
乗船2013年7月14日（日）．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リー最高気温29℃／840F最低気温230⊂／730F一日の出436am／日没657pm

明日の天気予報曇り・にわか雨一最高気温250⊂／770F最低気温220⊂／72DF

ようこそサンプリンセスへ
壮大なS u n

PrinCeSS◎にようこ

そ。快適でエレガ

ントな客船がさま

ざまなアクティビ

ティやダイ二ンクこ

エンターテイメントを提供します。ラ・パティセリー（La

PatisSerie）に立ち寄ってスペシャルコーヒーを飲んだ

り、アートギャラリーで傑作に目を留めたり、インター

ネットカフェでご自宅の家族や友人と連絡を取り合っ

たり、楽しみは尽きません。

静かで落ち着いた時間をお望みなら、大人だけの

空間、ザ・サンクチュアリー（TheSanCtuary）でl日

をお過ごしください。またはロータス・スパ（Lotus

Spa◎）で贅沢なひとときを過ごしたり、プールサイ

ドでくつろぐのはいかがでしょう。こうした爽快な時

間を過ごした後は、スターリング・ステーキハウス

（SterHngSteakhouseSM）でお好みの焼き加減の柔

らかなステーキがさらにおいしく感じられることで

しょう。デザートを食べ終わった後も、楽しみは続き

ます。スリルあふれるグランドカジノ、魅力的なプリ

ンセス自慢のショー、大画面を使用した屋外の映画

シアター（MoviesUndertheStars◎）など、船内で

は数え切れないほどのエンターテイメントがお選

びいただけます。

楽しんだり、発見することが無数にあるSunPrinCeS

には、至福のとき（es⊂aPeCOmPJeteJy◎）に必要な

すべてが用意されてし、ます。

ナビゲーターよリ 

午後5時、停泊地より出航し、東京湾に向け港 

を出て進みます。その後まもなく、浦賀水道航 

路へ入る前に第二海壁を左手に過ぎます。浦 

賀水道を抜けてから、水先案内人が午後7時 

に下船いたします。東京湾を出た後、初めの 

うちは、本州の東沿岸を左手に平行して釧路 

に向け進みます二 

それでは皆様、船旅をお楽しみください。 

ご案内 

お困り、ご要望等ございましたら、5F中央部に 

ございますパッセンジャーサービスデスク又 

は内線5000にお気軽にお申し付け下さい。 

プリンセス・クルーズでは環境保護の観点か 

ら印刷枚数を制限しております。船内新聞は 

お一人様1部でお願い致します。 

ご夕食に関して 

楽しくお食事をしていただくために、レストラ 

ンへのご入場は、開場後15分以内にお願い申 

し上げます。開場後15分を過ぎますと、入口を 

クローズさせていただきますので、予めご了 

承ください。 

ファーストシートかセカンドシートかはクルー 

ズカードに記載されております。 

箪笥ン漂慧禁固霊嘉

今月の最優秀ホスト

ディノ・ボンゴシア・コンパルヒ7ス
ABデッキ

す。そして、サン・プリンセスに

全ての仲間に感謝いたします。



日程ハイライト

2013年7月15日月曜日

2013年7月16日火曜日

2013年7月17日水曜日

2013年7月18日木曜日

2013年7月19日金曜日

2013年7月20日土曜日

2013年7月21日日曜日

2013年7月22日月曜日

2013年7月23日火曜日

釧路

知床半島（クルージング）

到着　　　　　　最終乗船

4：30pm

スマートカジュアル　　7‥008m　　　　4‥00pm

スマ【トカジュアル

スマートカジュアル　　5：00am　　　　4：30pm

フォーマル　　　　　　6＝00am　　　　5‥30pm

スマ榊卜カジュアル　　8‥00am　　　　－0‥30pm

スマートカジュアル　　7：00am　　　　8：30pm

スマートカジュアル

スマートカジュアル　　　7：00am

ES？タ回テ宵〆ン巨銅イライ巨（変更の場合がございますので、。刊のPatterでお確かめください。）

フ・ノン七六シアター＆ビスタラウンジ

ソヨー：シ三一

ショー：モーメントトウリメンバー

ショー：ピア／マン

ショー：ブリティッシュインページョン

ショー：カントリージャム

社交ダンスチャンピオン：カティア＆イリア

マジシャン：ランドン・スワンク

ボーカリスト：プレストン・コウ

ピアニスト：川村友乃

落語家：三遊亭金八

ロックンロールナイト

ボールルームブリッツ

アフタヌーン

11＝308m－　船のミュージシャンによる歓迎の演奏

3：15pm　アトリウムプラザ5階中央部

正午一　　ロータススパ＆サロンオープンハウス

10：00pm　世界中の色々なホットストーン、海草マッサージ、

フェイシャル、理髪店や歯のホワイトニングなどを

ご覧ください。ロータススパ12階後方部

2日間だけのスペシャル！

＄200以上の免税商品をご購入で、さらに

10％offとなります。

（デザイナー時計は対象外です）

出航一日：00pm・ブティック6階

罪糾曽ぬ＆ホ宵憎睦噂果0踊n

パーティバンド：デリンジャー

クラシック：ジョセフメゼイトリオ

アトリウムラウンジピアニスト：クリス・メイ

ウオーキングミラクルズデュオ

ピアニスト：バベル・アルビレク

3．15pm　鏡割りセレモニー

クル「ズディレクター・ベンホテルジェネラルマネジャー・グ
ラハム、キャプテン・フルード、スペシャルゲストとこの素晴ら
しい日本伝統の式典に参加しましょう。アトリウム5階中央部
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PR［iENTi　　　　　　　　章 

ウェルカムショー 

モーメントトウリメンバー 
出演：サン・プリンセスシンガー＆ダンサー 
サン・プリンセスオーケストラによる演奏 

7＝45pm－9：45pm・プリンセスシアター7階前方部 

乗船記念スペシャル
本臼インターネット・プランをご購入いただくと、

最大40分の無料追加時間を差し上げます。

さらに500分無料サービスが当たるくじ引きも！

他の特典との併用はできません。

プロムナード・7階後方部



4：15pm　緊急避難訓練

乗船客避難訓練は出港前（または出港後24時間以内）に行う

必要がありまれ訓練は全てのお客様が、各自の決められた避

難場所において参加いただく必要がありまもこれは国際法
により定められたものでも訓練の始まりに際し、警笛音が鳴

り放送が入りますので、各自の客室の扉の内側に記載してあ

る緊急避難場所にご集合下さい。その際、救命胴衣を持参して

ください。着用する必要はありません。救命胴衣の紐が床にた

れると危険ですのでご注意ください。救命胴衣の着用方法は

訓練最後にご案内いたしまも緊急避難場所に集合の際はク

ルーズカードにて参加状況を確認にいたしますので忘れずに

お持ちください。また携帯電話の電源はお切りください。

4＝30pm　最終乗船：まもなくサンプリンセスは釧路に向け出航いたしまも

4：45pm　遅く乗船きれた方のための避難訓練

本日の避難訓練に参加出来なかった方のための別途の避難

訓練。シューティングスターズ7階中央部

4・45pm－　バベルによるピア／演奏

5ニ45pm　アトリウムプラザ5階中央部

4＝45pm－　ウオーキングミラクルズによる演奏：社交ダンス

5＝45pm　ホイールハウスバー7階前方部

アフタヌーン

6＝00pm　オ⊥ブンデッキでの横浜からのセイルアウェ

をデリンジャーバンドと楽しみましょう！

5・00pm　ロータススパくじ引き

＄500クレジットを当てましょう増選には抽選会場にいる必要
がありますもロータススパ12階後方部

5‥00pm　お一人様でご乗船の方同士の集まり（主催者なし）

ホイールハウスバー7階前方部

6．00pm－　バベルによるピア／演奏

6・45pm　アトリウムプラザ5階中央部

6：00pm　映画：アソーテッドジャバ二「ズドキュメンタリ「ズ（英語）

客室TVチャンネル21

6．00pm　映画：学校（日本語）

客室TVチャンネル22

麹儲笈誤漂ジヤビア＿ル私
読返詣（制限PG－13・時間2時間23分）12階中央部

6：45pm一　ウオーキングミラクルズの演奏：社交ダンス

7：45pm　ホイールハウスバー7階前方部

7‥00pm一　バベルによるピア／演奏

8＝00pm　アトリウムプラザ5階中央部

7：00pm－　ファインアートコンサルタント

9‥00pm　ファインアートのご質問はアートディレクターのマイケルまで。

通常市場価格の50％オフ。アートギャラリー7階中央部

7‥20pm　社交ダン チャンピオン によるダンス：カテ

中央部

7＝45pm　肘掛紺帥檻ショ‾：モーメントトウリメン／ト

出演：りカルド・アントニオ、ジェ二ファーー

ワード＆サンプリンセスダンサ「ズ。サンプリンセスオーケス

トラによる演奏。プリンセスシアター7階前方部

8＝00pm－　ウオーキングミラクルズによる演奏：社交ダンス

9ニ00pm　ホイールハウスバー7階前方部

8＝00pm－　クリス・メイによるピア／演奏

深夜　　アトリウムラウンジ7階中央部

8：30pm　寄港地レクチャー：日本、釧路

寄港地紹介のエキスパート、へザ叫クレメント

によるご案内。ビスタラウンジ7階後方部

9・00pm－　DJスペンサー：ミュージックアンドダンス

11＝00pm　シューティングスターズ7階中央部

9：15pm－　デリンジャーによる演奏：カクテル、音楽＆ダンス

深夜　　ホイールハウスバー7階前方部

スカイフォール（英語）

出演：ダニエル・クレイ久ジャビア一・バーデム

（制限：PG－13・時間：2時間23分）

12階中央部

9＝45pm　川MIM［：ショ‾：モ‾メントトウリメンバー

出演：りカルド・アントニオ、ジェ二ファー・

ワード＆サンプリンセスダンサ十ズ。サンプリンセスオーケス

トラによる演奏。プリンセスシアター7階前方部

10・15pm　寄港地レクチャー：日本、釧路

寄港地紹介のエキスパート、ヘザー・クレメント

によるご案内。ビスタラウンジ7階後方部

11＝00pm－　DJスペンサーがあなたのお気に入りの音楽をかけまれ

深夜　　シューティングスターズ7階中央部

亨11畏轟 � �� ��芦撼・　．三 
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レクチ 本、釧路 ��� 

日 ����方部 

寄港地紹フ ��介エキス 

ヘザー・クレメ、 （日本語・英語） 

8：30pm＆10：15pm・ビスタラ 



アートギャラリーー7階中央部（24時間オープン）
デスク営業時間：7pm－9pm

免税店－6階中央部
出航一日pm

フユDチャークルーズデスクーホイールハウスりト7階前方部
4：30pm－6：30pm

グランドカジ／－8階中央部

賭博・カジ／の法規規定により、

本日は営業休止となりまもご了承下きいませ。

インターネットカフェー7階後方部（24時間オープン）
マネジャー受付時間：1pm－4pm＆7pm－10pm

図書館t7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
lpm－10pm・（内線12702）

ロータススパ＆サロンー12階後方部

正午－10pm・（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

4：30pm－6：30pm

医務室－4階中央部
5pm－6pm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

7pm－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階前方部

1pm－5：30pm

ツアーデスクーアトリウムロビー5階中央部

2pm－6：30pm

ティーン／キッズ・センターー12階後方部

1pm－3：30pm

6pm－10pm

6pm－18m

お食事時闇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

Jト　　　　　　　　　　5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も

－　　オープンハウス＆参加お申し込み

－　　お子様向けアクティビティ

ー　　ティーン向けアクティビテ

お帰りなきい！

プリンセス・クルーズキャプテンズ・サークルの皆様、

ゴールド、メダノオン、プラチナ、そしてエリート・メン

バーの方々！ロイヤリティ＆インターナショナルホスト

のヨシ三が、皆様をお世話するために乗船しています。

グランドカジノ8階中央部

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。

6：00pm－10：00pmリド14階前方部

■E郡瑚■

＄29のコーヒーカードで

15杯のエスプレッソ・ベースのドリンク、

または1日＄795のキッズパッケージをどうぞ！

詳細は、バーでお問い合せください

ショアエクスカーション：ツアーオフィス時間＝2＝00pm－6＝30pm（避難訓練時は休止）アトリウムロビー5階中央部 

ご乗船ありがとうございまれマリ、ミソノ・ナツ牛がツアーデスクにて皆様のショアエクス　されまもすべてのチケットがお揃いかご確認ください。 

カーションをお手伝いさせていただきまもすべての寄港地でツアーをお楽しみいただ　ツアーキャンセル：ツアーキャンセルの締切り日は、客室内のツアー申し込み書に記載さ 
・けることを願っておりまも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れております0ツアーのキャンセルをご要望の方は「キャンセル」とチケットに明記し、ツ 

ご予約方法：列にお並び頂く必要はございません0お申し込み害に必要事項をご記入の　アー専用ポストへご返却ください。締切り後の変更、返金はできかねまれまた、ツアーに 

うえ、24時間ご使用いただけるツアー専用ポストにご投函ください0空席状況は、ツアー　参加されなかったお客様の返金もできかねますのでご了承くだ乱、。 

専用ポスト横のボードにてご確認いただけまれ　　　　　　　コルサコフのツアーに関するご予約、変更、キャンセル等は本日の午後6時30分をもって締 乗船前予約チケット：事前予約をお済ませのお客様のチケットは、本日客室係により配達め切らせていただきまも 


