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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:ユリカによる

本国のおすすめ情報チヤンネル…………終日_ ..… lV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審機対象)…Ⅲ030p昴 Ⅲ……Ⅲ…Ⅲザ・シアター4&5

ロザ・シーガルス:ハウスバンド ……、__7:15pmグランドフォイヤ 3た/5

□最後0チヤンス:船長との写真撮影 …………7:30pn………マティーニバー4

ロセレブリティ・ショータイム:■ム・バーリング

(夕食がメインシーティングのお書織対象)_… …3130pm._¨ ___サ ,シアター4&5

ロケヒン・ワクナー ‐ソロ・」ター演姜著 ………9,OOpm… __セラーマスター 5

ロフィットネスクラス:お腹エクササイズ………フ:30amフィットネスセンター 10

□到着:書窯′日本 …9:00am ログッドリ イヽブスバンド 7:30p鳳 …̈………… ラ̈ンデブー4

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

□本日の数独 1 0100am¨ ニスモん々イラ,ノ:力 1  □生演奏:スターライト 8:lSpm_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_コズしぐガンラクノツ11

□X‐ ボックスボー|ノ ング大会……………… _¨

":30am_コ
ス
=や

スルつウン:´ 1

口輪投げ大会 2100pm…
=,こ

ススカイラウンカ 1

ロアユールヴェーダ…………_……………_………_3100pm_… ……………ザ・スバ 10

□卓球大会 、…………3100pm…………フールサイド10

ロヌーボディーでお肌を整えよう…………_……4:00pm… …………_… サ・スパ 10

□量整菫船襄旦 430m

□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ィング'………5:OOpm… ……セラーマスター 5

ロパークウエストギヤラリー:個別相談 _̈_… …5:00pm¨ _̈… アートギヤラリー 4

ロシープリーズ・クロスオーバーデュオ…………5145pm_… …__セラーマスター 5

ロザ・シーガルズ:ハウスバンドヽ……………___5:45pm_… …… ……ランデブー4

□生演奏:スターライト 9:15pm カフェアルバーチ●5

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

ロクッドリ イ`ブスバンド 939pm -................., > ;) - 4

ロクッドバイブスバンド 1 039pE],........-......., > i) - 4

ロモータウン・インタラクティブ・

テーマ′ヽ一ティー……………………………9:45,m…
=ス

モススカイア″ジ11

□日本人講師による社交タンスバーティー .10:00pm …  .ザ・シアター 4

ロバラタイスロト抽選会''___…………… …11:15pm____ザ・カジノ4

・・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ツフまで
お問も`合わせください.

音楽は45分以内の演奏となります.

映画や日外イベントは天候に。■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。

,
:

●

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

□D」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

●||● ||● |||● ||‐ ― |||‐ ||‐ ||‐ |‐ |||― ||¨ |‐ ||―●|||● ||● ||● |||●

ロフィットネスクラス:ス トレッチ &リラックス フ:00amフイットネスセンター 10

ロキャンブ・アット・シー:

家族で卓球大会 _………………………………4:OOpmキャンプ・アツト・シー 11

ロフィットネスクラス.ブートキャンフー_…………4:00pmフ ィットネスセンター 10

□D」ネッドによるクラブ・スカイ_¨ _………………11:30pm.こスモス・スカイラカ́ ,力 1

[1場 IN〔|



青森′日本

インフォメーション
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。む案内が入りま
したら、シーパス°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。

到錫饉踵趾生型型
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 海運倉庫グループ
〒030-0802青森市木町4‐8-9

TEL:017-734‐ 6126
千葉康貴くっ―chiba@nitsu.(ojp>
村田智子くsa―murata@nitSu.∞りp>
当社共有アドレスくoo,u_kalun0201 45@nhsu.coり p>

港住所

港:新中央埠頭(青森県青森市安方2-1う

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。こ理解。こ協力の程宜しくお願い申

し上げます。

イブニングシック
女性の服装:カクテルドレスリスカ~卜′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

長袖のシャツか、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バーではギネス&ボディントンビールを
1本買うともう1本プレゼントします。

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
ちになつてお越しください。

本日のおすすめ
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。

入港時ヘリパット開放
本船最船首にあるヘリパ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。
ザ・シアター入回デッキ5左舷よりご案内いたします。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。

ご自身へのご褒美にスバはいかがですか ?
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
ごしませんか?

キャニオンランチマッサージは S150からS315まで様 は々コー
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
船長やオフィサーたちとプロの写真家にドレスアップした装いを
撮影してもらいましょう。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ッキ 3′ 4′ 5にて様 な々背景スクリ
ーンをご用意しております。最後のこのチヤ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?
6:30● mlトスカーナグリル 3

イブニング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。ご予約は正午 (12:00pm)ま でグランドフォイヤデツキ 3、 レス
トランリ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!ザ・スパ10
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…ボディでお肌を整えよう
4:00pml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
パラタイスロト抽選会
1■15pmlザ・カジノ4
夢をつかみませんか?パラダイスロトに挑戦して、100億 ドルの夢
をつかみましょう|

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

んご園、陸奥湾などの自然に囲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。

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

8:30anl‐ 10:30arn′ 4:00pm-8:00prn

重要なおま,らせ惜 様の安全のため――部のセキュリティースタッフがユニフォームの――都としてボディーカメラを装着しております.



エンターテイメント
上演′ザ・シアター:キム・パーリング

6:30pm&8:3opm 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

有名でニューョーク、パリ、オーストラリアにて30三青、様 な々キャリ

アを積んできました。彼は13フ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、プロードワエ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。

卓球大会

3:00pm iプールサイド10

-緒に乗船している方と一緒に卓球大会にしましよう|デッキ 10

のガラス張リエレベーターの外に卓球台を用意して皆様のこ参

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

9:45pm lコ スモス・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。パ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こ確

認いただき、11:00pmに ランデブーラウンジデツキ4にお集まり

ください。

X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リレーションデスク

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。

営業時間
アート・ギャラリー.4    ……__内線6515までお問しヽ合わせください

次回クルーズ相談テスク.5

(日本人スタソフがお手伝し`します)_…__…… _… ……500pm-7:∞ pm

インターネット・ワークステーシヨン_、__…… …………………、 _ ._24時 間

ゲスト・リレーンコンズ.3. _ __……………………………………………… 24時間

イ/ベーション.51 Apple・ 製品販売 ………………… __…… ………………開店

医務
=.1    .…… …_…… …8:OOam-1100。 m1400pm-7:00pm

ファト・■キラ|,一 &ザ・スタジオ.4_………____… ………5:30pm‐ 11:00pm

写真撮影.ク ランドフォイヤ 3/″5 __……_、………………5:30pm‐ 10:30pm

フール &室内フール.10_…… …… …………………_……フ()Oam-10100Pm

ソラリワム・ブールフアミリー・ァヮー………………………__4:00pm-7:00pm
ショアエクスカーションス.3 _    _ ……………__500pm_9:∝ ,pm

ディスティネーソコン・コンシエルシュ  _………_ … ……6:00pm-8:∝)pm

ザ・カジノ′4(18歳以上)スロツト&テーブ′レ …………………11 00pm― 深夜

セレブ|,テ ィショッフ &ブテイツク,5 _………__………………、_、……開店

ザ・スバ |サ ロン |メ テ● スバ 1鍼.lo_.___… _… …8:00am-9:OOpm

フィットネスセンター.10    _、  _ 、____._ …………-24時間

お食事のご案内
朝食
オーシャンピューカフェ.101コ ンチネンタル朝食____6:30am-7:00am
オーシヤンピューヵフェ.lol朝 食ブッフ■_¨_…… __……7:00am-10:00am

オーシャンビユーカフエ.101プ ランチブツフエ _……Ⅲ10100am-11:00am
メトロポリタン.41オープンシーティンク _……… …… 700am-9:008in
ザ・スバカフェ+ジュースバー,10. .. _ ……_,00am-10:00am
ルミネ.4(スイートクラス専用レストラント _………………7:00am-9:00am
ブルー.5(アクアクラス専用レストラン)__ __ . フ:00am-9100am

昼食
オーシャンビユーカ

サ・スバカフェ′10
7 a, 1 0 ) t 7 a....-.......-...... -.............--......... 正午 -2:30pm

正午 -2:OOpm

フールグリル.lo ………_  ___ _ _ _ _ _ 11:30am-6:00pm

夕食
メトロポリタン,4&51メ インシーティング___………___ …_ 5:30pm

メトロポリタン′4&51セカンドシーティンク _¨_     . `OOpm
オーシヤンピユーカフエ.101ブ ツフエ__…   … … -6:OOpm-9130pm

スシう士ン・フアイブ 5ヽ     . ._ _ ___3:00pm-11:00pm
トスカーナクリル|.3 __  ̈. .  __…  _  5:30っ m-9i30pm
ルミネ.4(ス イートクラス専用レストラン)_…………_ _5:300m-9100pm
ブルー.5(アクアクラス専用レストラン)__、………、… 5:30pm-9)OOpm

ル・フチ・チェフ (ク イジーヌ十にて).11__… … … … 5:15pm&7:45pm

コーヒー&スナック
オーシヤンピユーカフエ.101コ ービー.紅茶

`ジ
ュース…… ……__  24時 間

オ、シヤンピューカフェ.101バ スタ.ビサ1サラダハー… [E午 -1:00am

オーシャンピユーカフエ.101

アイスクリーム.フ ローズンヨーグルト _ _…………正午 -9:30pm

オーシヤンビ■―カフェ.lolティー・タイム______ 4100pm-5:00pm
カフェアルバーチョ&イタリアンジェラート・ ,5_…  11:00am-11100pm

オーシャンピユーカフエ.101夜食  …………___ …10:00pm-11008m

バー営業時間
カフェアルバーチョ.5.. 6ooan3-深夜12時

■■
',′

′ヾ _ ′                                                      ●●●●
′,ン /′  ヽ ′■Ⅲ…_… …   . … ‐……‐‐‐‐……―・・  ―――̈ ‐‐‐― .・・・ 剛も

セラーマスター.5    ……_… ……_…… _……、 400pm― 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,4_..__ ……_… … _.   3:00pm― 深夜

マストバー.11    _… ………__………… ………101008m-6:00pm

サンセツトバー′10 _6:008m― 深夜12時

ブーリレ′ヽ一,10. .      .  _¨ _………… … … _…9,00am-11 00pm
ランデブーラウンツ.4 l:00pm *lf l2B

イベント情報の詳細は4ページに記載しております。

アルコール及びカジノは21歳以上のお暑1黎Dみのこ姜供となります.

¨トスカー九 デッキ 3′ スシ・オン・ファイフ&メ トロホリタン.デッキ ,′  ル・ブチ・シエフ.テッキ 11

・商品によつて料金がかかります|lヵバーチャーシがか'りま,r予約は内線′07(英
=言

,まで

セレブリテイおすすめイベント
X‐ボックスボーリング大会

11:30am lコ スモス・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で本当にボー

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よう1ス トライクを狙つて優勝した

方にはセレブリティのメダルを差し上げます。


