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ススススーパースーパースーパースーパースター・ター・ター・ター・ジェミナイジェミナイジェミナイジェミナイへようこそへようこそへようこそへようこそ    

フリースタイルクルージング＝好きな時に好きな人と自分らしいクルーズライフを楽しむ。これ

がアジア発祥の新しいクルーズコンセプトです。厳しいドレスコード、テーブル指定のダイニン

グシステム、面倒なチップ制などから解放され、より自由気ままな船旅を楽しんでいただく為

の画期的なクルーズスタイルです。 1993 年の創業以来、スタークルーズはこのコンセプトを

提唱してきましたが、今やこのスタイルは世界中で受け入れられています。 

    

スーパースター・ジェミナイは 1992 年にフランスで建造され、ノルウェージャン ドリームとして

主にヨーロッパで運航されていました。2012 年の改装後、2012 年 12 月スタークルーズの船隊

に加わりカジュアル客船としてリニューアルデビューしました。もっと気軽に客船を体験してい

ただけるように設定されたスーパースター・ジェミナイではインターナショナル（2 箇所）、中華、

バーベキュー（有料）、広東料理（有料）、アジアン料理（有料）の 6 箇所のレストランから、お好

みのお食事を選択することができます。また、本格的なショー、カジノ、マッサージ、ショッピン

グなど、船上での楽しみ方はあなた次第です。400 ㎡にも及ぶ免税ショップでは、船上とは思

えないほどの品揃えに驚かれることでしょう。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

総トン数：50,764 トン 全長：230m 船幅：29m 

客室数：766 室 乗客定員数：1,532 名 運航速力：18 ノット 
   

スーパースター・スーパースター・スーパースター・スーパースター・ジェミナイの概ジェミナイの概ジェミナイの概ジェミナイの概要要要要    
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ご出発の前にご出発の前にご出発の前にご出発の前に    
パスポートパスポートパスポートパスポート、ビザ、ビザ、ビザ、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。出発日より最低 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。 

    

予約確認書（コンファメーション・スリップ）予約確認書（コンファメーション・スリップ）予約確認書（コンファメーション・スリップ）予約確認書（コンファメーション・スリップ）    

予約確認書はご乗船の際キャビン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）   

    

荷物荷物荷物荷物    

手荷物ひとつというのが理想的です。大型のスーツケースをご持参の場合は、予めご

相談ください。お持込いただけるお荷物は一人につき 30kg までとなります。    

 

服装服装服装服装    

カジュアルな服装でほとんど問題ありません。スマートカジュアル、すなわち男性ならば襟

付きのシャツとスラックス、女性ならスカートまたはワンピース。但し、お食事の際は、水着

短パンなどではお断りするレストランがございますのでご注意ください。 

  

キキキキャビン内の設備、及びアメニティーャビン内の設備、及びアメニティーャビン内の設備、及びアメニティーャビン内の設備、及びアメニティー    

全ての船室にシャワー、金庫、テレビ、エアコン、ドライヤー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、スリッパなどが用意

されています。船室内のミネラルウォーターは無料でご利用いただけます（追加は有料） 

 

電化製品電化製品電化製品電化製品    

キャビン内の電圧は 110 ボルト(二股)および 220 ボルト（三股）と 

なります。バスルーム内のコンセントはシェーバー専用ですので、 

ご注意ください。製品により変圧器が必要となりますので各じご持参 

ください。 
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海外旅行傷害保険海外旅行傷害保険海外旅行傷害保険海外旅行傷害保険 

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。  

キャンセル料キャンセル料キャンセル料キャンセル料    

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。 

船内での精算およびチップについて船内での精算およびチップについて船内での精算およびチップについて船内での精算およびチップについて 

船内での精算はショッピング、カジノとゲーム以外すべてキャッシュレスです。キャビンカ

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、あらかじめエキスプレスチェック

アウトを申請のお客様には明細が部屋に届き、変更がない場合は、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

はビザ、マスター、アメックス、JCB、ダイナーズです。尚、有料の飲物やサービスには自

動的に 15％のサービスチャージが加算されますので予めご了承ください。 
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乗船手続きについて乗船手続きについて乗船手続きについて乗船手続きについて    
必要書類必要書類必要書類必要書類    

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（予約確認書） 

    

チェックインの流れチェックインの流れチェックインの流れチェックインの流れ    

1. 荷物は 1 階バゲージチェックインカウンターにてコンファメーションスリップを提示し預

ける。お荷物タグの半券を引換にもらう。 

2. 2階チェックインカウンターで書類の確認（パスポート、コンファメーションスリップ） 

3. アクセスカード（キャビンカード）及びパスポートを受け取る 

4. 手荷物のセキュリティーチェック 

5. イ ミ グ レ ー シ ョ ン 通 過 後 、 パ ス ポ ー ト は ス タ ー ク ル ー ズ ス タ ッ フ に 預 ける 

    

チェックインチェックインチェックイン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（詳細はコンファメーションスリップは指定の最終時間までに必ずお済ませください（詳細はコンファメーションスリップは指定の最終時間までに必ずお済ませください（詳細はコンファメーションスリップは指定の最終時間までに必ずお済ませください（詳細はコンファメーションスリップ

にてご確認いただけます）にてご確認いただけます）にてご確認いただけます）にてご確認いただけます） 

港名港名港名港名::::    Singapore Harbor Front Center 

住所住所住所住所: : : : 1 Maritime Square, Singapore 099253  
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総合案内総合案内総合案内総合案内    
オールインクルーシブオールインクルーシブオールインクルーシブオールインクルーシブ    

クルーズ料金にはキャビンのほかにお食事代金、船内でのエンターテインメントなども含まれます。 

クルーズ料金クルーズ料金クルーズ料金クルーズ料金に含まれるものに含まれるものに含まれるものに含まれるもの    クル－ズ料金クル－ズ料金クル－ズ料金クル－ズ料金に含まれないものに含まれないものに含まれないものに含まれないもの 

■キャビン宿泊費 ■マリナーズ・レス

トラン、ダイナスティ・レストラン、ベラビ

スタにおける基本的な食事代（朝食、昼

食、夕食、夜食）など ■船内のエンタ

ーテイメント、ショー（一部有料） ■プ

ール、ジャグジーなど施設使用料 

■レストラン、バー、ラウンジでのお飲

物 ■オプショナルツアー ■ランドリ

ーサービス ■託児所 ■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 

■左記以外のアラカルトレストランでの

食事代（タイパン・ブルーラグーン, 

オセアナバーベキュー） 

 

船内新聞（スターナビゲーター）船内新聞（スターナビゲーター）船内新聞（スターナビゲーター）船内新聞（スターナビゲーター）    

乗船の際、お配りする船内新聞（日本語）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です。 

 

船内通貨船内通貨船内通貨船内通貨    

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、キャビン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。    

※ 船内での通貨単位は、原則としてクルーズ起点地の通貨となります（シンガポール発着の場合はシ

ンガポールドル） 

紛失物・貴重品紛失物・貴重品紛失物・貴重品紛失物・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。 

 

喫煙および飲酒喫煙および飲酒喫煙および飲酒喫煙および飲酒    

キャビン内における喫煙は自由ですが、船内パブリックスペース（レストランなど）における喫

煙は禁止されております。オープンデッキまたは一部レストランやバーで灰皿がある箇所は喫

煙可能となっております。 



~ 6 ~ 

 

避難訓練（セーフティードリル）避難訓練（セーフティードリル）避難訓練（セーフティードリル）避難訓練（セーフティードリル）    

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。 

 

日本語スタッフ日本語スタッフ日本語スタッフ日本語スタッフ    

スーパースター・ジェミナイには日本語の話せるスタッフが乗船しております。ご不明な場合レ

セプション（内線 00）にて日本語の話せるスタッフにお声かけください。 

 

写真サービス写真サービス写真サービス写真サービス    

クルーズ中はプロのカメラマンがお客様を撮影しております。撮影された写真はフォトギャラリー（デ

ッキ 9 中央）にて購入することができます。 

 

電話電話電話電話    

船内電話 

キャビンからキャビンへ電話される場合は、そのまま相手先のキャビン番号をダイヤルしてください｡ 

（例えば 04020 の場合、先頭の 0 は必要ありません。）   

 

船から日本へかける場合、日本へＦＡＸを流す場合 

レセプションにてお申し付けください。衛星回線の為、通常の海外への電話より割高になりますので

予めご了承ください。部屋から衛星国際電話をご利用の際は、一度レセプションにかけてからご依頼

ください。 

 

日本から船へかける場合 

電話番号 010※1-65-6808-2288 

自動音声に従って船番号※2 をプッシュします。各船のレセプション（オペレーター/英語対応）

につながりますので、お話になりたい相手のキャビン番号（部屋番号）とお名前（フルネーム）

でお伝えください。 

※1010 はマイライン登録電話からの場合となります。マイラインを登録していない場合は、国際

電話番号（001、0041、0033 などの任意の番号）からお掛け下さい。 

※2 船番号は下記をご参照ください。 
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1：スーパースター・ヴァーゴ   2：スーパースター・アクエリアス  3：スーパースター・リブラ   

4：スター・パイシス  

5：スーパースター・ジェミナイ 
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船内施設について船内施設について船内施設について船内施設について    
 

スターダストスターダストスターダストスターダスト    ラウンジラウンジラウンジラウンジ（定員（定員（定員（定員 650650650650 名）名）名）名）                                                        デッキデッキデッキデッキ 10101010 前方前方前方前方 

シアターでは毎晩、ラスベガススタイルのレビュー、マジックなど 

世界的なエンターテインメントを堪能できます。基本的なショーは 

クルーズ料金に含まれますが、深夜のトップレスレビューショーは 

有料となります。 

 

マキシムズマキシムズマキシムズマキシムズ    ラウンジ（定員ラウンジ（定員ラウンジ（定員ラウンジ（定員 50505050 名）名）名）名）                                                        デッキデッキデッキデッキ 10101010 中央中央中央中央 

ライブバンドによる生演奏を聴きながら、カクテルやディナー前の 

食前酒をお楽しみいただける他、ゲーム、カルチャースクールなど 

様々なアクティビティープログラムを開催しております。 

    

オブザーバトリーオブザーバトリーオブザーバトリーオブザーバトリー    ラウンジラウンジラウンジラウンジ/KTV /KTV /KTV /KTV （定員（定員（定員（定員 161616166666 名）名）名）名）                                                                                                    デッキデッキデッキデッキ 12121212 前方前方前方前方 

本格的なオープンタイプのラウンジ式カラオケバーで、船上の 

ナイトライフをお楽しみいただけます。若干ですが日本語の曲もござ

います。 

 

 

マージャン＆カードルームマージャン＆カードルームマージャン＆カードルームマージャン＆カードルーム                                                                                            デッキデッキデッキデッキ 12121212 前方前方前方前方 

中国式の麻雀パイは、日本のパイよりも大きく迫力満点。 

麻雀レンタルや、トランプなどはデッキ 10 のアクティビティーセンター 

で受付いたします。 

（麻雀セットレンタル 2 時間 128香港ドル/デポジット 200香港ドル*） 

*デポジットは、道具ご返却の際に、ご返金いたします 

 

 

 

 

 

 



~ 9 ~ 

 

 

ジャグジージャグジージャグジージャグジー                                            デデデデッキッキッキッキ 12121212 前方前方前方前方    

開放感溢れる屋外ジャグジー。貸しタオルはプールデッキにて 

スタッフにご用命ください。お部屋から持ち出す必要はありません。 

    

    

    

キングキングキングキング    ネプチューンネプチューンネプチューンネプチューン    ヘルスヘルスヘルスヘルス    クラブクラブクラブクラブ                                                                                                                            デッキデッキデッキデッキ 12121212 前方前方前方前方    

ジム、サウナ、タイ式/スウェーデン式 マッサージ、リフレクソロジー

フットマッサージなど豊富なメニューをご用意しております。サウナ・

ジムは予約なしでご利用いただけます。尚、スパのご利用にはご予

約が必要です。（サウナ・スパ利用料 48香港ドル）  

 

オスカーズオスカーズオスカーズオスカーズ        サロンサロンサロンサロン                                                                            デッキデッキデッキデッキ 12121212 前方前方前方前方    

フェイシャル、マニキュア、ペディキュア、ヘアーセットなどの 

トータルメニューをご用意しております。プロのビューティシャン 

ヘアスタイリストによる施術をお楽しみ下さい。 

ご予約が必要です。（有料） 

 

スイミングプールスイミングプールスイミングプールスイミングプール                                            デッキデッキデッキデッキ 9999 後方後方後方後方    

屋外プール。貸しタオルはプールデッキにてスタッフにご用命 

ください。お部屋から持ち出す必要はありません。 

 

 

 

ジョギングジョギングジョギングジョギング    トラックトラックトラックトラック                                                                    デッキデッキデッキデッキ 7777    

1周 450 メートル、船体を 1周できるプロムナードデッキです。 

ジョギングコースやウォーキングコースにご利用ください。 
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ポーツポーツポーツポーツ    オオオオ    コールコールコールコール                                                            デッキデッキデッキデッキ 9999 後方後方後方後方    

総合ギフトショップでスタークルーズのオリジナル商品、お薬 

お菓子など、簡単な日用品をご用意しております。 

 

 

    

チャイナチャイナチャイナチャイナ    デュティフリーショップデュティフリーショップデュティフリーショップデュティフリーショップ                                                                                                    デッキデッキデッキデッキ 9999 中央～中央～中央～中央～後方後方後方後方    

寄港地でお土産を買い忘れてしまったらこちら。約 400 ㎡もの売場

面積を誇り、香水やアクセサリー、ブランド品、コスメティックなどが

お求めいただける免税店です。尚、カメラなど、撮影機材のお持込・

ご使用はご遠慮いただいております。 

 

キャノパスキャノパスキャノパスキャノパス    ウォッチ＆ジュエリーショップウォッチ＆ジュエリーショップウォッチ＆ジュエリーショップウォッチ＆ジュエリーショップ                                                                                    デッキデッキデッキデッキ 9999 後方後方後方後方    

世界的有名ブランドを幅広く取り扱っているこちらのショップでは、

流行の腕時計やユニークなジュエリーなど、快適な環境でお買い求

めいただくことができます。 

 

 

ミランステーションミランステーションミランステーションミランステーション                                                            デッキデッキデッキデッキ 11111111 中央中央中央中央    

ご自分に、または家族にお気に入りのバッグをお探しならこちらへ。

海外の名高いブランドのハンドバッグなどをはじめとしたブランド商

品を取りそろえています。 

 

 

フォトフォトフォトフォト    ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー                                                デッキデッキデッキデッキ 9999 中央中央中央中央    

乗船時や、ディナータイム、イベントでは船上カメラマンが皆様の 

ベストショットを撮影いたします。フォトギャラリーでは、写真の他 

キーホルダーやマグネッット等を販売しております。 
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チャイルドチャイルドチャイルドチャイルド    ケアケアケアケア    センターセンターセンターセンター                                    デッキデッキデッキデッキ 11111111 後方後方後方後方    

滑り台やプレイルームのある、お子様をお預かりできる施設です。 

ご利用可能な時間は船内新聞にてご確認ください。（有料） 

1～4 歳  1 時間 60 香港ドル 5～12 歳 1 時間 50 香港ドル 

ベビーシッター料金 1 時間 80 香港ドル（ケアセンター内のみ） 

    

アクティビティーアクティビティーアクティビティーアクティビティー    センターセンターセンターセンター                                                    デッキデッキデッキデッキ 9999 中央中央中央中央 

アクティビティー情報のご案内、ボートゲームやスポーツ用具の 

お貸し出し、ビンゴ、チケット販売などをおこなっています。 

 

 

スタークラブスタークラブスタークラブスタークラブ                                        デッキデッキデッキデッキ 10101010 後方後方後方後方 

カジノ。ブラックジャックやポーカーにぜひ挑戦してみてください。18

歳未満のお客様の入場はお断りしております。カジノのオープン時

間は船内新聞をご確認下さい。 

 

メディカルメディカルメディカルメディカル    センター（医務室）センター（医務室）センター（医務室）センター（医務室）                            デッキデッキデッキデッキ 6666 前方前方前方前方 

医師と看護師が待機しておりますので安心です。開院時間については船内新聞にてご確認くだ

さい。（有料） 
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レストラン＆バーレストラン＆バーレストラン＆バーレストラン＆バーについてについてについてについて    
マリナーズマリナーズマリナーズマリナーズ    ビュッフェ（無料・定員ビュッフェ（無料・定員ビュッフェ（無料・定員ビュッフェ（無料・定員    333346464646 名名名名））））                                                    デッキデッキデッキデッキ 9999 中央中央中央中央 

バリエーションに富んだお料理を提供するコンチネンタル・ビュッフ

ェ。ビュッフェラインには前菜、サラダ、スープ、中華料理、アジアン

料理デザートなどが並びます。 

    

ダイナスティーダイナスティーダイナスティーダイナスティー    レストラン（無料・定員レストラン（無料・定員レストラン（無料・定員レストラン（無料・定員 144144144144 名）名）名）名）                                                                            デッキデッキデッキデッキ 11111111 後方後方後方後方 

中国料理のビュッフェ。カジュアルな中華料理を心ゆくまで 

お楽しみいただけます。 

    

    

オセアナオセアナオセアナオセアナ    バーベキューバーベキューバーベキューバーベキュー    （（（（有有有有料・料・料・料・定員定員定員定員 230230230230 名）名）名）名）                                                                                デッキデッキデッキデッキ 12121212 中央中央中央中央 

アウトドア・インターナショナル・ビュッフェ。音楽とともに 

バーベキュースタイルのお食事をカジュアルにお楽しみください。 

（乗船者数によってはクローズします。） 

 

ベラビスタベラビスタベラビスタベラビスタ    レストランレストランレストランレストラン（（（（無料・無料・無料・無料・定員定員定員定員 222268686868 名）名）名）名）                                                                                        デッキデッキデッキデッキ 9999 後方後方後方後方 

朝はウェスタンまたは中華。昼は前菜から始まる本格的なセットメ

ニュー。夜はいくつかのコースのお料理をお好みの組み合わせで

自由に選べ、中華料理、西洋料理を格調高い雰囲気の中で味わ

えます。 

 

タイパンタイパンタイパンタイパン（（（（有有有有料・料・料・料・定員定員定員定員 34343434 名）名）名）名）                                                                                                        デッキデッキデッキデッキ 11111111 後方後方後方後方    

中華アラカルトレストラン。新鮮な高級食材を使用した本格的 

広東料理をお楽しみいただけます。 （有料アラカルト） 

 

 

 

 

 

 

 



~ 13 ~ 

 

 

ブルーブルーブルーブルー    ラグーン（定員ラグーン（定員ラグーン（定員ラグーン（定員 36363636 名）名）名）名）                                                                                                    デッキデッキデッキデッキ 11111111 中央中央中央中央 

24 時間営業のアジアン料理レストラン。親しみやすいアジア各地の 

軽食やお寿司、デザート等をいつでもお楽しみいただけます。 

特に、ヌードルスープやチキンライスが人気です。（有料アラカルト）    

    

チャンプズチャンプズチャンプズチャンプズ    バーバーバーバー    （定員（定員（定員（定員 12121212 名）名）名）名）                                                                                            デッキデッキデッキデッキ 12121212 中央中央中央中央 

オセアナ バーベキューに隣接するオープンデッキバー。バーベキュー

をたくさん召し上がった後は、心地よい海風にあたりながらお好みの 

カクテルをお楽しみください。 

    

 

トップサイダートップサイダートップサイダートップサイダーバー（定員バー（定員バー（定員バー（定員 12121212 名）名）名）名）                                                                        デッキデッキデッキデッキ 11111111 中央中央中央中央    

屋外プールバー。火照った体をプールに浸しつつ、カクテルをお楽し

みください。 

 

 

ランデランデランデランデブブブブーバーーバーーバーーバー（定員（定員（定員（定員 34343434 名）名）名）名）                                                                                                        デッキデッキデッキデッキ 9999 中央中央中央中央    

シガー&ワインバー。お好みのワインで、ディナーの後の余韻を楽しみ

ながら、ゆったりとしたひとときをお過ごしください。 

 

 

 

※18歳未満の方のバー施設入場はお断りしております。 
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下船のご案内下船のご案内下船のご案内下船のご案内    
 

入国審査について入国審査について入国審査について入国審査について    
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。 

    

精算について精算について精算について精算について    

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。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、トラベラーズチェックなど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およびお尋ねください。 

  

下船について下船について下船について下船について    

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終了次第下船開始となります。 

下船時の集合場所の詳細については、船内配布のスターナビゲーターをご参照ください。 

※着岸後、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申込み旅行代理店お申込み旅行代理店お申込み旅行代理店お申込み旅行代理店    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

本情報は 2014 年 3 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 


