
小樽2013年7月19日（金）。サン・プリンセス．今夜のドレスコード‥フォーマル

天候＝今日の天気予報二晴れ一最高気温270⊂／81OF最低気温16℃／6lOF一日の出412am／日没710pm

明日の天気予報：曇り一最高気温180⊂／640F最低気温160⊂／6lOF

‾三‾‾二二三了ヤIWg誉二‥－

ニーロ・パルマ（NiloPa暮m8）は、7人

兄弟の末っ子で、他の兄弟の多くは

ホテルマンとして活躍していますこフ

のキャリア タートしました。

ーは「情熱を込めた

By総料理長ニーロ・パルマ

かつてはニシンの産地として有名だった小樽は現在は観光

地として人気の場所となっています。ここでは、20世紀初頭に建

てられた「にしん御殿」と呼ばれる旧青山別邸を見ることができ

ます。1924年の貨物列車の事故にもかかわら‾れ小樽は心休ま

る温泉やエキサイティングなウインタースポーツ、歴史のある建

物、札幌への近さなどから多くの人々を魅了しています。

世界各国を航海して実感することは、地域の特色がその地

方の料理に強く反映されているということです。北海道の料理

の独特な風味も例外ではありません。小樽といえばなんといっ

ても新鮮な魚介類です。ホタテ、カニ、イカ、そしてニシンも忘れ

ることができません。地元の料理を楽しむのなら、味噌仕立ての

汁で鮭と野菜や豆腐を食べる石狩鍋を見逃すわけにはいきま

せん。小樽寄港中に、これらの料理やその他の伝統的な料理を

楽しむことができます。また航海中に船内で作りたての郷土料

理をお召し上がりいただくこともできます。

料理」。2008年の入社以来、この言　　船内の厨房では165人から成るチームが一日中食材を切り

刻んだり、べ一キングや調理に勤しんで、五感に訴えるご馳走を

作っています。皆様に船内で召し上がっていただくお食事をい

つまでも心に残るおいしいものにすることが私の務めです。バ

カンスはリラックスして人生を楽しむ時間です。私たちは新鮮で

風味豊かな料理を味わっていただくことに情熱を注いでいま

す。ボナペティート！

ナビゲーターより

午前5時、小樽の水先案内人が乗船いたしま

す。停泊地に向け、防波堤の間を進みます。午

前6時までに接岸する予定です。午後6時、停

泊地より出航し、港を出て水先案内人が下船

いたします。その後まもなく、高島岬の左手よ

リ2．5マイルのところを通過し、石狩湾を通り、

西北西にコースを定めます。

元高高音レここ‾‾■‾■、

日本円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。

TS（売りレート）：0．01070170

TTB（買いレート）：0．00915463

USl．07ドルにつきおよそ100円（船内レート）

1回のお取引につきUS＄4．50の手数料がかか

りますので予めご了承ください。

ご案内

タクシーで港に戻られる際は、

「勝内埠頭まで」

とお伝えください。



6ニ008m　サン・プリンセスは小樽に到着予定です二

（予定）

9：008m一　寄港地アクティビティ：ピンポン（主催者なし）

正午　　リビ工ラ12階中央部

9：00am－　寄港地アクティビティ：バスケットボール（主催者なし）

正午　　スポーツコート15階後方部

サイレント映画：キートン将軍

出演：マリオン・マック、グレン・カベンダー

（制限：NR・時間：1時間36分）

12階中央部

11：308m　朝のトリビア

クル「ズスタッフと。ホイールハウスバー7階前方部

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

6＝00pm　客室‾Ⅳチャンネル21

－‡と椅pm－　映画：幸福の黄色いハンカチ（日本語】英語寧幕）

出演：高倉健、武田鉄也

（制限：NR・時間：1時間50分）

ビスタラウンジ7階後方部

12＝30pm　バスケットボールシュートアウト

クルーズスタッフとあなたの腕を試しましょう。

スポーツコート15階後方部

1：00pm一　寄港地アクティビティ：ピンポン（主催者なし）

5‥00pm　リビエラ12階中央部

プリンセス限定プリメード

箱入リブレスレット割引の
最後のチャンスです。1箱＄24．99

希望小売価格＄80．00

出航－10：00pm・アトリウム6階

寄港地へ出発される前に冷たいお水と、

ソフトドリンクがご購入いただけます。

小樽をお楽しみください！

145am－9：45am・プリンセスシアター外側

パティスリー・ホライゾンコートバー

1：00pm一　寄港地アクティビティ：バスケットボール（主催者なし）

5：00pm　スポーツコート15階後方部

1＝00pm　ピンポントーナメント

クルーズスタッフと楽しみましょう。リビエラ12階中央部

2＝30pm　プールでゴルフチッビング

クルーズスタッフと楽しみましょう。

リビ工ラプール12階中央部

3＝30pm鱒富子蒜1温央部

3＝45pm－　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「ズ

4＝30pm　アトリウムプラザ5階中央部

3：45pm　午後のトリビア

クルー．ズスタッフと。ホイールハウスバー7階前方部

……≡≡：三三≡；予二千デモ匠
欠の寄港地についてのご質問l

4＝45pm－　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「ズ

5：45pm　アトリウムプラザ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
5＝00pm　ユダヤ教の礼拝

ラビは常駐しておりませんのでボランティアの方に司会してい

ただいています。必要な用具はすべてご用意しております。

5‥00pm5HOMIME：雷雲芳芙≡諾慧諾る落語の会

5‥30pm　最終乗船：

サン・プリンセスはまもなく函館に向けて出航し訂れ

PRINC［i5CRu5［5

PR［；ENT；

プロダクションショー

ピア／マン
偉大な〟ピアノマン〝－ビリー・ジョエル、
バリー・マ二ロウ、エルトン・ジョンの

音楽をダンスとともにお届けします。

出演：

りカルド・アントニオ＆ジェ二ファー・ワード

フィーチヤリング：

サン・プリンセスダンサーズ

7：30pm＆9：30pm

プリンセスシアター7階前方部

鋼鉄のように頑強な神経としっかりした手を

お持ちですか？もしそうなら、

カジノの金庫に入っている素晴らしい賞品を

勝ち取ってください。素晴らしい新ゲームで

現金や電子機器賞品を勝ち取りましょう。

カジ／8階中央部

本日のドリンクをぜひお試しください。

サケティー二．．．＄10．00！

沢の鶴

＆ボンベイサファイアジン

ウェイターにお尋ねください場所：すべてのバーで



－1－n　　　　　一■－ヱ■11■■一一「－ワ七二一二一1－　　　　　　■■■

5‥45pm－　バベルによるピア／演奏

6：30pm　アトリウムプラザ5階中央部

5＝45pm一　セイルアウェイメロ芦r一ズ（天候により変更の場合あり）

6ニ45pm　小樽からのセ弟レアウェイパ⊥ティーをウオーキングミラクルスの

音楽で楽しみましょう！リビ工ラ12階中央部

出航－　　EFFY「トライオン」イベント！

9・00pm一　キムのご案内で歴史的なデザイナーのコレクションについて

学びましょう。抽選で＄50相当の刀レートパ十ズのイアリング＆

ペンダントセットが当りまもリフレクションズ6階中央部

6：00pm　映画：アルゴ（英語）

（時間：2時間）客室Wチャンネル21

6：00pm　映画：男はつらいよ寅次郎あじさいの恋（日本語）

（時間：1時間51分）客室TVチャンネル22

6＝45pm－　バベルによるピア／演奏

7：45pm　アトリウムプラザ5階中央部

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

7＝00pm一　ファインアートコンサルタント

鮒Opm‾ファインアユ‾トのご質問はアートディレクタ←のマイケルまで。坐れ√

7：30pm川M州E：芸宗男ニ；ニシンガ十ズ＆ダンサ「ズ

プリンセスシアター7階前方部

7：30pm 二郎は鮨の夢を見る（日本語・英語字幕）

主演：小野二郎

（制限：PG・時間：1時間23分）12階中央部

＄100以上の価値のあるポートレートパッケージ

が当るチャンスです！

どのスタジオでも結構ですのでお立ち寄りくださ

い。お写真を撮って抽選に応募しましょう。

フォーマルポートレイト写真
今夜5‥00pm－10：00pm5、6、7階

8＝00pm－　バベルによるピア／演奏

8：45pm　アトリウムラウンジ7階中央部

8＝00pm－　デリンジャーによる演奏：カクテル＆ダンス

9＝00pm　ホイールハウスバー7階前方部

8：45pmiHOM州E：雷雲芳票≡諾慧諾る落語の会

9＝00pm－　DJスペンサー：60，＄ミュージックアワー

10：00pm　シューティングスターズ7階中央部

9：00pm－　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

9＝15pm－　ウオーキングミラクルズの演奏：カクテル＆ダンス

周店　　ホイールハウスバナ7憺前方部

915pm軸 シャル・ウィ一・ダンス（英語）

出演：リチャード・ギア、ジェ二ファー・ロペス

（制限：PG－13・時間：1時間46分）

12階中央部

9＝30pm5HOWm哺：孟宗荒；‡スシンガぺ＆みサづ

プリンセスシアター7階前方部

10分Opm－DJスペンサー㌻カラオケ′ワ痛アワi　　、一　一一」

11＝00pm　シューティングスターズ7階中央部

10●15pm川M州E：雷雲警莞荒芸諾る落語の会

11＝00pm DJスペンサー：オールエクスプレスリクエスト

シューティングスターズ7階中央部

PRINCEiiCRUliEi
PRE5［NTi

スポットライト
ショータイム

出演：

落語家

三遊亭金八師匠

による落語の会

5：00pm、8＝45pm＆10：15pm

ビスタラウンジ7階後方部

WiFi利用可能（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二

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



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＆ご予約の方は内線3800までご連絡くだきし㌔

免税店－6階中央部
出航－11pm

フューチャークルーズデスクーホイールハウス・バー7階前方部
118m－3pm

グランドカジノー8階中央部
9pm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）

8am－10am＆4pm－6pm＆7：30pm－10：30pm

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

8am－8pm・（内線12702）

ダ孝二ングガイド

リージ工ンシー・

ダイニングルーム

ヴェルディーズピッツェリア

アイスクリームバーサンデ十ズ

6階中央部

8階中央部

は階中央部

ホライゾンコート　　　　　14階前方部

スターリング

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

3pm－5pm

医務圭一4階中央部
8am－10am＆4：30pm－6：30pm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

5pm－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

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

5pm－7pm

ティーン／キッズ・センターー12階後方部

8am－5pm　一寄港日ハングアウト

6pm－10pm－お子様向けアクティビティ

6pm－1am　－ティーン向けアクティビティ

時間（ファーストかセカンドかはクルーズカードに記載されております。）

朝食－7．00am－9：00am

工二㌦予二、坐‾早．■1－、…
ディナーセカンドシーテイングー7：45pm

11：00am－2‥00pm＆5＝30pm－9：00pm

11＝00am－6‥00pm

コンチネンタルプレックファーストー5：008m－6：00am

朝食－6：00am－11：30am

昼食一日：30am－3：30pm

軽食－3：30pm－5：30pm
夕食－5：30pm一深夜

テラス・グリル　　　　　　14階中央部 11：00am－6：00pm

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

シューティングスターディスコ

ホライゾンコートコーヒー・バー

時間

7階中央部　　　　　　4：00p汀卜深夜

7階中央部　　　　　　9・00pm－深夜

14階前方部　　　　　　　6：00am一深夜

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。

船の安全に関するご案内

認可のない人物の乗船を避けるため、寄港地上

陸の際はクルーズ・カードを携帯してください。

乗下船口ではお出かけの際、またお戻りの際に

提示が求められます。またお出かけの際は政府

が発行する写真つきの身分証明書を携帯してく

ださい。帰船の際、セキュリティー検査場にて提

示を求められる場合がありますも知らない人から

の荷物などを預かったり、またはそれを船に運

び入れたりしないでください。検査場では皆様

の手荷物の検査を行い、荷物やバックを開けて

いただく場合がありますのでご了承ください。

トイレのシステムに関して

サン・プリンセス、現代のクルーズ船は真空ポ

ンプ原理を使用したEVA⊂トイレシステムを装

備しています。このシステムは大変確実性に優

れたものですが通常使用されているパイプよ

り細く、異物や大量のトイレットペーパーに対

し敏感に反応します。詰まりやそれに伴う不具

合を避ける為、異物はゴミ箱とご用意している

サニタリーバッグに入れてください。

安全、環境、衛生

船からものを投げ捨てないでください、（食べ

もの、煙草を含む）投げ捨てたタバコは火事の

原因となり得ます。その他の物も別のお客様が

使用されている客室のバルコニーに落ちる場

合があります。

ショアエクスカーション：ツアーオフィス時間：5：00pm一丁＝00pふァトリウムロビー媚 

オプショナルツアーの集合に関するご秦内　　　　　　　　　　　　　　　　重墨羞霊堂壁土、ツアーチケットに記載されている集合場所へ、指定の集合時間に 

本日のツアーチケットに記載された集合時間と集合場所を必ずご確認くださ　　お集まりください。 
い。カーニバルジャパンのツアー係員は本日午前8時15分から午前10時の間は　小櫓上陸に関するご案内 

ホイールハウス／トに、ツアーバスを送り出す間は港に待機しております。　　サン・プリンセスは、小樽の勝内埠頭に接岸いたします。接岸埠頭より大きなショツ 

重要なお知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビングモールのウイングベイ小樽と、小樽築港駅は短い徒歩寮内にございまも小 

本日のショアーエクスカーションツアーにご参加されるお客様は、旦垂の皇国墓室　樽から札幌までは車で50分、電車で25～40分ほどかかります。 


