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ゲンティン ドリームへようこそ 

ゲンティン ドリームは、アジア初のプレミアムクルーズラインであるドリームクルーズの第一船 

として 2016 年 11 月にデビューしました。151,300 トンを誇るゲンティン ドリームは、スペース 

比率がお一人様あたり 45トンとアジア太平洋地域では最も広く、乗組員比率はお一人様あたり 1.7人

と同地域で最高率となります。客室の 70%以上にプライベートバルコニーがついており、オーシャン

ビューと広々とした空間を提供します。スイートにご宿泊のお客様は、専用エリア「ドリーム パレス」

にてバトラーサービスや専用ダイニングなどをご利用いただけます。 

船上には 35にもおよぶレストランやバーがあり、中華料理、東南アジア料理、日本料理、西洋料理

など国際色豊かな美食の数々をご堪能いただけます。また、6 台のウォータースライダー、ロープ 

コース、ボーリングレーン、ナイトクラブ、リテールショップ、アジアやヨーロッパの最先端技術

を用いたスパ、ヘルスクラブなどの施設・設備も充実しています。多種多様なレクリエーション、

豊富なアクティビティやイベントは、洋上の時間に彩りを加え、他にはないクルーズ体験を一層 

高めます。 

 

 

 

 

 

ゲンティン ドリームの概要 

   

総トン数：151,300トン 全長：335 m 船幅：40 m 

客室数：1,674室 乗客定員数：3,352名 乗組員数：2,016名 
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ご出発の前に 

 

パスポート&ビザ 

海外のクルーズではパスポートをご用意いただきます。下船日より最低 6 ヶ月以上の有効期間が必要となります。 

また国籍によってはビザが必要な場合もございます。詳しくはお申し込みの旅行代理店にお問い合わせください。 

パスポートは乗船中、船内でお預かりします。 

 

コンファメーションスリップ（乗船券） 

コンファメーションスリップは、ご乗船の際アクセスカードとお引換えする時に必要な書類です。忘れずに 

お持ちください。通常は出発日の 1 週間前までにお渡ししております。（団体旅行については別途ご案内）  

 

荷物 

ご自分のお荷物はあらかじめ手荷物と預けるものとに分けておくことをお勧めします。 

個人的所持品は皆様の責任のもとに管理ください。船内に持ち込めるスーツケースは 2 個

(お一人様 23kg 以内)までとさせていただきます。飛行機をご利用のお客様は、荷物に 

関する規定について航空会社ともご確認ください。 

 

服装 

日中はリゾートカジュアル、夕方以降はスマートカジュアルを推奨しております。 

リゾートカジュアル：ワンピース、テーラードショーツ、Tシャツ、ジーンズ等 

スマートカジュアル：ポロシャツ、襟付きシャツ、ジャケット、長ズボン、ドレスジーンズ等 

 

海外旅行傷害保険 

旅行中の盗難、病気など万一の場合に備えて海外旅行傷害保険をお掛けになることをお勧めします。 

ご出発前にお申し込みの旅行代理店にお問い合わせください。  

 

キャンセル料 

ご予約を解消になる場合の取消料は、お申し込みの各旅行代理店またはそれぞれの旅行パンフレットにてご確認 

ください。 

 

船内での精算について 

船内での精算はカジノ以外すべてキャッシュレスです。アクセスカードを提示し、伝票にサインをする 

システムです。船内でのご利用料金については下船日の朝までにチェックアウト（精算）をして 

いただきます。尚、エキスプレスチェックアウトを申請のお客様は、ご登録のクレジットカードで自動 

精算となりますのでチェックアウトの必要はなくなります。ご利用可能なクレジットカードは VISA、

MASTER、AMEX、JCB となります。 

※ クレジットカード会社との通信状況により、ご利用いただけないカードがある場合がございますので、 

2 種類以上のクレジットカードをお持ちいただくことを推奨しております。 
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乗船手続きについて 

 

必要書類 

チェックインの際に必要な書類をご確認ください。 

1. パスポート            

2. コンファメーションスリップ（乗船券） 

 

チェックインの流れ 

1. バゲージチェックインホールにて、乗船券を提示し、お荷物をお預けください。 

その際、係員が荷物タグの半券をお渡しいたします。 

2. チェックインカウンターでパスポートと乗船券を提示してチェックインします。 

船内で使うアクセスカードをお渡しいたします。 

3. 手荷物のセキュリティーチェックを受けます。 

4. イミグレーション通過後、パスポートはドリームクルーズスタッフにてお預かりします。 

※ お預かりしたパスポートは下船前にお返しします。 

5. 乗船の際、船内でお出迎えするスタッフにアクセスカードをお渡しください。 

お客様が乗船なさったことをアクセスカードに入力いたします。 

 

チェックインは指定の最終時間までに必ずお済ませください（詳細は乗船券にてご確認いただけます） 
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＜広州の港＞ 

港名: Guangzhou Port Nansha Phase III Container Terminal（広州港南沙集装箱三期碼頭） 

住所: Phase 3, Longxue Avenue South, Nansha, Guangzhou, China（広州市南沙区龙穴大道南三期） 

 
 

＜香港の港＞ 

港名: Kai Tak Cruise Terminal（啟德郵輪碼頭） 

住所: 33 Shing Fung Road, Kowloon, Hong Kong（香港九龍承豊道 33号） 
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総合案内 

 

 

クルーズ料金に含まれるもの クル－ズ料金に含まれないもの 

 キャビン宿泊費 

 ドリーム ダイニングルーム、ゲンティン  

ダイニングルーム、ザ リド、ワールドグリル

でのお食事、コースに含まれるお飲物、施設内

に設置されたセルフサービスのお飲物 

 船内のエンターテイメント、ショー（一部有料） 

 プール、ジムなどの施設使用料 

 左記以外のレストランにおけるお食事 

 左記以外のお飲物 

 寄港地観光 

 ランドリーサービス 

 医務室 

 その他、ショッピング、カジノ、マッサージ、 

サウナ、美容室など個人的費用 

 

船内新聞（ドリームデイリー） 

レセプションでお配りする船内新聞にはレストラン営業時間、ドレスコード、エンターテイメントイベント

のスケジュールをはじめ、寄港地ガイドなどクルーズに関する情報が満載なので、活用すればするほど 

クルーズライフをエンジョイできます。 

 

船内通貨 

船内での有料レストラン、飲物代、有料施設などのご利用は、アクセスカードの提示とサインによる 

キャッシュレスシステムをとっております。 

※ このアクセスカードはキャビンのキーとしての役割と、乗船中はクレジットカード、身分証明書の機能も 

果たしますので常に携帯して紛失しないようご注意ください。 

※ 船内通貨は、香港ドル（HKD）となります。 

 

サービスチャージ 

お一人様一泊あたり下記の通りサービスチャージを申し受けます。6歳以下のお子様には適用されません。 

 

＜インサイド ～ バルコニーデラックス＞ 

大人（13歳以上） ：HKD 110 

子供（7歳～12歳） ：HKD 55 

  

＜スイート＞ 

大人（13歳以上） ：HKD 130 

子供（7歳～12歳） ：HKD 65 

 

  



p. 6 

 

喫煙 

客室バルコニーおよびオープンデッキ、バーで灰皿がある箇所は喫煙可能ですが、客室内、全ての

レストラン、灰皿の設置されていない公共エリアにおける喫煙は禁止されております。 

 

医療サービス 

ゲンティン ドリームでは常時、医師と看護チームが乗船しております。すべての治療につきましては

別途料金を請求させていただきます。 

 

キャビン内の設備およびアメニティー 

全ての客室にシャワー、テレビ、エアコン、ドライヤー、冷蔵庫、金庫は設置されています。キャビン

にはタオル、シャンプー・コンディショナー、リキッドソープ、歯ブラシ、バスローブ、スリッパ

などが用意されています。客室内のボトルウォーターは無料でご利用いただけます。（追加は有料） 

 

電圧 

客室内の電圧は 220ボルトとなります。プラグタイプは BFタイプ・OCタイプとなります。また、USB

ポートもございます。変圧器、変換プラグは、各自ご持参ください。 

洗面所には日本のプラグと同じ形状の二股（A タイプ/115 ボルト）がございますが、シェーバー 

専用となります。 

  

BFタイプ OCタイプ 

 

ランドリー 

ドライクリーニングと洗濯のサービスが必要な場合は、客室サービス係にお申し付けください。(有料) 

 

避難訓練（セーフティードリル） 

クルーズでは原則として、出航前に避難訓練を行うことが国際海事法にて定められており、 

全乗客の参加が義務づけられております。船内放送にてご案内いたしますので、各自マスター 

ステーション（決められた避難場所）にて避難訓練にご参加ください。また、この間は船内全ての

サービスが中断されます。 

マスターステーションは、客室ドアの内側に案内されています。 

 

紛失物・貴重品 

クルーズ中に紛失したものについてはレセプションにお問い合わせ下さい｡ 船内での貴重品の紛失については

責任を負いかねます。各自でキャビンの備え付けの金庫などをご利用ください。  
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船内の主要な施設について 

 

レストラン＆バー 

     

パームコート（デッキ 19前方） 

オブザーバトリー、バー。 

アフタヌーンハイティーの 

提供もございます。 

 サンデッキバー（デッキ 17中央） 

右舷・左舷それぞれに 16 席と

38 台のサンベッドを備えた 

屋外バーです。 

 ズーク（デッキ 17後方） 

ナイトクラブ。 

ボーリングレーン 4 レーンを

備え、日中はスポーツバー 

として営業します。 

 

     

ズーク ビーチ クラブ（デッキ 17 後方） 

屋外のエンターテイメント 

会場。浅いプールのダンス 

フロア、メガ LEDウォール、 

バーを備えます。 

 ワールドグリル（デッキ 16後方） 

終日グリルスナックを提供 

する無料レストランです。 

 ザ リド（デッキ 16後方） 

朝食、昼食、夕食でご利用 

いただけるビュッフェ形式の 

無料レストランです。 

 

     

クリスタル ライフ キュイジーヌ

（デッキ 15前方） 

ヘルシー志向でバランスの 

とれた栄養価の高い 

フレッシュスムージーなどを

提供するレストランです。 

 ビストロ by マーク・ベスト

（デッキ 8中央） 

オーストラリアのマスター 

シェフ、マーク・ベストが 

プロデュースするモダン 

オーストラリア料理の 

レストランです。 

 トリビュート（デッキ 8中央） 

トリビュートソングをテーマ

としたシンガーによる 

パフォーマンスやコメディー

をお楽しみください。 
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バー シティ（デッキ 8中央） 

バーシティーの中には、 

ジョニーウォーカーハウス、 

ペンフォールズワインヴォールト、

バブルス、ヒューミドール、 

ミクストが入り、スコッチ 

ウイスキー、ヴィンテージワイン、

シャンパン、シガーなどを 

お楽しみいただけます。 

 ウミウマ（デッキ 8後方） 

日本食レストラン。鉄板焼や 

寿司バーも備えます。 

 ジェラーテリア（デッキ 8 後方） 

アイスクリームバー。 

シャーベットやフローズン 

ヨーグルトなども取り揃え 

ます。 

 

     

ゲンティン ダイニング ルー

ム（デッキ 8後方） 

中華をファミリースタイルで

提供する無料のメインダイニング

です。 

 ホットポット（デッキ 8後方） 

火鍋をお楽しみいただける 

屋外レストランです。 

 フード フェデレーション 

（デッキ 7中央） 

24時間営業のホーカー（屋台）

スタイルのレストランです。 

 

     

レッド ライオン（デッキ 7 中央） 

24時間営業のパブです。世界

各国のドラフトビールなどを

お楽しみいただけます。 

 ドリーム ダイニング ルーム

（デッキ 7後方） 

中華＆インターナショナル 

料理を提供する無料のメイン

ダイニングです。 

 シルクロード＆キャバレー 

（デッキ 6前方） 

本格中華料理のスペシャリティ

レストラン。夜 11時以降は 

キャバレーとして営業し、18

歳以上の方のみ入場可能と 

ります。 
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カラオケ（デッキ 6中央） 

個室 5室を完備したカラオケ

ルームです。 

 ブレッド ボックス（デッキ 6 中央） 

焼き立てのパン、ペーストリー、

シナモンロール、コーヒーなど

を販売するベーカリーです。 

 バー360（デッキ 6中央） 

バー中央にステージがあり、 

お飲物とともにライブ 

パフォーマンスをお楽しみ 

いただけるユニークな作りに

なっています。 

 

その他の施設 

     

ウォータースライド パーク

（デッキ 16/20後方） 

スピードの異なるウォーター

スライダーが 6台あり、大人 

から子供まで楽しむことが 

できます。 

うち一台はお子様向けに 

デザインされており、デッキ

16に設置されています。 

 ビジネスセンター 

（デッキ 19中央） 

ビジネス設備とサービスを 

備えます。 

 スポーツプレックス 

（デッキ 19後方） 

バスケットボールコート /  

多機能スペース。 

 

     

ロッククライミングウォール

（デッキ 18後方） 

約 7メートルの高さで、ご家族

でもお楽しみいただけます。 

 ミニゴルフ（デッキ 18後方） 

9ホールの屋外パッティング 

コース。 

 ロープコース（デッキ 18後方） 

屋外アクティビティコース。35

メートルのジップラインも 

備えます。 

 



p. 10 

 

     

リトル パンダ クラブ 

（デッキ 16中央） 

2歳～12歳を対象としたキッズ

クラブ。様々なアクティビティ

やビデオゲームをご用意して

おります。 

 アーケード（デッキ 16中央） 

ビデオゲームセンター。 

 メインプールデッキ 

（デッキ 16中央） 

メインのスイミングプール。 

キッズアクアゾーンもござい

ます。 

 

     

ブリッジ ビューイング ルー

ム（デッキ 15前方） 

船長や航海士が操船を行う 

様子を見学できます。 

 クリスタル ライフ スパ 

（デッキ 15前方） 

ウエスタンスパやマッサージ

を提供します。 

 クリスタル ライフ フィットネス

（デッキ 15前方） 

フィットネスセンター。 

 

     

ル サロン（デッキ 15前方） 

美容室。ヘアスタイリング、 

マニキュア、ペディキュアなど

をご利用いただけます。 

 ザ ジェントルマンズ バーバー

（デッキ 15前方） 

理容室。ヘアカットや髭剃り 

などをご利用いただけます。 

 ゾディアック シアター 

（デッキ 7前方） 

ショーや 3D映画をお楽しみ 

いただける他、カンファレンス

会場としてもご利用いただけ

ます。 
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ミーティングルーム I & II 

（デッキ 7前方） 

小会議室。プライベート 

ファンクションにもご利用 

いただけます。 

 麻雀ルーム（デッキ 7 中央） 

麻雀やカードゲーム用の 

お部屋です。 

 リゾートワールド アット シー 

カジノ（デッキ 6/7中央） 

スロットマシーンやテーブル

ゲームをお楽しみいただけま

す。 

 

     

ザ ドリーム ブティック 

（デッキ 6前方/7後方） 

ハイブランドのブティックの

他、腕時計、コスメ、お酒、 

たばこ等を販売します。 

 レセプション＆ 

ショアエクスカーションデスク

（デッキ 6中央） 

船上口座の明細を確認したり

するにはレセプションへ、寄港

地観光のお申し込み等は 

ショアエクスカーションデスク

へお越しください。 

 クリスタル ライフ アジアン 

スパ（デッキ 5前方） 

アジアンスタイルのスパ。 

スチーム、サウナ、フット 

マッサージをご利用いただけ、

リラクゼーションラウンジ 

にはリフレクソロジー80 席を

備えます。 

 

     

クリスタル ライフ ウェルネ

ス（デッキ 5中央） 

ヘルスセンター。ビューティー

トリートメントを提供します。 

 クリニック（デッキ 5 中央） 

医務室。 
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下船のご案内 

 

入国審査について 

入国審査は事前に船サイドで行われます。終了後、準備完了のアナウンスがありますので 

レセプションで精算をお済ませいただき、船内でご案内する指定場所にてパスポートをお受け取り

ください。 

 

精算について 

エキスプレスチェックアウト（クレジットカード）ご登録のお客様は、船上での精算は不要です。

下船前にレセプションで精算内容をご確認ください。内容に間違いがなければ、そのままご登録の

クレジットカードにて自動精算されます。請求額にご不明な点があった場合、または現金でお支払い

をご希望される場合は、下船当日、レセプションにてご精算ください。 

  

下船について 

下船には現地当局の手続きが必要となり、全ての手続きが完了次第下船開始となります。 

下船時の集合場所・集合時間の詳細については、船内配布のドリームデイリーをご参照ください。 

※ 入国審査などの手続きにより、実際の下船開始は着岸時間より若干遅れますので予めご了承 

下さい。 

 

荷物について 

パスポート返却の際、バゲージタグを一緒にお受け取りください。 

お預けになるお荷物にバゲージタグをつけ、所定の時間までにお部屋の前に出してください。 

下船後、バゲージクレームエリア（荷物受取場）にてお荷物をお受け取りください。 

お荷物はデッキごとに置いてあります。 
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ドリーム パレスについて 

ドリーム パレスは、デッキ 16～18 の前方に位置する、スイートにご宿泊のお客様 

専用エリアです。洗練されたデザインに加え、上質なホスピタリティを提供いたし 

ます。 

 

ヨーロッパスタイルのバトラーが 24 時間いつでもお客様のご要望にお応えいたし 

ます。バトラーは、荷解きからパッキングまでお手伝いいたします。その他、 

アイロンがけ、靴磨き、ダイニングやスパのご予約、寄港地観光のアレンジも 

お手伝いいたします。客室内にてアフタヌーンティー、ディナー、カクテルを 

サーブすることも可能です。また、どのレストランからもお食事をお持ちすること

ができます。 

 

ドリーム パレスは、ブティックホテルの要素とプライベートなクラブハウスの要素

を持ち合わせており、ここでは申し分のないサービスを経験することができます。 

 

 

  



p. 14 

 

スイート特典 

 

 スペシャリティレストラン、スパトリートメント、ショーの優先予約 

 スイート専用のアウトドアデッキ＆プール 

 お一人様一晩につき香港ドル 380のダイニング・エンターテイメントクレジットを付与 

※ 当日余ったクレジットは翌日繰り越し不可となります。 

 プレミアム ビバレッジ パッケージ 

※ ビール、ワイン、ウイスキー、カクテル、モクテル、ソフトドリンクなどが

含まれます。 

 ゲンティン クラブ レストランを含むプライベートエリアへのアクセス 

 ２４時間バトラーサービス 

 １日１時間のインターネットアクセス 

※ ガーデンペントハウスにご宿泊のお客様は終日無料でインターネットを 

ご利用いただけます。 

 ボトルワイン（消費されたら補充）と紅茶＆コーヒーグルメセット 

 キッズ ウェルカムギフト 
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スイート特典 
 

デッキ 18  

 ゲンティン クラブ カフェ 

終日、無料でお飲物などを提供します。 

  

  

 プール＆サンデッキ 

スイート専用のプール＆サンデッキです。 

  

  

 ジム&スタジオ 

スイート専用のジム＆スタジオです。 

  

 スパ 

スイート専用のスパです。 
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デッキ 17  

 ゲンティン クラブ リビングルーム 

お飲物・スナックを無料でお楽しみいただける 

ラウンジです。 

  

 ゲンティン クラブ ラウンジ 

24 時間ご利用いただけるラウンジで、お飲物や 

スナックを提供します。 

  

  

 ゲンティン クラブ レストラン 

中華をはじめインターナショナルなお料理を提供

する無料のスペシャリティレストランです。充実 

したワインリストもご用意しております。事前に 

ご予約が必要となります。 
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デッキ 16  

 ゲンティン クラブ 

スイートのお客様、メンバー、招待客専用のカジノ

です。 

 

 

  

 ウイスキー＆シガー ラウンジ 

スイート専用のウイスキー＆シガーラウンジです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申込み旅行代理店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本情報は 2016年 12月現在のものとなり、掲載内容は予告なく変更される場合がございます。 

スタークルーズ日本オフィス 

〒105-0021 東京都港区新橋 2-4-6 パラッツォ シエナ 8F 

TEL03-6403-5188 FAX03-6403-5189 営業時間 月～金/9:30～18:00 

 


