
知床半島2013年7月17日（水）・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

天候＝　今日の天気予報晴れ時々曇り㍉最高気温‥150〔′590F最低気温12℃′540ト日の出4・52am／日没7．58pm

明日の天気予報晴れ時々曇リー最高気温180⊂／640F最低気温120⊂／540F

オフィサーの日誌
Byレストラン総支配人ジェネローゾマッツオーネ

寄港地ツアーは、これまで食べたことがない珍しいも

のや各地の郷土料理を試す素晴らしい機会を提供しま

すが、船内でも1日を通じて、作りたてのおいしいお料理

を数々用意しています。

朝が早い場合は、プレツクファーストカードをルーム

サービスにお使いいただくこともできます。ちょとしたス

ナックには、焼きたてのクッキーと冷たいミルクをデッキ

でお召し上がりください。午後には、ピザリアでナポリ風

のピザを楽しんだり、グリルでハンバーガーやフレンチ

フライを召し上がることもできます。

北海道の東部からオホーツク海に向かって突き出す

知床半島は火山が連なり、壮観なクジラウオッチングや

印象的な美しきの海岸線で知られ、ユネスコの世界遺産

地に指定されています。

クルーズ中にお奨めしたいことがもうひとつありま

す。お誕生日や結塘記念日のお祝いや、いつもとちょっと

趣向を変えたお食事に、バルコニーでのダイニング

（UltimateBakonyDining）をぜひご利用ください。客室

担当スタッフが思い出に残る朝食や4コースのディナー

を手配します。さらに、エレガントな雰囲気の中で、アメ

リカのステーキレストランの人気料理をお召し上がりい

ただけるスターリング・ステーキハウス（Sterling

SteakhouseSM）もお奨めです。どちらも追加料金がかかり

ますのでご了承ください。ご予約は内線1－4300までお電

話でどうぞ。

ナビゲーターより

朝早く、色丹水道を通過し、北北東にコース

を定めます。午前6時半、択捉島と国後島の問

を通過します。国後島をまわり、根室海峡に

向け、南西にコースを定めます。午後2時、知

床半島のクルーズを始め、沿岸に沿い様々な

コースを進みます。午後5時までにクルージン

グを終え、コルサコフに向け北西にコースを

定めます。

健康に関するご注意

健康管理のため、頻繁に手を洗い、石鹸で20

秒以上洗い、十分すすいでください。特にトイ

レをご使用の際、咳やくしゃみの後、飲食や

喫煙の前に手を洗う事を強くお勧めします。

口を触る事は避けましょう。また、公共のトイ

レは出来る限りご利用にならず客室のトイレ

をご利用ください。

外国為替レート

日本円とロシアルーブルはパッセンジャー

サービスデスクにて両替いただけます。

円

TrS（売りレート）：0．01070170

TrB（買いレート）：0．00915463

US1．07ドルにつきおよそ100円（船内レート）

ルーブル

TTS（売りレート）：0．03328960

TTB（買いレート）：0．02728435

US156ドルにつきおよそ50ルーブル（船内レート）

1回のお取引につきUSS4．50の手数料がか

かりますので予めご了承ください。
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9：00am　ズンバダンスレッスン

インストラクターのケズとダンスエクササイズを楽しみましょ

う。ビスタラウンジ7階後方部

9：00am－　ブリッジ＆カードプレイヤーの集まり（主催者なし）

11：008m　カジ／ラウンジ8階中央部

9：30am　カーペットボウルズ

クルーズスタッフと一緒に遊びましょう。

アトリウムプラザ5階中央部

9：308m　朝のトリビア

クルー．ズスタッフと。ホイールハウスバー7階前方部

9：30am－

5：00am

ブリッジカメラ

12階中央部

10：00am　尺八奏者、国際文化会館芸術監督：クリストファー・邁盟さん、

声楽奏者、フェリス女学院大学講師：きむらみかさんによる
エンリッチメントレクチャt

「皆で歌う、日本のウタ・ニホンゴの歌」

プリンセスシアター7階前方部

10ニ158m　鍼治療と腰痛の解消

ホイールハウスバー7階前方部

10：15am XBox：ボーリング

クル「ズスタッフと一緒に遊びましょう。

ビスタラウンジ7階後方部

10：308m　フルーツ＆ベジタブル彫刻デモンストレーション

アトリウム5階中央部

10：30am　オーロラアンモライトイベント！

キム＆ヒデキと交流してこの珍しい宝石について学びましょ

う。＄200相当のアンモライト・ペンダントが当たるチャンス

もありますもリフレクションズ6階中央部

11：00am　映画：HACHl約束の犬（英語）

出演：リチヤ「ド・ギア、サラ・ローマー

（制限：G・時間：1時間33分）
プリンセスシアター7階前方部

旺■
高級ジュエリーのサイレントオークション

ダイヤモンド、ルビー、サファイア等！

プリンセスが5年間保証提供。

9：008m－9：00pm・リフレクションズ6階

11：00am　フィットネスセミナー：お腹痩せ（日本語＆英語）

エアロビクススタジオ12階後方部

11：15am－　バベルによるピア／演奏

正午　　　アトリウム5階中央部

11：30am　社交ダンスチャンピオンカティア＆イリアによるダンス教室

本日のレッスン「チャチヤ」

ビスタラウンジ7階後方部

アフタヌーン

正午－　　アソーテッドジャパニーズドキュメンタリーズ

6＝00pm　客室TVチャンネル21

正午　　ブライトアイズ（日本語＆英語）：目の腫れ、隈、目の下の雛の

お手入れ。エアロビクススタジオ12階後方部

正午　　卓球トーナメント

クルーズスタッフと対戦してゴールドメダルを獲得しましょう

リビエラ12階中央部

12＝15pm－　サン・プリンセスジャズカルテットによる演奏：ジャズカフェ

1‥15pm　アトリウム5階中央部

1＝00pm　映画：ハチ公物語（日本語・英語字幕）

出演：仲代達矢、八千草薫

（制限：NR時間：1時間48分）

プリンセスシアター7階前方部

1＝00pm　クレージーゴルフ

クルーズスタッフとあなたの腕を試しましょう。

アトリウムラウンジ7階中央部

1：00pm－　ブラックジャック、ルーレット＆スリーカードポーカー教室

2：00pm（英語）グランドカジ／8階中央部

1‥15pm　ラインダンス教室

クルーズスタッフと楽しみましょう。ビスタラウンジ7階後方部

1‥30pm－　ジョセフメイゼイトリオによる演奏：ミュージックメロディーズ

2＝30pm　アトリウム5階中央部

2：00pm　ジャッキー・ケネディーイベント

ジャックリーン・ケネディによって身に着けられた美しい

ジュエリーについて学びましょう。

シューティングスタ「ズ7階中央部
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以下の時間帯にお好きなスロットで

遊んで頂くと、豪華商品のチャンスが！

8：00pm－8：30pm＆9：30pm－10：00pm

グランドカジノ・8階中央部



2：00pm　フィットネスセミナー：腰痛の解消と快適な歩行（日本語）

出席される方全員に無料の足型分析をいたしますも
エアロビクススタジオ12階後方部

2．00pm－　ロマンスイブニング

11＝00pm　プラチナムスタジオ12階後方部

2＝15pm　ドローイング教室

クル「ズスタッフのクリスと楽しみましょう。

マーキス・ダイニングルーム5階中央部

2：30pm－　バベルによるピア／演奏

3‥30pm　アトリウム5階中央部

3：00pm Diorメークオーバーイベント！

コスメティックコンサルタントに参加しましょう＆ご購入の際抽

選でギフトバスケットが当りますもリフレクションズ6階中央部

3‥15pm　午後のトリビア

クル「ズスタッフと。ビスタラウンジ7階後方部

3：30pm－　ケビンによる演奏：ギターメロディ「ズ

4：30pm　アトリウム5階中央部

4：00pm　フィットネスセミナー：腰痛の解消と快適な歩行（英語）

出席される方全員に無料の足型分析をいたしますも
エアロビクススタジオ12階後方部

4＝15pm Wii：スポーツ

クル「ズスタッフと。ビスタラウンジ7階後方部

4＝45pm－　テリーによるど冗′演奏

5＝45pm　アトリウム5階中央部

4‥45pm－　デリンジャーによる演奏：カクテル＆ダンス

5：45pm　ホイールハウスバー7階前方部

イブニング
6：00pm　映画：スカイフォール（英語）

（時間：2時間23分）客室TVチャンネル21

6‥00pm　映画：男はつらいよ責次郎ハイビスカスの花（日本語）

（時間：1時間45分）客室TVチャンネル22

6：45pm－　デリンジャーによる演奏：カクテル＆ダンス

7：45pm　ホイールハウスバー7階前方部

6：45pm一　バベルによるピア／演奏

7：45pm　アトリウム5階中央部

人生の特等席（日本語）

出演：グノントイーストウッドチェルシ叫ロス

（制限：PG－13・時間：1時間51分）

12階中央部

あなたの人生を
アート作品にして残しませんか

プラチナム・アーティストにぜひご予約を。

フォト＆ビデオギャラリー7階

7：00pm一　寄港地エキスパート、ヘザーの情報デスク

8‥00pm　次の寄港地についてのご質問に、ヘザーが個別にお答え

いたしますもエレベーターホール5階前方部

7‥30pm川MIM［：諒景気ンセスシンガ＿とダンサ＿

プリンセスシアター7階前方部

8＝00pm－　ジョセフメイゼイトリオによる演奏：ミュージックメロ羊で－ズ

8：45pm　アトリウムラウンジ7階中央部

8‥00pm－　ウオーキングミラクルズによる演奏：カクテル＆ダンス

9：00pm　ホイールハウスバー7階前方部

9：00pm一　クリス・メイによるピア／演奏

9：45pm　アトリウムラウンジ7階中央部

9：00pm DJスペンサー：サルサアワー

シューティングスタ「ズ7階中央部

人生の特等席（英語）

出演：クリントイーストウッRチェルシー・ロス

（制限：PG－13・時間：1時間51分）

12階中央部

9‥15pm一　ウオーキングミラクルズによる演奏：カクテル＆ダンス

9二30pmiHOMIME：誌宕笥ンセスシンかとダンサ＿

プリンセスシアター7階前方部

10＝00pm－DJスペンサー：ラテンアワー

11＝00pm　シューティングスタ「ズ7階中央部

10・00pm　クルーズカルトクラシック：ロックンロールナイト

デリンジャーの演奏でクル「ズスタッフと

50’Sミュージックとダンスを楽しみましょう。

ビスタラウンジ7階後方部

11008m－　DJスペンサーがすべてのリクエストを流しますっ

深夜　　シューティングスタ⊥ズ7階中央部

11‥00pm－クリス・メイによるピアノ演奏

深夜　　アトリウムラウンジ7階中央部
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クルーズカルトクラシック 
ロックンロールナイト 

賢デリンジャーの演奏でクルーーズスタッフと 
50’Sのミュージックとダンス 

を楽しみましょう。 

10：00pm・ビスタラウンジ7階後方部 



アートギャラリーー7階中央部（24時間オープン）
営業時間：7pm－9pm、ご予約の方は内線3800までご連絡ください。

免税店－6階中央部
9am－11pm

フューチャークルーズデスクーホイールハウスり〈－7階前方部
9am－正午＆2pm－6pm

グランドカジノー8階中央部
6：30pm頃オープン予定

インターネットカフェー7階後方部（24時間オープン）
9am一正午、2pm－5pm＆7pm－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
ぬm－8pm・（内線12702）

ダイニングガイド

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

9am－筍はm＆3pm－Spm

医務室－4階中央部
9am－11am＆4：30pm－＄：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

9pm－Hpm

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。7階後方部

サンクチュアリーー15指前方部

8am－12：30pm＆1pm－5：30pm

ツアーデスクーアトリウムロビー5階中央部

9am－正午＆3pm－6pm

ティーン／キッズ・センターー12階後方部

9am－正午、lpm－5pm＆6pm－10pm－お子様向けアクティビティ

9am一正午、1pm－5pm＆6pm－lam－ティーン向けアクティビティ

ヴェルディーズピッツェリア 8階中央部 11・00am－2’00pm＆5’30pm－9．00pm

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

ホイールハウス・バー 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。

〟本日のドリンクをぜひお試しください。

ライチマルティーニ…＄10．00！

ライチリリキュール、スカイウオツカ、
パイナップルジュース＆シンプルシロップ

ウェイターにお尋ねください場所：すべてのバーで

WiF利用（有料）

ワイアレス・インターネット・アクセス（Wi－Fi）を、

あなたのノートP⊂もしくはレンタルP亡で

ご利用いただけます㌔

インターネット・カフェのマネージャーに

詳細と利用方法をお尋ねください。

プロムナード7階後方部

プレミアム・ビーフとステーキハウス

特選メニューをお楽しみください。

＄25のカバーチャージを申し受けます。

6：00pmJ叫mリド14階前方部

ショアエクスカーション： �フューチャークルーズのご案内： 
ツアーオフィス時間：98m一正午＆3pmT6pmアトリウム5階中央部 �営業時間：9am－正午＆2pm－6pm　ホイールハウス7階前方部 

チケットの返金について �乗船中にクルーズをご予約、もしくはご予約金をお支払いいただければ、客室 

キャンセルポリシーの期限内にツアーをキャンセルし、チケットをツアーデ �毎に最大で＄300までのオンボード・クレジットをプレゼント。今後の旅のプラ 

スクに返却されたお客様の明細書には、請求／返金の記載はきれておらず、 �ンについて未定でも、お一人様毎に、お安くなった1万円のご予約金をお支払 

ツアー購入の履歴そのものが削除されています。 �いいただき、2年以内にお決めいただくことができます。詳細は、フューチャー 

クルーズ・セールスオフィスにお問い合わせください。 


