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2014年4月6日

天気予報：

風向風速：

気温：

日の出／日没：

ドレスコード：

最終乗船時間＝

（日）

雨

北東4ノット

摂氏8度

午前5時21分／午後6時5分

スマートカジュアル

午後3時

横浜，日本
′レーズにご乗船いただき、誠にありがとう

ございます一　今回のクル霊ズを心ゆくまでお楽しみくださし

（秩）ェイチ・アイ虹エス　　も株）クルーズプラネット

本日のハイライトは以下のとおりです：
乗船歓迎ミュージック一　年前1瑠時半

リドプールサイド，デッキ8中央
ソロギタリストギャリーによるプール

サイドでの演奏をご一緒に楽しみま

しょう。

乗船歓迎ミュージック・午後12時半
リドプールサイド，デッキ8中央

ソロギタリストギャリーによるプール

サイドでの演奏をご一緒に楽しみま

しょう。

今適のクッキング教室メニュー紹介・

午後1時半一午後2時半
カリナリーアーツセンター，デッ

キ4

アジアの多種多様なカルチャーは多国

籍料理を作り出しています。カリナ
リーアーツセンターで今週行われるユ
ニークなアジア料理のサンプルをご覧

になり、デモンストレーション予定に

ついてお聞きになりませんか。

ボンボヤージ　パーティー・午後4時

リドプールサイド，デッキ8中央お

よびクロウズネスト，デッキ9前方

横浜出港を祝してパーティーはいかが
ですか。クレイグ＆HALキャッツがリ

ドプールサイドで、ソロギタリスト

ギャリーがクロウズネストで演奏いた

します。

乗船説明会・午後4時半
フランス　ハルズ　ラウンジ，デッキ4

前方
船内生活についてご案内いたします。

※後ほどお部屋にございますテレビの

26チャンネルでも繰り返し放映いたし

ますので、全員のお客様のお越しは必

要ございませんが、お部屋のテレビは
1度は必ずご覧ください。

ご存知ですか？

ホーランドアメリカラインは燃料消費を抑えることにより環境への配慮を心がけております。私

たちの努力目標は少なくとも年間2パーセントの燃料消費の削減であり、2005年以降、毎年

目標の達成を続けております。継続的な目標達成のために、お客様には以下のことをお願いして

おります。可能な限りの節水、バルコニーの扉を開けたままにしないこと、船室から外出なさる

際にはお部屋の電気とテレビを消し、カーテンを閉めること、エアコンを通常の設定に戻すこと

へのご理解とご協力をお顔いいたします。

ヰ亡亡丑訂㍉∵了．．＿．十・．‥



リッスン　トウ　ザ

ミュージック

ListentotheMusic
午後9時半
フランスハルズラウンジ，デッキ4＆5

フォーレンダムのエンター

テイメントチームをご紹介す

る、乗船歓迎のショーです。
クルーズディレクターのブ

ルースとカオルが進行しま

す。皆様、ぜひお越しくださ
い。

＊ネプチューンズ・午後7時一午後9時，午後10

時一午後11時

オーシャンバー　デッキ5

カクテルと社交ダンスを楽しみたい方はぜひネプ

チューンへお越しください。

＊ソロギタリスト・ギャリー午後8時一午後9時

ピアノバー，デッキ5

60年代に流行したポップミュージックをアコース

ティックバージョンでお楽しみください。

＊アダージオ・午後7時一午後9時

エクスプローラーズラウンジ，デッキ∫

■一　一■　　　　　　　■　■

＊フォーレンダムナイトクラブ午後10

バイオリンとピアノのデュオによる洗練された　時半～深夜

クラッシックミュージック演奏をお楽しみくだ　クロウズネスト，デッキタ

さい。

＊ピアニストリ一・午後10時一　深夜

ピアノバー，デッキ5

ドリンク片手に一緒に歌いませんか。

ショーホストクリントンと共に、夜を

まだまだ楽しみましょう。

ツアーデスクからのご案内

この度ぼフォーレン／．ダムへのご老齢、巌にあクがとうござ

いまれ　プアーデヌクのスタッフ一線　聾者のご乗船を心

よク叡好いたしまれ　これから戯れる高密静での予窟ばお

産まクですカ〕P虜率よく威光するための番虐めプアーを靡

ク献まして二　デッキ尋にこお待ちLTお夕貴琉

本日のツアーデスクオープン時間
正午～午後6時



pl……／
g rJJJ

アメリカンスタイルのステーキ＆シーフードを格調高い

ダイニングでご提供いたします。

プロムナード，デッキ4、夕食：午後5時【午後9時

ピナクルグリル　お一人様あたり29ドルを申し受けます。

本場の味をお届けする、イタリアンレストランです。

リド，デッキ8、夕食：午後5時半一午後9時半

お一人様あたり10ドルを申し受けます。

し乳仙ふ”′

多種多様なお料理を楽しめる、メインダイニングです。

デッキ4＆デッキ5

ご昼食：正午一午後1時半

ご夕食は、時間とテーブルが指定制となります：
ロッテルダムダイ　ご夕食1回目　午後5：45、ご夕食2回目　午後8時

ニング　　＊1回目の方は午後6時まで、2回目の方は午後8時15分ま

でにお入りください。

ビュッフェスタイルのカジュアルダイニングです。

リド，デッキ8

ご昼食：午前11時半一午後3時
、npstdupdnl　サンドイッチ＆サラダのみ‥午前11時半一午後3時

リドレストラン　ご夕食：カゾユ乃レディナー：午後5時半一午後8時
お夜食：午後10時半一午後11時半

‾j事√′∫′di、㌣討　ハンハ」が－，ホットドガやフライげテトをプー／けイドでお召し

／覧r′鉦i上がりいただけます。

、、リド，デッキ8

テラス　グリル　午前11時半一午後3時

し込垣

ピナクルグゲル、カナレッ八のこ激、字炭rJ啓～宇摩β停までのノ野、朗紗～ィ榊で承クますも

ロッテルダム　ダイニングルームご夕食のお席のご案内

お客様のクルーズカード左下部に、本クルーズ中に当レストランで夕食をお召し上がりにな

る際のデッキ番号、時間、テーブル番号が記載されておりますのでご参照ください。

尚、クルーズカードは、ご夕食の際、必ずご持参ください。

お知らせ

リドレストランでのビュッフェス

タイルのお食事は、出港48時間程

度に限りましては、通常のような

お客様ご自身でお取りいただく形

態ではなく、レストランスタッフ

がお取りさせていただきます。皆

様のご理解をいただけますよう、

お願いいたします。

本日のカクテル
Chぬ丑b即γ払いクラシックマル／ガターター

g5．9∫

時間　　　　デッキ

リドバー　　　　　　　　午前9時ヰ後9時半　　　8

エクスプロレーションズカ　　午前7時ヰ後10時　　　　5

シ‾ビュrバ‾　　　　　午前11時半ヰ後脚等　　　8

オ‾シャンバ‾　　　　　　午前11時半一決夜まで　　5

クロウズネスト　　　　　正午億夜まで　　　　　9

カジノバー　　　　　　　午後5時一深夜まで　　　　5

ピアノノミ‾　　　　　　　午後5時・深夜まで　　　　5

エクスプローラーズラウンジ　牛後6時年後10時　　　　5



ロ午前11時単一グリーンハウススパ見学＆予約ツアー

午後5時　　すべてのお客様を対象にスパをオープンします。エステの

ご予約等承りますので早めのお越しをお勧めいたします。

この機会に、フォーレンダム専属スポーツトレーナーに健

康的な船内での過ごし方について聞いてみてはいかがで
しょうか。

□午前11時半　乗船歓迎の演奏

ソロギタリスト・ギャリーによるプールサイドでの

演奏をお楽しみください。

□正午　　　ツアーデスクがオープンします。

グリーンハウス

スパ＆サロン

デッキ8

リドプールサイド

デッキ8中央

ツアーデスク∫デッキ4

□午後12時半　乗船歓迎の浜奏

クレイグ＆HALキャッツによる演奏をお楽しみくだ

さい。

□午後1時半　フォーレンダム船内見学ツアー

クか雫～デルタダーのデルースとかがご案内します。

□午後1時半－　クッキング教室

午後綿半　アジアの多種多様なカルチャーは多国籍料理

を作り出しています。カリナリーアーツセン

ターで今週行われるユニークなアジア料理の

デモンストレーションをご覧になりません

か？

ロ午後2時　　麻雀をご用意しております。

□午後3時　　全員参加による緊急時避難訓練

リド、プールサイド

デッキ8中央

クロウズネスト

デッキ9

カリナリーアーツ

センターー

デッキ4

ハドソンルーム

デッキ5

ローワープロムナー

ドデッキ，デッキ3

全員参加による緊急時避難訓練
この必須の訓練は、すべての乗客の皆様を対象としてデッキ3ベラン
ダにて午後3時に開催されます。訓練では、ライフジャケット着用の
必要はございません。訓練時間中は、すべての船内サービスの提供
は一時停止させていただきます。ホーランドアメリカラインでは安
全のための避難訓練をたいへん重要なものと考えております。その
ため、すべての乗客の皆様の参加が不可欠なのです。以前に類似の

訓練に参加された方であっても、本訓練への参加を拒否された場
合、本船における航海を続けることはできかねますのでご理解とご
協力をお願いします。客室にございますテレビのチャンネル26にて
安全のためのビデオ（英語）を放映しており
ます。お部屋に戻られたら一度、ご覧ください。



ロ午後3時半　カジノスタッフがお待ちしております

カジノを見学してみませんか？

ロ午後4時　　ボンボヤージパーティー

クルーズの出発を祝して、出港パーティーを

開催いたします。クレイグ＆HALキャッツバ

ンドがプールサイドで、ソロギタリストギヤ

リーがクロウズネストで演奏致します。

□午後4時半　乗船説明会

船内生活についてご案内いたします。

説明会終了後、TVの26チャンネルで放映しま

す。

□午後5時　　トータル　ボディーコンディショニング

ロ午後6時　　無料の針治療コンサルティング（英語対応）

□午後6時　　無料のヘアスタイル　アドバイス（英語対

応）

カジノ．5

リドプールサイド．8

クロウズネスト，9

フランス　ハルズ．

ラウンジ．4

フィットネスセン

ター．8

グリーンハウスス

パ．8

グリーンハウスス

パ，8

ロ午後6時　　スパセミナー：快適に歩くために

ロ午後7時　－　クラブHALご登録

午後9時　　（対象3～17歳）

ご参加のお子様と保護者の方がご鵬緒にお越

しください。

ロ午後7時　　映画上映：サウンドオブミュージック

ロ午後9時　　‡100が当たる、参加無料のビンゴ

ビンゴカードは8：45～ご用意しております。

口午後9時半　ショータイム：リッスン　トク　ザ　ミュー

ジック

フォーレンダムのスターエンターテイナーを

ご解介します。（本日のショーは1回のL演

となります）

□午後10時 映画上映：サウンドオブミュージック

ロ午後10時半　ナイトクラブでのウエルカムパーティー

ショーホストのクリントンと共にお楽しみく

ださい。

フィットネスセン

ター，8

クラブHAL9後方

ワジャンシアター，4

フランス　ハルズ．

ラウンジ．4＆5

フランス　ハルズ．

ラウンジ．4＆5

ワジャンシアター．4

クロウズネスト．9



サウンドオブミュージック

PG：2時間お分

大ヒットミュージカルの映画化作品。

厳格な家庭の七人の子供たちの家庭教師

としてやってきたオーストリア人修道女
マリアが、その温かい人柄で父子を生き

る喜びと音楽のすぼらしさへと導いてい

く感動の物語。

ワジャンシアター．デッキ4

上演開始時間：午後7時、午後10時

場所　　　　　　　　　　　　　　時間　　　　　デッキ

エクスプロレーション　午前11時半一午後用時　　　5

ズカフェ　ライブラ

リー

ジム　　　　　　　　　午前11時半一午後9時　　　8

フロントオフィス　　　24時間　　　　　　　　　　4

日本語通訳待機時同午前11時半一午後10時

スパ＆サロン　　　　　午前11時半一午後10時　　　8

エステ　　　　　　　午前11時半一午後10時

サウナ　　　　　　午前11時半・午後8時

医務室

医師診療時間

リドプール

ジャグジー

ツアーデスク

午後4時・6時

午後5時－6時

午前11時半一午後1び時

午前11時半・午後1α時

正午一午後6時

エイチ・アイ・エス＆　午前11時単一午後9時　　　3

クルーズプラネット

ホスピタリティデスク

ファインアート

THEGREENHOuSE
S P A　も　i A　＿〇日N

歯のホワイトニング
持続的な効果のある歯のホワイトニン

グはいかがですか。40分の施術を

＄149で承ります。
グリーンハウススパ，デッキ8もしくは94

番にてご予約のお電話を承ります

シグネチャーショップ

β本の魔窟によク、腰痛こンタブとユ／クと

〟アぼ本庁オープン／いたしません　野β

季節風時にオーブン／いたしまれ

カジノ

剛；‘叫i‘　　「

本日のカジノイベント
居β宇摩gJ二晩　ノオジノスタッフカj欄して

滋彦‾L象お待ちして三方クまれ
スロブハマシー／眉の願夢鰭をあごの

腰碧に虜クますのでどうぞ穀忘れ凌ぐ。

カジノ，デッキ5

本日カジノはは営業を午後10時45分頃より

の開始とさせていただきます。

無料のアートワークをプレゼント

私どもアートチームはお客様のご乗船を

心より歓迎いたします。ギャラリーでは

無料のアートギフトをご用意して
お客様をお待ちしております。
アートギャラリー，デッキ4

午後6時一午後9時

フォトギャラリー

ブラックレーベル　スタジオ

プライベートでリラックスした雰囲気で

の写真撮影は最もあなたらしい瞬間をと

らえます。ご予約の人数に限りがござい

ます。撮影は無料で、必ずご購入いただ

かなくてはならないわけではございませ

ん。ブラックレーベルアーティスト・ダ

イアナにご用命ください。ご予約は3275

番へお電話ください。
フォトギャラリー　デッキ4

午後6時一午後10時半

マ′レベララグジュアリーブティック

β本の虎彦羊二よク、本βばオープン／い

たしませズ′。労β辛労9犀にオープン／い

た乙ます，

インターネット

インターネットカフェからのお知らせ
β本の康彦によ少、忍岸7gマイル劇」呼

のサテライト槻許すさカrガリ君せ
ん。インターネット虐ス脚tら雌
粛酵しぼろくのノ野ご和琴できぎ鱈んお

客欝にぼご劉好をゐ夙lするととるノこ、
ご不瘡を森か付いたL夏すごと象㌫訝び

申し上／摺れ



2014年4月7日（月）

蓼i風向風速：　　東。ノット

I気温：　　　　　　　　摂氏11度

日の出／日没：　　　午前5時46分／午後6時27分

ドレスコード：　　　　　フォーマル

石垣島へ向けて航海中

この度は、フォ叩ンンダム。チヤ、一夕一夕ルーズにご乗船いただき、誠にありがとうございま

す。今回のクルースを心ゆくまでお楽しみください。

抹　二二イチ早アイQニス

養田のハイライトは以下のとおりです：

太極拳レッスン勺　午前8時
フランツハルズ　ラウンジ，デッキ4

香港からやってきたShiuⅥngMak（シウ・イン・

マック）先生から太極拳の真髄を学びましょ

う。このクラスは午後1時にクロウズネスト

にて繰り返されます。

見る＆遊ぶin台湾・午前9時
フランツハルズ　ラウンジ，デッキ4

寄港予定地、台湾での観光ハイライトおよ
び街歩きのヒントをお聞きになりません

か。このトークはお部屋のテレビのチャン

ネル26にて後ほど放映の予定です。

見る＆遊ぶ壷網石垣島　で　午前相棒半

フランツハルズ　ラウンジ，デッキ4

寄港予定地、石垣島での観光ハイライトお

よび街歩きのヒントをお聞きになりません
か。このトークはお部屋のテレビのチャン

ネル26にて後ほど放映の予定です。

見る＆喜ぶ壷悶台湾　丘　午後望時

ワジャンシアター，デッキ4

このトークはお部屋のテレビのチャンネル

26にて後ほど放映の予定です。

（株）クルーズプラネット

田本のニュース

お部屋のテレビのチャンネル39て“NHK

ワールドニュース（英語版）”、チャンネル

45では‘‘日本のラジオ”を放送中ですので、

どうぞお楽しみください。

DanclngWithTheStarsAtSea　タやンシげウげサ○スタイ桝ト

ホーランドアメリカラインは全米で大人気のショー、DancingWithThe Stars

を本船上でお客様にお届けできる機会に恵まれましたことをたいへん光栄に

存じております。おなじみのプロダンサーやセレブリティをフィーチャーし
たこのショーでは今年も、お客様参加型の社交ダンス大会を開催させていた

だくことになっております。本クルーズにおきましても、大会優勝者にはス

ターアウォードが贈呈される予定です。優勝者には後ほどクルーズ無料ご招

待の機会もございますので、どうぞ皆様奮ってご参加ください。詳細および

参加資格につきましては、ホーランドアメリカラインのホームページをご参

照いただくか、フロントオフィスまでお尋ねくださいませ。

・†「りTT＝∵．王立工∵．†丁・．．



バックトタ　ブロ山ドウェイ

Backも㊥Broadway
午後8時・午後10時
フランス　ハルズ　ラウンジ，デッキ4＆5

子羊上ショールームのス

ター達がブこ三一一ドウェイ

＊ネプチューンズ・

午後4時45分一午後5時45分

午後7時一午後8時

午後9時一午後11時

オーシャンバー，デッキ5

＊ソロギタリスト・ギャリー

午後6時一午後9時

ピアノバー，デッキ5

＊アダージオ・午後7時一午後10時

エクスプローラーズラウンジ，

デッキ5

＊ピアニスト・リー・

午後9時
ピアノバー，デッキ5

フォーレンダムナイトクラブ・午後9時

クロウズネスト　デッキ9

午後卵寺－ボールルーム　ミュージック

午後11時半以降もパーティーは続きま

す。

川平湾＆八重山料理血石垣島
〝番琴だ石垣為に乗たら必ず苛めたい厳粛ポイユ／で琉　このツアーでば、月産弟野

クの帝櫛と虔靡やかを烈煮魚を虜賞できるグラスボハムボ」声で（Z）∬分の願をお

果しみいただきまれお食事の炭、バンナ公園を諮れ　斎衝妙や動線軌象　そして凄

くの点々までが「望できる丘から磯めをプ観穿いただけま琉

寄港地観光デスク　オープン時間

午前9時一午後12時半＆午後2時一午後6時



アメリカンスタイルのステーキ＆シーフードを格調高い

ダイニングでご提供いたします。

デッキ4

古きr＝　ご昼食：正午ヰ後1時
……Lt′′

ピナクルグリル お一人様あたり10ドルを申し受けます。

ご夕食：午後5時一午後9時

お一人様あたり29ドルを申し受けます。

本場の味をお届けする、イタリアンレストランです。

リド，デッキ8

ご夕食：午後5時半一午後9時半

お一人様あたり10ドルを申し受けます。

デッキ4＆デッキ5

（天顔を細左解語霊；ま苧芸語竺ブルが指定制となります

ロブテルタ～ムデイニンク｝
ご夕食1回目：午後5時45分、ご夕食2回目：午後8時
＊1回目の方は午後6時まで、2回日の方は午後8時15分ま

でにお入りください。

ビュッフェスタイルのカジュアルダイニングです。

リド，デッキ8

しき＿蕪㌧‾∴　＿＿＿
リドレストラン　　サンドイッチ＆サラダのみ：午前11時半一午後5時

ご夕食：午後5時半一午後8時

お夜食：午後10時半一午後11時半

竃蒜冒芸認諾課やプラ仰研けイドでお召し
テラス　グリルリド，デッキ8

午前11時半一午後6時

ヰピナクルグゲル／、カナレッ　のここ働、字顔一時～jF字硯ノ紛均静や伽朗坤で承クまれ

アフタヌーンティー

午後のアフタヌーンティーもしくはミルクをご一緒にいかがですか。
ロブ沖ダムタ÷イカゲ、デッキ5

午後3時

シップ＆セイバー

カリナリーアーツセンターのⅣ一打ラと一緒にこ夕

食前のひとときを楽しみませんか。

ビナク肋◆州特製シづ－ドⅣティとワインソムリエイ

ン丁による軋クトワインをこ用意してお待

ちしております。ケ◆ラスワインは一杯＄4

でのご提供となります。

エクスプローラーズラウンジ、デッキ5

午後5時

ハッピー

場所　　　　　　　　　　時間　　　アワー　デッキ

エクスプロレーショ　午前7時

ンズカフェ　　　　　　ー午後10時

リドバー　　　　　　午前8時半
一午後9時半

シービューバー　　　午前9時
一午後9時

オーシャンバー　　　午前10時　　　午後4時・　　5
一深夜まで　　午後5時

クロウズネスト　　　午前10時　　　午後4時一
一深夜まで　　午後5時．

午後10時一

午後11時

午後5時　　　　　　　　　　　5

－深夜まで

午後5時　　　　　　　　　　5

－深夜まで

エクスプロレーショ　午後6時

ンズラウンジ　　　　ー午後18時



ロ午前7時　　ラジオ体換

ロ午前7時　　モーニングストレッチ

ロ午前7時半　腹筋クラス

□午前8時　　太極拳レッスン

リドプールサイド

デッキ8

ロ午前8時　　ヨガクラス

ご参加費として、＄12必要です。

ロ午前9時　　見る＆遊ぶin台湾

こちらのセミナーの様子は終了後、船室内のテレビ

チャンネル26でもご覧いただけます。

口午前9時　　ナプキンアート＆ペーパーフラワー講座

カリナリーアーツセンターホストのバーバラとカナ

レットダイニングのスチュワードがアートナプキンの

折り方を紹介します。

ロ午前9時　　本日の数独をご用意しております。

□午前9時　　室内サイクリング

ご参加費として、＄12必要です。

クロウズネスト

デッキ9

クロウズネスト

デッキ9

フランス　ハルズ

ラウンジデッキ4

フィットネスセンター

デッキ8

フランス　ハルズ

ラウンジデッキ4＆5

カリナリ　ーアーツ

センターデッキ4

エクスプローラーズ

カフェ　デッキ5

フィットネスセンター

デッキ8

ロ午前10時　　美しくおいしい野菜のブーケ作り

あまりの美しさに驚くでしょう！シェフのフロイとカ

リナリーアーツセンターのホスト、バーバラが日にも

麗しい、食品を用いたデコレーションのしかたをデモ
ンストレーションいたします。

カリナリ　ーアーツ

センターデッキ4

口午前10時　　マージャンプレイヤーの集い

（スタッフの立会いはございません。）

□午前10時　　肉体改造ブートキャンプ！

ご参加費として、＄詭必要です。

ロ午前10時半　見る＆遊ぶin石垣島

ハドソン′レ一・・ム

デッキ5

フィットネスセンター

デッキ8

フランス　ハルズ

こちらのセミナーの様子は終了後、船室内のテレビ　　　ラウンジデッキ4＆5

チャンネル26でもご覧いただけます。

ロ午前11時　クッキング教室：ピナクルグリルのレシピ
ピナクルグリルのシェフ、フェリックスとカリナリー

アーツセンターのホスト、バーバラがピナクルグリル

のメニューから2つの料理をご紹介します。

□午前11時　OXtマルバツ）パターコルフ

ショーホスト　クリントンがご案内します。

□午前11時　　オパール　セミナー

□正午　　　プールサイドにてソロギタリスト、ギャリ一一の演奏を

お楽しみください。

Ⅲ午後1時　　引0β∞が当たる、ビンゴゲーム

ビンゴカードは午後1時より販売し、ゲームを開始しま

す。カード3枚＄25，カード6枚＄35です。

ロ午後1時　　チョコレート愛好者のための講座

カリナリーアーツセンターホストのバーバラがチョコ

レートトライフルの作り方をご紹介します。

□午後1時　　太極拳レッスン

□午後1時　　釦0ブラックジャック　トーナメント

フランス　ハルズ

ラウンジデッキ4

クロウズネスト

デッキ9

エクスプローラーズ

ラウンジ　デッキ5

リドプールサイド

デッキ8

フランスハルズ

ラウンジデッキ4

カリナリーアーツ
センター　デッキ4

クロウズネスト

デッキ9

カジノ　デッキ5



ロ午後2時

□午後2時

□午後2時

ロ午後2時

ロ午後3時

ロ午後3時

ロ午後3時

口午後3時

□午後4時

ロ午後5時

□午後5時

ロ午後5時

ロ午後7時

見る＆遊ぶin台湾

こちらのセミナーの様子は終了後、船室内のテレビ

チャンネル器でもご覧いただけます。

ワインティスティング　ナビゲーター

ワイン粕リエルコさが世界のワインをご案内します。ご参加には

＄15が必要です。

イエローエメラルド　ショーケース

貴重かつユニークな輝きを放つイエローエメラルドをご

繹介しております。

マージャンプレイヤーの集い

ダン沖ク●如ス●デスタース●ァ沖シー：ターンス粗ダンスコンへ○：

輝け

フォーレンタ～ムタやンサース÷とともにお送りします。

アフタヌーンティー

午後の紅茶をご一緒にいかがですか。

本日の映画上映：はやぶさ

ピラティス教室

ご参加には＄12が必要です。

無料足型分析（英語対応）

トータルボディ　コンディショニング

ワジャンシアター

デッキ4

ダイニングルーム

デッキ4

カジノバー

デッキ5

ハドソンル…ム

デッキ5

フランス　ハルズラ

ウンジ4

ダイニングルーム

デッキ5

ワジャンシアター

デッキ4

フィットネス

センター

デッキ8

フィットネス

センター

デッキ8

フィットネス

センター

デッキ8

シップもセイバー

椚刈づづセンターのハ○→ヾラ　と一緒にご夕食前のひととき

を楽しみませんか。ヒ○ナタルク寸リル特製シーフードハ’ティとワイン粕リ

エインコ寸によるセレ外ワインをご用意してお待ちしておりま

す。クやラスワインは一杯鮎でのご提供となります。

キャプテンによる祝杯

1回目のご夕食（午後5時45分）の方が対象です。

シャンパンをご提供させていただきます。

キャプテンによる祝杯

2回目のご夕食（午後8時）の方が対象です。

シャンパンをご提供させていただきます。

ロ午後7時半　本日の映画上映：はやぶさ

□午後8時　　ショータイム：バック　トク　ブロードウェイ

ロ午後9時　　ボールルーム　ミュージック

ショーホスト　クリントンがご案内いたします。

□午後10時　　ショータイム：パック　トク　ブロードウェイ

ロ午後10時　　本日の映画上映：はやぶさ

□午後11時半　パーティーはまだまだ続きます

ショーホスト　クリントンがご案内いたします。

エクスプローラーズ

ラウンジ

デッキ5

フランス　ハルズラ

ウンジ
デッキ4＆5

フランス　ハルズラ

ウンジ

デッキ4＆5

ワジャンシアター

デッキ4

フランス　ハルズラ

ウンジ

デッキ4＆5

クロウズネスト

デッキ9

フランス　ハルズラ

ウンジ

デッキ4＆5

ワジャンシアター

デッキ4

クロウズネスト

デッキ9



はやぶさ

PG：2時間20分

2003年に飛び立ち、小惑星のイトカワか

らサンプルの採取に成功した小惑星探査

機「はやぶさ」の挑戦を描いた壮大なド
ラマ。幾多の困難を乗り越え、世界初の

偉業を成し遂げた「はやぶさ」とJAXAの

物語に、きっと胸が熱ぐなるはず。

上演開始時間：午後3時、午後7時半、午後10時

ワジャンシアター，デッキ4

場所　　　　　　　　　　　　　　　時間　　　　アツ

エクスプロレーションズカ　午前8時一午後10時　　5

フェ　ライブラリー

ジム　　　　　　　　　　　　午前6時一午後9時　　　　8

フロントオフィス　　　　　　24時間　　　　　　　　4

日本語通訳待機時同　　午前6時ヰ後10時

スパ＆サロン

エステ

サウナ

医務室

医師診療時間

午前8時一午後10時　　8

午前8時一午後10時

午前8時一午後8時

午前8時一正午．午後2　1

時一午後6時

午前10時ヰ前11時，

午後5時一午後6時

リドプール

ジャグジー

ツアーデスク

午前7時一午後10時　　　＄

午前8時・午後10時

午前9時・午後12時半．　4

午後2時・午後6時
エイチ・アイ・エス＆

クルーズプラネット

ホスピタリティデスク午前7時ヰ後9時　　　3

寄港地案内デスク午前9時ヰ後12時乳　4

午後2時一午後6時

とごしこ亡訂
フォーマルナイトポートレイト撮影

今靡フォ声スクジオだて記念の

厚顔写貫をお綬クになクまゼ豆／カも

アトダウム，4＆5

午後5時一午後10時15分

グリMンハウススパ

クレオパトラ　トリートメント

本庁だ贋ク、ぎ26∫好きの全身スクラブこ

ラップ　マッサージの二ブースが封49でござ

いまれ彪請謁7∫勃野で琉

グリーンハウススパ、デッキ8

内線94番までご予約のお電話をください。

カジノ
本日のイベント

本β宇摩王勧〕ら2停学のノ野ブラックジャッ

ク声－ナメン声あ好摩いたしまれ　ご象卸

にぼぎ20．舛必要ですこ　夕／き磨きダ∫00あ好

けた小一ナメン／声フアイカ叫が行われま

れ　季紆帝にぼ♂古のユニ／クー「着て浪碧

しみいただけるスピンオフのブラック

ジャックが行われますこ．お挿ちの′オー梢∫

願マークで、かつ炭字凄jrr7またゐ拓－

rgの方にぼギブ声をご屠者Lてこおクま

琉
カジノ，デッキ5

カジノオープン時間　午前9時

テーブルオープン時間午前9時半

マルベララグジュアリーブティック

オーストラリアンオパール　セミナー
ノれノヾ「ル専用家吃）ケイ八がずぼらい・オース

声ラグア彦オソヾ－ソレをご激かいたしますニ

エクスプローラーズラウンジ，デッキ5

午前11時

シグネチャーショップ

腕時計スーパーセール
Cよねg均月〟わ紺，玩〝icね，丁も50fノなどのプラン／ダ

クオプチを易者70パーサJ／八卦釘才でこ凝斧

いたしますニ

シグネチャーショップ，デッキ5

午前9時一午後9時

インターネット

乗船歓迎インターネットスペシャルプランの
ご案内

棚野／α紛ぶんのご槽ス仁つき／仰分が態
劇で含まこね丁いるインターネットプラ．ンのご

超かぞダニ　ワイヤレスでのこ棚らねた
エリアでのみ裾で磨ること多ごア二評のラ

点、お求めください．＿農紛ィ．ンターネット
マネージャーにお尋ねください。甜い合わ

せ棚受ノナ付けてガリ芽ダニ
エクスプロレーションズカフェ、5

※スピードとアクセスはサテライトの援続状

況によります。

ファインアート

スポーツおよびアニメーションアートスペ

シャルセール

アメダカのスポーツイベJ／古記念品やアニ

メーシゴJ／仁興廃がおあクですかP忍ど協の

ア一　二コレクシgJ／の中から彪　をを仔　品品野

タカ　にて夜着させていただきますニ

アートギャラリー′デッキ4

午後1時一午後5時



2014年4月8日（火）

天気予報：：　　ところにより曇り

風向風速：　　北北東3ノット
気温：　　　　180C／64。F

日の出／日没：午前6時7分／午後6時45分

ドレスコード：　スマートカジュアル

ONLOCATI 石垣島に向けて航海中

ルーズにご乗船いただき、誠にありがとうございま
す。今回のクルーズを心ゆくまでお楽しみください。

（株）エイチ・アイ・エス

本日のハイライトは以下の通りです：

太極拳レッスン　午前8時
フランスハ／レズ　ラウンジ，デッキ4

香港からやってきたShuiYingMak（シウ・

イン・マック）先生から太極拳を学びましょ

う∩

見る＆遊ぶin那覇　午前9時
フランスハルズ　ラウンジ，デッキ4＆5

こちらのセミナーの様子は終了後、船

室内のテレビチャンネル26でもご覧い

ただけます。

台湾の歴史と観光　午前9時・午後2時
ワジャンシアター，デッキ4

こちらのセミナーの様子は終了後、船

室内のテレビチャンネル26でもご覧い

ただけます。

（株）クルーズプラネット

■ 配 給 rrt Lpナ �ご‾稗ンシ正 � � �妻▲＿－＿′ニ 扇！、r 七十∴ � ����� 
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■ �十，∴ ヰ‾∵ � � � �� �■畢二戸 ＿加＿j 
．キ藩，一 瓢憩一・ノ ��� �� � ��� 
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日本のニュース

お部屋のテレビのチャンネル39て“NHK

ワールドニュース（英語版），，、チャン

ネル45では“日本のラジオ”を放送中で

すので、どうぞお楽しみください。

ご存知ですか？
ホーランドアメリカラインは毎年何億ドルもの予算を投入して燃料消費削減

システムの導入をしています。一例をあげますと港に停泊中、我がグループ

船舶の大半は必要な電力を得るために二基のエンジンを使用しておりました
が、現在は一基のエンジンのみで必要な電力の供給をはかることが可能とな

りました。これはパワー効率向上によるものです。

亘FH＼吊．1．巾∴こ十十．．



川村　友乃

％monoKawamura
午後8時・午後10時
フランスハルズ　ラウンジ，　デッキ4＆5

本場イギリスで学び、

数々の寅に輝いたコン

ー豊　サ｝トピアニストの

サ′喪魅惑の調べを今夜、

噌遍　あなたにお届けします。
1－・l・＿ご

＊ネプチューンズ

午後4時45分一午後5時45分

午後7時一午後8時

午後9時一午後11時

オーシャンバー，デッキ5

＊ソロギタリスト・ギャリー

午後6時一午後9時
ピアノバー，デッキ5

＊アダージオ

午後7時一午後10時
エクスプローラーズラウンジ，

デッキ5

＊ピアニスト・リー

午後9時
ピアノバー，デッキ5

フォーレンダムナイトクラブ・午後9時

クロウズネスト　デッキ9

午後卵寺－ボールルーム　ミュージック

午後11時半以降もパーティーは続きま
す。

竹富島とユーグレナモール
石垣島

虚御3キロメー　ルぽど勿行者専従芽ながらの釘澄みがその夏着紅顔たれた痘約枚夢

題勿磨併存堵区です∴本プアーでぽこのユニークを町を水草卓で頻ったクご寿痺L藷

坑　その炭、′♂♂船上の腐協材j軒を虐カるユーグレナぞ－ツシ佑重湯慮仔務）でのお

貰い静　粛賓しみいただグるニフーズで琉

寄港地観光デスク　オープン時間

午前9時一午後12時半，午後2時一午後5時



P相打AHE 〆アメリカンスタイルのステーキ＆シーフードを格調高い

ダイニングでご提供いたします。

デッキ4
g日日　ご昼食‥正午一午後1時

ピナクルグリル　　＊お一人様あたり10ドルを申し受けます。

ご夕食：午後5時一午後9時

＊お一人様あたり29ドルを申し受けます。

本場の味をお届けする、イタリアンレストランです。

デッキ8

ご夕食：午後5時半一午後9時半

カナレット　お一人様あたり10ドルを申し受けます。

デッキ4＆デッキ5

ヌ重き芳豊吉ま警冨語竺プルが指定制となります：

ロッテげげイニげ　ご夕食1回目＝午後5時45分、ご夕食2回目：午後8時
＊1回目の方は午後6時まで、2回目の方は午後8時15分ま

でにお入りください。

ビュッフェスタイルのカジュアルダイニングです。

デッキ8

ご朝食：午前6時半一午前10時半

し吏≦疫諾告票器諾覧11時半ヰ後5時
リドレストラン　ご夕食：午後5時半一午後8時

お夜食：午後10時半一午後11時半

丁争∫′r憺咤や　ハンハ〇一が一，ホットドッグやフライトⅤテトをプー′けイドでお召し

息翔l諾いただけます0
テラス　グリル　午前11時半一午後6時

ピナクルグゲル、カナレブ八のご予紛、李励ノ啓～居辛の風脚静やイ牽紹朗4で承クまれ

‾ランダ王室流ティータイム

0世紀初頭イギリス王エドワードの時代に端を発するファッショナブルなティータイムの習慣に影響

r受けた前オランダ女王ウイルヘルミナは彼女流の上流階級向けハイティーの催しを好みました。ご
一緒にオランダ王室流のティータイムはいかがですか。

ユッテルダムダイニング，デッキ5　午後3時

プロの仕事紹介
キッチンツアー

フォーレンダムのキッチンでは1日に

12∞0食以上を用意していることをご

存知ですか？そのキッチンの裏側、プ
ロの仕事をご紹介するツアーです。

（お客様の安全のため、つま先の希わ

れた、ヒールのない靴でのご参加とな

ります。）
ロッテルダム　ダイニングルーム

デッキ4

午前10時半

（所要約15分）

ハッピー

場所　　　　　　　　　　時間　　　アワー　デッキ

エクスプロレーショ　午前7時

ンズカフェ　　　　　　ー午後10時

リドバー　　　　　　午前8時半
一午後9時半

シービューバー　　　午前9時
一午後9時

オーシャンバー　　　午前10時　　　午後4時一
一深夜まで　　午後5時

クロウズネスト 午前10時　　　午後4時一
一深夜まで　　午後5時，

午後10時一

午後11時

午後5時
一深夜まで

午後5時
一深夜まで

エクスプロレーショ　午後6時

ンズラウンジ　　　　ー午後10時



スポートご返却のご案内

客様のお部屋にパスポートご返却のお時間を記載した書類をお届けしております。お客

をお待たせしない為に、ご滞在のデッキ順に従ってのご案内となります。別紙をご参照

なりデッキ5、エクスプローラーラウンジへご案内の時間におすすみください。パス
ート引換証とクルーズカードを必ずご持参ください。

午前7時　　　ラジオ体換

午前7時　　　モーニングストレッチ

午前7時半　　腹筋クラス

午前8時　　　太極拳レッスン

午前8時　　　ヨガクラス

ご参加費として、＄12必要です。

午前9時　　　見る＆遊ぶ∩那覇

こちらのセミナーの様子は終了後、船室内のテ
レビチャンネル26でもご覧いただけます。

午前9時　　台湾の歴史と観光

こちらのセミナーの様子は終了後、船室内のテ
レビチャンネル26でもご覧いただけます。

午前9時　　本日の数独をご用意しております。

午前9時　　室内サイクリング

ご参加費として、＄ほ必要です。

午前10時　　マージャンプレイヤーの集い

（スタッフの立会いはございません。）

午前10時　　肉体改造ブートキャンプ！

ご参加費として、＄35必要です。

午前10時半　プロの仕事紆介：キッチンツアー

（所要約ほ分）

午前…寺　　バスケットボール　シュートゲーム

ショーホストクリントンがご案内します。

リドプールサイド

デッキ8中央

クロウズネスト

デッキ9

クロウズネスト

デッキ9

フランス　ハルズ

ラウンジデッキ4

フィットネス

センターデッキ8

フランス　ハルズ

ラウンジデッキ4＆5

ワジャンシアター

デッキ4

エクスプローラーズ

カフェ　デッキ5

フィットネスセン

ター　デッキ8

ハドソンルーム

デッキ5

フィットネスセン

ター　デッキ8

ロッテルダムダイニ

ングルームデッキ4

スポーツコート

デッキ9

午前11時　　オーストラリアン　パール　ショーケース

午前日時半　クッキングショー：カナレットの味

シェフジョセフとカリナリーアーツセンターホ

ストのバーバラがペンネ　ア　ラパスキオーラの

作り方をご披露します。

プールサイドミュージック

クレイグ＆HALキャッツバンドが演奏いたしま

す。

ホテルディレクターのクッキング教室

カリナリアーツセンターホストのバーバラがホ

テルディレクター・ジェームスディーリングを

迎えお好み焼きの作り方をご紹介致します。

午後1時 リングを使用した輪投げゲーム
ショーホストクリントンがご案内します。

マルベララグジュ

アリーブティック，

デッキ5

カリナリー　アーツ

センター　デッキ4

リドプールサイド

デッキ8中央

カリナリー　アーツ

センター　デッキ4

スポーツコート　デッ

キ9



ロ午後1時

□午後1時

□午後2時

□午後2時

□午後2時

ロ午後3時

□午後3時

ロ午後3時

口午後3時

口午後3時

ロ午後4時

ロ午後5時

ロ午後5時

ロ午後5時

太極拳レッスン

スロットトーナメント

ご参加費として、紀0必要です。

台湾の歴史と観光
こちらのセミナーの様子は終了後、船室内のテレビ

チャンネル26でもご覧いただけます。本日午前9時の

講義と同一の内容となります。

デンシげケげサ●スタース○ァブトシーダンス教室＆タ○ンスコ〆：

チげヤフォーレげげンサーがとともにお送りします。

マージャンプレイヤーの集い

（スタッフの立会いはございません。）

＄15．080が当たる、ビンゴゲーム

ビンゴカードは午後3時より販売し、ゲームを開始

します。カード3枚＄25，カード6枚＄35です。

オランダ王室流ティータイム

カクテルミックス講座
ご参加費として、＄12．50が必要です。

本日の映画：菊次郎

ピラティス教室

ご参加費として、‡12必要です。

無料足型分断美希対応I

Sin9lQ＄＆SotosG8tTog飢h即

シングルパーティー（お一人様参加の方の集いI

トータル　ボディコンディショニング

シップ＆セイバー

カリナリーアーツセンターのバーバラと一緒にご夕

食前のひとときを楽しみませんれ特製野菜のてん
ぷらとワインソムリエインゴによるセレクトワイン

（一杯4ドル）をご用意してお待ちしております。

□午後7時半　今晩の映画：菊次郎

ロ午後8時　　ショータイム：川村　友乃

数々の賞を受賞してきたコンサートピアニスト

ロ午後9時　　ミュージック＆ダンス

クレイグ＆HALキャッツバンドが演奏いたします。

□午後10時　ショータイム：川村　友乃

数々の賞を受賞してきたコンサートピアニスト

ロ午後10時 今晩の映画：菊次郎

ロ午後10時半　ミュージック＆ダンス

クレイグ＆HALキャッツバンドが演奏いたします

□午後11時半　パーティーはまだまだ続きます

ショーホスト　クリントンがご案内いたします。

クロウズネスト

デッキ9

カジノ　デッキ5

ワジャンシアター

デッキ4

フランス　ハルズ

ラウンジデッキ4

ハドソンルーム

デッキ5

フランス　ハルズ

ラウンジデッキ4

ダイニングルーム

デッキ5

カジノバー

デッキ5

ワジャンシアター

デッキ4

フィットネスセン

ターデッキ8

フィットネスセン

ターデッキ8

ピアノバー

デッキ5

フィットネスセン

ターデッキ8

エクスプローラーズ

ラウンジ　デッキ5

ワジャンシアター

デッキ4

フランス　ハルズ

ラウンジデッキ4＆5

クロウズネスト

デッキ9

フランス　ハルズ

ラウンジデッキ4＆5

ワジャンシアター

デッキ4

クロウズネスト

デッキ9

クロウズネスト

デッキ9



菊次郎
上映時間：2時間1分

この映画は菊次郎が夏休み中に母親を探

す物語です。それぞれの各章に分けられ
たかたちで綴られる、少年の夏休み日記

をご堪能ください。
上映開始時刻：午後3時、午後7時半、午後10時

ワジャンシアター　デッキ4

場所　　　　　　　　　　　　　　　時間　　　デッキ

エクスプロレーションズカ　午前8時一午後10時　　5

フェ　ライブラリー

ジム　　　　　　　　　　　午前6時ヰ後9時　　　8

フロントオフィス　　　　　　24時間　　　　　　　　4

日本語通釈待機時同　　午前6時一午後10時

スパ＆サロン　　　　　　　午前8時一午後10時　　8

エステ　　　　　　　　　午前8時・午後10時

サウナ　　　　　　　　　午前8時・午後8時

医務室

医師診療時間

午前8時一正午．午後　1

2時・午後6時

午前10時一午前11時．

午後5時一午後6時

リドプール

ジャグジー

ツアーデスク

午前7時一午後10時　　8

午前8時一午後10時

午前9時一午後12時　　4

半

午後2時・午後5時
エイチ・アイ・コニス＆

クルーズプラネット

ホスピタリティデスク午前7時年後9時　　3

寄港地案内デスク午前9時ヰ後12時　4

半、午後2時一午後5

時

マルベララグジュアリーブティック

トーマス・キンケイド展＆販売
キングイがによ各軍完蹄で細か倉掛軍

のコテージや労音などめ都会辟な層屠

齢その奔靡帝を斉の表舜力潜で錐屏

中のフアンを磨アしていまずも度の画

家1■としで政界中にそ招1名をとどろか

せ石炭の作品をご好になクませメノカも

アートギャラリー，デッキ4

午後1時一午後5時

インターネット

オンラインチャット

WWW，Meebo．comかwww．EBuddy．comの

いずれかのサイトで

WindowsLive／MSN仏IM〝ahoo！／Google

Talkのオンラインチャットをご利用いただ

けます。
24時間利用可能
エクスプロレーションズ　カフェデッキ5

※スピードとアクセスはサテライトの接続

状況によります。

カジノ

スロットトーナメント

本庁宇摩ヱ辟～2停学までのノ野スロブ声

八一ナメン　をを願いたします　ここ　加

にぼ郎0ガ必夢です　郎00あ酌ナ度

声－ナメン′ファイナルが行われます；

カジノ　デッキ5

カジノオープン時間　午前卵寺

テーブルオープン時間　午後卵寺半

タンザナイトショーケース
マルベラマネージャーののズィーがご案

内いたしまします。
マルベララグジュアリーブティック，

デッキ5　午後1時

シグネチャーショップ

高級ジュェリーイベント

題解0ノヾ一骨ン　劉紺のダイヤモンドとク

ンヂナイ　を本庁さらに川パーセン　劾紺

儒者いたしますニ
シグネチャーショップ，デッキ5

午前10時一午後10時

グリーンハウススパ

ToptoToe（全身トリートメント）

∫0分の全身マッサージに鮎、2∫分のアロ

マセタピーフェイシャルをお賓しみ下さ

り㌔トークルア∫分の彪禰讃j本庁に靡ク封jタ

ですも

クリーンハクススパ　デッキg　らしく／貨／キ

紗4番まで二等約のお虜茅をぐだきれ

フォトギャラリー

ブラックレーベル　スタジオ

プライベートでリラックスした雰囲気での

写真撮影は最もあなたらしい瞬間をとらえ
ます。ご予約の人数に限りがございます。

撮影は無料で、必ずご購入いただかなくて
はならないわけではございません。ブラッ

クラベルアーティスト・ダイアナにご用命

ください。

ご予約は3275番へお電話ください。

フォトギャラリー　デッキ4



2014年4月9日（水）

天気予報：　　ところにより曇り

風向風速：　　南東4ノット
気温：　　　　摂氏23度

日の出／日没：午前6時28分／午後7時4分

ドレスコード：　スマートカジュアル

石垣島入港時間：午前8時

最終乗船時間：午後3時45分

石垣島　日本

この度は、フォーレンダム・チャータ←クルーズにご乗船いただき、誠にありがとう

ございます。今回のクルーーズを心ゆくまでお楽しみください。

（棟）エイチ・アイ・エス　（株）クルーズプラネット

本日のハイライトは以下の通りです：

シップ＆セイバー　午後5時
エクスプローラーズラウンジ　デッキ5

カリナリーアーツセンターホストのバーバラ

と一緒にご夕食前のひと時を楽しみません

か？マッシュルームクロスティーニとワイン

ソムリエのインゴがセレクトしたワインをご

用意してお待ちしております。グラスワイン

は一杯＄4でのご提供となります。

スイーツバイキングスペシャル

午後10時半

アトリウム　デッキ3　＆4

今晩、とってもゴージャスなスイーツの写真

撮影はいかがでしょうか。
シェフによるチョコレートフォンデュ実演と

同時に、目にも麗しいスイーツをご提供させ
ていただきます。バースタッフによる多様な
シャンパンベースドリンクもございます。

（ドリンクは1杯＄5．95でのご提供となりま
す）。甘党の方、どうぞこの機会をお見逃し

なく！！

写真撮影タイム：午後10時15分から
スイーツバイキング：午後10時単一午後11時半

日本のニュース

お部屋のテレビのチャンネル39て“NHK

ワールドニュース（英語版），，、チャン

ネル45でぽ‘日本のラジオ”を放送中で

すので、どうぞお楽しみください。ま
た、テレビチャンネル40では船内放送

を聞くことができます。

ご存知ですか？
ホーランドアメリカラインが航海士訓練用に開発したコースのうち、クジラ

の種別認識に基づいて、その行動予測を可能にするプログラムは、アメリカ

海洋大気庁（NOAA）にその有効性を認められ、現在では世界中の船舶航行者
が航海中のクジラとの接触事故を避けるために利用しています。

・ザ守雄＝∵‥巨∴∴工こ。．二



アンフォデッタデル

Unforgettable
午後8時・午後10時
フランスハルズ　ラウンジデッキ4＆5

≦　わが洋上シ悠仁一ルーム

のスターたちが往年の

アメリカンヒットソン

グを歌うショーです。

あなたの若かりし日の

記憶を呼び起こしてく

れるかもしれません。

＊ネプチューンズ

午後4時45分一午後5時45分

午後7時一午後8時

午後9時一午後11時

オーシャンバー　デッキ5

＊ソロギタリスト　ギヤリー

午後6時一午後9時

ピアノバー　デッキ5

＊アダージオ

午後7時一午後10時
エクスプローラーズラウンジ，

デッキ5

＊ピアニスト　リー

午後9時
ピアノバー　デッキ5

フォーレンダムナイトクラブ

午後9時
クロウズネスト　デッキ9

午後9時－　カラオケ

午後11時一パーティーはまだまだ続き
ます。

故宮博物館・忠烈嗣
基隆（台湾）

姓屏㈱・貞節審Ⅵ）ひとつである炭宮脚へご寮申しますも歴史免支社達彦
メj著多く収めらあてかク必屈でダニ

寄港地観光デスク　オープン時間　午後5時一午後8時



‖…CLt〆
アメリカンスタイルのステーキ＆シーフードを格調高し

打て＝　ダイニングでご提供いたします。デッキ4。

ピナクルグリル 夕食：午後5時一午後9時

※お一人様あたり29ドルを申し受けます。

本場の味をお届けする、イタリアンレストランです。

デッキ8、夕食：午後5時半一午後9時半

お一人様あたり10ドルを申し受けます。

デッキ4＆デッキ5

ご朝食：午前7時半一午前9時

ご夕食は、時間とテーブルが指定制となります：

完璧多言語警是を芸窓芸若君諾方認諾時15分ま
ロッテげげイニげ　でにお入りください。

＊本日の昼食のご提供はございません。

ビュッフェスタイルのカジュアルダイニングです。

し主軸還憲琵荒日時半ヰ後5時
リドレストラン　ご夕食：カゾエアルディナー：午後5時半一午後8時

お夜食：午後10時半一午後11時半

ハンハ㌔一が－，ホットドッグやフライドポテトをプールサイドでお召し

て挙げ甘一虔互や　上がりいただけます。

翫瑚日誌時半ヰ後6時
テラス　グリル

■ピナクル／グゲル、カナレッ八のこ湖ぼ、字廊辟～丘字までの鳳舶密粛タ○ィ物朗4で承クまずも

アフタヌーンティー

午後のアフタヌーンティーはいかがですか。

ロッテげげイユダ、デッキ5　午後3時

シップ＆セイバー

カリナリーアーツセンターのバーバラと一緒

にこ夕食前のひとと尊を楽しみませんか。

マッシュルームクロスティー二とワインソム

リエインコによるセレクトワインをこ用意し

てお待ちしております。クラスワインは一杯

＄4でのこ提供となります。

エクスプローラーズラウンジ、デッキ5

午後5時

ハッピー

場所　　　　　　　　　　　時間　　　　アワー　　デッキ

エクスプロレーショ　午前7時

ンズカフェ　　　　　ー午後10時

午前8時半
一午後9時半

シービューバーー 午前9時
一午後9時

オーシャンバー

クロウズネスト

午前10時　　　午後4時・
一深夜まで　　午後5時

午後2時　　　午後4時一
一深夜まで　　午後5時．

午後10時一

午後11時

カジノバー　　　　　午後5時
一深夜まで

ピアノバー　　　　　午後5時
一深夜まで

エクスプロラーズラ　午後6時　　　　　　　　　　5

ウンジ　　　　　　　ー午後10時



i直島での日本出国審査につきまして

i垣港を出港する際に必要手続きの一環として午後2時から午後3時亜分までの閉
ざッキ5エクスプローラーズラウンジにて日本人出入国審査官との対面式審査が行わ

します。詳細につきましては、お部屋の方へお届けしました別紙（石垣での対面式出

す審査に関する重要なお知らせ）をご参照ください。手続きの際はパスポートとク
／－ズカードをお持ちください。その後の寄港予定地での審査を簡素化する為、お

声様のパスポートは審査が終了次第こちらで回収させて頂きます。出国審査終了後
と再び船外へ出ることはできませんのでご注意下さい。

午前7時　ラジオ体操

午前7時　モーニングストレッチ

午前7時半　腹筋クラス

午前9時　クッキングショー：スープスペシャル

カリナリーアーツセンターのホストバーバラ

リドプールサイドデッ

キ8中央

クロウズネスト

デッキ9

クロウズネスト

デッキ9

カリナリーアーツセ

ンター

が、おいしい冷製ラズベリースープと冷製マン　　　　　　デッキ4

コスパチヨの作り方を披露いたします。

午前9時　本日の数独をこ用意しております。　　　　　エクスプロレーショ

ンズカフェデッキ5

午前10時　麻雀をご用意しております。　　　　　　　　　　ハドソンルーム

デッキ5

午後2時　本日の映画：エリザベス：サ・コールテン・エイジ　　ワジャンシアター

デッキ4

午後2時　麻雀をご用意しております。

午後3時　アフタヌーンティー

午後4時　パーティ向けクッキング講座

カリナリーアーツセンターのホストバーバラが

パーティに最連な前菜、マッシュルームクロス

ティー二の作り方をこ紹介します。

ハドソンルーム

デッキ5

ダイニングルーム

デッキ5

カリナリーアーツセ

ンター　デッキ4



ロ午後4時　　無料足並分析英露対応‡

ロ午後4時　　卓球トーナメント

ショーホスト、クリントンがご案内します。

□午後5時　トータル　ボディコンディショニング

ロ午後5時　　シップ＆セイバー

カリナリーアーツセンターのバーバラと一緒

にご夕食前のひとときを楽しみませんか。
マッシュルームクロスティーことワインソム

リエインゴによるセレクトワイン（一杯4ド／叫

をご用意してお待ちしております。

ロ午後6時　　本日の映画：エリザベス：サ・コールテン・エイジ

□午後7時半　パチスロ教室

ロ午後8時　　ショータイム：アンフォグッタプル

□午後8時　　本日の映画：エリザベス：サコールテン・エイジ

口午後9時　　カラオケ

ショーホスト、クリントンがご案内いたしま

す。

ロ午後10時　ショータイム：アンフォグッタプル

ロ午後10時　本日の映画：エリザベス：サ・コールテン・エイジ

ロ午後10時半　スイーツバイキングスペシャル

今晩、とってもゴージャスなスイーツの写真撮影は
いかがでしょうか。

シェフによるチョコレートフォンデュ実演と同時に、目

にも麗しいスイーツをご提供させていただきます。バー
スタッフによる多様なシャンパンベースドリンクもござ

います。げリンクは1杯＄5．95でのご埠供となります）。甘

党の方、どうぞこの機会をお見逃しなく！！

写真撮影タイム：午後10時15分から
スイーツバイキング：午後10時半ヰ後11時半

口午後11時　パーティはまだまだ続きます

ショーホスト、クリントンがご案内いたしま

す。

フィットネスセン

ターデッキ8

シービュープール

デッキ8

フィットネスセン

ター　デッキ8

エクスプローラーズ

ラウンジデッキ5

ワジャンシアター

デッキ4

カジノ　デッキ5

フランス　ハルズ

ラウンジデッキ4＆5

ワジャンシアター

デッキ4

クロウズネスト

デッキ9

フランス　ハルズ

ラウンジデッキ4＆5

ワジャンシアター

デッキ4

アトリウム

デッキ3＆4

クロウズネスト

デッキ9



エリザベス：サ・コールテン・エイジ

PG－13上映時間：1時間42分

戯評彦膚し虎歴史．オ炉竺エリザベス』の

線度漁膨・廣棚仁屠厨君主
として生き石女摩エリザベス／鱈の甜お

よびその鰯稚ガを拙攻スケ「〟瑠

いと航銑スペイン屠言との如才讃智

者中で、榔－ソ「夙二彪7才カ丁

いく身分Jこ声窟う．資爛娩

ワジャンシアター，デッキ4

上映時間：午後2吼午後6時．午後8略午後10時

場所　　　　　　　　　　　　　　　時間　　　アツ

エクスプロレーションズカ　午前8時一午後10時　　5

フェ　ライブラリー

ジム　　　　　　　　　　　午前6時一午後9時　　　8

フロントオフィス　　　　　　24時間　　　　　　　　4

日本語通釈待機時間　　午前6時一午後10時

スパ＆サロン　　　　　　　午前8時・午後10時　　8

エステ　　　　　　　　　午前8時一午後10時

サウナ　　　　　　　　午前8時一午後8時

医務室　　　　　　　　　　午前8時正午，午後　1

2時一午後6時

医師診療時間　　　　　午前時ヰ前9隠

午後5時一午後6時

リドプール

ジャグジー

ツアーデスク

午前7時一午後10時　　8

午前8時・午後10時

午後5時一午後6時　　　4

エイチ・アイ・エス＆

クルーズプラネット

ホスピタリティデスク午前7時一午後9時

寄港地案内デスク午後5時一午後6時

インターネット

自分にご褒美スパパッケージ

戯・夢中・鯛ク・デコ〟／デ・屏挙
なお厨と．居甜クのマッゲージプラ

ンも　サーマン　スイ一声とフし「ル／のご河

鹿0分働∫含まれますも　声－タメ420

分のこ聯て奪川タでございまずニ

グリーンハウススパ　デッキ8　もしくは

内線94番までご予約のお電話を承ります。

ファインアート

美しきイタリアアート展＆販売
イタグアメスノオーナ鯛瀞のこ7レク
シタン、そして普遍村をこの屠勿美しき

を象野すす　れ柑らしい鑑みゆぐクβ叡好
いた戯画等を展示してお待ちして‘おクま

す，

アートギャラリー，デッキ4

午後6時一午後9時

カジノ

パチスロ　レッスン

本日午後7時半よりパチスロの遊び方を

学びませんか。引き続き参加無料のパ
チスロトーナメントも開催します。

レッスン／．・宇摩7停学

八一ナメンAJ字が辟一宇磯凱辟

カジノ　デッキ5

カジノオープン時間　午後8時頃

インターネットカフェからのお知らせ

β本の歳君によク、戯屏72マイル鯛のサ
テライト柳筑許すさめrガリません。ィ．ン

ターネットぱス励lら虎彪窟綬L戯ぐ
のノ訝ご初鰐でき夏せん。お客節亡ぼご密好多

確lするとと舌に、ご碓多おかノナいたし
夏すごと杏あ好押し上／犬君ダニ

マルベララグジュアリーブティック

チョコレートダイヤモンド
マルベラマネージャーののズィーがご

案内いたしまします。
マルベララグジュアリーブティック，

デッキ5　午後8時一午後10時

シグネチャーショップ

SeaofIceJewelryCollection（シーオブザア

イスシリーズ）

シーオブザアイスシリーズのジュェリー

を50パーセント割引で販売しておりま

す。

シグネチャーショップ，デッキ5

午後8時一午後10時

フォトギャラリー

ブラックレーベル　スタジオ
プライベートでリラックスした雰囲気での写

真撮影は最もあなたらしい瞬間をとらえま

す。ご予約の人数に限りがございます。撮影
は無料で、ご購入の強制はございません。ブ

ラックラベルアーティスト・ダイアナにご用

命ください。
ご予約は3275番にて承ります。

フォトギャラリー　デッキ4



2014年4月10日（木）

天気予報：　　　ところにより曇り

風向風速：　　　東北東4ノット

気温：　　　　　摂氏21度

日の出／日没：午前5時34分／午後6時13分

ドレスコード：　　スマートカジュアル

台湾入港：　　　午前7時

最終乗船時間：　午後1時半

台湾との時差調整の為、船内の時計が深夜2

時に1時間遅れますのでご注意ください。

（午前2時⇒午前1時）

義隆夕　台湾

この藍は、フォ叶レンダムもチャー一夕一一クル←ズにご乗船いただき、誠にありがとう

ごさい三す。今回のクルーズを心ゆくまでお楽しみください／

持畠　エイチモアイひエス　　描ミjク′レ一一一ズプラネット

奉行卵ハイライトは駁下の通りですこ

台湾出港セ♭モニーむ午後乳時半

リドプール，デッキ8中央

クレイグ＆ザ・キャッツの音楽とスペシャ

ルドリンクで台湾の出港風景をお楽しみく

ださい。

シ雲∫プ愚母イパー¢午後5時
エクスプローラーズラウンジ　デッキ5

カリナリーアーツセンターのバーバラと一

緒にご夕食前のひとときを楽しみません
か。ブルーチーズ、洋ナシのクロスティー
ニとワインソムリエのインゴによるセレク

トワインをご用意してお待ちしておりま

す。グラスワインは一杯＄4でのご提供とな

ります。

春日のご夕食∈ピュッフ封：

伝統のコこ　ニ三二　　ディディサ　　午後午　時時謂嚢。

リドレストラン，デッキ8

今夜は、インドネシア、フィリピンの伝統

的なお料理をお楽しみください。チキン・
ルンダン（鶏のココナッツ煮込み）、バピ

ケカップ（豚の甘醤油煮）、チキン・アド
ボ（鶏肉のマリネ）などをご提供致しま

す。

ご存知ですか？

ホーランドアメリカラインのドライクリーニングでは、ベルクロロエチレン

などの有害化学物質を使用していません。用材は全て果実由来の成分を使用

しています。

木し軋二二Lhか帖二、



忘れられないクラシッ

ク音楽の夜に参加しま

せんか。

‾二∴　　‥一・‾■一・二　二二　‥

午後昏時。午後閥時
フランスハルズ　ラウンジ　デッキ4＆5

＊ネプチューンズ

午後4時45分一午後5時45分

午後7時一午後8時

午後9時一午後11時
オーシャンバー　デッキ5

＊ソロギタリスト　ギャリー

午後6時一午後9時
ピアノバー　デッキ5

＊アダージオ

午後7時一午後10時
エクスプローラーズラウンジ，デッキ5

＊ピアニスト　リー

午後9時
ピアノバー　デッキ5

フォーレンダム　ナイトクラブ

午後9時
クロウズネスト　デッキタ

午後9時－ラインダンス

午後10時－カラオケ

午後11時－パーティはまだまだ続きます。

那覇観光
那覇

肩　でで慶　入京のある2カ所あ　れれ　すす　かつて鰍屠好であった艶釈遺著の煮男

顔を見学した炭、屏中心蔀の／‘あしびをアクネレッ声モー「ルソへご案痺しまれ　密葬
中の一彦ブラJ／杓かシタブどこ／クをお賓しみ　だき叛

寄港地観光デスク　オープン時間

午後3時一午後6時



川MCLE 〆　　　　　g rlJi

ピナクルグリル

アメリカンスタイルのステーキ＆シーフードを格調高し

ダイニングでご提供いたします。デッキ4。

ご昼食：正午一午後1時

※お一人様あたり10ドルを申し受けます。

ご夕食：午後5時一午後9時

※お一人様あたり29ドルを申し受けます。

本場の味をお届けする、イタリアンレストランです。

デッキ8、夕食：午後5時半一午後9時半

お一人様あたり10ドルを申し受けます。

（丸“，～ん∴器．一∵㍗黒詔叫
ロッテルタ○ムデイニンクさ

ご夕食は、時間とテーブルが指定制となります：

ご夕食1回目　午後5：45、ご夕食2回目　午後8時

＊1回目の方は午後6時まで、2回目の方は午後8時15分ま

ビュッフェスタイルのカジュアルダイニングです。

し主軸還莞莞崇荒時半＿午後5時
リドレストラン　ご夕食：エスニックディナー：午後5時半ヰ後8時

お夜食：午後10時半一午後11時半

T添r′r′藍やp　ハンハ〇一が－，ホットドッグやフライドポテトをプールサイドでお召し

∈行′紺　上がりいただけます0
、i㌧」　デッキ8

テラス　グリル　午前11時半一午後5時

＊ピナクルグゲル、カナレツ声のこ潮玖　手癖辟～jF字までの鳳舶虜窟タやィ署吟644で承クますも

シップ＆セイバー

カリナリーアーツセンターのバーバラと一緒にご夕食前のひとときを楽しみませんか。 ブルーチーズ、洋梨のクロ

ステイ一二とワインソムリエのインゴによるセレクトワインをご用意してお待ちしております。グラスワインは一杯

＄4でのご提供となります。

エクスプローラーズラウンジ，デッキ5，午後5時

午後5時

インドネシアン・ティーセ

レモニー

インドネシアのエキゾチックなティー

タイムをお楽しみください。
ケーキ、サンドウィッチもご用意して

おります。インドネシアの伝統衣装を

身にまとったウェイターと音楽をお楽

しみください。
ロッテルダムダイニング

デッキ5　午後3時

ハッピーア

場所　　　　　　　　　　時間　　　　ワー　　デッキ

エクスプロレーショ　午前7時一午後　－　　　　　5

リドバー　　　　　　午前8時半一午　－　　　　　8

シービューバー　　　午前9時一午後　－　　　　　8

オーシャンバー　　　午前10時一深　午後4時一午　　5

クロウズネスト　　　午後2時一深夜　午後4時4　　9

後5時，午後
10時一午後

日時

カジノバー　　　　　午後5時一深夜

ピアノバー　　　　　午後5時・深夜

エクスプローラーズ　午後6時・年後



藍要なお知らせ

台湾上陸の際はお部屋にお届けしている出入国印済みのパスポートコピーとクルー
ズカードをお持ちください。下船口にて入国審査官にご提示が必要です。

1時間時計をお戻しください（何時⇒柵時）
※台湾と日本には1時間の時差があります。

ラジオ体操

午前7時　　モーニングストレッチ

午前7時半　腹筋クラス

午前10時　麻雀をご用意しております。

午後1時　クリエ楯・アットシー：プッケチーク

カリナリーアーツセンターのバーバラが楽しいし織の

作り方を披露します。

午後1時半　オン9ロケーション

台湾出港セレモニー：クレイグ＆HALキャッツととも

に。

リドプールサイド

デッキ8中央

クロウズネスト

デッキ9

クロウズネスト

デッキ9

ハドソンルーム

デッキ5

ワジャンシアター

デッキ4

リドプール

デッキ8中央

午後2時　　ダンシげケげサ’スダイア如シー：タマンス教義＆ダンスコ　フランスハルズラウ

ンヘ’：フォックストロット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンジ

フオーレげげンサースヾとともにお送りします。　　　　　　　　　デッキ4

午後2時　　麻雀をご用意しております。　　　　　　　　　　　ハドソンルーム

デッキ5

午後3時　クイリング：細い樽に紙を巻きつけて作るペーパーク　　ワジャンシアター

ラフト

カリナリーアーツセンターのバーバラがクイリングを披

露します。

午後3時　　インドネシアンティーセレモニー

デッキ4

ダイニングルーム

デッキ5



□午後4時紀軋000ジャックポットビンゴ！

3枚で25ドル、6枚で35ドル。

ロ午後4時本日の映画：カサブランカ

□午後4時無料足型分析僕層対応I

ロ午後5時　シップ＆セイバー

カリナリーアーツセンターのバーバラと一緒に

ご夕食前のひとときを楽しみませんか。ブルー

チーズ＆洋梨のクロスティーニとワインソムリ
エのインゴによるセレクトワイン（一杯4ドル）

をご用意してお待ちしております。

ロ午後5時トータルボディコンディショニング

フランスハルズラウンジ

デッキ4

ワジャンシアター

デッキ4

フィットネスセンター

デッキ8

エクス醐ラウンジ

デッキ5

フィットネスセンター

デッキ8

伝統のエスニックディナー

今夜はインドネシア、フィリピンの

伝統的なお料理をお楽しみください。
チキン・ルンダン（鶏のココナッツ煮込

み）、バピケカップ（豚の甘醤油煮）、チキ
ン・アドボ（籍肉のマリネ）などを

ご提供いたします。

リドレストラン，デッキ8

午後5時30分一午後8時

□午後6時本日の映画：カサブランカ

□午後7時モンテカルロ・カジノ・ナイト

□午後8時　ショータイム：

バイオリニストカテリーナ・シコワ

ロ午後8時本日の映画：カサブランカ

□午後9時ラインダンス

ショーホスト、クリントンとご一言掛こ。

□午後10時ショータイム：

′くイオリニストカテリーナ・シコワ

ロ午後10時　カラオケ

ショーホスト、クリントンがご案内いたします。

□午後10時本日の映画：カサブランカ

□午後11時パーティはまだまだ続きます。

むヨーホスト、クリントンがご轟内いたします。

ワジャンシアター

デッキ4

カジノ

デッキ5

フランスハルズラウンジ

デッキ4＆5

ワジャンシアター

デッキ4

クロウズネスト

デッキ9

フランスハルズラウンジ

デッキ4＆5

クロウズネスト

デッキ9

ワジャンシアター

デッキ4

クロウズネスト

デッキ9



カサブランカ　　上映時間：1時間42分

姓界中の多くの人々に今なお穿きメZ厨子るノ、

グクツ働金字蓼／カサブタン矛ノを上
灰い足しますニ　スハーグ一、手ナス八　カメ

え慮乳　弄勅j二見享に鹿碧し、虜虜‘の娩画

牌叡痢／ク虚しますも

磨二次オ夢中の必厨そロタフ。ぎーロブノ瑞ク

威火を遜れ、中滋野・ポルイガ九′へのビザを

何とか手にスれようと人々メj凍れ避止′でい

え・‥。

紗空潜シーンぼ厨瘡に屠る名湯或

ワジャンシアター，デッキ4

上映開始：午後4時，午後6時，午後8時，午後10時

場所　　　　　　　　　　　　　　　時間　　　　デッキ

エクスプロレーションズカ　午り8時一　後10時　　5

フェ　ライブラリー

フィットネスセンター 午前6時一午後9時　　　8

フロントオフィス　　　　　24時間　　　　　　　4

日本語通訳待機時同　　午前6時一午後10時

スパ＆サロン　　　　　　　午前8時一午後10時　　8

エステ　　　　　　　　午前8時・午後10時

サウナ　　　　　　　　午前8時一午後8時

医務室　　　　　　　　　　午前8時一正午．午後　1

2時一午後6時

医師診療時間　　　　　　午前8時ヰ前9吼

午後5時一午後6時

午前7時一午後10時　　8

ジャグジー　　　　　　　　午前8時一午後10時

ツアーデスク　　　　　　　午後3時一午後6時　　　4

エイチ・アイ・エス＆ク

ルーズプラネット
ホスピタリティデスク

寄港地案内デスク
午前7時午後9時　　　3

午後3時ヰ後6時　　4

本日のスパ・スペシャル

ミックス＆マッチ

助野の声クートメJ／ニアースを

冴よク2つ、．お選び　だざれ
マッサーごろ／／き－ロとアンさ二二フ上イシサ

ル二．／ペノ←・さン／んスクラブ／／二ダフレクノロ

ジ」ン／訪ッハスβ－ンマツダージ

ー評印分のご和好て勤と汐で二割ぼれ

グリーンハウススパ　デッキ8

もしくは内線94番にて
ご予約のお電話を承ります。

マルベララグジュアリーブティック

HJ．ナムダー・ダイヤモンド

ひとつひとつ丁寧に手携署で解られる虜虜■

腰のデダィ′ンダイヤそン駕

マルベララグジュアリーブティック，

デッキ5　午後7時一午後10時

フォトギャラリー

せレブタデイ・ポ」′レイ八・スタジオ

フォーレン／ダム・こンぎーノグーソレス2
－「腐にご苫身のポー′レート睾碧を

鰯影しまぜ元／かア

アトリウム，デッキ5

午後8時45分一午後10時15分

インターネット

寄港留の暦好や寿好についてやお好みのス

ポーツチーム磯の行方まで、虜扉の
アブプデ」／・を八手しまLよう。／ヾブクッ

クユタアで邑アクセスできます　調謝イ
ユ／クーネタ♪マネジャーに．お厚い合わせて

だきれ
※接続や回線の伝送スピードは衛星回線の状態に

よります。

オープン24時間

エクスプロレーションズカフェデッキ5

ファインアート

選りすぐりのアートピース展示即売会
ピーター・マックスからアイザック・ター

カィ、クラスニヤンスキー、レンキフま

で、本船でしか手に入らないユニークな

アートコレクションを販売いたします。是

非ご覧ください。
アートギャラリー　デッキ4

午後6時一午後卵寺

シグネチャーショップノ

鶴泊フェア
靡智の美しいコレクシヲン碩々を虜ク冴

戌ました。ロシア・エノオテグーナ泉質の

働のノ野／をモチーフとしていますニ

シグネチャーショップ　デッキ5

午後4時一午後9時

カジノ

モンテカルロ・カジノ・ナイト
／－モンテカルロノをテーマとしたカジノイ

ベJ／H汽な賓しみぐだきれ　スペシャルが

グン／ク方一声に彪膚で細身鮎を当ててぐ
だきれ　字疫乃啓～宇摩㈱

カジノ　デッキ5

カジノオープン時間　午後3時15分頃
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2014年4月11日（金）

天気予報：　　晴れ
風光風速　　　　西5ノット

気温：　　　　摂氏24度

日の出／日没：午前6時10分／午後7時49分

ドレスコード：　スマートカジュアル

那覇入港：　　午前10時

最終乗船時間　　午後5時半

本日午前2時（木曜夜～金曜朝にかけて）に

台湾から日本への時差調整の為、お休み前に

時計を1時間進めてください。

件前2時⇒午前3時〉

那覇，沖縄
この度は、フォーレンダム・チャータークルーズにご乗船いただき、誠にありがとう

ございます。今回のクルーズを心ゆくまでお楽しみください。

（株）エイチ・アイ・エス　　（株）ク／レーズプラネット

本日のハイライトは以下の通りです：

シップ＆セイバー　午後5時
エクスプローラーズ　ラウンジ　デッキ∫

カリナリーアーツセンターのバーバラ

と一緒にご夕食前のひとときを楽しみ

ませんか？スプリングロール（春巻

き）とワインソムリエのインゴによる

本日のセレクトワインをご用意してお

待ちしております。グラスワインは一

杯4ドルでのご提供となります。

アジアンナイトマーケット

午後10時一午後11時半
リドプールサイド　デッキS中央

アジアのナイトマーケット（夜市）の

雰囲気をお楽しみ下さい。韓国風の
ヌードル、餃子、蒸しパンを始め、ア

ジアの屋台料理をご用意してお待ちし

ております。

日本のニュース

お部屋のテレビのチャンネル39で“N

HKワールドニュース（英語版）”、

チャンネル45では“日本のラジオ”を

放送中ですので、どうぞお楽しみ下さ
い。また、テレビチャンネル40では船

内放送を聞くことができます。

ご存知ですか？
ホーランドアメリカラインは、海洋保護を献身的に進める組織として知られる海洋保護協会

（www・m血批－COn£訂Va血mOrg）と協力し、海に関する教養と研究を支持しています。私たちの海

を守ることは地球のためだけではなく、私たちのビジネスにとっても必要不可欠なことであると

認識しています。

㊨比此md血は。



ダンストランス
ジュリアン・マンダーソン＆カルリー

ザ・キャンディ
午後8時・午後10時
フランスハルズ　ラウンジ　デッキ4＆∫

激しく躍動する脚さばきと移ろい

ゆくビートがつむぎだす熱い夜．

今宵、「ダンストランス」が情熱
の国へとあなたをお連れします。

スペインの闘牛場からブラジルの

カ叫ニバ／レまで、世界中で愛され

るラテンアメリカダンスの世界を

お楽しみください

＊ネプチューンズ

午後4時45分一午後5時45分，

午後7時一午後8時

午後9時一午後11時

オーシャンバー，デッキ5

＊ソロギタリスト・ギャリー

午後6時一午後9時

ピアノバー，デッキ5

＊アダージオ

午後7時一午後10時
エクスプローラーズラウンジ，

デッキ5

＊ピアニスト・リー

午後9時
ピアノバー，デッキ5

フォーレンダムナイトクラブ午後9時
クロウズネスト，デッキ9

クレイグ＆HALキャッツ

午後9時一音楽＆ダンス

午後10時半一音楽＆ダンス

清水でのオプショナルツアー
虜水の寄港吻乾宏オブンタブッシプアーだばまだ娩ゞ二割せず；棚・三尿の
超虜を動きあのや、そこからさら紅顔野の温泉へお凍れするコースあ戯評で琉ぼ
かに邑富士山の本宮濱願大老を虜だするコ一丁スなど　いガ房でしょ　カも戯紛わず

かで琉朋犀　夕方釣紆紆ア摩野分分　でで　撒断デスクてお申し逆夢ぐだき叛
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ピナクルグリル

讐賢
カナレット

アメリカンスタイルのステーキ＆シーフ←ドを格調高い

ダイニングでご提供いたします。

デッキ4

ご昼食：正午一午後1時

＊お一人様あたり10ドルを申し受けます。

ご夕食：午後5時一午後9時

＊お一人様あたり29ドルを申し受けます。

本場の味をお届けする、イタリアンレストランです。

リド，デッキ8

ご夕食：午後5時半一午後9時半

お一人様あたり10ドルを申し受けます。

デッキ4＆デッキS

G更〃鵬．～る′”三豊；、．て一里・二二二早隼帥∴・ごり一一：
ご夕食1回目：午後5時45分、ご夕食2回目：午後8時

＊1回目の方は午後6時まで、2回目の方は午後8時15分までにお入

りください。

＊本日はご昼食の営業はございません。

ビュッフェスタイルのカジュアルダイニングです。デッキ8

ご朝食：午前6時半一午前10時半

ご昼食：午前11時半一午後2時

サンドイッチ＆サラダのみ：午前11時半岬午後5時

ご夕食：午後5時半一午後8時

ロッテルタ◆ムデイニンク■

し主悪疫
リドレストラン　ァジアンナイトマーケット：午後10時ヰ後11時半

丁シ′′ノ‾一ピ・上〔‾や

了∴・・■十

テラス　グリル

ハンハしガ一，ホッげッダやフライドポテトをブー／けイドでお召し

上がりいただけます。

デッキ8

午前11時半一午後6時

’ピナクルグゲル、カナレブ八のご予約統午励辟～正字の鳳鹿西戯才やィ物納で承クまれ

アフタヌーンティー

ご一緒にアフタヌーンティーはいかがですか。

ロッテルダムダイニング．デッキ5

午後3時

アジアンナイトマーケット

アジアのナイトマーケット（夜市）の雰囲気

をお楽しみください。韓国風のヌードル、餃

子、蒸しパンを始め、アジアの屋台料理をご

用意してお待ちしております。

リドプールサイド，

デッキ8中央

午後10時一午後11時半

ハッピーア

ワー　　デッキ

5

場所　　　　　　　　時間

エクスプロレー　午前7時ヰ

ションズカフェ　後10時

リドバー　　　　午前8時半一

午後9時半
シービューバー　午前9時一午

後9時

オーシャンバー　午前10時一深　午後4時一午

夜　　　　　後5時

クロウズネスト　午後2時一深　午後4時一午

後5時．

午後10時一午

後11時

カジノバー　　　午後5時一深

夜
ピアノバー　　　午後5時一深

夜
エクスブロー　　午後8時一午

ラーズラウンジ　後10時



し国審査のお願い

愕覇到着時、乗船しているすべてのお客様は例外なく、港湾のターミナル
デル内において対面式の日本国入国審査を受ける必要があります。那覇で

；出かけにならず船内でお過ごし予定のお客様も同様です。お客様のパス
トトは、那覇上陸時のターミナルにおいて返却されます。その後、ク
／－ズ終了までご自身で保管していただきます。ターミナルへ下船してい

二だく時刻につきましては、船内放送にてお知らせ致します。詳しくは別

宅「那覇での対面式入国審査に関する重要なお知らせ」をご参照くださ
、。入国審査にあたっては次の2点をお持ちください：①クルーズカード、

）パスポートお預かり票。入国審査の進み具合によっては、お客様の上陸
ミ遅れることが予想されます。ご理解ご協力をよろしくお願い致します。

午前2時　時差調整の為、1時間時計を進めてください

（午前2時⇒午前3時）

午前7時　ラジオ体操

午前7時　モーニングストレッチ

午前7時半　腹筋クラス

午前9時　パン作り教室
パン職人のノルマンディーとカリナリーアーツセ

ンターのバーバラがシナモンロールの作り方をご

案内します。

午前9時　本日の数独をご用意しております

午前1即寺　クッキングデモンストレーション

カリナリーアーツセンターのバーバラがクラスト

パイとキッシュの作り方をご紹介します。

午前10時　麻雀をご用意しております

午後2時　麻雀をご用意しております

午後3時　アフタヌーンティー

リドプールサイド

デッキ8中央

クロウズネスト

デッキ9

クロウズネスト

デッキ9

カリナリーアーツセンター

デッキ4

エクスプロレーショ

ンズカフェデッキ5

カリナリーアーツセンター

デッキ4

ハドソンルーム

デッキ5

ハドソンルーム

デッキ5

ダイニングルーム

デッキ5



□午後3時

ロ午後4時

ロ午後4時

ロ午後5時

ロ午後5時

□午後6時

0午後8時

ロ午後8時

ロ午後9時

本日の映画：マンマミーア

ビーンバッグ投げ

ショーホスト、クリントンがご案内

無料足型分析（英帯対応I

トータルボディコンディショニング

シップ＆セイパー

カけリヤーツセンターのハモーハ÷ラ　と一緒にご夕食前の

ひとときを楽しみませんか。スアルク÷ロール（春

巻き）とワインソムリエのインコ寸によるセレクトワインをご用

意してお待ちしております。ク～ラスワインは一杯

＄4でのご提供となります。

本日の映画：マンマミーア

ショータイム：ダンストランス

ジュリアン・マンダーソン＆カルリーザ・キヤ

ンディ

本日の映画：マンマミーア

ミュージック＆ダンス

クレイグ＆HALキャッツバンドが演奏致しま

す。

ロ午後9時45分　ミニバカラ

ロ午後10時　　　ショータイム：ダンストランス

ジュリアン・マンダーソン＆カルリーザ・キヤ

ンディ

臼午後仰寺－　　アジアンナイトマーケット

午後日時半　アジアのナイトマーケット（夜市）の雰囲気

をお楽しみ下さい。韓国風のヌードル、餃

子、蒸しパンを始め、アジアの屋台料理をご
用意してお待ちしております。

ロ午後10時 本日の映画：マンマミーア

口午後10時半　ミュージック＆ダンス

クレイグ＆HALキャッツバンドが演奏致しま

す。

ロ午後11時半　パーティはまだまだ続きます。

ショーホスト、クリントンがご案内いたしま

す。

ワジャンシアター

デッキ4

クロウズネスト

デッキ9

フィットネスセン

ターデッキ8

フィットネスセン

ターノ　デッキ8

エクスプローラー

ズラウンジ

デッキ5

ワジャンシアター

デッキ4

フランスハルズ

ラウンジデッキ
4＆5

ワジャンシアター

デッキ4

クロウズネスト

デッキ9

カジノ　デッキ5

フランスハルズ

ラウンジデッキ
4＆5

リドプールサイド

デッキ8中央

ワジャンシアター

デッキ4

クロウズネスト

デッキ9

クロウズネスト

デッキ9



マンマミーア

PG－13　上映時間：1時間48分

70年代に一世を風廃したABBAの

ヒット曲を使った、本当の父親を

探す花嫁のストーリー。

ワジャンシアター　デッキ4
上映開始：午後3時，午後6時，午後8時．午後10時

準準
カジュアルポートレート

楽しくカジュアルなスタジオでのポート
レート撮影を是非お試し下さい。

アトリウム　デッキ5

午後5時一午後10時15分

カジノ

ミニバカラ

（アジアで人気のカードゲーム）

午後卵寺45分

1ドルのスクラッチカードでUX氾ドルが

当たるチャンス！

カジノ　デッキ5

カジノオープン時間午後9時45分頃

グリーンハウススパ＆サロン

天国への5つのステップ

背中・首・肩のマッサージ、シルクのような

肌を取り戻すためのボディエクスフォリ
エーション（剥離）、フットマッサージ、

ヨーロッパ式フェイシャル、頭皮マッサー

ジ通常価格179ドルのところ本日に限り119

ドルでお試し頂けます。

グリーンハウススパ　デッキ8　もしくは内

線糾番にてご予約のお電話を承ります。

場所　　　　　　　　　　　　　　時間　　　　デッキ

エクスプロレーションズ午前8時・午後10時　　　　5

カフェライブラリー

フィットネスセンター　午前6時年後9時　　　　8

フロントオフィス　　　　24時間　　　　　　　　　4

日本語通訳待機時間　　午前6時一午後10時

スパ＆サロン　　　　　午前8時一午後10時

エステ　　　　　　　午前8時一午後10時

サウナ　　　　　　　午前8時一午後8時

医務室　　　　　　　　午前8時一正午，午後2

時・午後6時

医師診療時間　　　午前8時年前9時．午

後5時・午後6時

リドプール　　　　　　午前7時一午後10時

ホットタブ

ツアーデスク

午前8時一午後10時

午後5時一午後6時

エイチ・アイ・エス＆

クルーズプラネット

ホスピタリティデスク午前7時ヰ後9時　　　3

寄港地案内デスク午後5時ヰ後6時　　　4

インターネット

インターネットカフェからのお知らせ
日本の規定により、沿岸12マイル以内のサテ

ライト利用は許可されておりません。イン
ターネットは入港直前から出港直後しばらく
の間ご利用できません。お客様にはご理解を

お願いするとともに、ご不便をおかけいたし
ますことをお詫び申し上げます。
エクスプロレーションズカフェ

デッキ5

マルベララグジュアリーブティック

現地の規制により、本日の営業はございませ
ん。明日（4月12日）の午前9時より営業を再

開致します。

シグネチャーショップ

現地の規制により、本日の営業はございませ
ん。明日（4月12日）の午前9時より営業を再

開致します。

ファインアート

現代の芸術家の作品展示と販売

誰が芸術は古くなければならないと言い始め
たのでしょうか。ピーター・マックス、ロメ

ロ・ブリット等、素晴らしい西洋の現代芸術家

の作品をご覧下さい。

アートギャラリー，デッキ4

午後6時一午後9時



2014年4月12日仕）

天気予報：　　晴れ時々くもり

風向風速：　　東南東4ノット
気温：　　　　摂氏18度
日の出／日没：午前5時40分／午後6時30分

ドレスコード：　フォーマル

清水へ向けて航海中

この度は、フォーレンダム・チャータークルーズに乗船いただき、誠にありがとうご

ざいます。今回のクルーズを心ゆくまでお楽しみください。

（株）エイチ・アイ・エス（株）クルーーズプラネット

本日のハイライトは以下の通りです：

見る＆遊ぶin清水　午前9時
フランスハルズラウンジ　デッキ4＆5

清水観光のハイライトとちょっとした
ヒントをお教えします。
この内容はお部屋のテレビのチャンネル26

にてレクチャー後放映の予定です。

下船説明会・午後2時
フランツハルズ　ラウンジ，デッキ4＆5

お部屋テレビの26チャンネルでも繰り

返し放映いたしますので、全員のお客

様のお越しは必要ございませんが、お

部屋のテレビにて1度は必ずご覧くだ
さい。

日本のニュース

お部屋のテレビのチャンネル39で
“NHKワールドニュース（英語版）”、

チャンネル45では“日本のラジオ”を

放送中ですので、どうぞお楽しみくだ
さい。

また、テレビチャンネル40では船内放

送を聞くことができます。

ご存知ですか？

ホーランドアメリカ社では、一隻あたり100万ドルを超える費用を投入し、港

に停泊中の船と港湾の電源供給設備とをつないで、電源の供給を受けること
のできる装置を各船に設置しています。世界中の港で電源供給の設備が整っ

てきたのに合わせ、私たちはすべての船にこの電源装置の設置を進めていま

す。

桓：H仙、ll．11、、。血山、。



アモーレAmore
午後6時半：ご夕食が2回目の方

午後8時：ご夕食が1回目の方
フランスハルズ　ラウンジ，デッキ4＆5

海の上のショールレ

ム◎スターたちととも

に、エレガントな夜を

お楽しみください。

＊ネプチューンズ

午後4時45分一午後5時45分

午後7時一午後8時

午後9時一午後11時
オーシャンバー，デッキ5

＊アダージオ　午後7時一午後10時
エクスプローラーズラウンジ，デッキ5

＊ピアニスト　リー

午後9時
ピアノバー，デッキ5 フォーレンダムナイトクラブ

午後9時

クロウズネスト，デッキ9
午後9時　　ボールルームミュージック

午後10時　ブラック＆ホワイト・ボー「ル

午後11時半　パーティーはまだまだ続きます

清水
4gJg好の潜水でのオブシタブソレプア一機酪三助野クがこ都債琉

斎潜磯案搾デヌクにて残席のあるプアーをご凝欝　ださ叛

魔好のあるうちだご弟紆いただくことを．お静めいたします／

ツアーオフィス

午前10時一正午亀午後2時一午後4時
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アメリカンスタイルのステーキ＆シーフードを格調高も

ダイニングでご提供いたします。

デッキ4

ご昼食：正午一午後1時、

ピナクルグリル　お一人様あたり10ドルを申し受けます。

ご夕食：午後5時一午後9時

お一人様あたり29ドルを申し受けます。

本場の味をお届けする、イタリアンレストランです。

リド，デッキ8

ご夕食：午後5時半一午後9時半
カナレット　　お一人様あたり10ドルを申し受けます。

デッキ4＆デッキ5

ご朝食：午前7時半一午前9時

戊♂あ勿左彬ご昼食：正午午後1時
DINING岬‘’M　ご夕食は、時間とテーブルが指定制となります：

ロッテルダムダイニングご夕食1回目　午後5：45、ご夕食2回目　午後8時

＊1回目の方は午後6時まで、2回目の方は午後8時15分ま

でにお入りくださいn

し皐．dや

ビュッフェスタイルのカジュアルダイニングです。

リド，デッキ8

ご朝食＝午前6時半一午前10時半

＊6時半から7時はコンチネンタル（冷たいお食事のみ

のご用意）でございます。

ご昼食：午前11時半一午後2時

リド　レストラン　軽食：11時半一午後5時

ご夕食：カゾユアげィト：午後5時半一午後8時

お夜食：午後10時半一午後11時半

て奉げ′p虚咤′p　ハンハ〇一が－，ホットドッグやフライドポテトをデー／けイドでお召し

覧長渕　上がりいただけます0
⊥㌧リド，デッキ8

テラスグリルル　午前11時半【午後6時

ピナクルグクル・カナレッ　の二物、手癖辟～居辛の鳳朗者彦夕子ィ物納で承クまれ

アフタヌーンティー

アフタヌーンティーはいかがですか。
ロッテルダムダイニング　デッキ5　午後3時

シップ＆セイバー

糾ナ㈹トの∧■rl●ラと一緒にご夕食前

のひとときを楽しみませんか。

利別のワカンとワイ某仏班のイカ●によるセレ外ウ

ルをご用意してお待ちしております。

ク勤ま十杯＄ヰでのご提供となります。

エクスプローラーズラウンジ

デッキ5　午後5時

場所　　　　　　　時間

ハッピーア

ワー　　　　デッキ
エクスプロ　　午前7時一午後

レーションズ　10時

カフェ

リドバー　　　午前8時半・午

後9時半

シービュー　　午前9時一午後

バー　　　　　　9時

オーシャン　　午前10時一深　午後4時ヰ後5

バー　　　　　　夜

クロウズネス　午前10時一深

卜　　　　　　　夜

カジノバー　　午後5時一深夜

ピアノバー　　午後5時一深夜

エクスブロー　午後6時一午後

ラーズラウン　10時

午後4時一午後5

時．

午後10時一午後

11時



午前7時　　ラジオ体操

午前7時　　モーニングストレッチ

午前7時半　腹筋クラス

午前8時　　ヨガ教室

ご参加費として＄12必要です。

午前9時　　見る＆遊ぶin清水

こちらのセミナーの様子は終了後、船室内のテレビ

チャンネル26でも繰り返しご覧いただけます。

午前9時　　本日の数独をご用意しております。

午前9時　　室内サイクリング

参加費として、＄12必要です。

午前10時　フラワーアレンジメント騰座

フロリストのプアジヤールとかJナリーアーツセン

ターのバーバラがご案内いたします。

午前10時　麻雀をご用意しております

午前10時　肉体改造ブートキャンプ！

ご参加費として、＄35必要です。

午前11時　Wiiスポーツ大会

ショーホスト、クリントンがご案内いたします。

午前11時　プールサイドにてソロギタリスト・ギヤI－の演奏を

お楽しみください。

午後1時　　タオルアート

カリナリーアーツセンターホストのバーバラとカナ

レットダイニングのスチュワードがタオルアートの

折り方を紹介します。

午後1時　　ゴルフ・チッビング

ショーホスト、クリントンがご案内いたします。

午後2時　　ONLOCAT暮ON下船説明会

終了後、船室内のテレビチャンネル26でも繰り返し
ご覧いただけます。

午後2時　　プレミアム・ワイン・ティスティング
ワインソムリエ・インゴがご案内いたします。

参加費として＄35必要です。

午後2時　　麻雀をご用意しております

午後3時　　アフタヌーンティー

午後3時　　ピラティス教室

ご参加費として＄12必要です。

リドプールサイド

デッキ8中央

クロウズネスト

デッキ9

クロウズネスト

デッキ9

フィットネスセンター

デッキ8

フランス　ハルズ

ラウンジ　デッキ4＆5

エクスプロレーション

ズ

カフェ

デッキ5

フィットネスセンター

デッキ8

カリナリーアーツセン

ター　デッキ4

ハドソンルーム　デッ

キ5

フィットネスセンター

デッキ8

クロウズネスト

デッキ9

リドプールサイド

デッキ8中央

カリナリーアーツセンター

デッキ4

リドプールサイド

デッキ8中央

フランス′Vレズラウンジ

デッキ4＆5

ピナクルグリル

デッキ4

ハドソンルーム

デッキ5

ダイニングルーム

デッキ5

フィットネスセンター

デッキ8



ロ午後3時　　＄25，000が当たるビンゴゲーム

3枚で＄25，6枚で＄35です。

□午後3時　　クルーズ旅行訓の視聴会

口午後3時　　カクテル辞座：プレミアムグレイダースマティーニ

ご参加費として25ドル必要です。

フランスハルズラウ

ンジデッキ4

ワジャンシアター

デッキ4

カジノバー

デッキ5

□午後4時　　本日の映画：サウンド・オブ・ミュージック

口午後4時　　無料足型分析（英語対応）

ロ午後5時　トータルボディーコンディショニング

□午後5時　　シップ＆セイパー

カけリーアーツセンターのハ〇一ハラと一緒にご夕食前のひ

とときを楽しみませんか。カリカリのワンタンとワインソムリエの

インゴによるセレ外ワインをご用意してお待ちしておりま

す。ダラスワインは一杯＄4でのご提供となります。

ロ午後5時　　レシピ・エクスチェンジ

これまでのクッキングデモンストレーションに登場し

たレシピのすべてを公開します。ぜひご自宅にお

持ち帰りください。

ロ午後6時半　ショータイム：アモーレ（ご夕食が2回目の方）

フォーレンダム・シンガーズ＆ダンサーズ

ロ午後7時　　本日の映画：サウンド・オブ・ミュージック

ロ午後8時　　ショータイム：アモーレ（ご夕食が1回目の方）

フォーレンダム・シンガーズ＆ダンサーズ

□午後10時　　ブラック＆ホワイトボール

「ブラック＆ホワイトボール」とは、ホーランドアメリカ

ばかりでなく、すべてのクルーズ客船やオーシャンラ

イナーで行われてきた、歴史あるイベントです。かつ

て「ブラック＆ホワイト・ボール」といえば、船長から

の「招待状」を受け取った、ごく少数のゲストのみに

参加が許された特別なパーティでした。現在では、

クルーズ船の船長たちが楽しみにしているイベントと

なっています。このイベントにすべてのお客様を、本

船の船長・ジェローエン・ペイジェンズがご招待いた

します。

ロ午後10時　　本日の映画：サウンド・オブ・ミュージック

□午後11時半　パーティーはまだまだ続きます。

ショーホスト、クリントンがご案内いたします。

ワジャンシアター

デッキ4

フィットネスセンター

デッキ8

フィットネスセンター

デッキ8

エクスプローラーズ

ラウンジデッキ5

エクスプローラーズ

ラウンジデッキ5

フランスハルズ　ラウ

ンジデッキ4＆5

ワジャンシアター

デッキ4

フランスハルズ　ラウ

ンジデッキ4＆5

クロウズネスト　デッ

キ9

ワジャンシアター

デッキ4

クロウズネスト　デッ

キ9



サウンド・オブ・ミュージック

上映時間：2時間55分

出演：ジュリー・アンドリューズ、クリスト

ファー・プラマ一

蹴ねた元虜居女が、オーストリアの
感触緒で、母家亡くした7人の子錯たち
の鹿野家居名ことノこ。しかし、紛らの頒ぼ

虐たいぽど欝好をしつけ家屋とLrいた。そ

んを中．好女ば訝㌘ヂ炭たちの心象好き、人

．生の蒸暦らしさ家伝虐rいく．

ワジャンシアター　デッキ4

上映開始：午後4時．午後7時．午後10時

アート購入最後のチャンス

ぜひこのチャンスを．和暦して素紛

ア一声を虎貧しでぐだきれ

彦鑑定ム二度虎ず／毒見謬しなく。

アートギャラリー　デッキ4

午後2時一午後即寺

シグネチャーショップ
ベラ・ベルリーナ・ヨーロピアン・ビー

ズ

虐詔の70％オフ／チャームやブレスレッ

井などィ、勿慮■いかがです由仁在庫が扮ぐ

な夕顔易膵アで琉
シグネチャーショップ、デッキ5

午前10時一午後1時

本クルーズ最後の免税販売となります。

カジノ

カジノで得た一賞金は必ず本β　何方ヱ2

βノの願帝までにキャッシャーにて

穿金に顔二金静いますもクルース：カード

につけることメ堕採ません　また、潜

水八鹿財産、カジノぼオープン／いたし

ません

カジノ　デッキ5

カジノオープン時間　午前卵寺

テーブルオープン時間　午前卵寺半

場所　　　　　　　　　　　　　　　　時間　　　　デッキ

エクスプロレーションズカ　午前8時午後10時　　　5

フェライブラリー

フィットネスセンター　　　午前6時
一午後9時

フロントオフィス

日本語通釈待機時間
スパ＆サロン

エステ

サウナ

医務室

医師診療時間

午前8時一午後10時　　8

午前8時一午後10時

午前8時一午後8時

午前8時一正午′午後　1

2時一午後6時

午前10時一午前11

時．

午後5時一午後6時

リドプール

ホットタブ

ツアーデスク

午前7時ヰ後10時

午前8時一午後10時

午前10時・正午．午

後2時一午後4時

エイチ・アイ・エス＆　　　午前7時一午後9時　　　3

クルーズプラネット

ホスピタリティデスク

寄港地秦内デスク　　　　午前10時一正午．午　4

後2時・午後4時

インターネット

洋上でWiFiをどうぞ！

鯛′ヾプサックヱノアでご苫身のⅥff　デノV
スを．お2好い打身クませ豆／カも　さまき等な癖好

者のプランから戯浮び鞍一足だ1ケますも

24時間利用可能
エクスプロレーションズ　カフェデッキ5

スピードとアクセスはサテライトの接続状況

によります

マ／レベララグジュアリーブティック

オーストラリアのパール展
ノ呼を離るヱレフグン′スと、穿代行′女鹿好

きを兼ね飢えパーソ叱
エクスプローラーズラウンジ　デッキ5

午前10時一午後1時

グリーンハウス　スパ＆サロン

三種類のトトけントをお楽しみ下さい（各20分）

次の♪グーカメJ／声のうちからβつを戯浮び

だきれ　フグ声＆アユ／クルマッサーシ7ス

パ・フェイシャ／¢／ネック＆う／ぎノレダーマッ

サーシダライム＆ジJ／ジャーイボデ才・エクスク

オグエーエ／ゴング首＆背中のオブネス八一J／

マッサー武

居柘0分て99鍔鶴

グリーンハウススパ、デッキ8、もしくは94

番までご予約のお電話をください。

フォトギャラリー

クルーズ旅行DⅧ視聴会

フォ声チームよククルーズ冴行を鹿靡七度

かⅥ）をプ声こ凝暦の二第沖ですも戯潜中のハ

イライ声シーJ／と寄港密での灰象が含まれて

おクます；ぜひこ貫　だきれ

午後3時　ワジャンシアター　デッキ4
フォトギャラリー

オープン時間：午前9時一午後11時

i
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2014年4月13日（日）

天気予報：　ところにより曇り

風向風速：　西北西4ノット

気温：　　　摂氏14度

日の出／日没：午前5時18分／午後6時14分

ドレスコード：　スマートカジュアル1

清水入港：午後2時

最終乗船時間：午後9時半

ONLOCATION　清水誹本

この度は、フォーレンダム・チャータークルーズにご乗船いただき、誠にありがとうございます。

下船もまもなくとなりましたが残りのクルーズを心ゆくまでお楽しみください。

（株）ェイチ・アイ・エス　　（株）クルー－ズプラネット

本日のハイライトは以下の通りです：

アジアの美食午前10時

カリナリーアーツセンター，デッキ4

ショーシェフのダンとカリナリーアーツセ

ンターのバーバラがホタテの酒蒸しと胡麻

焼きの作り方をご紹介いたします。

ダンルタ○　舛ス○　サ～　スタース●　ァブト　シー　フィナーレ

午前11時
フランスハルズ　ラウンジ　デッキ4＆5

フォーレンダムのショーキャストが奏でる

音楽とダンスの祭典。ファイナリストの4名
のお客様がステージへと誘われ、“Dancing

With the Stars At Sea（タ○ンシンク○　ウイス～サ○

スタース○ァットシー）カ　のチャンピオンが決まり

ます。

清水入港パーティ午後1時
リドプール　デッキ8中央

クレイグ＆HALキャッツが演奏いたしま

す。フレンドリーなバースタッフが作

るスペシャルドリンクと共に清水入港

までお楽しみください。

スペシャルメニュー：世界の味巡り

午後5時半一午後9時

リドレストラン，デッキ8

世界の名物料理をこの機会に味わってみま

せんか。アメリカ風バーベキュー、ジャマ

イカ風チキン、ハワイ風魚料理、地中海風

ラムなどをご提供します。

∴＋∵十至二三
フィリピンクルーショー　午後10時半
フランスハルズ　ラウンジ　デッキ4＆5

フィリピンクルーが母国の伝統音楽、歌

やダンスを披露します。是非この機会に

美しいフィリピンの文化に触れてくださ
い｛

ご存知ですか？
ホーランドアメリカライン社は船舶における汚水浄化システムのパイオニア

です。本船では、海水に排出される汚水を、陸上で稼働している汚水処理シ
ステムのレベル以上で浄化しています。

藩冊1∴訂1．．・。雨止鉦



フィリピンクルーショー
午後10時半
フランスハルズ　ラウンジデッキ4＆5

フイ■リピンクルーが母国の伝統音

楽、歌やダンスを披露します。

ぜひこの機会に美しいフィリピン

の文化に触れてください。

＊ネプチューンズ

午後4時45分一午後5時45分

午後7時一午後8時

午後9時一午後11時
オーシャンバー，デッキ5

＊ソロギターリスト　ギャリー

午後6時一午後9時
ピアノバー，デッキ5

＊アダージオ　午後7時一午後10時
エクスプローラーズラウンジ，デッキ5

＊ピアニスト　リー

午後9時
ピアノバー，デッキ5

フォーレンダムナイトクラブ

午後9時

クロウズネスト，デッキ9
午後9時　　　ミュージック＆ダンス

午後11時半　“接岸まで踊り明かそう！”

BSll『世界豪華客船紀行』撮影取材

本船に乗船取材敢行中のBSll取材クルーですが、乗船中のお客様の温かい

ご支援とご協力のおかげで、順調に撮影を続けることができております。

今回、取材した番組の放送予定日は、6月19日（木）、26日（木）の午後8

時～となります。旅の思い出とともに、ぜひ番組もご覧ください！

放送局：　BSllチャンネル

番組名：　「世界豪華客船紀行」
放送時間：毎週木曜日、午後8時～午後8時54分

制作協力：株式会社クルーズプラネット



アメリカンスタイルのステーキ＆シーフードを格調高い

ダイニングでご提供いたします。

デッキ4

JJ　ご昼食：正午一午後1時
pl……／

g rlJJ

ピナクルグリル

●無筆

カナレット

＊お一人様あたり10ドルを申し受けます。

ご夕食：午後5時一午後9時

＊お一人様あたり29ドルを申し受けます。

本場の味をお届けする、イタリアンレストランです。

リド，デッキ8

ご夕食：午後5時半一午後9時半

お一人様あたり10ドルを申し受けます。

天彪吻左解き聖霊；認諾芸前9時
MNGkooM　ご夕食：午後5時半一午後9時半

ロッテルダムダイニング　＊本日のご夕食は自由席となります。営業時間内のお好き

な時間にお越しくださいn

ビュッフェスタイルのカジュアルダイニングです。

州寸，デッキ8

ご朝食：午前6時半一午前10時半

lde）＊議車から7時は三言≠ネ▼ンタル式朝食のご提供です
r？Stdl「dnt　ご昼食：午前11時半一午後2時

軽食：午前11時半ヰ後5阻
ご夕食（世界の味巡り）：午後5時半一午後9時

お夜食：午後10時半一午後11時半

Lid
リドレストラン

一極r汀′壷呼野　ハンハ」が一，ホットドッグやフライトⅤテトをデー／けイドでお召し

∴√∴
テラスグリル

上がりいただけます。

リド，デッ軸

午前11時半一午後5時

＊ピナクパ／グゲル、カナレッ声のご予府玖　碩辟～居辛の鳳ノ紛痺裔露タぐィプ裾朗坤で承クますも

アフタヌーンティー

アフタヌーンティーはいかがですか。

ロッテルダムダイニング　デッキ5　午後3時

世界の味巡り

世界の名物料理をこの機会に味
わってみませんか。アメリカ風

バーべキュ←、ジャマイカ風チキ

ン、ハワイ風魚料理、地中海風

ラムなどをご提供します。

リドレストラン　デッキ8

午後5時半一午後9時

場所　　　　　　　　　時間　　　ハッピーアワー　デッキ

ェクスプロレー　　午前7時ヰ後10　－　　　　　　　　5

シヨンズカフェ　　時

リドバー　　　　　午前8時半一午後　－　　　　　　　　8

9時半

シービューパー　　午前9時・午後9　－　　　　　　　　8

時

オーシャンパー　　午前10時・深夜　午後4時一午後5時　　5

クロウズネスト　　午後2時一深夜　　午後4時一午後5　　　9

時，

午後10時・午後11

時

カジノバー　　　　午後5時・深夜　　－　　　　　　　　5

ピアノバー　　　　午後5時一深夜

エクスブロー　　　午後6時ヰ後10

ラーズラウンジ　　時



□午前7時　　ラジオ槻

□午前7時　　モーニングストレッチ

ロ午前7時半　腹筋クラス

ロ午前9時　　ケーキのデコレーション講座

エクゼクティプペーストリーシェフの

ジョーズとカリナリーアーツセンターの
バーバラが、ケーキのデコレーションをご

紹介します。

□午前10時　アジアの美食

ショーシェフのダンとカリナリーアーツセン

ターのバーバラが、ホタテの酒蒸しと胡麻焼

きの作り方をご紹介します。

ロ午前10時　麻雀をご用意しております

リドプールサイド

デッキ8中央

クロウズネスト

デッキ9

クロウズネスト

デッキ9

カリナリーア脾
デッキ4

カリナリーア」ツセンター

デッキ4

ハドソンルーム

デッキ5

DanclngWiththeStarsatSeaFinale
タ寸ンシンダウイスやダスタースやァ再シー　ブイトレ

j　フォーレンク込のシターキナスんが秦で場者架せタンスの

二条亀　プアイナダス村名のお香様がステージへと磨わ

カー、切離C加わ地頭e∫ね乃ノ托5毎伊ナノ労クやク〝小が

新ナろ・／汁　ノ”のチャンピオンガ硬貨クまれ

フランスハルズラウンジ　デッキ4＆5

午前11時

ロ午後1時クッキングデモンストレーション

カリナリーアーツセンターのバーバラがチョコ

レートとレーズンのパンプディングの作り方を

ご紹介します。

□午後1時清水入港パーティー
リドプールデッキS中央

クレイグ＆HALキャッツが演奏いたします。

リドプールサイド

デッキ8中央

リドプール

デッキ8中央



ロ午後2時　　麻雀をご用意しております

□午後3時　　アフタヌーンティー

口午後4時　　本日の映画：ティファニーで勒食を

ロ午後4時　　無料足型分析（英語対応I

□午後5時　　トータルボディコンディショニング

ロ午後6時　　本日の映菌：ティファニーで朝食を

ロ午後8時　　本日の映膏：ティファニーで朝食を

□午後9時　　ミュージック＆ダンス

クレイグとHALキャッツバンドが演奏致し

ます。

ロ午後10時　本日の映画：ティファニーで朝食を

□午後10時半　ショータイム：フィリピンクルーショー
フィリピンクルーが母国の伝統音楽、歌やダ

ンスを披露します。是非この機会に美しい
フィリピンの文化に触れてください。

ロ午後11時半　α接岸まで粍り明かそう！升

ショーホスト、クリントンがご案内いたしま

す。

ハドソンソレーム

デッキ5

ダイニングルーム

デッキ5

ワジャンシアター

デッキ4

フィットネスセンター

デッキ8

フィットネスセンター

デッキ8

ワジャンシアター4

ワジャンシアター

デッキ4

クロウズネスト

デッキ9

ワジャンシアター

デッキ4

フランスハルズ

ラウンジ

デッキ4＆5

クロウズネスト

デッキ9



ティファニーで朝食を

上映時間：1時間54分

大都会ニューヨークでリッチな男性との結婚を

夢見るアパート暮らしの若いヒロイン（オード

リー・ヘプバーン）がさまざまな問題を乗り越

え、真実の愛にたどり着くまでをコミカルかつ

繊細に描き出したラブストーリー。

ワジャンシアター，デッキ4

上演開始：午後4時、午後6時、午後8時、午後10時

場所　　　　　　　　　　　　　　　時間　　　　デッキ

エクスプロレーションズカ　午前8時午後6時　　　　5

フェライブラリー

フィットネスセンター

フロントオフィス

日本籍通訳待機時間
スパ＆サロン

エステ

サウナ

医務室

医師診療時間

午前6時　　　　　　　　8

一午後9時

24時間　　　　　　　　4

午前6時一午後10時

午前8時・午後10時　　　8

午前時ヰこ後10時

午前8時一午後8時

午前8時一正午．　　　1

午後2時一午後6時

午前時一午前9時．

午後5時一午後6時

リドプール

ホットタブ

ツアーーデスク

エイチ・アイ・エス＆

クルーズプラネット

ホスピタリティデスク

寄港地案内デスク

午前7時一午後10時　　　8

午前8時一午後10時

午前10時・正午　　　　　4

午前7時一午後9時　　　　3

午前10時・正午　　　　4

インターネット

本日のスパスペシャル

¢スパで安らぎパッケージガ

背中、夢二眉のマッサージ

好感フ上インサル少スノふヾデ才手エア

ー評7∫分で餌0タ

グリーンハウススパ　デッキ8　もしくは内線

94番にてご予約のお電話を承ります。

マルベララグジュアリーブティック

現地の規制により、本日以降の営業はご
ざいません。

フォトギャラリー

あなただけの特別なクルーズDVD

プロの編集によるクルーズのDVDは船

内でしかご購入出来ません！

是非この機会をお見逃しなく！

船内、寄港地、クルーズ裏話のほか、

アジアの美しい風景がおさめられてい

ます。

本日フォトギャラリーのデッキ4にてお

買い求めください。

フォトギャラリーデッキ4

午前卵寺一午後2時

インターネットカフェからのお知らせ

日本の規定により、沿岸12マイル以内のサ

テライト利用は許可されておりません。イン

ターネットは清水港直前から出航直後しばら

くの間ご利用できません。お客様にはご理解

をお願いするとともに、ご不便をおかけいた

しますことをお詫び申し上げます。

ファインア一一ト

アートギャラリー，デッキ4

午前10時一午後1時

シグネチャーショップ

現地の規制により、本日以降の営業はござい
ません。

カジノ

現地の規制により、本日以降の営業はござい
ません。
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