
香港，中国 2012年4月1日　日曜日

ジャンヌミッ　磨願が
穿欝のご乗齢を款診していますこ

世界最大の港、ロッテルダムで生まれたジャンスミット船長は、幼い時からとても船に興味
を持っていました。彼は、お父さんがニューウェイ　ウオーターウェッグ（ロッテルダムの
運河）に連れて行ってくれ、すべての船が航海する風景を見た日々のことを今でも覚えてい
ます01981年にロッテルダムの海事学校を終え、貨物船で働くことから始まり、昇進してい
きました0地上勤務も経験しましたが、海が彼を呼んでいました。1992年、2等航海士として
ホーランドアメリカラインへ加わりました。
クルーズの中でお気に入りの場所は、オーストラリアと中東です。下船している時のジャン

∴り∴了黒∴．工∴∴骨■†宮．！一・・ト：・、‾　ニ∴∴十畑十十
す。

鱒痩触れ伽

醐眉側陸風憐風朋』◎

OceanBar

カクテル＆ダンス
ザ・ネプチューン

1霊讐競欝

最終乗船時刻：16：00

避難訓練
ご乗船のお客様全員のご参加

します。
0分にご案内の放送が入
放送がありましたら、
ローアーブロムナード

の救命艇の下にご集合くだ
＝I≧ム・A鹿t／丁ヽ立　口　こし　　て丘dH三一1一ト．▼

記載がございます。事前に、客室
のテレビを26チャンネルにして避
難訓練ビデオをご覧になっておい
てください。救命胴衣を着たり、
持ってくる必要はございません。
避難訓練中は船内のすべてのサー
ビスが停止します。

21：30

クルーズディレクターマイケ／レによる

LetUsEntertain％u！

皮膚　ダーシタムのシンガーβタングー

PianoBar

ソロ　ギタリスト

f蒜＿聖芯

Ⅵqlliamゥィリアム21：00て深夜まで

Explorer｝sLounge

クラシック音楽

アダージョ　ストリングス

甥紋彗恕S

ダン鬼頭樽醜奏）
19：00～22：30

ご乗船歓迎の演奏
Gen＆TheHALCats

22：30
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さい。救命艇の番号は、乗船証に



bく門⊥虚

14：00

14：00

15：30

15：30

OURWORLD

シップツアー（英語）

ザーンダム・クルーズス

タッフと共に船内を一周し

てみましょう。デッキプラ

ンがあると便利です。（英

語でのご案内）
クロウズネスト、デッキ9

集合

乗船説明会　①

日本語による乗船説明会

（船内生活について、ご説
明いたします。）

モンドリアンラウンジ、

デッキ4

シップツアー（英語）

ザーンダム・クルーズス

タッフと共に船内を一周し

てみましょう。デッキプラ

ンがあると便利です。（英

語でのご案内）
クロウズネスト、デッキ9

集合

乗船説明会　◎

日本語による乗船説明会

（船内生活について、ご説
明いたします。）

14：00－の乗船説明会①と同

じ内容となります。

モンドリアンラウンジ、

デッキ4

b吼虚旺
FOOD＆ENTERl帆INING

プロのようにお料理を学びましょう。マ

スターシェフの調理を実際に見ます。見

るだけでもいいです。パーティープラン

ナーエリザベスが食事、ワインと楽しさ

を提供するフード＆ワインマガジンによ

る我々のユニークカリナリーアーツセン

ター

どの日も素晴らしいイベントが、プログ

13‥00＿　どんな料理　みてみよう
16：00　　ザーンダム号カリナリーアーツセン

ターのホストに会いましょう。今ク

ルーズで彼女は何を料理するのでしょ

うか。

カリナリーアートセンター

デッキ4

14：30
料理ショー！

フレイバーオブザーンダム

パーティープランナーエリザ

ベスとショウシェフブライア

ンがピナクルクリルのレシピー

クラブケーキタイのスイート

チリソースーを披露します。
カリナリーアーツセンター

デッキ4

☆上記はすべて英語対応とな

ります。

G貰級IS
CENTER涜始童長瀞l距

bびL霹RE
TECHNOLOGY

Windows装備のデジタルワークショップ

は、海上で行われる唯一の完全無料のテ

クノロジープログラムです。マイクロソ

フトコンピュータに慣れ親しむのによい

機会です。

セッションは我々のテックスパートクリ

スティンにより個人向けに詳しく教えて

もらえます。

13：00－　　デジタルワークショップ
16：00

19：00

Windows7を利用したコン

ピュータの講習

テックスパート　クリスティ

ンによる海上だけの無料テク

ノロジープログラム

デジタルワークショップ，デッ

キ5　船尾

写真編集入門

フォトショップギャラリーの

WindowsLive㊥を使ってあなた

の写真を素敵にしよう。

デジタルワークショップ，デッ

キ5

★上記はすべて英語対応とな

ります。

画聖覆．一・
DigitaIWorkshop

R冊。坤卑W。（b喝

ゲーンダムアートコレクショ

ン

：書室司書ジュリーによるアートツアー。

Podを貸し出してザーンダム号のアー

トコレクションをまわります。

，アーは、英語によるご説明となります。

ビバレッジカード

ビバレッジカードのご利用で10％－50％割

l。ソーダ、ノンアルコール・アルコー

パレツジカードの購入が可能です。

細は、飲み物またはワインアテンタン

卜までお尋ねください。

き・比

ご乗船ありがとうございます

インターネットスペシャル
本日と明日だけ。

250分のインターネットプランを購入のお

客様に20分追加　または100分プランを

ご購入のお客様に10分追加いたします。

技術上の問題により、インターネットの利

用はだいたい3：00pmからとなります。

エクスプロレイシヨンカフェ　デッキ5

24時間オープン



b（門腰旺
WELLBEING

ライフスタイリストジーンマリーによる

あなたを新しく変身させるプログラムで

す。スポーツイベント、スパなどで楽し

くリラックスしながら生活向上をしてい

ただけます。

12：30－　グリーンハウススパ
22‥00　予約＆見学ツアー

ラグジュアリーな技術とサロ

ンサービスを。人気のものは

早くなくなるのでお早めに！

グリーンハウススパ・デツ

壬喜…3㌢　ライフスタイリスト
ジーンーマリー

あなたの健康ガイド

リド　78－ルサイドデッキ8中央

13‥30－　本日の旅行から元気回復
15：00　　ライフスタイリストジーンマ

リーによるリラックスセッ

ション。無料の首＆肩マッ

サージをお楽しみください。

リドプールサイド・デッキ8

中央

18：30　　サンセット太極拳

ライフスタイリストジーンーマ

リー

シービュー70－ルサイド・デッキ

8船尾

THEGR＿EENHOuSE

香港，中国
図ご参加のイベントにチェックを入れ

2012年4月1日　日曜日

ドレスコード：スマートカジュアル1

苧fl‾l完
工‾■∵㍉L∵‥二二

本日のスパスペシャル：
jO〟0／30

3回ご利用の特典：
10％オフ　最初のスパトリートメント

乙0％オフ　二回目のスパトリートメント

旧％オフ　三回目のスパトリートメント

予約方法：
のスパトリートメントを3回受けるかを決めて、必
三できるご希望のお日にちの予約をなさってくださ

い。その都度予約をしに来る手間もはぶけます。

口12：30pmグリーンハウススパ

見学＆予約グリーンハウススパ，8

ロ13：00　ライフスタイリストに会いましょう　ゾーンマリー　あなたの健康ガイドリド

フ○一肌イド8中央

口13‥00　デジタルワークショップデジタルワークショップ5船尾

口13‥00　何の料理かな　あててみよう　ザーンダム号クッキングショーのホストと

会いましょうカリナリーアートセンター，4

□13：00　ジ工ン＆ザHALキャッツ音楽演奏　プールサイド　リド，8中央

口13：30　　本日の旅行（疲れ）から元気回復　ライフスタイリスト　ジーンマリー

無料の首＆肩エクスプレスマッサージ　リド　プールサイド，8中央

口14‥00　シップツアー（英語）　クロウズネスト，9船首集合

口14‥00　乗船説明会①　日本語による乗船説明会　モンドリアンラウンジ4

□14：30　　料理ショー！フレイバーオブザーンダム

パーティプランナーエリザベスとショーシェフブライアン

カリナリーアートセンター，4

□15‥30　シップツアー（英語）　クロウズネスト，9船首集合

□15：30　乗船説明会◎　日本語による乗船説明会　モンドリアンラウンジ4

図16＝30　避難訓練　ローワープロムナードデッキ，3に集合

ロ17：00　　香港出航

ロ17＝00　ボンポヤージユパーティ　ジュンβザ払ほヂサッツリド，8　中央

口17：00　マックスオリジナル絵画の値段当てアートギャラリー，4デッキ

ロ18：00　メラベラ　シャンパンレセプション　7‥00pmまで　メラベラ，5

□18：00　グリーンハウススパ無料抽選会　DJコリン　　ピアノパー5

ロ18‥30　サンセット太極拳　ライフスタイリスト　ジーンーマリーシービュー

プールサイド8デッキ船尾

□19：00　無料リカーの試飲22．・0仇弄ア　シグネイチャーショップ，5

□19：00　フォトコンペ　エントリーをお待ちしていますフォトギャラリー，4

□19：00　写真編集入門　デジタルワークショップ，5　船尾

口20‥00　バンド演奏ジ工ン＆ザHALキャッツモンドリアンラウンジ，4＆5

□20：30　　テキサスホールデムの遊び方　カジノ5

口21＝00　無料ジュエリー抽選会シグネチャーショップ5

□21‥30　ショータイム：LetUsEntertainYou！モンドリアンラウンジ　4＆5

□22：30　　こ乗船ウエルカム演奏ザHALキャッツクロウズネスト　9

□22：30　乗船歓迎　シャンパンレセプションカジノ　5

口23：30　DJコリンス　スピンスザヒツツクロウズネスト　9

ボンポヤータコ／r－ティー

香屠虎屁好仁／仁一ティーをし芳す／

Ge〃β〟月上手サッツの」ガタイ〝「デタ剤ノ仁r斉者の生虞寿

βノコリンスとンズ　ソβ　声ルゲイβ「デブ剤舶ノ

ヂクリス八・ラリーがクロクス等スト・デタ手ク仁丁お好き彦劇を虜寿し

す。

ノ】〇一ティー‘打7辟カ，£スタートです／／
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ピナクルグリル

カナレットレストラン

テラスグリル

リドレストラン

11：30－16：00

ご昼食（ビュッフェ）

12：30へノ16：00

ご夕食（コース）

1回目17：30－　2回目19：45＿

17：30－21：30（彦25ノ

予紹ダイヤル柑8

17：30－21：30

矛紛ダイヤ伽β

ご夕食（ビュッフェ）：

17：30－21：00

夜食：イタリアン
23：00－24：00

今クルーズでのこ夕食におけるダイニング（お座席）の場所は、クル1ズカードをこ確認ください。

ビバレッジカード＝ビバレッジカードのご利用でお飲み物が10％－50％割引になります。ソーダ（50％ディス

カウント）50ドル→25ドル、アルコール飲料（5％ディスカウント）100ドル→95ドル。アルコール飲料（10％ディ

スカウント）250ドル→225ドルビバレッジカードの購入が可能です。詳細は、ワインアテンダントまでお尋ね

Beverages本日のドリンク：カッパ肋押摘95

飲料インフォメーションデスク11：30－14：00，デッキ8
エクスプロレーションズカフェ11：30－22：00，デッキ5

リドバー11：30－21：00，デッキ8

オーシャンバー11：30－24：00，デッキ5

シービューバー11：30－23：30，デッキ8天候によります。

クロウズネスト13：00－深夜，デッキ9

ワインセラー14：00－16：00，デッキ4

カジノバー18：00－深夜，デッキ5
ピアノバー18：00－深夜，デッキ5
エクスプローラーズ・ラウンジ19：00－23：00，デッキ5

Services

エクスプロレーションズカフェ11：30－22：00，デッキ5

フィットネスセンター11：30－21：00，デッキ8

フロント　オフィス24時間．デッキ4

（日本人スタッフ待機時間ご乗船時～23：00）
フューチャークルーズコンサルタント14：00－17：00，デッキ5

グリーンハウススパ＆サロン11：30－22：00，デッキ8

ゲストリレーション　マネジャー14：00－16：00，デッキ4

医務室16：00－18：00，デッキ1

ドクターのいる時間17：00－18：00，デッキ1

プール11：30－19：00．デッキ8

ジャグジー11：30－22：00，デッキ8

Casino

TexasHold，emの遊び方　20：30

＄1／＄2から上限なし　現金で遊べるゲーム

乗船歓迎　－シャンパンレセプション
22：30

スロットマシーンで獲得した賞金はクルー
ズカードにチャージされます。カジノは出
航1時間後からお楽しみいただけます。

カジノ，デッキ5

SignatureShops

無料　リカーの試飲
19：00－22：00

乗船歓迎　無料抽選会
ジュェリーショップにて21：00から

デッキ5　ショップオープン時間：
18：30－23：00

MerabellaLuxuryCollection

ラグジュアリージュエリー

エクスペリエンス

シャンパン　レセプション
／且・（〃ノー79．・00

メラベル　ラグジュアリーブティック

デッキ5

FineArt

アートオークション！

アメリカでペインターローリエ葺を受

賞したことで有名な絵のオークション

です。

17：00－21：00　アートギャラリー・デッ

キ4

PhotoGallerY

JCブラックラベル

アートフォトギャラリー

JCブラックラベルアーティストアロンが個人
的にリラックスした写真の映り方をお教えしま

す。
ご予約に限りがあります。

ご予約ダイヤル3275　フォトギャラリー

デッキ4

本日の映画：アーサー（日本語）　　　ワジヤング　シア

ター，デッキ4

コメディげG13ll時間47分

主演：ルツセルブランド、ヘレンミレントジ工二ファー、ガーナー

酔っぱらいのプレイボーイが繰り広げるコメディー。

豪族から気に入られていなし1女性を好きになり、遺産相続できなくなる？

上映時間：18：00，20：00＆22：00

FutureCruises

次回クルーズの先行予約をした方に

ディスカウント！

お一人横＄100のデポジットをディスカウント

お一人様最大＄100の船上クレジットをプレゼン

ト

リン＆ラリーまでお尋ねください。

アッパープロムナード・デッキ5船尾



終日航海 2012年4月2日　　　　ドレスコ‾ド：フォーマル

ホーランド　アメリカ　ラインエクスプラ　レイ　ショ　ン

HollandAmericaLineEXPLORATIONS
ほぼ140年にわたりホーランドアメリカラインは新しいデスティネーション、新しい文化を求め、、そして今も新しい乗船体験をしていただ

きたく、新たに挑戦していただけるアクティビティを創作しています。より個人的興味を深め、楽しい時間をお過ごしくださいませ。
フード＆エンクーテイニングー　フード＆ワインマガジンプレゼンツ。最新式カリナリーアートセンターにてパーティープランナーエリザベスが

繰り広げる料理ショー。ワインボトルを選び想い出に残るパーティをお楽しみください。
エクスプローラーテクノロジーー海上でマイクロソフトウインドウズ7の無料パソコン講習会ご自身のペース、スケジュールでコンピューターに

慣れ親しんでいただけます。写真編集からネットワーク接続まで。テックスパートクリスティンがご説明します。
エクスプローラー　ウェル・ビーイングーライフスタイリストジーンーマリーによるマインド・ボディ・スピリットプログラム。皆様おひとりお

ひとりの成長を導きだします0すべてのご年齢の方にお楽しみいただける、毎朝無料の太極拳から始まるフィットネスと健康のイベントです。

どうぞご参加ください！

声

為痩如わすめg

掴◎側国風鳳凰刷』彪

OceanBar
カクテル＆ダンス

ザ・ネプチューンズ
18：00－23：00

ハッピーアワー：ドリンク1杯ご注文の方→2杯目のドリンクが

∽封で滋嚢tみいただけますトは朝一7才00

20：00～＆22：00～
ショータイム！

ザーンダムのシンガーによるプロダクションショー．．．

アンフォゲツタブル

Unforgettable
写真凝影慶びにビデオ録音ぽこ遠慮ぐだきいま藍

PianoBar

ギター演奏　ラリー
17：00－21：00

ピアノ演奏　ウイリアム

21：00－深夜

Explorer’sLounge

コーヒー，コニャックとクラツシック音楽

アダージョ・ストリングス
21：00－22：00

Crow’sNest

ダンスタイム（CD演奏）18：45－21：00

50＆60年代　ナイト
21：00t深夜

ハッピーアワー：2杯目のドリンクがUS＄123：00－24：00



！ヽ1、！露
OURWORLD

ジャックポットビンコ

15ドルで1ゲーム

25ドルで3ゲーム

35ドルで6ゲーム

お楽しみいただけます。

11：00 泣0，000ジャックポットビンコ

日本語での通訳がございま

す。

モンドリアンラウンジ、4船首

14＝00　　糾0，000ジャックポットビンコ

英語での進行となります。

モンドリアンラウンジ、4船首

13：00

FOOD＆ENTERIAtN暮NG

パン作り！

シナモンロールの作り方
カリナリーアーツセンター，4中央

ピナクルグリル料理ショー
シェフ、ブライアンによる
フィレステーキとオニオスー
プを作ります。
（日本語と英語で説明があり

ます。）
カリナリーアーツセンター4中央

氷の彫刻
プールサイドにて氷の彫刻を
お楽しみください。

リドプール周辺　8中央

14‥00　　ヮィンティスティング封5

ロッテルダムダイニングルーム4船尾

15：00　　カクテル教室
：マルグリータ→方

カクテルの作
しょう。参加費はし・／　　⊂：h　　ノ　　〇　　　七：一′　′JlJ　＿H．

が、お召し上がり
は＄12．50必要です。

クロウズネスト9船首
17：00　　チョコレートクイズ

パーティープランナー，エリ

ザベスによるクイズイベント
エクスプロレーションズラウンジ5中央

＊上記は英語でのご案内とな
ります。

G琵級IS
CENTER涜泊試補如壷

bびL轟RE
TECHNOLOGY

lO‥30　　＊開催場所は全て

デジタルワークショップ5船尾

11：30

14：30

15：30

16：30

写真編集入門

WindowsLive◎フォトギャラリーを使っ

てあなたの写真を素敵に。

Windows7㊥

最新オペレーションシステムを見てみ

ましょう。

写真編集入門

WindowsLive◎フォトギャラリーを使っ

てあなたの写真を素敵に。

カメラ　ベーシック

お手持ちのデジタルカメラをご

持参ください。使い方をお教

えします。

クリエイティブ写真編集
19：30　　WindowsLive㊥フォトギャラリーに

よりあなたの写真を芸術的に。

テックスパート　タイム

クリスティシカr二つ罰野におぎズレま

す。W玩ゐ1楯7㊥　W〃ゐ1竹上iγe⑳エツを

ニ／う′サル

＊上記掲載のイベントは全て

英語での進行となります。

⑳⑳⑳⑳
DigitalWorkshop

触。申考賄血鵬

エクスプロレーションズカフェ
カフェラッテ、エスプレッソ、カプチー
ノなどオシャレなイタリアスタイルの
コーヒーをパリスタと一緒にエクスプロ

レーションズカフェでお楽しみくださ
い。
ビタミンウオータ
ターのご購入もこ

′月－グー、

巨人もこちi

営業時間：・

ミネラルウオー
らでどうぞ
07：00－22：00

エクスプロレーションズカフェ　5中央

ピナクルグリル
ピナクルグリルでくつろいだ雰囲気の中

ゆったりとしたディナーをお楽しみくださ

いませ。ステイアーリングシルバービーフ
㊥，新鮮なシーフードとワールドクラスのワ

インリストを揃えています。

ご予約はダイヤル88まで。

ランチ10ドル，ディナー25ドル

ピナクルクリル4中央

インターキットカフェ、
JJJ川－JL1r日加J川・hJわ日中・JH／

250分のインターネットプランご購入のお
客様20分延長

または100分プランご購入のお客様10分延
長してお使いいただけます。最初のログア

ウト後、自動的に適用されます。
エクスプロレイションス二カフェ5中央

24時間オープン

ま
す
合

え
で
場

覚
料
る

悉
蒜

h
り
ノ



終日航海

□8：00

［］9：00

ロ9：00

□10：00

□10：00

□10：30

口10：30

□10：30

口10：30

口10：30

口11：00

口11：00

□11：00

□11：00

□11：00

□11：30

□12：00

□12：00

□13：00

日13：00

□13：00

□13：30

［コ14：00

口14：00

□14：00

【コ14：00

□14：00

ロ14：30

□15：00

ロ15：00

□15：00

［］15：30

□16：00

□16：30

［］17：00

□17：00

［］17：00

□18：45

口19：30

□20：00

□21：00

口21：00

□22：00

bく円戯E
WELLBEING

7：00　朝のストレッチグリーンハウススパ8船首

7‥30　サーキユレートトレーニング

グリーンハウススパ8船首

i‥00　太橿拳　初心者向けリド　8中央

i：00　グループサイクリング＄12

グリーンハウススパ8船首

l：00　ヨガ　S12　グリーンハウススパ8船首

l‥00　ァクアビクスリドプール，8中央

0：00　ブートキャンプグリーンハウススパ8船首

0：30　卓球トーナメント　リド　S中央

0：30　グリーンハウススパ抽選会

当選者に＄500相当のスパ商品

グリーンハウススパ8船首

1‥00　鍼治療　ピアノバー，5中央

3：00　パットコルフ　　アトリウム　3中央

5：00　太極拳とは？（講演）ピアノ／ト　5中央

6：00　バスケットボールスポーツコート　9船尾

6：00　ピラティス＄12グリーンハウススバ　8船首

7：00　フィットネスクラス‥全身ボディコンディ

ショングリーンハウススパ　8船首

7：00　サンセット太極拳

シービュープールサイド　8船尾

★上記掲載のイベントは全て英語での

進行となります。

THEGREENHOuSE
S PA　＆　i A L O N

≡一三賢妻主主妻雪雲表
本日のスパスペシャル

サーマソレスイ一八クル／－スッヾヌ
ーマルスイート、ミネラルハイドロプー

rレ、アロマセラピー、トルコスタイルバ

l、VIPドライヒート、スチームサウナ
こご利用いただけるシングルパス・スパリ
・リートパッケージ：150ドルがお二人でお

申込みの場合99ドル
グリーンハウススパ　8船首　□23：00

2012年4月2日　火曜日
初心者太極拳ライフスタイリストジーンマリーリドプールサイド　8中央

パン作りRollhginDoughカリナリーアーツセンター　4中央

アクアビクス　ライフスタイリストジーンーマリーリドプール　8中央

テイスト・オブ・ピナクルグリル　カリナリーアートセンター4中央

フォトグラフィーワークショップ　　ピアノバー　5中央

卓球トーナメント　ジーンーマリーリドプールサイド　8中央

ダイアモンド＆タンザニアセミナー　ベンジャミン　エクスプローラーズラウンジ沖央

ダンスクラス：ワルツ　コール＆レイチェルクロウズドネスト9船首

写真編集入門クダスティン　　デジタルワークショップ　5船尾

グリーンハウススパ抽選会　グリーンハウススパ　8船首

＄20，000ジャックポットビンゴ（日本語通訳あり）モンドリアンラウンジ4船首

鍼療法　ピアノバー5中央

カナレットクッキングショーシェフ，ブライアンカリナリーアートセンター　4中央

スパのひみつ：デトックス、ダイエット　グリーンハウススパ　8船首

ゲームレッスン　カジノ5中央

Windows7㊥　クyステイン　デジタルワークショップ5船尾

スパのひみつ‥50分で1－8インチ痩せるノ方潜　グリーンハウススパ　8船首

ブラックジャックトーナメントカジノ5中央

シャンパンアートコレクション　エクスプローラーズラウンジ　5中央

氷の彫刻　プールサイド8中央

パットゴルフアトリウム　3中央

ダンスクラス‥スイングテイラー＆アさ－クロウズネスト9船首

ワインティスティング射5　仁7ツデルタ悠ダイニングルーム　4船尾

写真を集めようデシ汐ルカメラを犀参　だき叛アトリウム　3中央

TexasHold’emトーナメント　キャッシュゲーム　カジノ　5中央

スパのひみつ：夢中の麻タをやわらげる　ググーシソ、クススパ　8船首

Gen＆HALキャッツ生演奏　プールサイド（～16時）8中央

写真編集入門　テックスパート：クリスティンデジタルワークショップ　5船尾

太極拳とは？ライフスタイリストジーンマリーピアノバー　5中央

アフタヌーンティー　　ロッテルダムダイニングルーム5船尾

カクテル教室：マルゲリータづくり郎2．50クロウズネスト　9船首

カメラベーシック　デジタルカメラご持参ください。デジタルワークショップ　5船尾

バスケットボール九州一助rゴビスポーツコート　9船尾

クリェイティプ写真編集　行な如デジタルワークショップ5船尾

ラブ・オブ・チョコレートクイズ　ェクスプローラーズラウンジ5中央

サンセット太極拳々α乃一助rgeシービューデー佃イド8船尾

フォーマルポートレート　船内フォトグラファー　アトリウム5中央

ダンスタイム（～21＝00）クロウズネスト9船首

Techspertタイム　袷加血デジタルワークショップ　5船尾

ショータイム：Unforgettableモンドリアンラウンジ　4＆5船首

50S＆60sNightクルーズディレクターマイケルとクロウズドネスト　9船首

Tex舶Hold’em＄1／＄2から上限なし　キャッシュゲーム　カジノ　5中央

ショータイム：Unforgettable　モンドリアンラウンジ　4＆5船首

DJコリン　スピンズ　ザ　ヒットクロウズドネスト　9船首
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ご朝食
7：30－9：00

ピナクルグリル

カナレットレストラン

テラスグリル

コンチネンタル：
6：30－11：00

ビュッフェ：

7：00－10：30

ご昼食
12：00－13：00

12：00－18：00

リド　ビストロ：

11：30－14：00

リド　チリ：

11：30－17：00

ご夕食（コース）

1回目17：30－　2回目19：45－

17：30－21：30（等25ノ

ご予紹ダイヤル　郎8

17：30－21：30

ごデ月給ダイヤル　舶β

こ夕食（ビュッフェ）：

17：30－20：00

お夜食：カリフォルニア
22：30－23：30

アフタヌーンティー（アダージョストリングスの演奏と共に）15：00－16：00
ロッテルダムダイニングルーム，5船尾

Beverages本日のドリンク：サンサイクルSunsicle＄5・95

エクスプロレーションズカフェ7：00－22：00，5

リドバー8：30－21：30，8

オーシャンバー9：00－23：30終了時間は、その日の天候によります。8

シービューバー10：00－24：00，5

クロウズネスト10：00∴深夜，9

ワインセラー16：00－17：00，4

カジノバー10：30－深夜，5

ピアノバー17：00⊥深夜，5

エクスプローラーズラウンジ21：00－23：00，5

Services

エクスプロレーションズカフェ08：00－22：00，5

フィットネスセンター6：00－21：00，8

フロントオフィス24時間（日本人スタッフ待機時間6：00－23：00），4

フューチャークルーズコンサルタント13：00－19：00，5

グリーンハウススパ＆サロン08：00－22：00，8

ゲストリレーションマネジャー09：00－11：00＆16：0－17：00，4

医務室8：00－12：00正午＆14：00－18：00，1

ドクターのいる時間10：00－11：00＆17：00－18：00，1

プール07：00－19：00，8

ジャグジー08：00－22：00，8

ビバレッジ　カード

ビバレッジカードのご提示で10－

50％割引　ソーダノンアルコール，

アルコール飲料。詳細は、ビバレッ

ジおよびワインアテンダントにお尋

ねください。

aSlnO

ゲームレッスン11：00

＄20ブラックジャックトーナメント
12：00正午－15：00

＄40TexasHold，emトーナメント14：00

＄1／＄2～上限なし
キャッシャー10：00＆テーブル10：30

カジノ5

SignatureShops

ファインジェリーイベント＆抽選会
11：00，

シグネイチャーショップ　5

時計　40％オフ
50％オフ　アパレ′レセール

月Aエロブスクセーターとシャツの身釘
セーソレ　jOニ00－川畑）　夕〃ドームβ

MerabellaLuxuryCollection

ダイアモンド＆タンザナイト
プレゼンテーション

ベンジャミンゴールドスミス、GIAジュェル

14：30ピアノバーPianoBar，5

10：30　エクスプローラーズラウンジ
5

FineArt

シャンパンアートオークション

無料シャンパンと世界の絵画オーク

ションをお楽しみ下さい。

オーシャンパー　5

13：00　プレビューに引き続き開催

いたします。

PhotoGallery

フォーマルナイトポートレイトスタジオ

今夜は、素敵なポートレイト写真のご
撮影をお見逃しなく。

アトリウム＆ピアノバー　5

本日の映画：ザ・ツーリスト（日本語）
ワジャン・シアター　4

ドラマけG－1311時間50分

出演：ジョニーディップ、アンジェリーナジヨリー

アメリカ人旅行客が失恋をの痛手を癒すためにイタリアを訪問。落ち着いた魅力的な女性と出会い・・

上映時間：15：00，17：00，20：00＆22：00

ニュー　アイテナリー！

カーニバルとアマゾン
リオに3日間

49日間または26／23日間
おひとり様につき＄100のデポジットをディスカ

ウント
お一人様最大＄100船上クレジットをプレゼント



冬日航海日

と。力スタマーサービスと生涯にわ

4月3日（火曜日）

日の出：5：44、日の入二18：13

ドレスコード：

スマートカジュアル

〆

クルーズディレクター，マイケル・ヘドラのご紹介
マイケルはアメリカのフォ小ローダデqル出身です0現在はTNのピジョンフォージPigeonForge，TNに住んでし、ま

す。エンターテイメントとツーリズム業界に長年携わってし、ました0ホーランドアメリカへ来る前臥エンタう

イメントとマーケテイングに従事していました。そのパフォーマンスはドリウッド，ザ・ミュージック・マンショ

ン・シアター｝ミラクル・シアター，そして将来のダンサーであるルース・マンドしルのアシスタント振付師として6

牢間働いていたことに由来しています0彼は聴衆を楽しませるエンターテイニングとシアターでのマジックショウ

の披露を楽しみにしています0また、振付師、ディレクター、作家、そしてブラックペアー・ジャンボリー、ド

リ叫パルトン、グッディーズ・ファミリー・クロージング、ペジー・テールズ・ライブのプロデトサーとして

世界ツアーから地方公演まで多数のショーにかかわっています0マイケルのツーリズム産業での知識は、ドリウッ

ドカンパニー・マーケテイングトムを成長へと導き、セールス・スーパーバイザーとしての役割も果たしまし
．L

たり想い出深いものを生み出すこと ってLlま

写真撮影並びにビデオ録音はご遠慮くだ

71”兎JけfHr／托，

掴◎関田剛鳳凰悶』◎凹柑扇匿

今夜の‥モンドリアンラウンジ4＆5

OceanBar

■ラシック音楽　アダージョストリング

ス

18：00－22：00

16：00－17‥00　ハッピーアワー：2杯目のドリンクガ1ドル！

20：00－＆22：00－

元日ロスパラプアヨスLosParaguayos”のメンJY－

フランシスコ　イプレシア

FranciscoYglesia
さいませ。

PianoBar

ギター演奏　ラリー
17：00－21：00

ピアノ演奏　ウイリアム

21：00－深夜

Explorer，sLounge

コーヒー、コニャック、リカーなどを

お楽しみいただけます（有料）
18：00－23：00

Crow’sNest

ダンスタイム（CD演奏）

17：00－18：00

バンド演奏とタンス　ザ・ネプチューンズ

18：00－23：00

ハッピーアワー＝16：00－17：00＆23：00－24：00



b肌腰沢E
OURWORLD

ジャックポットピンコ

15ドルで1ゲーム

25ドルで3ゲーム

35ドルで6ゲーム

お楽しみいただけます。

9：30　　USS榊，000ジャックポットピ

ンコ

日本語での通訳あり

モンドリアンラウンジ、

4船首

13：00　　US＄80，000ジャックポットピ

ンコ

英語での進行となります。

モンドリアンラウンジ、

4船首

09：30

10：30

11：00

14：00

15：00

bくPl塵RE
FOOD＆ENTERIAlNING

船上でクラフト教室！

つりひも

エクスプローラーラウンジ5中

央

ギャレーツアー：

毎日6000食の料理が準備され

るザーンダムのキッチンを見

てみましょう！

ロッテルダムダイニングルー

ム　4船尾

カナレット料理ショー。シェ

フブライアンが、ペンネ・ア

ラ・ポッカを料理します。カ

リナリーアーツセンター4中

央

クルーズディレクターと料理

しましよう！マイケルがブ

ラック・フォレスト・チョコ

レートケーキをつくります。

日本語での簡単な通訳あり

カクテル教室：マティーニの

作り方を覚えましょう。参加

費は無料ですが、お召し上が

りになる場合は12．50ド

ル必要です。

クロウズネスト9船首

フラワーアレンジメント

フローリスト，ジヨシユ

カリナリーアートセンター4

日本語での簡単な通訳あり

G荘敵IS
CENTER緬敲舶磁

bm鰯配E
TECHNOLOGY

★開催場所は全てデジタルワー

クショップ5船尾となります。

10‥30　　Eメール教室

14：30　　映画メイキング

スライドショーとビデオについ

て

15：30　　ファイル、フォルダー共有

（Ⅵ汀NDOWS7利用）

16：30　　テクスパートタイム

クリスティンが質問にお答えし

ます。

19：30　　ホットメールで作る簡単Eメー

ル。写真添付したり、Eメール

で簡単にできます。

★こちらの欄に記載のイベント

は　英語での進行となります。

㊥魯魯＠
DigitalWorkshop

。me．叫帝V∽nd。WS

エクスプロレーションズカフェで

カフェラツテ、エスプレッソ、カプ

チーノなどのお洒落なイタリアンス

タイルのコーヒーをパリスタと一緒

にエクスプロレーションズカフェで

お楽しみください。

ビタミンウオーター、ミネラルウ

オーターの購入もこちらでどうぞ！

7：00－22：00

ビバレッジカード

ビバレッジカードをご購入いただきま

すと、5－50％割引にて、ソーダ、

ノンアルコール、アルコール飲料をお

楽しみいただけます。

詳細は、パー、またはワインアテンダ

ントにご相談ください。

インターネットWi＿Fi

ご利用はとても便利で簡単です。

お持ちのパソコンを繋いで写真をシェ

アしたりニュースを読んだりご家族や

お友達にイーメールを送ったりしま

しよう。



07：00

07：30

08：00

08：00

09：00

bびⅠ虜RE
WELLBEING

モーニングストレッチ

グリーンハウススパ8船首

フィットネス教室：アブズ

グリーンハウススパ8船首

太極拳　初心者向け

リド　プールサイド　8中央

グループサイクリング釘2

グリーンハウススパ8船首

ヨガ釘2

グリーンハウススパ8船首
10：00　　　ブートキャンプ

10：00

グリーンハウススパ8船首

ポッチエポール　ジーンメリー

アトリウム3中央
11：00　　ハリ治療　背中の痛みを取ろう

ピアノパー5中央
13‥00　　バレーボール

スポーツコート9船尾

シャンパン輪投げ

アトリウム3中央

輪投げアトリウム3中央
16：00　　　ピラティス釘2

17：00

17：00

グリーンハウススパ8船首

フィットネス教室：あし、おし

り、おなか

グリーンハウススパ8船首

サンセット太極拳

ジーンマリーと。

シービュープールサイド8船尾

THECREENHOuSE

㌻ミニー一・一一4′
本日のスパスペシャル

（クレオパトラトリートメント）

≧身マッサージ、ヨーロッパ式フエイ

′ヤル、目元を若々しくするトリート

くント、ミルクラップ、頭皮マッサー

ク、足首マッサージ

姻ドルが50％オフ→たったの149ドル

㌢夜22：00前までのお申し込みに限りま

「。グリーンハウススパ8船首または
デイヤル94番まで。

」　＿二－・．－．一・一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一

終日航海 4月3日（火曜日）ドレスコード：スマートカジュアル

08：00　太極拳　初心者向け　リドプールサイド　8中央

08：00　グループサイクリング釘2　グリーンハウススパ8船首

09：00　アクアビクス　ジーンマリーと　リド　プールサイド　8中央

09：00　ヨガ教室釘2　グリーンハウススパ8船首

09：30　60，000ドルジャックポットピンコ　モンドリアンラウンジ4船首
★日本語での通訳があります。

10‥00　ポッチエポール　　ジーンマリーと　　アトリウム3中央

10‥00　ブートキャンプ　グリーンハウススパ8船首

10‥00　ダンス教室＝スウィング　チカコ＆デニスと　クロウズネスト9船首

10：30　ギャレーツアー：ロッテルダムダイニングルーム4船首に集合しましょ

う！★厨房（キッチン）を見学しましよう。

10‥30　写真をシェアしましよう。クリスティンとデジタルワークショップ5船尾

11‥00　ハリ治療　背中の痛みを取りましょう　ピアノパー5中央

11‥00　カナレット料理ショー　カリナリーアーツセンター4中央

11：00　スパのひみつ‥もつと食べてもつと痩せるにはグリーンハウススパ8船首

11‥30パソコン購入についてクリスティンデジタルワークショップ5船尾

12‥00スパのひみつ＝滑らかな肌への5つのステップグリーンハウススパ8船首

12‥00スロットトーナメント　グランドファイナル　カジノ5中央

13：00アートオークション　アートギャラリー4中央

13：00スパのひみつ：ハリウッド・ヘアー　グリーンハウススパ8船首

13：00　バレーボール　　スポーツコート9船尾

13‥0080，000ドルジャックポットピンコ（英語）モンドリアンラウンジ4船首

13：30　ダンス教室：チヤチヤ　チカコ＆デニスと一緒にクロウズネスト9船首

14‥00クルーズディレクターと料理しましようカリナリーアーツセンター4中央

14‥00TexasH0ld，emゲームトーナメント　　カジノ5中央

14：00スパのひみつ：心地よいウオーキング　グリーンハウススパ8船首

14‥30映画メイキングクリスティン　デジタルワークショップ5船尾

15‥00アモライトセミナー　ショップマネジャー，ダニー　ピアノパー5中央

15：00シャンパン輪投げ　ジーンマリーと　アトリウム3中央

15：00宝石ヒスイの抽選　シグネチャーショップ5中央

15：00インドネシア式ティータイム　ロッテルダムダイニングルーム5船首

15‥00カクテル教室：マティーニ＄12．50　クロウズネスト9船首

15‥30ファイル、フォルダー、シェアリング　デジタルワークショップ5船尾

16：00フラワーアレンジメント教室　カリナリーアーツセンター4中央

16：00ピラティス＄12　グリーンハウススパ8船首

17：00ダンス・タイム（CD演奏、－18：00）クロウズネスト9船a首

17：00サンセット太極拳　　　シービュープールサイド8船尾

18：00ネプチューンの演奏（－23‥00）クローズネスト9船首、

19：30　ホットメールで作る簡単Eメール　デジタルワークショップ5船尾

20：00ショータイム：フランシスコ・イヴレシアモンドリアンラウンジ4＆5船首

21：00TexasHold’emlドル／2ドルから上限なし　　カジノ5中央

22‥00ショータイム：フランシスコ・イプレシア　モンドリアンラウンジ4＆5船首

23‥00　DJコリンが皆様からのリクエストを演奏をします。クロウズネスト9船首
★今回のクルーズでは、デッキ5ハドソンルームが貸切にて使用されておりますた

め、ご利用いただきことができません。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何

←Deね。わ　　　卒ご理解を賜ります様、お願い申し上げます。



Food　　　　／…人′小′　　　　／…′．／′　　　　　．／川．
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l＿‾二七三二Ill

こ朝食
07：30－09：00

ピナクルグリル

カナレット

テラスクリル

コンチナンタル
06：00－11：00

ビュッフェ

06：30－10：30

こ昼食
】2：00－13：00

12：00－13：00（＄10）

11：30－18：00

ビュッフェ

11：30－14：00

デリ
11：30－17：00

1回目：17：30

2回目19：45

17＝30－21：30（＄25）

ご予約ダイヤル88番

17：30－21：30

ご予約ダイヤル88番

ビュッフェ

17：30－20：00

お夜食：カリブ海風
22：30－23：30

★ご夕食時、ダイニングへは、オープン時刻の15分後までにはお入り下さい。

15分後には、ドアを閉めさせていただきます。
★ピナクルクリル、カナレットレストランはかなり混みあってきております。ご希望に沿えな

Beverages本日のドリンク：ファッショニスタPbshi。ni5，。55，95／ル

エクスプロレーションズカフェ07：00－22：00，5中央

リドパー8：30－21：30，8中央

シービューパー09：00－23：00天候により変更の可能性あり，8中央

オーシャンパー10：00－24：00，5中央

クロウズネスト10：00－深夜‖9船首

ワインセラー16：00－17：00，4中央

カジノバー10：30－深夜‥5中央

ピアノパー17：00－深夜，5中央

エクスプローラーズラウンジ18：00－23：00，5中央

Services

エクスプロレーションズカフェ08：00－22：00，5中央

フィットネスセンター06：00－21：00，8船首

フロントオフィス24時間，4中央

（日本人スタッフ待機6‥00－23‥00）

グリーンハウススパ＆サロン08：00－22：00，8船首

ゲストリレーションマネジャー09＝00－11＝00＆16：00－17‥30，4中央

医務室08：00－12：00＆14：00－18：00，1船首

ドクターのいる時間10＝00－11：00＆17：00－18：00，1船首

プール07：00－19：00，8中央

ジャグジー08：00－22：00，8中央

Casin0

20ドル　スロットトーナメント

12：00－15：00　グランドファイナル

40ドルTexasHold，emトーナメント

14：00　＄1／＄2から上限なし

キャッシュゲーム

キャッシャー10：00＆テーブル10：30

カジノ5中央

SignatureShops

宝石ヒスイの抽選会

15：00　シグネチャーショップ5中央

10ドル！　ファッションアクセサリー

10：00－16：00，アトリウム5中央

ショップオープン時間：09：00－23：30

MerabellaLuxuryCollection

宝石アモライトセミナー

メラベラとマネジャーダニーによる

最もパワーのある宝石の

セミナーです。

15：00　ピアノパー　5中央

FineArt

アートオークション

60年代のアーティスト、ピーターマッ

クス作絵画のお値段を当てましょう！

当たった方には、プレゼントがありま

す。参加無料のシャンパンアートオー

クションです。

PhotoGallery

クルーズ写真＆ポートレイト写真の

お楽しみいただいている今クルーズ中

の写真をご覧いただけます。

ぜひ想い出に残る1枚を！

本日の映画：ハッピーフィート2（日本語）

アニメ1コメディIPG

出演：エリジャワツド、ロビンウイリアムス、ピンク

jO刀2713他山ノ◎pr・nted岬m州30％posトC即SUmerWaSte

ワジャンシアター　4船首

上映時間18：00，20：00＆22：00

ホーランドアメリカラインで

オーストラリア1周の船旅を！

2012年10月21日ホーランドアメリカラ

インで最も人気の高い航路をお楽しみ

いただける航海がございます。



冬日航海日 4　月　4　日（水　曜　日）　　　ドレスコード＝

日の出06：43　　　　日の入19：13
スマートカジュアル

ザーンダムのインターナショナル・クルー
ホ‾ランドアメリカラインには、さまざまな国、宗教、信念を持って一緒に働いているインターナショナルなクルーたちが、皆

様の楽しい船旅のお手伝いをしています0われわれは、ご乗船の皆さまの人生において、今クルーズが最も想い出に残る航海と

なるような出会いを楽しみにしています。船上では、オランダ、インド、イギリス、フィリピン、インドネシア、アメリカ、カ

ナダ等いろいろな国の祭日をお祝いします。

それぞれ異なる祝祭日をお互い認めあいます。宗教はいつも、乗船する多くのクルーたちにとり、それぞれ個人個人の生活にお

き重要な役割を果たしています。カトリック、ムスリム、プロテスタント、ヒンドゥー教、ユダヤ教その他などわれわれは全て

の宗教をお互い認め合い、働いています。この記事でリスペクト＝認め合う。という言葉がたくさん出てきたことに、お気づき

でしょうか0リスペクト＝（お互いに）認め合う。といことは、今クルーズのクルーメンバーにとり、そしてご乗船の皆さまに

とり、調和を保つうえでもキーワードとなることでしょう。

重要！時差調整：日本の時間に時差調整をするため、お手元の時計を火曜日と水曜日の間に1時間進めてください。

例）深夜2時→深夜3時になります。

乃〃妙f≠〃血

掴◎悶団剛鳳凰悶』◎凹相伝匡

ショータイム。モンドリアンラウンジ4＆5船首

OceanBar

バンド演奏とダンス

ザ・ネプチューンズ
18：00－23：00

16：00－17：00　ハッピーアワー：2杯目のドリンクが1ドル！

オーシャンパー5中央

20：00～＆22：00～

ザーンダムシンガー＆ダンサーによる

歌と踊りのショー

On theAir
写真撮影並びにビデオ録音はご遠慮くださいませ。

PianoBar

ギター演奏　ラリー
17：00－21：00

ピアノ演奏　ウイリアム

21：00－深夜

Explorer’sLounge

クラツシク音楽

アダージョ・ストリングス
18：00t22：00

エクスプローラーズラウンジ5中央

Crow’sNest

バンド演奏とダンス

ジ工ン＆HALキャッツ
17：00－19：00　21：00－23：00

ハッピーアワー：16：00－17：00＆23：00－24：00

クロウズネスト9船首



bく円戯E

9：30　下船説明会（日本語）

★神戸港での下船につきまし

てご案内します。

モンドリアンラウンジ4＆5船首

15‥30　＄100，000ファイナルジャック

ポットピンコ

（英語）。日本語での通訳がご

ざいます。

モンドリアンラウンジ、4＆5船首

09：00

10：30

bく門戯E
FOOD＆ENTERl7日NING

クラフト教室．・

グリーティングカード

エクスプローラーズラウンジ5

11：00

13：00

ギャレーツアー

ロッテルダムダイニングルーム4

船尾に集合

タマリンド料理ショー　レッドカ

レーココナツチキン、春巻き

カリナリーアートセンター4中央

タオルアート

（日本語通訳あり）
カリナリーアートセンター4中央

ワインティスティング

（日本語通訳あり）
35ドル　ピナクルグリル4中央

カクテル教室：コスモポリタン

12．50ドル　クロウズネスト

9船首

アピタイザーとワイン

今夜のディナー前に前菜を食べま

しょう。ストロベリーバルサミコ

酢とモツツアしラチーズ

ワイングラス1杯4．50ドル

ワインセラー　4中央

（馳rs
CENTER掩拡繭混

10：30

11：30

14：30

15：30

bびⅠ虜RE
TECHNOLOGY

全てのテクノロジープロプラ

は、デジタルワークショップ5

尾にて開催されます。

Windows7

写真編集入門

クリエイティブ写真編集

写真編集入門

16：30　　ハイテク時間

Widnow7とWindowsLiveエツl

ンシャル　クリスティンに質問

19：30　クラウド入門

★こちらに掲載のイベントは全て

英語での進行となります。

・㊥◎昏＠・
DigitalWorkshop

。仇や「勅命W．。d。WS

クルーズDVDの販売

アジアクルーズのDVDをエクスカーショ

ンデスクにて販売しています。

3時間半の内容がたったの19ドルでお求

めいただけます！

10：00－12：00

ショーエクスカーションオフィス4中央

タオルアート

タオルを使ってかわいい動物づくり。

ホーランドアメリカラインの本“Towel

Creations”を販売しています。

エクスプロレイシヨンズカフェ5中央にて

本日、デモンストレーションあり

カリナリーアートセンター　4中央

エクスプロレーションズカフェ

ラップトップコンピューターを使って、ご

豪族や友達との語らいを！

詳細はインターネットマネジャーにお尋ね

ください。

エクスプロレーションズカフェ5中央

24時間オープン



b肌塵RE
WELLBEING

O7：00　　モーニングストレッチ

07：30
グリーンハウススパ8船首

サーキットトレーニング

Uフ●UU　　　ヨガ釘2

グリーンハウススパ8船首
09：00　　ァクアエアロビクス

終日航海日　　　　　4月4日（水曜日）ドレスコード：スマートカジュアル

ー皆様、昨夜お休み前に時計を1時間進めていただきましたか？

08：00　太極拳　初心者向け

グリーンハウススパ8船首　08‥00グループサイクリング封2

08：00　　　太極拳　初心者向け　　　　　　09‥00クラフト教室＝グリーティングカード

リドプールサイド　8中央　09：00　アクアエアロビクス
08‥00　　グループサイクリング釘2　　　09：00　ヨガ教室ノ2

。9‥。。「止ユリ‾ンハウススパ8船首　09‥30下船説明会（日本語）

10：00

リドプール8中央

ブートキャンプ

10：00　ポッチエポール　　ジーンマリーと

10：00　ブートキャンプ

10：00　タンスレッスン：サルサ　チカコ＆デニスと

リドプールサイド　S中央

グリーンハウススパ8船首

エクスプローラーズラウンジ5中央

リド　プールサイド　8中央

グリーンハウススパ8船首

モンドリアンラウンジ4＆5船首

スポーツコート9中央

グリーンハウススパ8船首

クロウズネスト9船首

10‥30　ギャレーツアー＝　　　　　ロッテルダムダイニングルーム4船尾に集合しましょう！

グリーンハウススパ8船首10‥30　デジタルワークショップ‥
10‥00　　ポッチエポール　　　　　　11：00　ハリ治療　関節炎セミナー

スポーツコート9－11：00　タマリンド料理ショー

11：00　　ハリ治療　関節炎セミナー　11：00スパのひみつ：メタボを減らすには

ピアノパー5中央
13‥00　　wiiスポーツ

カジノバー5中央

17：00　　フィットネス教室‥腹筋

11：30　写真編集入門

12：00　スパのひみつ：ワカメのひみつ

13：00　タオルアート

Windows7クリスティンデジタルワqクショップ5船尾

15：00　　バスケットボール　　　　　13‥00ア疇トオークション

スポーツデッキ913‥00スパのひみつ：ハリウッド・ヘアー

16：00　　　ピラティス封2　　　　　　　　13：00　Wiiスポーツジーンマリーと

グリーンハウススパ8船首13：30ダンス教室‥ナイトクラブでの2ステップチカコ＆デニス

17：00
グリーンハウススパ8船首

サンセット太極拳

アトリウム3中央

THECREENHOuSE

∴チ∴
こ日のスパスペシャル

なたの歯を美しく！

常199ドルが‥本日のみ149ドル！

リーンハウススパ8船首

たはダイヤル94番まで。

14：00　ワインティスティング　35ドル

14：00　TexasHold，emゲームトーナメント

14：00　スパのひみつ：早く脂肪を燃やすには？！

15：00　バスケットボール　フリースロー

15：00　アフタヌーンティー

15：00　カクテル教室：コスモポリタン＄12．50

15：30　写真編集　クリスティン

15：30100，000ドルファイナルジャックポットビンコ

16：00　ピラティス釘2

16：30　ハイテク時間　クリスティンと

17：00　ダンス・タイム（－19：00HAL CATSの演奏で）

17：00　サンセット太極拳

19：30　クラウド入門

20：00　ショータイム：オン・ジ・エアー

21：00　Texas Hold’emゲーム

21‥00　タンス・タイム（－23：00HAL CATSの演奏で）

22：00　ショータイム：オン・ジ・エアー

24：00　DJコリン　　下船までロック音楽を楽しもう！

ピアノパー5中央

カリナリーアーツセンター4中央

グリーンハウススパ8船首

デジタルワークショップ5船尾

グリーンハウススパ8船首

カリナリーアートセンター4中央

オーシャンパー5中央

グリーンハウススパ8船首

カジノ5中央

クロウズネスト9船首

ピナクルグリル4中央

カジノ5中央

グリーンハウススパ8船首

スポーツデッキ9中央

ロッテルダムダイニングルーム5船尾

クロウズネスト9船首

デジタルワークショップ5船尾

モンドリアンラウンジ4＆5船首

グリーンハウススパ8船首

デジタルワークショップ5船尾

クロウズネスト9船首

アトリウム3中央

デジタルワークショップ5船尾

モンドリアンラウンジ4＆5船首

カジノ5中央

クロウズネスト9船首

モンドリアンラウンジ4＆5船首

クロウズネスト9船首

貴デッキ5ハドソンルームは、貸切使用のため、今クルーズはご利用いただけません。

麻雀やトランプを薬しまれる場合はデッキ5中央工クルプロレーションズ・カフェにて

お楽しみください。不都合をおかけし、申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜ります

ようお願い申し上げます。
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士こ夕食時、ダイニングルームへは、オープン開始時刻の15分後までにはお入り下さい。

15分後には、ドアを閉めさせていただきます。
★アフタヌーンティー　アダージョ・ストリングスの生湊妻

15：00－16：00　　ロッテルダムダイニングルーム5船尾

Beverages本日のドリンク：マイタイM。i7bi＄5．95

エクスプロレーションズカフェ07：00－22：00，5中央

リドバー08：30－21：30，8中央

シービューバー09：00－23；30天候により変更することがございます。8中央

オーシャンバー10：00－24：008中央

クロウズネスト10：00－深夜，5中央

ワインセラー16：00－17：00，9中央

カジノバー10：30－深夜，4中央

ピアノバー18：00－深夜5中央

エクスプローラーズラウンジ

Services

エクスプロレーションズカフェ08：00－22：00，5中央

フィットネスセンター06：00－21：00，8船首

フロントオフィス24時間，　4中央

（日本人スタッフ待機時間）06：00－23：00

フューチャークルーズコンサルタント10：00－12：00＆14：00－16：00，4中央

グリーンハウススパ＆サロン08：00－22：00，8船首

ゲストリレーションマネジャー09：00－11：00＆16：00－17：30，4中央

医務室08：00－12：00＆14：00－18：00，1船首

ドクターのいる時間10：00－11：00＆17：00－18：00，1船首

プール07：00－19：00，8中央

ジャグジー08：00－22：00，8中央

Casino

40ドルTexasHold，emトーナメント

14：00　＄1／＄2から上限なし

キャッシュゲーム

キャッシャー10：00＆テーブル10：30

カジノ5中央

SignatureShops

時計とアクセサリーのギフトセット

79：99ドル→99．99ドル→。。今なら19．99

ドルにてお求め頂けます！

9：00－16：00　アトリウム5中央

アパレル・デッキ・セール　50％オフ！

10：00－14：00，リドドーム8中央

9：00－23：30シグネチャーショップ5中央

MerabellaLuxuryCollection

ラウイアンチョコラティ工によるラ

ウイアンチョコし一トダイアモンド。

おいしそうに見える、ブラウン色のダ

イアモンドをご覧ください！

FineArt

アートオークション

絵画のお値段を当てましょう！当たっ

た方には、プレゼントがあります。参

加無料のシャンパンアートオークショ

ンです。

13：00　オーシャンバー5中央

PhotoGallery

クルーズDVD

お楽しみいただいている今クルーズ中

のDVDを販売しています。想い出に残

るクルーズのDVD購入、最後のチャン

スです！

本日の映画：カジノ・ロワイヤル（日本語）

ワジャンシアター　4中央

ドラマ凪

出演‥ダニエル・クレイク、工ウア・グリーン、ジユデイ・デンチ

上映時間18：00，20：00＆22：00

朔21Jj他山ノ◎pr・ntedo叩叩erm洲30％poSt－⊂DnSUmerWaSte

ホーランドアメリカライン！

100ドルの船上デポジット

100ドルのクレジット　マリナー（リ

ピーター）の皆さまディスカウント。

詳細は、

クルーズコンサルタントオフィス

5船尾
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