


ゲンティン ドリームには上海出身の

ポップアーティストであるジャッキー・ツァイ氏による

素晴らしい船体アートが施されています。

“Voyage of a Lover's Dream（恋人たちの夢航海）”と

題されたこの作品には、人魚と宇宙飛行士の幻想的で

壮大なラブストーリーが描かれており、

東洋の文化と西洋のアートのエッセンスを

見事に融合させながら力強く仕上げられています。
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20年以上にわたり、ゲンティン香港はアジアにおいて様々な旅のあり方をご提案して参りました。

アジア太平洋地域におけるクルーズの先駆者として、画期的なコンセプトとともに

充実の船旅をお届けしてきたスタークルーズをはじめとし、近年では世界で最も多くの受賞歴を誇る

ラグジュアリークルーズラインとして知られるクリスタルクルーズを傘下に迎えました。

そして今、ゲンティン香港はアジア初のプレミアムクルーズラインとなるドリームクルーズの誕生とともに、

クルーズの歴史に新たな1ページを刻みながら帆を進めていきます。

ドリームクルーズの第一船として2016年11月に就航したゲンティン ドリームは、

アジアのお客様の趣向に合わせて設計・建造されており、同地域における最高レベルのサービスや

広 と々した快適な空間をご提供いたします。

また、姉妹船となるワールド ドリームは2017年11月に就航を予定しております。

ゲンティン ドリーム

ワールド ドリーム

3



お食事　
アジア料理からインターナショナル料理まで幅
広いセレクションの美食レストランや、趣向を
凝らしたバーの数々など、屋内外あわせて35
以上にもおよぶ船内の各飲食施設では、世界各
地の味をご堪能いただけます。

エンターテイメント
迫力のプロダクションショーや多種多様なエン
リッチメントプログラムなど、五感を刺激する
充実のエンターテイメントをお楽しみくださ
い。船体デザインをモチーフにしたショーも上
演しています。

ドリームクルーズのゲンティン ドリームとワールド ドリームは、

お客様の夢を叶えるためにデザインされた客船です。

同社が誇る、きめ細やかなアジアンホスピタリティと

素晴らしい体験の数々が相成り、

極上の洋上時間をお届けいたします。

ズークTM

シンガ ポ ールで 人 気の老 舗ナイトクラブ、 
ズーク(Zouk)がお届けする洋上初の屋内外
ナイトクラブが、その煌びやかな空間とともに、
昼夜問わず船内での時間を一層盛り上げます。

バーシティー
洋上初となるジョニーウォーカーハウスTMを
はじめ、それぞれに特色や際立ったデザイン、
オリジナルメニューを誇るバーの数々をめぐり
ながら、思い思いに心地のよい時間をご満喫く
ださい。

潜水艇
客船に搭載されている最新技術を誇る潜水艇
は最大4名までご乗船いただくことができ、ま
だ見ぬ水中世界に出逢える、これまでにない体
験をご提供いたします。(天候や空き状況によ
って使用の制限があります)

ドリームパレス
ヨーロッパスタイルのバトラーサービスをはじ
め、スイートにご宿泊のお客様だけの特典や専
用施設へのアクセスなど、贅の限りを尽くした
ドリームパレスでは申し分のないサービスを経
験することができます。
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広々とした客室
ドリームクルーズの各客室はモダンなテイスト
の内装と利便性の良いデザインが施され、快適
な空間と寛ぎの時間をご提供しています。また
全客室のうち、70%以上の客室にはプライベー
トバルコニーが併設しています。

ファミリーファン
ウォータースライドパークやロープコース、 
ロッククライミングウォールなど、老若男女問
わずお楽しみいただける施設も充実していま
す。また、ご家族での旅行に最適なコネクティン
グルームを100室以上ご用意しております。

ドリームブティック
1,100㎡以上の広さを誇る免税エリアでは、イ
ンターナショナルブランドをはじめとした多数
のセレクションを取り揃えております。大切な
方へのギフトに、ご自身の旅の思い出に、充実
のショッピングをお楽しみいただけます。

クリスタルライフTM

洋上最大を誇るアジアンスパでのリフレクソロ
ジーや、ウェスタンスパでのマッサージや各種
トリートメントなど、心身ともに癒される至福
の時間をお過ごしください。最新機器を備える
フィットネスセンターや栄養バランスに配慮し
たカフェも併設しています。
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1

もし食事ごとに違う国を訪れることができるとしたら、

それほど素晴らしいことはないでしょう。

ゲンティン ドリームでは長距離を移動することなく、

船上のレストランでシェフが腕によりをかけた

絶品のアジア料理からインターナショナル料理まで、

食事を通じて様々な国や地域を旅することができます。

1/ドリームダイニング
優雅で上品な雰囲気のボールルームダイニン
グでは、壁一面の窓から見渡せる壮大なオーシ
ャンビューの景色とともに、自慢の中華料理や
各種アジア料理、インターナショナル料理をご
堪能ください。
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2/ホットポット
素晴らしい海の景観を臨み、潮風を感じながら
屋外で火鍋をお楽しみください。肉類やシー 
フード類、野菜といった幅広いセレクションか
ら、お好きな具材を選んでお召し上がりいただ
けます。

3/フードフェデレーション
活気あふれるアジアの屋台を思わせるような
雰囲気の中で、マレーシアの鍋料理バクテーや
シンガポールのラクサ、海南チキンライスをは
じめとするアジアの伝統的な料理や、インター
ナショナル料理など食欲を誘うメニューの数々
をカジュアルにご満喫ください。
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4/シルクロード&キャバレー
このユニークなダイニング・エンターテイメン
ト施設では、古き良き時代の魅力を感じさせる
贅を凝らしたクラシックな雰囲気の中で、経験
豊かなシェフたちが創り出す洗練された中華料
理をご堪能ください。夜更けとともに照明が落
ちると、魅惑的なキャバレーショーをお楽しみ
いただける会場に変化します。

5/ウミウマ
上品かつモダンな空間の中で、伝統的なものか
らオリジナリティ溢れるものまで様々な日本食
をご用意しております。円形の寿司バーでは職
人がご用意する目にも鮮やかな寿司や刺身を
お楽しみください。また鉄板焼きでは、パフォー
マンスに富んだシェフたちが目の前の大きな鉄
板でその腕前を披露しながら調理するのを眺
めながら、いつもと一味違ったお食事体験をし
ていただけるでしょう。

6/ビストロ by マーク・ベスト
国際的にも名高いオーストラリア人シェフであ
るマーク・ベスト氏が洋上初となる自身のレス
トラン「ビストロ by マーク・ベスト」のテーブ
ルに芸術的な料理の数々をもたらします。屋外
の「グリル」やプライベートダイニングルームの

「シェフズテーブル」を含む様々なセッティング
で、新鮮な食材を使用したシェフ一押しの逸品
をお召し上がりください。
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賑やかな雰囲気の中、魅力溢れる数々のお飲み物をご提供しているバーシティーで

クルーズライフを存分に満喫しましょう。

それぞれに趣が異なる居心地の良い社交の空間で、ご家族やご友人と語り合ったり、

お酒を囲んで新しい出逢いを楽しんだり、思い思いにお過ごしください。

ジョニーウォーカーハウスTM、ペンフォールズTM ワイン ヴォールト、

ミクストカクテルバー、バブルスシャンパンバー、ヒューミドールシガーラウンジと

バラエティに富んだバーやラウンジがあり、お好きなバーを選んでも良いですし、

全てのバーを試してお気に入りを見つけるのも良いでしょう。

1/ジョニーウォーカーハウスTM

世界初となる洋上のジョニーウォーカーハウス
で上質な体験をしてみませんか？ クラシックな
佇まいの中でスコッチウィスキーの豊かな伝統
に触れ、他では手に入れることができない珍し
い逸品やシングルモルトのレアなセレクション
を観賞し、味わい、またお買い求めいただくこと
もできます。

2/バブルス
高級シャンパンの豊富な品揃えを誇るバブル
スは、リラックスしながらご家族やご友人とお
祝い事をするにも理想的な場所です。ロマンチ
ックな雰囲気のラウンジバーには、選ぶのが楽
しくなるカナッペメニューもご用意しておりま
す。グラスで様々な種類を試したり、ボトルで注
文して開栓の音に心を躍らせたりと優雅な夜
をご満喫ください。

3/ミクスト
ミクストカクテルバーには従来のカクテルシェ
ーカーのみならず、その遥か先をいく最先端ミ
クソロジー器具が備わっています。シグネチャ
ーカクテルでは、遠心分離機や抽出器を使用し
て熟練のバーテンダーによって創り出される鮮
烈で斬新な味のコンビネーションをご堪能くだ
さい。コンテンポラリージャズの生演奏ととも
に、全く新しいカクテルをお届けいたします。
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1/プロダクションショー
999席を備えるゾディアックシアター
で繰り広げられるプロダクションショ
ーでは、人魚と宇宙飛行士の幻想的
で 壮 大 な ラ ブ スト ー リを 描 い た
“Voyage of a Lover’s Dream(恋人
たちの夢航海)” や世界的な人気TV
タレントショー 番 組 “China’s Got 
Talent(チャイナズゴットタレント)”
をご覧いただけます。

2/潜水艇
最新技術を誇る潜水艇での海底探検
では、これまで体験したことのない全
く新しい水中世界に出逢うことがで
きるでしょう。1名の操縦士に加えて
4 名までご乗船が可能な潜水艇で
は、魅力的な海洋生物の数々や美し
い海景に触れ、忘れることが出来ない

「一生に一度」の体験をご提供いたし
ます。

3/バー360
普段より少しお洒落をして、バー360
でシャンパングラスを傾けてみてはい
かがでしょうか？ 3階層に渡り360
度吹き抜けのデザインが施された円
形ステージ上では、天井から吊るされ
たワイヤーを使ったアクロバティック
な空中パフォーマンスや、人気の楽曲
やラブソングの生演奏など、様々なエ
ンターテイメントをご満喫ください。

4/ズークTM

シンガポールで伝統を誇る老舗ナイ
トクラブ、ズーク(Zouk)はアジアで
最も旬なイベントを行う一流のエン
ターテイメント施設としても知られて
おり、国際的メディアによる人気投票
においても常に世界のトップ10に挙
げられる人気のナイトクラブです。そ
のズークがついに洋上へ初進出し、船
内で様々なエンターテイメントをお届
けいたします。

ドリームクルーズの客船では、これまでに経験したことがないような真新しく、

思いもよらない世界へとご案内させていただきます。

海底探検に出かけたり、

星空のもとアジアの老舗ナイトクラブで踊り明かしたり、

最新設備を誇るゾディアックシアターで迫力あるプロダクションショーを観たり……

そして、これらはまだ始まりにすぎません。
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“ドリームスケープ”で夢を今、現実にして、

そしてまた新たな夢を見つけませんか？

ドリームクルーズでは五感を刺激し、世界を広げてくれるような

充実したユニークな体験プログラムをご用意しています。

新しいことを学び、新しい世界を発見し、新しいスキルを身に着け、

或いは、ただ何か違うことに挑戦してみるにも、

ドリームスケープは最高の機会になるでしょう。
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ドリームクルーズでは、選りすぐりのワールドクラスの

講師たちによる素晴らしいプログラムを船内でお届けしています。

受賞歴を誇る旅行写真家や、

時代に大きな影響を与え続けるリーダーたち、

著名な冒険家や古くから伝わる風水マスターたちなどの講演が、

船旅をより奥深く思い出に残るものにしてくれるでしょう。
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1

船内にはたくさんのエンターテイメントや楽しみ、刺激が溢れている一方で、

リラックスしながら十分にお寛ぎいただける場所もご用意しております。

ドリームクルーズの各客室はモダンなテイストの内装と利便性の良いデザインが施され、

快適な空間と癒しのひとときをお約束いたします。
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1/バルコニー
全客室のうち、70%以上の客室にはプライベート
バルコニーを併設しており、深く美しい青の海景
に魅了される時間を存分に味わっていただくこと
ができます。息を飲むような水平線の眺めととも
に目覚める非日常的な瞬間も、船旅ならではの醍
醐味と言えるでしょう。

2/ドリームベッド
全客室に備えられたドリームベッドは、高品質な
マットレスやシルクのように滑らかなシーツ、心
地よい布団や枕とともに、お客様を極上の眠りへ
と誘います。布団と枕のメニューからお好みのも
のをお選びいただくことも可能です。

3/細部にまで行き届いた心配り
客室での時間を出来る限り快適に満喫していた
だけるよう、贅沢なアメニティや機能的なバスル
ーム、素敵な雰囲気を作り出す照明も備えており
ます。どうぞ至福の時間をお過ごしください。
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洋上のラグジュアリーな隠れ家であるドリームパレスは、

高級ブティックホテルとプライベートなクラブハウスの

要素を兼ね備えている上質な空間です。

一歩足を踏み入れると、そこには日常からかけ離れた

夢の世界が広がっています。

この特別なエリアでは、他に類をみない高級感や贅沢な佇まい、

非の打ちどころのないサービスをいたるところで

経験していただけるだけでなく、様々な特典や専用施設への

アクセスなど贅の限りを尽くした船旅をご満喫いただけます。
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1/ヨーロピアンバトラーサービス
ヨーロッパの優雅なスタイルと行き
届いたサービスに、心からのおもてな
しを加えたのがドリームクルーズのバ
トラーサービスです。経験豊かな専属
のバトラーは、お好みの飲み物を記憶
したり、お気に入りのレストランを予
約したりと、常にお客様のご要望に気
を配り、細部にまで目を行き届かせて
究極の船旅を実現できるよう最大限
努めております。

スイート
142室にもおよぶスイートの全客室
にはタブレット、ネスプレッソマシー
ン、イタリアン製リネンのFrette（フ
レッテ）、クリスタルライフのバスルー
ムアメニティーを完備しています。細
やかな心配りが感じられる居心地の
良い空間で、贅沢な滞在をお約束い
たします。

3/ガーデン ペントハウス
洋上で他に類をみないメゾネットタイ
プのスイートは優雅なデザインと上
質な調度品で仕立てられ、洋上最大
規模の広さを誇っています。同カテゴ
リーのスイートは2室ご用意してお
り、それぞれにプライベートサンデッ
キ、ジャグジー、グランドピアノなどが
備えられ、プライベートなシーンにも
ふさわしい場所をご提供いたします。
クルーズ前後の送迎のご用意もあり、
また冷えたシャンパンを片手に屋外
ジェットバスで海を眺めたり、広いリ
ビングエリアで大切な人たちとの団
欒を楽しんだり、ガーデン ペントハウ
スは贅沢三昧で最高級の全く新しい
船旅を可能にします。

2/ゲンティンクラブ
ドリームパレスにご宿泊のお客様は
専用のダイニングやカフェ、ラウンジ、
プールやサンデッキ、ジム、スパなど
をご利用いただくことができます。プ
ライベートな空間で存分に贅沢な時
間をご満喫ください。
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どんなご気分やお好みでもきっと満足していただくことができる

豊富な食事のセレクションに加え、ウォータースライダーや映画、

ゲームセンターにボウリング、キッズクラブや年齢に応じたお子様用プログラムなど、

他にも多種多様なエンターテイメントやアクティビティをご用意しております。

お子様にもクルーズライフを存分に満喫し、

たくさんの大切な思い出を作っていただくことができるでしょう。

1/ウォータースライドパーク
お子様がワクワクするような体験を求
めていれば、ウォータースライドパーク
に勝るものはありません。海面より遥か
高い場所からハイスピードで滑り落ち
るスリルをぜひご体験ください。どなた
でもお楽しみいただける傾斜の緩やか
なコース、迫力満点の傾斜があるコー
ス、お子様向けコースなど6種類のスラ
イダーをご用意しております。
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2/スポーツ
体力や腕力、バランス力など、船内に
ある様々な施設やアクティビティで力
試しにも挑戦していただけるでしょ
う。初心者から上級者までお楽しみい
ただけるロッククライミングウォール
や年齢問わずお楽しみいただける9
ホールのミニゴルフ、バスケットボー
ルコートなど洋上での楽しみは尽き
ることがありません。

3/リトルパンダクラブ
2歳から12歳のお子様にご利用いただ
けるキッズクラブでは、様々なアクティ
ビティやクラスをお届けしています。
専門的なトレーニングを積んだスタッ
フが見守り、お子様のケアをいたしま
すので、ご両親には安心して休息の時
間をご満喫いただけます。

コネクティングルーム
ご家族での旅行に最適なコネクティ
ングルームを100室以上ご用意して
おります。大切なご家族と洋上で過ご
す時間は、生涯忘れることのない大切
な思い出になるでしょう。

4/ロープコース
高い所が得意な方には、海を見下ろし
ながら船の横をロープで35メートル
駆け抜けるジップラインや洋上に突
き出したプランクなど、様々なアトラ
クションが含まれたロープコースが
オススメです。貴重な瞬間の写真もお
撮りします。
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日常の喧騒からかけ離れた全く違う世界で、

大切な人と、かけがえのない瞬間を重ねてみませんか？

海に囲まれた特別なシチュエーションで過ごす時間や、

船旅で一緒に素晴らしい体験をすることを通じて、

きっとお互いの絆がより一層深まるでしょう。

1/ボードウォーク
水平線に沈みゆく夕陽を眺めながら610メートル
にもおよぶボードウォークを大切な人と散歩する
のは、とても非日常的で忘れられない時間となる
でしょう。二人でただのんびり壮大な海原を眺め
ながら時の流れを感じたり、屋外レストランで食
事を満喫する方たちの雰囲気を一緒に楽しんだ
り、何気ない瞬間も二人で過ごせば大切な思い出
になること間違いありません。

2/ショッピング
1,100㎡以上の広さを誇るドリームブティックで
は、インターナショナルブランドをはじめとした多
数のセレクションを取り揃えております。時計や
宝飾品、バッグ、化粧品、お酒などから、ぜひお目当
てのものを探してみてください。大切な方へのギ
フトに、ご自身の旅の思い出に、充実のショッピン
グをお楽しみいただけます。

3/クリスタルライフTM

洋上最大を誇るアジアンスパでのリフレクソロジ
ーや、25以上の個室を備えるウェスタンスパでの
マッサージや各種トリートメントなど、温かいおも
てなしが自慢のクリスタルライフで心身ともに至
福の時間をお過ごしください。各施術ではアジア
をはじめとした各地域の伝統的な手法や現代的
な手法がそれぞれに用いられ、本物の癒しをご体
感いただけます。最新機器を備えるフィットネス
センターや栄養バランスに配慮したカフェも併設
しています。
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パンフレットの掲載内容は 2017 年 2 月現在のものとなります。掲載内容は予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。また、
掲載されている客船はドリームクルーズ社の運航約款 ( 詳細は英語ウェブサイトにて ) に基づき運航されます。旅行に要する旅券、査証取得な
どの確認や渡航手続きは、お客様ご自身または旅行代理店を通じて行っていただきます。また、必要書類および必要条件を充たさないお客様に
対して、ドリームクルーズは乗船を拒否する権利を有しております。

©copyright 2017 by Dream Cruises. 　無断複写・転載を禁じます。ドリームクルーズ社からの事前許可なしに、当パンフレットのコピーやあ
らゆる方法 ( グラフィック、電子媒体や、イベントのアイディア、特別に使用されたフォトコピーやレコーディング音源、収録映像、記録や検索
システムからの情報を含む ) での使用を禁じます。写真は閲覧のみ可能です。

夢のはじまりに、まずはお問い合わせを
ドリームクルーズ
〒 105-0021 東京都港区東新橋 2-4-6 パラッツォシエナ 8F
TEL : 03-6403-5188   /   FAX : 03-6403-5189      www.dreamcruiseline.com

ゲンティン香港は主にクルーズとクルーズに関連するレジャー、エンターテイメント、およびホスピタリ
ティなどの事業を国際的に展開している企業です。アジア太平洋地域でのリーディングクルーズラインと
して1993年のスタークルーズ設立時から、地域の国際的なクルーズデスティネーションへの発展のた
め、同地域におけるクルーズマーケットを牽引しながら確固たる地位を築いてまいりました。世界におけ
るラグジュアリークルーズの代名詞として、クリスタルクルーズがこれまで他のどの船会社やホテル、リ
ゾートよりも多くの“世界最高(World’s Best)”に値する賞の数々を受賞してきた一方で、新しく設立
されたドリームクルーズは、高まるアジアのプレミアムクルーズマーケットの需要に対応いたします。
2016年にロイドベルフトグループを設立し、ドイツ、ブレーマーハーフェンおよびノルディックヤードの3造
船所を傘下に迎えたことは、今後増え続ける新造船の需要とともに、ゲンティン香港が展開する3つのクルー
ズブランドの拡大において、とても重要な位置づけとなるでしょう。
同社はまた、2009年8月にフィリピンで開業した複合施設リゾートワールドマニラで、陸地をベースと
するアトラクションへの進出も果たしております。リゾートワールドマニラはゲンティングループ傘下の
プレミアレジャーブランドであり、またフィリピン初となるワンストップ、ノンストップのバケーションス
ポットとして一流のエンターテイメントや世界有数のレジャーをお届けしています。更に、シンガポール
におけるナイトライフの象徴でもあるズーク(Zouk)では、アジアのダンス音楽シーンのトレンド発信地
として、通年で世界的に有名なDJを迎え、若く精力的な世代にもアピールを続けています。

ゲンティン香港について


