 8:OOamフイットネスセンター 10

□到着 :北九州 (日本)

□本自の数独. 10:00amコスモス・スカイラフンツ11

□目元のアンチエイジング 10:OOam………………__¨ ザ・ス′ヽ 10

ロスピードオクに挑戦しよう 11100amコスモス:スカイラウンカ 1

ロアロマテラビーの効果につt｀て …  …… 11100am… … .… ^ザ・スバ 10

Eダンスクラス

2:00pm........... ?t?-:/\- 4

ロワインテイスティング・ X

(オーストラリアワイン)… ……… …̂ _5100pm…………セラーマスター 5

ロラッキーバンドのダンス音楽 5,45 pn..................., > ;) - 4

□D」ネッドによるマティーニバイブス………6:oopm_… …マティーニバー4

□☆北九州乗船のお客様のみ

乗船説明会と緊急避難訓練 ……………3:OOpm.ユ 0ススカイラカ″ 11

(夕食がメインシーティングのお客様対象Ⅲ……9:00pm…………_ザ・シアター4&5

ロカラオケ(日本語 ) 9,30pm .. ATJ..7.1r1-r/)1 1

□☆日本人講師による社交ダンスレツスン… 10:30pm……………ザ・シアター4

□卓球大会 3:00pm…………ブールサイド10

ロキャンプ・アット・シー:家族で映画…………_3:00pmキ ヤンプ・アット・シー 11

ロカクテルの作り方クラス=薔 3:00pm........... <t7-:/\- 4

ロラツキー′ヽンドのダンス音楽 _……………………4:45pm… _…………ランデブー4

ロケビン・ワグナー‐ソロ・ギター演奏者■ …9:15pm……カフエアルバーチョ5

」量基墨斑璧畳 9型匹 !

ロホートワインについて4 9:30pr],........... +1, -< 79' 5

t):/..)t) -i. r t77>l - 1\-; a,t ...........9:30pn...................-)/;)- 4

ロシープリーズ・クロスオーバーデュオ…………10:30pm………………ランデブー4

ロケビン・ワグナーーソロ・ギター,寅奏者……5:00pm¨ _カフェアルバーチョ5

言    日本語字幕・吹き替え映画    言
言    ビデオ・オン・デマンド内にて上映    言

10:OOanl

ロフィットネススクラス|ブートキヤンプ 工`__10:00amフイットネスセンター 10

(夕食がセカンドソーテイングのお客様対象I… 6:30pm…… ……ザ・シアター4&5

]キャンフ・アット・シー:

家族でキヤンフ・アウト・ナイト___………7:00pm.十■ンフ・アツトフー 11

「
ラッキー′ヽンドのタンス音楽……………………フ:30pm_.    ランデブー4

□☆小倉祇曰太鼓……………………………………8:OOpm…………………ザ・シアター4

」ケビン・ワクナーーソロ・ギター演奏者 … 8:15pm.カフェアルバーチョ5

□家族でキャンプ・アット・シー|ルール …̈……11:OOam.キヤンプ・アツト・シー 11

11:30amコスモススカイラ′ツ 1

ロジェンガに挑戦

□D」ネッドによるクラブ・スカイ…………………… 11:30pm.=メモススカイアルツ:1

・・料金のかかるアクティビティーです。詳細に関してはスタッフまで
お問tヽ合わせくださtヽ.

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.

★日本チャーターオリジナルイベントです。



」ヒブllり ‖ヽ
北九州は九州の北部に位置しており、本州と九州を結ぶ港町とし
て栄えました。

城下町として栄えた都心の小倉を中心に、石炭積出港としてにぎ
わつた若松、明治から国際貿易港として港町として門司港、日本
の鉄鋼の歴史と共に歩んできた八幡、製鉄と遠洋漁業として発展
した戸畑。海上交通にて発展した港町は、/スタルジックな街並
みが残されており2017年 4月 に関門エリア等の42施設が日本遺
産に認定されました。
北九州到着前に関門海峡を通過します。船内放送にてお知らせ
します。

オリジナルイベント
★小倉祇園太鼓

8:00pm lザ・シアター4

小倉祇園太鼓は、今年400周年を迎えた

小倉祇園祭の祭り太鼓で、今年3月、国の
重要無形民俗文化財に指定されました。太鼓の両面を叩く奏法
は全国的にも珍しく、小倉の夏の風物詩となつています。地域の

祇園太鼓チームによる演奏をお楽しみ下さい。

本日のおすすめ
客室の Wシップインフォメーションチャンネルにて更に詳しい

情報やご案内を放送しておりますのでご覧ください。

寄港地観光の予約
寄港地のご予定はお決まりですかフ

寄港地観光ツアーはまたお席のご用意が可能です。
また日本人のための特別ツアーの「金沢 :加賀屋の昼食と入

浴、能登半島の景観」にも、まだお席に余裕がございます。
その他にも様々なツアーをこ用意しておりますので、詳細はショ

アエクスカーションデッキ3までお尋ねください。

船内写真
オールインクルーシブ・デジタル・パッケージをご購入いただく
と、こ帰宅後、船内で撮影した写真をダウンロードすることが出
来ます。詳細はフォトギャラリーデッキ4までお尋ねください。

インターネットのご案内
船内では1日のみのインターネットサービスもございます。国外
の釜山や終日航海日でも、船内Wi― Flに接続して1日 プランを選択
していただければ、いつでもインターネットをお使いいただけま

す。契約には「CELEBRITY― WIFI」 に接続 してください。(別途料金

がかかります)

ル・プチ・シエフ(クイジーヌ)

お皿の中で繰り広げられるプロジェクションマッピングのストー

リーとそれに合わせたお料理をお楽しみいただけます。ショーと

夕食の融合体験はセレブリティでしか味わえません !

どうぞこの機会をお見逃しなく|

スパ &フィットネス
鍼
より良い眠りを誘う鍼治療はいかがですか?

目元のアンチエイジング
10:00am lザ・スパ 10

目元のダメージに即効性のある方法をお教えいたします。目元
ケアで見違えるほど若く見えるかもしれません。興味のある方は
お立ち寄りください。

アロマテラピーの効果について
11:00am lザ・スパ 10

アロマセラピーは、心、身体、精神を癒し、リラックスさせ、活力を
取り戻すために使用されます. 肌に栄養を与え、毒素を取り除
き、免疫システムを強化する方法を学びましょう。

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

9:30am― 正1二,4:00pm-8:30pm

重螢なお知らせ_雪様の安全の1.め一部のセキュリティースタッフが■ニフォームの一部としてボディーカメラをま着しております.

インフォメーション
到着:10:00AM
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。こ

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°カードとパスボートコピーを持って乗下船口
へお進みください。外国籍のお客様はパスポート原本をお持ちの
上、お出かけください。

最終垂盤菫間:9:30PM
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

となりますのでこ注意ください。

乗下船回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こ準備くだ

さい.上着やスカーフ、手袋を外す必要はございません.

船舶代理店
株)ホーム・リンガ商会
〒801-0852 北九州市門司区港町9番9号

TEL:093-331-1 31l  FAX:093-332-0606

担当:船舶部長 須藤 憲司 携帯:090-3199-3462

メールアドレス sudO@hOlme― ringer・ COり p

担当:船舶部チーフ 自石 健太 携帯:080-5249-4586

アドレス shiraishi@holme― ringer co,p

重要なお知らせ :

出国手続きについて:

別紙「北九州 日本出国審査のご案内」をご確認ください。

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)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。こ理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

特選情報



エンターティメント
上演′ザ・シアター :

ゲイリー・ウォーカーとエレイン・グレイ

6:30pm&9:00pm lザ・シアター4&5
ゲイリー・ウォーカーは、リンコ・スター、レイ・チャールズ、ビリー・

プレストン、マリー・オズモンド、TOTOのバンドメンバー:ジェリ

ー」リー・ルイス、ディアン・シューア、チャーリー・プライド、ザ・ジャ

ツズ、オークなどの世界中に知られている数えきれないミュージ

シャンと共演しています。今夜は、皆様もよくこ存じのスティービ

ー・ワンダーのヒット曲をお届けします。

スコットランドのソプラノ歌手:エ レイン・グレイは、17年前に華

やかにプロとしてデビューして以来、比類ない歌声で陸上、海共

に大成功を収めています。彼女の素晴らしいショーをお楽しみに

ください。

セレブリティおすすめイベント
ダンスクラス

11:30am lコスモス・スカイラウンジ11

セレブリティ・アクティビティホストが皆様に楽しくかつエネルギ

ッシュなダンスをお教えいたします。皆様、ぜひご参加ください。

卓球大会

3:00pm lプ ールサイド10

乗船している方と一緒に卓球大会を行いませんか
'

卓球台はデツキ 10の屋外ににご用意しております。皆様の参加

をお待ちしております。

コスモス・スカイラウンジ注目演奏
カラオケ (日 本語 )

9:30pm Iコスモス・スカイラウンジ 11

ステージに上がって歌つてみませんか?6.900曲以上の日本の曲

からお選びいただけます。

アート・キヤラリー.4.    ____内 線6527までお問い合わせくださし`

次曰クルーズ相談デスク.5         ___… ………6:00pm-8:∞ pr
インターネット・ワークステーション._       ____… ……………… 24時間
ゲスト・ ソレーションズ′3          ………………    …24時間

フォト・ギャラ|フ ー&サ・スタジオ′4

写真撮影
`グ

ランドフォイヤ 3/″5

7-ル &室内フール.10___……
ソラリウム・プールファミリー・アワー

__   7100pm-1,100pln

7100pm-10:30pl,1

_      7:00al,]-1 0100pm

____……   4:00pm-7〕00pm

イ/ベープョン.51 Apple製 品販売

医務室.1 ......8:00am llr00am 4r00pm - 7i00pm

サ・カジ/.4(2喘以上)スロット&テーブル       _

シヨアエクスカーションズ.3__…   7100am-9:00am 17:00om-9:00om
ディスティネーション・コンシェルジユ _,……………   5:00pm-8100pm

サ・スバ |サロン |メ ディ・スハ 1読.10         8〔 00am-9100pm
フイントネスセンター.10              _… ……   24時間

セレブリティショップ&,テイック.5

オーシヤンピユーカフエ.101ブッフェ

マストバー′11

¨開店

.閉店

正午 -2:30pm
正午 -2:00pm

ll:30anl-6:00prn

24時間
正午 -1100am

5̈i30prn

. .   .8:00pl]]

._6:00pm-9:30pm
3:00pnl-11:00pln

5:30pnl-9130pm
_5:30pm-9:00pl11
5:30pm-9:00pnl

.5:15pm&7:45pm

お食事のご案内
朝食
アーシヤンビューカフェ.101朝食ブツフエ      6i30am-10,00am
′―ンヤンビユーカフエ.101ブランチブッフエ    1 0100am-11〔 00am
メトロホリタン,41オーフレシーティング      _̈ア :00am-9:00am
サ・スバカフエ+シユースバー′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-9100am
フルー.5(アクアクラス・ 専用レストラン)     ___ 7:00am-9,00am

昼食

メトロポリタン.4&51メインフーティング
メトロボ

`リ
タン.4&51セ カンドシーテイング

オーシヤンピューカフェ.101ブッフェ
スシ・オン・フアイブ・ .5

トスカーナク|ブ 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)_………… .
ル・ブチ・チェフ (クイジーヌ十にて)111    _¨

コーヒー&スナック
オーシヤンビューカフェ.101コ ーヒー,紅茶′ジュース
オーシヤンビューカフェ.101バスタ.ピザ.サラダバー_

オーシヤンピューカフエ′101

アイスクリーム,フ ローズンヨークルト__…… …
オーシャンピューカフェ′101ティー・タイム __……………
カフェアルバーチョ&イタリアンジェラート`,5__…
オーシヤンビューカフェ.]01夜食__ ___

ザ・スパカフェ.10 ._
プールグリル.10  _

夕食

バー営業時間
カフェアルバーチョ.5_ __     ____
カジ/バー,4
セラーマスター.5

コスモス・スカイラウンジ.11    _
マティーニバー &クラッシュ′4

………正午 -9=30pl11

. 4:00pm-5100pm
ll:00am-1 1100pnl

10i00pm-1:00am

サンセツトバー.10  __……
ブールバー′10         _………
ランデフーラウンジ′4_

6100am― 深夜12時

__……   .開 店
.4:00pm― 深夜12時
____7i30pm― 深夜
___……3i00pm― 深夜
___1 0100am-6100pm

___6:00am― 深夜12時
__9:OOanl-11:00pnl

…_3100pm― 深夜12時

各寄港地案内デスク
6:00pm-8:00pm

デッキ 3′ グランドフォイヤ付近

釜山、舞鶴、金沢、秋田、横浜の
スタツフが乗船して地元ならではの詳細情報を
お伝えします。お気軽にお立ち寄りください。

イベント情報の詳細は4ベージに記載しております。

アルコール及0カツ/は 21歳 1,上のお客1.のみのこ提供となります.

・■卜入カーナ.=ッ キ ]′ ス7・ オン.フ アイブ&メ トロポリタン.ァ ッキ 5′  |レ フチ シェフ デッキ ll

¬ 品によって料金がかかります||カ バーチ|―ジがかかります |こ予約は内線4'071姜 語)まで

営業時間


