
ゲンティン ドリーム 船内施設一覧

無料レストラン

レストラン名 室内/屋外 内容 提供 定員 予約 場所

デッキ7後方

ゲンティンダイニングルーム 室内 本格中華を提供するメインダイニングルーム 朝・昼・夕 300 不要 デッキ8後方

ドリームダイニングルーム 室内 アジア料理を提供するメインダイニングルーム 朝・昼・夕 428 不要

デッキ16後方

ワールドグリル 屋外 終日グリルスナックを提供します 朝・昼・夕 258 不要 デッキ16後方

ザ リド 室内 インターナショナル料理。多様なメニューを提供します 朝・昼・夕 554 不要

デッキ16,17前方

*印がついた施設はドリームパレスご宿泊者専用となります。

有料レストラン

レストラン名 室内/屋外 内容 提供 定員 予約 場所

*ゲンティンクラブ 室内 ドリームパレスご宿泊者専用レストラン 朝・昼・夕 60 必要

デッキ6前方

ブレッドボックス（テイクアウト） 室内 ヨーロッパスタイルのベーカリーショップ 軽食 - 不要 デッキ6中央

シルクロード＆キャバレー 室内 中華料理を提供。午後11時以降は18歳以上のみご利⽤可能 夕 148 必要

デッキ6中央

フードフェデレーション 室内 オープンキッチンの東南アジア料理レストラン 24時間 172 不要 デッキ7中央

ロビーカフェ（テイクアウト） 室内 東南アジアで人気の軽食を提供 朝・昼・夕 7 不要

デッキ8中央

シェフズテーブル 室内 ビストロバイマークベスト内のプライベートダイニングルーム 朝・昼・夕 10 必要 デッキ8中央

ビストロ バイ マークベスト 室内 モダンオーストラリアンスタイルのステーキレストラン 朝・昼・夕 165 必要

デッキ8中央

ウミウマ 室内/屋外 日本食レストラン 昼・夕 室内44/屋外42 必要 デッキ8後方

ビストロ グリルアウトドア 屋外 ビストロバイマークベストの屋外にあるグリルレストラン 昼・夕 54 必要

デッキ8後方

ウミウマ寿司バー 室内 お寿司と日本酒をお楽しみ頂けます 昼・夕 13 必要 デッキ8後方

ウミウマ鉄板焼 室内 マスターシェフが目の前で調理をする鉄板焼レストラン 昼・夕 78 必要

デッキ8後方

ジェラーテリア 室内 アイスクリームバー 軽食 20 不要 デッキ8後方

ホットポット 屋外 お好きな食材を選んで楽しめる屋外の火鍋レストラン 朝・昼・夕 108 必要

キャビン

カテゴリー名 広さ 最大定員 部屋数 ベッドタイプ キャビン詳細

デッキ15前方

パームコート 室内 アフタヌーンハイティ、夜はカクテルやワインなど提供 午前7時〜午前0時 115 不要 デッキ19前方

クリスタルライフキュイジーヌ 室内 栄養バランスを考えたヘルシーフードなどに特化したレストラン 朝・昼・夕 61 不要

キングベッド×1 + ダブルソファーベッド×1

ドリームデラックススイート 41㎡-61㎡ 4名 40 キングベッド×1 + ダブルソファーベッド×1

ガーデンペントハウス 224㎡ 4名 2 キングベッド×1 + クイーンベッド×1

ドリームエグゼクティブスイート 56㎡ 4名 2

・お1人様1泊あたりHKD280のF&Bクレジット

・ビバレッジパッケージ50％オフ

・ボトルワイン乗船時に1本バルコニーステートルーム 20㎡-31㎡ 3-4名 814
クイーンベッド×1 + シングルソファ or 

/  +  シーリングプルマンベッド×1

ドリームスイート / パレススイート 37㎡-40㎡ 4名 98 クイーンベッド×1 + ダブルソファーベッド×1

バルコニーデッラックスステートルーム 22㎡-28㎡ 3-4名 232
クイーンベッド×1 + シングルor ダブル

ソファーベッドor シーリングプルマンベッド×1

・お1人様1泊あたりHKD380のF&Bクレジット

・ビール/ワインを含むスペシャリティービバレッジ

 パッケージ

・24時間バトラーサービス 

・Wifi1時間無料インターネットアクセス

・ボトルワイン

・キッズウェルカムギフト

オーシャンビューステートルーム 16㎡-35㎡ 2-4名 84
シングルベッド×2 + シングルソファベッド×1 

or /   +  シングルソファベッド×2

インサイドステートルーム 13㎡-19㎡ 2-3名 402
シングルベッド×2 or シングルベッド×2

+シーリングプルマンベッド×1

基本アメニティ シャンプー＆ボディシャンプー、スリッパ、ドライヤー、冷蔵庫、電話、湯沸かし器、コーヒー/紅茶セット



場所

バー360 室内 360度どの席からも中央ステージのライブエンターメイメントを楽しめます 24時間 27 不要 デッキ6中央

バー＆ラウンジ

名称 室内/屋外 内容 提供 定員 予約

デッキ6中央

カラオケ 室内 個室5部屋完備。アルコールなどの飲み物やスナックもあります 24時間 49 必要 デッキ6中央

ロビーバー 室内 生絞りジュース、スムージー、フラッペやカクテル、ワイン、スピリッツ 午前7時〜午前1時 40 不要

デッキ7中央

ボバチャ 屋外 タピオカミルクティーを提供 午前10時〜午後6時 14 不要 デッキ8後方

レッドライオン 室内 イングリッシュスタイルのパブで豊富な種類のビールをご用意 24時間 75 不要

デッキ8中央

ミクスト 室内/屋外 プレディナーやアフターディナーに最適なバー 午前11時〜午前1時 室内159/屋外44 不要 デッキ8中央

バーシティ 室内/屋外
デッキ8で展開しているミクスト、ジョニーウォーカーハウス、

ペンフォールドワインヴォールト、バブルス、ヒューミドールの総称
午前11時〜午前1時 室内256/屋外177 不要

デッキ8中央

ウィスキーテイスティングルーム 室内 マスターブレンダーがそれぞれのブレンドの特徴を説明します 午前11時〜午前1時 - 必要 デッキ8中央

ジョニーウォーカーハウス 室内/屋外 ブレンデッドを多く取り揃え、テイスティングコースもご用意 午前11時〜午前1時 室内30/屋外47 不要

デッキ8中央

バブルス 室内 シャンパンはもちろんシャンパンに合うスナックもご用意 午前11時〜午前1時 50 不要 デッキ8中央

ペンフォールドワインヴォールト 室内 幅広いワインを揃え、カナッペとのペアリングもご提案するバー 午前11時〜午前1時 - 不要

デッキ8中央

トリビュート 室内/屋外 多目的利⽤も可能。各種ドリンクやスナックメニューあり 午前11時〜午前1時 室内170/屋外40 不要 デッキ8中央

ヒューミドール 室内 シガーラウンジ。ヘッドソムリエがシガーにマッチするお酒を提案 午前11時〜午前1時 17 不要

デッキ16中央

サンデッキバーポートサイド 屋外 サンデッキの左舷側にあるバー。各種ドリンクあり 午前7時〜午前10時 38 不要 デッキ17中央

プールデッキバー 屋外 サンベッド330台あり。各種ドリンクあり 午前7時〜午前10時 380 不要

デッキ17中央

ズーク 室内 日中はスポーツバー。夜はナイトクラブ 午前11時〜深夜 125 必要 デッキ17後方

サンデッキバースターボード 屋外 サンデッキの右舷側にあるバー。各種ドリンクあり 午前7時〜午前10時 38 不要

デッキ17後方

ザ マーケット 屋外 屋外のポップアップ会場 イベントによる - 必要 デッキ18後方

ズークビーチクラブ 屋外 浅いプールのダンスフロアとメガLEDスクリーンを備えたエンターテイメント会場 イベントによる 154 必要

デッキ18後方

*ゲンティンクラブラウンジ 室内 ドリームパレス宿泊者専用ラウンジ。リフレッシュメントと飲み物を提供 午前6時半〜午後10時 37 不要 デッキ16前方

ズークプライベートパーティーデッキ 屋外 ⼩規模〜中規模のプライベート野外イベントに最適。カクテルパーティーなど イベントによる 125 必要

デッキ17前方

*ゲンティンクラブカフェ 室内 ドリームパレス宿泊者専用ラウンジ。リフレッシュメントと飲み物を提供 午前7時〜午後10時 140 不要 デッキ18前方

*ゲンティンクラブリビングルーム 室内 ドリームパレス宿泊者専用ラウンジ。飲み物とスナックを提供 午前7時〜午前1時 42 不要

シルクロード＆キャバレー 室内
午後8時より、ショーバンドによる生演奏のBGMをお楽しみ頂けます

午後11時よりアダルトエンターテイメント（カバーシャージあり/18歳以上対象）
148 必要 デッキ6前方

*印がついた施設はドリームパレスご宿泊者専用となります。

エンターテイメント

施設名 室内/屋外 内容 ※ショーの内容は事前の予告なく変更になる場合がございます 定員 予約 場所

ドリームダイニングルーム 室内 ⽣演奏とともに中華料理とアジア料理を提供いたします 428 必要 デッキ7後方

ゾディアックシアター 室内 プロダクションショー / ラテンボールルームダンス / ゲストアーティストショー 999 必要 デッキ7前方

バー360 室内 生演奏やワールドクラスのアクロバティックパフォーマンス 27 不要 デッキ6中央

ズークビーチクラブ 屋外 浅いプールのダンスフロアとメガLEDスクリーンを備えたエンターテイメント会場 154 必要 デッキ17後方

トリビュート 室内/屋外 トリビュートソングをテーマとしたエンターテイメントラウンジ 室内170/屋外40 不要 デッキ8中央

ロビーバー 室内 ミュージックホールコンセプトの専用スペース、様々なジャンルの音楽演奏有 40 不要 デッキ6中央

パームコート 室内 優雅なコンテンポラリー上海音楽 115 不要 デッキ19前方

バーシティー 室内/屋外 ダイナミックなデュオによる中国語や英語の歌をお届けします 室内256/屋外177 不要 デッキ8中央



カラオケ 室内 個室5部屋完備。アルコールなどの飲み物やスナックもあります 有料 必要 デッキ6中央

スポーツ＆アクティビティ

施設名 室内/屋外 内容 無料/有料 予約 場所

メインプールデッキ 屋外 メインスイミングプール、ジャグジー4つ、パフォーマンスステージ、キッズウォーターパーク 無料 不要 デッキ16中央

麻雀ルーム 室内 ⿇雀やカードゲームなどにもご利⽤可能(⿇雀牌とゲームのレンタルは有料) 無料 必要 デッキ7中央

スポーツバー（ズーク内） 室内 4レーンのボーリング場あり。ネオンカラーのボールやグリーンに光るピンでゲームをお楽しみ頂けます 有料 不要 デッキ17後方

ジョギングドラック 屋外 ウォーキングやジョギングをお楽しみ頂けます 無料 不要 デッキ17中央

ロープコース 屋外 全⻑約35メートルのジップライン。⼤⼈のみ。⼦供⽤は舷側から突き出た板の上を歩くコース有 無料 不要 デッキ18後方

潜水艇 屋外 世界で唯一無二の水中リムジン。5人乗り（パイロット1人+乗客4人）約60分  有料 必要  -

ミニゴルフ 屋外 9ホールのパッティングコース 無料 不要 デッキ18後方

ロッククライミングウォール 屋外 迫⼒のある7メートルを超える⾼さのクライミングウォール 無料 不要 デッキ18後方

ウォータースライドパーク 屋外 ウォータースライダー6台/ 内子供用1台（デッキ16後方） 無料 不要 デッキ20後方

スポーツプレックス 屋外 マルチスペース（バスケットボール/バレーボール/フットサル） 無料 不要 デッキ19後方

*ゲンティンクラブジムナジウム＆スタジオ 室内 ドリームパレスご宿泊者様専用ジムとスタジオ 無料 不要 デッキ18前方

*ゲンティンクラブプール＆サンデッキ 屋外 ドリームパレスご宿泊者様専用プールとサンデッキ 無料 不要 デッキ18前方

*印がついた施設はドリームパレスご宿泊者専用となります。

ビューティ＆ウェルネス

施設名 室内/屋外 内容 定員 無料/有料 予約 場所

デッキ5中央

クリスタルライフフィットネス 室内

最新の設備とインストラクターを備えるフィットネスセンター 50 無料 不要
デッキ15前方

プロコーチによるプラベートまたはグループレッスン -

クリスタルライフアジアンスパ 室内
アジアスイルのスパ、プランジプール、スチームサウナ、

リフレクソロジー80席を備えたリラクゼーションラウンジ
80 有料 必要

デッキ15前方

クリスタルライフウェルネス 室内 ヘルスセンターとビューティートリートメント 20 有料 必要 デッキ5中央

有料 必要

クリスタルライフスパ 室内 ウェスタンスパ＆マッサージトリートメント。個室完備 37 有料 必要

デッキ15前方

ジェントルマンズバーバー 室内 男性用ヘアカット、シェービング 2 有料 必要 デッキ15前方

ル サロン 室内 ヘアスタイリング、ペディキュア、マニキュア 8 有料 必要

リトルパンダクラブ 室内 ⼦供向けアクティビティーとビデオゲームセンター。2歳〜12歳の⼦供向け施設 114 必要 デッキ16中央

デッキ18前方

*印がついた施設はドリームパレスご宿泊者専用となります。

ティーンエイジ＆チルドレン

施設名 室内/屋外 内容 定員 予約 場所

*ゲンティンクラブスパ 室内 ドリームパレスご宿泊者専用スパ  - 有料 必要

カジノ(一般用) カジノ(メンバー&ご招待客用)

施設名 内容 場所 施設名 内容 場所

アーケード 室内 ビデオゲームセンター。ハッピーアワー設定あり - 不要 デッキ16中央

リゾートワールドアットシーカジノ

ゲームテーブル47台、

スロットマシーン215台、

電子式テーブルゲーム215台

デッキ16前方

ゲンティンクラブ
ゲームテーブル21台と

スロットマシーン10台
デッキ16前方

インターナショナルルーム

プレミアムルーム

ゲームテーブル18台

ゲームテーブル24台とスロットマシーン11台

デッキ8後方

デッキ6後方

*印がついた施設はドリームパレスご宿泊者専用となります。 *ゲンティンクラブプライベートルーム プラベートゲームルーム12室 デッキ16前方



施設名 室内/屋外 内容 定員 予約 場所

その他施設

ショアエクスカージョン＆

クルーズコンサルタント
室内 ショアエクスカージョンや次回のクルーズのプランニングのご相談に応じます - - デッキ6中央

レセプション 室内 24時間体制でお客様のご対応をするレセプションでは両替や精算も可能です - - デッキ6中央

ミーティングルーム1＆2 室内 ⼩会議室、プライベートな⾏事にもご利⽤いただけます - 必要 デッキ7前方

クリニック 室内
メディカルセンター/常時、医師と看護チームが乗船しており、入院設備も完備

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
- - デッキ5中央

ヘリパッドエンバケーションラウンジ 室内 ヘリコプターで到着/出発するVIPゲスト専用のラウンジ - 必要 デッキ9前方

ボードウォーク 屋外 610mの屋外プロムナード - - デッキ8

ビジネスセンター 室内 ビジネス設備とサービスを備える、図書室 20 不要 デッキ19後方

ブリッジビューイングルーム 室内 船員による巡⾏操作を⾒学することができます - 不要 デッキ15前方

香港 Kai Tak Cruise Terminal / 33 Shing Fung Rd., Kowloon, Hong Kong 着岸

ダナン Tien Sa Port, Tien Sa Ward, Son Tra District, Da Nang City, Vietnam 着岸

寄港地のご案内

都市名 住所 備考

広州 Phase 3, Longxue Avenue South, Nansha, Guangzhou 着岸

両替 デッキ6中央レセプションにて承ります

利⽤可能クレジットカード VISA・MASTER・JCB・AMERICAN EXPRESS ・ 事前にクレジットカード登録を希望されない場合、デポジットをお預かりいただく必要がございます

Wifi

速度/普通：1泊利⽤（デバイス 計2つまで接続可能）

速度/⾼速：1泊利⽤（デバイス 計2つまで接続可能） または 24時間接続（デバイス1つあたり）

ハロン湾 Cai Lan Port, No.1. Cai Lan Road, Bay Chay Ward, Halong Bay City, Quang Ninh Province, Vietnam 沖止め

GENERAL INFORMATION

船内通貨

船内通貨 / 香港ドル（HKD）

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。

服装

カジュアルな服装でほとんど問題ありません。日中はリゾートカジュアル、すなわち男性なら襟付きのシャツとスラックス、

⼥性ならブラウス、スカートまたはワンピースなどです。お⾷事の際は、Ｔシャツ、ショートパンツ、タンクトップはさけた⽅

が無難です。夜はスマートカジュアルで男性は丈の⻑いズボンやつま先の隠れる靴などをお召しになってください。

喫煙
キャビン内は全て禁煙です（バルコニーは可）。また全てのレストラン及び屋内の公共エリアにおける喫煙は禁止されて

おり、指定された公共エリアのみ喫煙可能となります。（煙草/電⼦煙草/葉巻）

避難訓練（セーフティドリル）

クルーズでは原則として、ご乗船の24時間以内に避難訓練を⾏うことが国際法にて定められており、全乗客の参加が義務づけら

れておりますのでご協⼒ください。船内放送にてご案内いたしますので、最寄りの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。

サービスチャージ

キャビンカテゴリー スイート以上 大人（13歳以上）HKD130 / 子ども（7歳以上13歳未満）HKD65 / 幼児（7歳未満）なし

キャビンカテゴリー バルコニー以下 大人（13歳以上）HKD110 / 子ども（7歳以上13歳未満）HKD55 / 幼児（7歳未満）なし

サービスチャージは船内会計に自動加算されます。

パスポートとビザ

ご乗船日より最低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。

※記載の内容は全て作成時点(2016年11⽉1⽇現在)のものとなり、事前の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。


