
午後 1時 30分よりご入室いただけます。客室ホス トがお

部屋の準備 を整える間、青い仕切 り紐は取 り外 さないで

ください。
室内金庫

お部屋には金庫が備わっています。金庫内に使用方法説明

書がございます。
スーツケース

客室ホス トが午後 5時 30分までにお部屋へお届けいた

します。
キー・ トゥ 。ザ・ワール ド カー ド Key to the lA/o‖ d

Card
O～ 9歳のお子様のキー・ トゥ 。ザ・ ワール ド・カー ドに

は、船内でのお買い物や有料サー ビスの支払い機能はつい

ていません。 もし0～ 9歳のお子様のルームキーカー ドに

この支払い機能をつけておきたい場合には、デ ッキ 3 船

中央部にあるゲス トサー ビスでお手続 きください。カー ド

は鍵、バ ッテ リー、携帯電話、磁気カー ドなどの金属製品

か ら離 して保管 して くだ さい。

携帯電話サー ビスについて

ほとん どのキャ リアの携帯電話や ワイヤ レスPDAは客室で

ご利用いただけます。料金はご利用のワイヤ レスプロバイ

ダにより異な ります。また一般に国際ロー ミング料金が課

されます。デー タのダウンロー ドなどに関連 して予想外の

料金が課金 され るのを避 けるため、そ してバケーシ ョンを

最大限楽 しむために、ワイヤ レス機器 は切つておかれ るこ

とをおすすめいた します。

本Hのお食事

昼食

エンチャンテッド・ガーデンEnchanted Garden― デッキ2 船

の中央部―乗船から2:00pmま で。

カバーナCabanas― デンキ11 船の後方―乗船から3:15pmま で。

フロズ・ヵフェFlo's Ca“ ―フォルモアズ・フェィバリット

Filmores Favontes、 ルイジーズ・ビッツァエリア Luigi's

Pizzena、 トウ・マスターズ・グリル Tow Mater'sG‖ ||:乗船時に

オープン

夕食

5:45p.m.― ファス ト・シーティング、8:15p m― セカンド・シーテ

ィング

お食事スケジュールの詳細につきましては、お手持ちのダイニングチ
ケットをご覧ください。レス トランヘは、ダイニングチケットをご持
参ください。
夕食は、並ばずにお楽しみいただけます。
グルーズご乗船中、レス トランでは毎晩指定時間にお席をご用意して
おります。
お食事スケジュールの変更
午後 1時～ 3時 15分 にデッキ4 船の中央部にあるディー・ラウンジ

Roya′ C。

“
札 デッキ3 船 中央部.

また、午後 3時 30分～4時 30分にはお電話にて承りますので、7-

1831ノ 7‐ 1832/7‐ 1833ま でおかけください。

パ ロとレミーの ご予約Palo&Remy
(18歳 以上のゲス トのみ、短パ ン、ジー ンズ不可 )

パロのご予約 Paro… 夕食とシャンパンブランチのご予約は、デッキ
12船後方にて午後1時～3時 15分 に承ります

レミーのご予約 Relmy― ご予約は、デッキ12船後方にて午後
1時～3時 15分に承ります

午後3時15分以降のご予約は、パロは7・9735、 レミーは7‐9734ま でお電話で、ボ
イスメールにメッセージをお残しください。

見逃 さないで
セーリング・アウェー Sa′″ng Away―
デッキH船 中央部にあるデッキステージにて-4:30p m

ポー ト・ア ドベンチャー・デスク

PorfД dyerlfures Desk― デジキ5船中央部-1200p m～ 300p.m.と 430p m.～ 8:30p.m

センスズ・スパ・アン ド・サロン

Senses Spa a"d SarOn_デ ッキ11船前方―ご利用とご予約は11:30a m.

～3:30p m と、 4:30p.m -10:00p m

飾 りつけを してクルーズをお祝い しよう

デッキ3船中央部のゲストサニビネでは、種類豊富な飾りつけ用デコレーションを
販売 しています。

インターネット

ご乗船中にアイヤレス・インターネットをご利用いただけます。ご利用方法は客室
にある説明書をご覧ください。さらに詳しくはゲストサービスにおたずねくださ
い 。

―ム号へよう

―ム号の船の旅を最高に楽しんでいただけますよう、クルーズ中のお役立ち情報をご案内させていただきます。ご乗船当日客室

ユース・アクティビティ

イ ッツ・ア・ スモール・ ワール ド

′ft A Sma″ Иわrrd― デッキ5船中央部―登録手続
12:00p m ～ 3:00p m と、 4:30p m -6:00p m
オセアニア・ クラブ

Oceaneer Club― デッキ5船 中央部―登録手続
12:00p m～ 3:00p mと 、 4:30p m-6:00p m
3歳～10歳 が対象)

オセアニア・ ラボ

Oceaneer Lab― デ ッキ5船中後方―登録手続
12:00p m～ 3:00p m と、 4:30p m ～6:00p m
3歳～10歳 が対象)

エ ツジ

Edge―デッキ13船 中央部 (H歳～13歳 が対象 )

オープンハウス 12:00p m～ 3:00p mと 、
4:30p m ～6:00p m
バイブ

Vibe―デッキ4船前方 (14歳 か～17歳 が対象

オープンハウス 12:00p m～ 3:00p mと 、
4:30p m ～6:00p m
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ファミリー向けのクルーズ・イベン ト

タオル・アニマルの折 り方教室 Animal Towel Folding:

ディー 。ラウンジーデッキ4 船中央部

毎晩客室で迎えてくれる可愛いタオル・アニマルの作り方を、ハウ
スキーパーさんから習いましょう。

誰でもできる料理教室 AnyonO Can Cook:デ ィー・ラウン

ジ…デッキ4 船中央部
当船のギャレーからあなたのキッチンヘ。シェフがおいしい料理の

作りかたをご紹介します。

海賊の暮 らしA Pirates Life for Me:デ ィー・ラウンジ甲デッ

キ4 船中央部
海賊諸君はみんな集まれ !冒険心と海賊魂があるなら、思い切つて
「運命の輸」を回して宝物を手に入れよう。アクシヨンいつぱいの
パイレーツ 。ゲームショー。

ディズニーアニメーション:The‖ :usion of Life(生命を吹き

込む魔法)― キャラクターの作成 :デ ィー・ラウンジLデッキ

4 船中央部
ウォル ト・ディズニー自身が最も有名なキャラクターたちについて

説明する、ウォル ト・ディズニーアニメーションスタジオの裏側ヘ

ご案内。この興味深い教育プログラムでは、ミッキー、 ドナル ド、
グーフィーを描画する基本的なテクニックを学べます。

ディズニーアニメーション:The Ⅲusion of Life(生 命を吹き

込む魔法)―  マンガ物理学:ディー・ ラウンジニデッキ4

船中央部
ウォル ト・ディズニーアニメーションスタジオの裏側へご案内。平

面上に鉛筆で描かれた線画に、伸び縮みなどの基本的技法により息

が吹き込まれる様子を見学します。この楽しい教育プログラムで

は、自分で「バウンドするボール」を作成する練習もします。

ディズニーアニメーション:‐■に1ししИsιοんοfしι

'(生

命を
吹き込む魔法)― ビジョンの持続:ディー・ラウンジーデッキ4

船中央部
ウォルト・ディズニーアニメーションスタジオの裏側へご案内。ア
ニメーションを動かす原理を学び、この楽しく魅力的な教育プログ

ラムで、独自の簡単なアニメーション デモを作成します。

ディズニーアニメーション:■lι IししИsιοんοfし暉ι(生命を
吹き込む魔法)― シーンの演出:ディー・ラウンジーデッキ4

船中央部
ウォル ト・ディズニーアニメーションスタジオの裏側へご案内。基

本的なポーズ、シルエット、配置 (ロ ングショット、ミディアムシ

ョット、クローズアップ)がアニメーションの物語の進行にどのよ

うに貢献するかを学びます。さらに、この楽しく魅力的な教育プロ

グラムで、ス トーリーを伝えるために自ら描画を選択する練習にご

参カロください。

バッカニア・ブラス ト花火 Buccaneer Blast FireworkS
デッキ11と 12 船 中央部
海賊のパーティに花火は不可欠。いつたい誰がこの大海原を統治し

ているか、他の船に思い知らせるのだ。

キヤバレー・ショータイム Cabaret Showtime:エ ボルーシ

ョンーデッキ4 船後方
ミュージシャン、マジシヤン、ジャグラーなど、さまざまなパフォ
ーマーが健康的で輸快なコメディァショーを展開。

[!  が:進難鱒■

ナル・ナ ビゲーター

ШRLT ロ

干ャ
ギ

~

、Disney Fantasy― ム・アイテネラリー

lsn[u TH[RTR[
ウォル ト・ディズニー 。シアターのショー デッキ3と 4 船前方
このご案内は、日干Jパーソナル・ナビゲーターの一面に掲載しています。

ウォル ト・ディズニー・シアターで上演するショーのパフォーマンスには、人
工霧、ストロボライ ト、花火やその他の特殊効果を使用する場合があります。

演技をするパフォーマーたちの安全のため、そしてゲス トの皆様がステージを

楽しめるように、上演中はフラッシュを使つた写真撮影やビデオ録画、音声録

音は禁止されています。

車イスをご利用の方のお手伝い:

開演の30分前より、スタッフが、車イスご利用の方がお席につくお手伝いを

させていただきます。

‥

‥

３

１

‘

由

Ｔ

ザ・ ゴールデン・ ミッキーズ

A Fantasy Come TTue
ウォル ト・ディズニー・シアターは、素晴らしい ミュー

ジカルでディズニー・ファンタジーの不思議な世界へと

皆様を案内します。

Rttλぎ 饗 〕彎 じ 耀 督だ ゞ3繋魔 脂 二

―ジカル・コメディーです。アグラバーの浮浪者アラジ

ンは、ジョークが好きなジーニーと遭遇 し、悪漢ジャフ

ァーと戦い、そ して美 しく心優 しい王女ジャス ミンと恋

に落ちます。

ディズニーで tぅ 最高の物語 …

Wishes
卒業式の前 日、3人 の親友たちは願かけ井戸への不思議な

旅に出かけます。ディズニーのキャラクターを通 じて、

大人にな りかけている子供たちと、子供の気持ちを持っ

たままでいたい大人たちとの間の接点が見つかります。

フリ39嘔3E梁 ツ旱ィズニ_の陽気な魔法使いたち
が、お父さんを魔法のような旅に連れ出し、信じる心さ
えあればどんな事 t)可 能になるよと教えます

今撃り1事事,ワ哩型P普嘗瞥誓妻T瑠讐が反映される不
思議な旅に今夜私たちと一緒に出かけましょう。

キャラクター・グリーティ
ング Character Greetings

大好きなディズニーのお友

だちと会いましょう !

靱



VERANSTALTUNGEN FUR FAMILIEN
ファミリー・ ドリーム・ クェス トThe Quest
ディー・ラウンジーデ ッキ4 船中央部
7つの海の洋上でワイル ドでおかしな借り物競争を楽しもう !

Disney Fantasy Fami:y Talent Show:デ ィー・ ラウン

ジ…デッキ 4
ご家族に、タレントになる素質を持つた人がいますか? 家族タ

レントショーであるDisney Fantasy Fam‖y Talent Showに
参加して、才能を被露しましょう !

ファミリー・フュージョンFami:y Fusion:

ディー・ラウンジーデッキ4 船中央部
ディズニーについてどれくらい知っているかな?家族みんなで楽
しめるインタラクティブなクイズゲームショー。

Jam Festat Sea:デ ィー・ラウンジ=デッキ4
パーティーでとことん盛り上がる準備はできていますか?¥
Disney Channelで 大好評の音楽とスターが集合して、最大の

」am Fest at Seaパ ーティーを開催 !こ のパーティーでは素敵
な音楽、カッコいいミュージックビデオ、最新のダンスなどが盛
りだくさんです。是非参加してお楽しみください !

ジャック・ジャックのオムツレース JaCkJack's
incredible Diaper Dash:デ ッキ 3船 ロビーア トリウム
Disney Fantasy― ム号に乗船の赤ちゃん集まれ !どの赤ちゃんが
7つの海をいちばん早くハイハイできるかな。

ジャックポット・ビンゴ JaCkpot BingO:
ブエナビスタ・シアターBuena Ⅵsta Theatre―デッキ4と 5 船 前部
エボルーション The Tube―デッキ4 船 後方 またはディ
ー・ラウンジーデッキ4 船中央部
お子様のご参加は歓迎ですが、プレイするのは18歳以上に限り
ます

映画 Movies:(デ ィズニー・クラシック映画は上映いたし

ません)ブエナビスタ・シアター Buena Vista Theatre― デ
ッキ4と 5 船 後方 封切り映画を上映 します

ミッキーの、カリブの海賊 Mickey's Pirates in the
CaHbbean デッキHと 12 船中央部
海賊のお祝いだ !キ ャブテン・ミッキー・マウスと、その名も
高き海賊の乗員たちといっしょに思いつきりにぎやかに盛り上
がろう!(天候の許すかぎり)

ミラー、ミラー Mirror Mirrorデ ィー・ ラウンジ ー

デッキ4 船中央部
鏡よ鏡よ、世界で二番美しいゲームはどれ ?マ ジックミラーと
ドーピーがご案内する、クイズあり、歌あり、リレーまである
楽しいゲームショー。

ミッキー200 Mickey 200:エ ボルーション…デッキ 4
船後方
家族みんなで考えればわかるかな?7つの海の上の野菜レース
では、ニンジンやポテ トが一等賞になれる?ミ ッキー200で試
してみよう。

Saludos AmigOs Fiesta:デ ィー・ ラウンジーデッキ 4

船中央部
ドナル ドと仲間たちがお待ちしています。この楽しい、ラテン

音楽で踊るインタラクティブなダンスパーティーヘ家族の皆さ
んと一緒に来てください。サルサ、メレンゲなどのダンスを学
び、ラテン音楽を聴きながら家族で楽しい時間を過ごします !

シー・ユー・ リアルスーンSea Ya'Real Soon:ロ ビーア

トリウム‐デッキ3 船 中央
ミッキー、ミニー、そしてウォル ト・ディズニーのキャラクタ
ーたちがア トリウムに揃って、皆様にお別れのご挨拶をしよう

与ぞ繕ζよF,テすし二憲お製l↑チヤンスは絶対見
龍,1事ヒ

Wake up Disney Junlor:ディー・ラウンた デッキ4

tyよ彦せ4́勿

 葎人気
のデしで[I;r言うこ政羊尻三軍模ぁだ傷た奪航えが

企画された、エキサイティングなダンスパーティーにご参加
ください。

輻ヽ



大人向けのクルーズ・イベン ト

アニメーション・ クラス Anima● on Class:エ ボルー

ションーデ ッキ4 船後方
ウォル ト・ディズニー・アニメーション・スタジオの楽屋裏
をのぞき、基本テクニックを習つて大好きな 「お友だちJを
描いてみましょう.楽 しくて面白くてタメになるプログラム

です。

Adult Thenne Night Dance Parties:

The Tube:デ ッキ4 船後方
クルーズのスタッフと一緒にさまざまな年代からのヒット曲
に合わせて踊ります.18歳未満の方はご遠慮ください.

誰でもできる料理教室 Anyone Can Cook:
ディー・ラウンジーデッキ4 船中央部
当船のギャレーからあなたのキッチンヘ.シェフがおいしい

料理の作りかたをご紹介します。

キャバレー・ショータイム Cabaret Showtime:エ ボ

ルーションThe Tube― デッキ4 船後方
ミュージシャン、マジシャン、ジャグラーなど、さまざまな
パフォーマーが健康的で愉1夫なコメディーショーを展開.

ESPN CalHt!:0'Gi::s Pub:デ ッキ4 船後方

フットボールの歴史に残るハイライトシーンを観て、MOnday
Night Footbal!の 知識クイズにチャレンジ.次の動きを '予

測」してみてください.

ESPN Dream Team Draft Day:o'Gi‖ s Pub:デ ッキ4 船後方
「コミッショナー」で、今までに見たことがないようなイン

タラクティブな仮想ベースボールチーム作りに参加してくだ

さい。

ESPN Partner PiayofF:0'Gi!!s Pub:デ ッキ4 船後方

最初はパー トナーと競争した後、今度はパー トナーとチーム

を組んでその他の相手に対抗しましょう !

London Rocks:デ ッキ4 船後方
ダンスフロアに乗り出して、最新の英国ヒット曲に合わせ

て、踊りまくりましょう。ウォル ト・ディズニーシアターパ

フォーマーの特別バフォーマンスあり.

Match Your Mate:The Tube:デ ッキ4 船後方

お待ちかねのカップルゲームショーMatch your Mateの



朝食
カバーナス Cabanas―デッキH 船 後方
ロイヤルパレスRoyal Court― デッキ3 船 中央部
エンチャンテッド・ガーデン・ビュッフェ朝食

Enchanted Garden BufFet Breakfast―デッキ2 船 中央部

早起きさんのコーヒーとデニッシュパンEary Bird cOfFee and Danish

Pastnes_デ ッキH 船 中央部

昼食

カバーナス Cabanas‐ デッキH 船 後方

ロイヤルバレスRoyal Court― デッキ3 船 中央部
エンチャンテッド・ガーデンEnchanted Garden― デッキ2 船 中央部

キャスタウェー・ケイにて On Castaway Cay
クッキーのバーベキュー Cookie's BBQ― ファミリービーチにて

クッキーバーベキュー Cookies BBQ Too‐ ファミリービーチにて

夕食
ダイニングチケットでお食事時間と場所をご確認のうえ、ダイニングチケット
を持って指定レス トランヘおでかけください。

ロイヤルバレス Roya!Court― デッキ3 船 中央部

アニメーターズ 。パレット Animators Palate_デ ッキ3 船 後方
エンチャンテッド・ガーデンEnchanted Garden― デッキ2 船 中央部

パロ Palo… デッキ12 船 後方
服装について:夕 食にはドレスシャツ、またはジャケットの着用をお勧めいた
します。パロはイタリアン・スタイルのレストランで、ご利用は18歳以上の方
に限ります。お一人$35のカバーチャージが必要です。ご予約当日の午後4時
以降にキャンセル、またはご来店にならない場合にもお一人S10がチャージさ
れます。

レミー Remy― デッキ12 船 後方
服装について:夕 食にはドレスシャツとジャケットを必ずご着用ください。予
約が必要です。レミーはフレンチ・スタイルのレストランで、ご利用は18歳以
上の方に限ります。お一人$85のカバーチャージが必要です。ご予約当日の午
後4時以降にキャンセル、またはご来店にならない場合にもお一人$75がチャ
ージされます。

そ の他 の レス トラン

フロズ・カフェ Flo's Caに ―デッキ11 船 中央―右舷

トム・マスターズ・グリルTOm Maters GH!!…デッキH 船 中央
ハンバーガー、ホットドッグ、チキンフライ、他をご用意。

ルイジーズ・ ピザ Luigrs Pizza― デッキ11 船 中央
ピザをご用意。

フィルモアズ 。フェィバ リット F‖ lmore's Favontes_デ ッキ11

サラダ、サンドイッチなどヘルシーなお食事をご用意

アイズクリーム Eyescream‐ デッキ11 船 中央左舷― フローズントリー

トの隣

バ ー 、 ラ ウン ジ

ボン・ボヤージュBon Voyage― デッキ3 船 中央部
コープ・バーCove Bar―デッキH 船 前方‐18歳 以上
コーブ・カフェCove Cafe― デッキH 船 前方‐18歳以上

カレンツCurrents― デッキ13 船 前方

ディー・ラウンジD Lounge-4 船 中央部

ディス トリクト・ラウンジLa Piazza― デッキ4 船 後方‐

9:00pm以 降は18歳 以上
エボリューションThe Tube_デ ッキ4 船 後方-18歳以上

フロゾーン・ トリー トFrozone Treats― デッキH 船 前方

メリディアンMendian_デ ッキ12 船 後方‐18歳 以上

ビンクOoh La La― デッキ4 船 後方‐18歳以上

ピンク0'G‖ ls Pub― デッキ4 船 後方‐18歳 以上

スカイラインSky‖ne― デッキ4 船 後方-18歳以上

ビスタ・カフェVista Cafe― デッキ4 船 中央部
24時間オープンのコーヒーとソーダのステーションーデッキ11 船 後方 左舷と右舷

キャスタウェー・ケイにて On Castaway Cay
コンクド・アウトCOnched Out― ファミリービーチにて
ヘッズ・アップ Heads up― ファミリービーチにて

キャスタウエー・エアバー CaStaway Ar Bar― ァグル トビーチー18歳 以上

当クルーズ船についての情報やサービスのご案内
この情報は、日刊パーソナルナビゲーターの裏面に掲載しています。

ゲス トサー ビスCuest services― デ ッキ 3 船中央
外国語でのご案内、両替、インターネット・カフェのご案内、船内総合情報

医務室 Medical Center― デ ッキ 1 船前部、左舷
電話:7‐1923
医務室の料金はキー・ トゥ・ザ・ワール ド・カー ドに課金いただけます。

船 内でい ざ とい うときに大切 な番 号

救急医療、非常時のみ    7‐ 3000
火事の場合のみ            7‐ 3001
警備員への通報、非常時のみ 7‐ 3001
インフォメーション/ゲス トサービス  0

寄港地  Ports of Call
寄港地を訪間中の緊急事態には、シップエージェントにご連絡ください。シップエージ
ェントの連絡先は、日刊パーソナル・サビゲーターの第一面をご覧ください。

船 内 プー ル  Pools Onboard
クフイアット・ コーブQuiet Cove―デッキH 船 前方 18歳 以上

ドナル ド・プールDonald's Pool… デッキH 船 中央 ―家族向け

ミッキーズ・プールMickey's Poo!― デッキ11 船 中央 ‐小さいお子様向け

ミッキーズ・スライ ドMickey S:ide―デッキ11 船 中央 ‐身長80cm～ 160cm、

年齢 4歳～14歳 まで。

アメリカ合州国衛生局の定めにより、船のプールやスパのご利用は トイレトレー
ニングが完了したお子様だけに限られております。グストの皆様の健康と安全の
ため、お子様連れのご両親はこの規定をお守りください。 トイレトレーニングが
完了していないお子様は、ミッキープールの右舷側耳にあるファウンテン・プレ
イエリアをご利用いただけます。ご利用には水泳用オムツの着用が義務つけられ
ています。

どのプールにも、ライフガー ドは配備されていません。
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様を含めて全員が身分証明書を提示して入国審査を受けなければなりません。
各家族の世帯主が家族全員のパスポー トと税関申告書を手に持って通関手続き

をしてください。

米国国土安全保障省 税関国境保護局では次のように定めています。

アメリカ合州国の港に入港するたびに、その都度入国審査を受けなければなり

ません。

席 と りは禁上 です No ReSeⅣed Seats Policy
すべてのグストの皆様へのエチケットとして、ウォル ト・ディズニー・シア

ターにてパフォーマンス前に席を取つておく事は禁止されていますのでご協力

をお願いします。
また、デッキ11、 12、 13のデッキチェアをとつておくのもご遠慮ください。

お静かにお願い します
深夜に大きな声で話したり、階段や廊下に集まつたりしないでください。

悪天候の場合
ゲス トの皆様の安全のため、天候が定かでない場合は屋外イベン トを室内に変

更する場合がビざいます
`XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

il r難 ‖|1練カバーーレターー Safety Cover LetterXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

そ の他 のサー ビスの ご案 内

ディズニー・オセアニア・クラブ

Disney's Oceaneer Club― デッキ5 船中央部
3～ 12歳 のお子様向けアクティビティ
毎日のオープン時間やイベントの予定についてはパーソナル・ナビゲーターに

掲載しています。

ディズニー・オセアニア・ラボ Disney's Oceaneer Lab‐
デッキ5 船後方
3～ 12歳のお子様向けアクティビティ
毎日のオープン時間やイベントの予定についてはパーソナル・ナビゲーターに

掲載しています。

エッジ Edgeデ ッキ13 船中央部 ll～ 14歳 向けアクティビティ
毎日のオープン時間やイベントの予定についてはパーソナル・ナビゲーターに

掲載しています。

バィブ VIbe‐ デッキ13 船中央部 14～ 17歳 向けアクティビティ
毎日のオープン時間やイベントの予定についてはパーソナル・ナビゲーターに

掲載しています。

ベビーシッターBabysitting_スモールワール ド・ナーサリー

A SmaiI Wo‖d Nu"ery― デッキ5 船中央部 電話卜7-5864
赤ちゃんや幼児を預けられる保育所。要予約、別途料金要。

アーケー ドAr卜cade― デッキH 船後方部 右舷624時間オープン。

ようこそ、ご乗船いただきました。船上での安全につきまして、次
のようにお知らせいたします:

緊急を知らせる船の警笛と警報は、短い音が 7回、そのあとに長い

音 1回が鳴り響きます。もしこの緊急警笛や警報が聞こえたら、ま
っすぐご自分の客室に向かい、服用している薬を持ち、ライフジャ
ケットを身につけてください。これができたら、すぐに指定の集合
場所へ向かつてください。

緊急時の指定避難場所を示すアルファベット文字は、あなたの客室
ドア裏側と、ライフジャケットの着用説明にも書いてあります。

どうか時間を割いて、指定避難場所の位置を確認し、また、ご自分
の客室から指定雛場所へ最短でいけるルー トを見つけておかれるよ

うお願いいたします。

万一緊急事態が発生したときに必要な行動についてご質問がありま
したら、デッキ3船中央部にあるゲストサービスデスクを通して私
にお気軽におたずねください。

敬具

安全担当最高責任者  ‐
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乗船客の皆様全員がそれぞれの指定非難場所に集
合したあとに、次のような安全についての放送が
流れます。
皆様、指定避難場所にご集合いただいたことと存
じます。万一実際に緊急事態が発生した場合に
は、緊急を知らせる船の警笛は短い音が 7回、そ
のあとに長い音 1回が鳴り響きます。そして同時
に客室の警報装置も鳴ります。温かい衣服を着て
歩きやすい靴をはき、皆様の前で乗員がこれから
ご説明する要領でライフジャケットを着用してく
ださい。

ストラップをほどき、クリップをス トラッ
プのはしまで動かしてください。

ライフジャケットを胸の前に持ち、開口
部をひつばると、そこが頭を入れるところです。

穴の部分に頭を入れて、ス トラップを後
ろに向けて引つ張つてください。

ジャケットの右側にあるバックルにクリ
ップを差し込み、ス トラップをきつく引
つ張るとライフジャケットが体にぴっ
たりと
フィットします。

皆様、通路の避難誘導看板に沿つて進むと指定避
難場所にたどりつくことがお分かりいただけまし
た。この訓練はライフジャケットの着用の仕方、
避難経路、救命ボー トに乗り込む手順を知ってい
ただくことを目的としています。通常なら乗員だ
けしか使用しない階段や通路を、今回は皆様にご

利用いただきました。このあとのクルーズの旅の

なかでまた乗務員用通路を使わねばならないの
は、避難訓練のときか、万―の緊急事態のときだ
けとなります。

指定避難場所に着いたら、アセンプリー・リーダ
ーがゲスト・チェックリス トを使ってお名前確認
をします。このチェックリストはクルーズ前に製
作され、どの乗客がどの指定避難場所に集合すべ

きか、または特別な配慮が必要かどうかなどをリ
ーダーに通知します。

万一、実際に緊急事態が発生したときには、救命
ボー ト司令官と乗員が救命ボー トを降ろして乗船
の準備をし、そのあいだにお名前確認を行います。

乗船できる高さにまで救命ボー トが降ろされる
と、救命ボー ト担当乗員が乗船の準備を行いま
す。

皆様の前にいるアセンブリー担当乗員は、皆様が
きちんと効率よく救命ボー トに乗り込めるよう、
小グループにわけて避難場所から救命ボー トヘと
誘導する訓練をうけております。ご家族が離れ離
れにならないようにいたします。万一実際に緊急
事態が発生した場合には、皆様が今いるデッキか
ら救命ボー トに乗ることになります。

この船は、緊急事態発生のときには沿岸警備隊や
他の船に警報を送る最新の衛星緊急通信機器を備
えています。

もし万一、船から人が落ちるのを目撃したときに
は、すぐに近くの乗員に知らせてください。

ライフジャケットを取りに部屋まで戻れない場合
には、救命ボー ト近くのボックスに予備のライフ
ジャケットが用意されています。  .

ライフジャケットは特別の機能がついています。

まず、ライフジャケットにはホインスルが取り付
けられていますが、このホイッスルは救命ボー ト
で海に出て、近くに救助が来たときに知らせる目
的にだけ使うようにしてください。また、ライフ
ジャケットにはライ トも取り付けられています。
ライ トは海水に触れたときに点くようになってい
ます。お分かりのように、この装置はたいへん重
要ですので、いじったり取り外したりしないでく
ださい。ライフジャケットは半永久的に水に浮く
素材が詰められていますので、息を吹きこんで膨
らます必要はまったくありません。

煙探知システムは、客室の電話と連携していま
す。もし客室の煙探知機が作動した場合には、自
動的に電話のベルが鳴ってお知らせします。客室
の煙探知機が作動したらすぐに操舵室のオフィサ
ーから電話が入り、お客様と客室の状況を確認 し
ます。

客室外の通路にも警報装置が設置されています。
警報が鳴つているのに気付いたら、その場を離
れ、近くにいる乗員に知らせてください。または
グストサービスGuest Servicesへ 電話でお知らせ
くださし、

警報に注意を払つていただくと、乗客の皆様、乗
員、そして船の安全がさらに確実なものへとなり
ます。

ディズニー・クルーズラインは、環境保護のため
に厳しい方針を守っています。船から海や港へ物
を投げ入れることは、絶対にやめてください。

また、客室は禁煙です。喫煙はオープンデッキの
定められた喫煙場所でのみ許可されています。

当クルーズ船には、通路の床に足元を照らす緊急
避難用照明が取り付けられています。ご自身なら
びに周囲のかたがたの安全を守るため、客室に戻
るまでライフジャケットを着用したままでいてく
ださい。この訓練は皆様がご出席になり、協力し
ていただいてこそ効果を持つものです。船長と乗
員一堂を代表して、皆様に避難コ1練 ご参加のお礼
を申し上げます。これで避難訓練を終了いたしま
す。

救命ボー ト避難訓練 説明書 Lifeboat Drill lnstructions



@Disney


