
2019年11月〜2020年4月
成田・羽田発着

179,000円〜218,000円
羽田発／シンガポール＆ビンタン島クルーズ5日間／エコノミークラス利用／インテリア／デラックスカラン／2名1室／大人お1人様の代金

※旅行代金には燃油サーチャージが含まれております。

※本プランはJCBトラベルが実施する
　Oki Dokiポイント倍付けサービスの対象とはなりません。

■旅行代金〈大人お1人様／2名1室利用時〉

■利用航空会社：シンガポール航空　■シンガポール宿泊ホテル：ザ・リッツ・カールトン・ミレニア・シンガポール（デラックスカラン）　■食事：ビンタン島コースの場合 朝食3回、昼食2回、夕食1回（機内食は除く） ペナン
島・プーケット島／ランカウイ島・プーケット島コースの場合 朝食4回、昼食4回、夕食3回（機内食は除く） 　■最少催行人員：2名様より（ツアーへのお申し込みは２名様以上となります）　■添乗員：同行しませんが現地係
員がご案内します。　■ビンタン島コースのシンガポール延泊は旅行期間が最長10日間まで可能ですが、予約事情によりお受けできない場合がございます。　■上記旅行代金の他に成田空港使用料（大人：2,660円、子供：
1,600円、幼児：不要）、羽田空港使用料（大人：2,670円、子供：1,380円、幼児：不要）、シンガポール空港税（大人•子供：4,200円、幼児：不要）、国際観光旅客税1,000円（大人・子供同額、幼児：不要）が別途必要です。ご
出発前に旅行代金と共にお支払いください。（2019年10月現在）　※送迎は往復混乗送迎となります。　※日本国籍の方は、下船時パスポートの有効期限が6ヶ月以上必要ですのでご注意ください。　※旅行代金には燃油
サーチャージが含まれております。燃油サーチャージが増額または減額、廃止されても、増額分の追徴ならびに廃止を含む減額分の返金はありません。 　※フライトスケジュールは予告なく変更となる場合もございます。
※18歳未満の方のみの宿泊はお受けできません。　※3・4名1室利用はリクエストでのお預かりとなります。＊1名1室、3・4名1室利用時の旅行代金はお問い合わせください。

（単位：円）

利用
クラス

コース
コード

キャビン
カテゴリー

羽田発着［金曜日発］
シンガポール&ビンタン島クルーズ5日間

成田発着［土曜日発］
シンガポール&ペナン島・プーケット島クルーズ6日間

成田発着［土曜日発］
シンガポール&ランカウイ島・プーケット島クルーズ6日間
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エコノミー
クラス

TYDCI インテリア 179,000 189,000 205,000 218,000 224,000 208,000 208,000 219,000 224,000

TYDCO オーシャンビュー 195,000 205,000 221,000 234,000 238,000 222,000 222,000 233,000 238,000

TYDCB バルコニー 212,000 222,000 238,000 251,000 259,000 243,000 243,000 254,000 259,000

TYDCD バルコニーデラックス 222,000 232,000 248,000 261,000 279,000 263,000 263,000 274,000 279,000

TYDCP パレス スイート 257,000 267,000 283,000 296,000 309,000 293,000 293,000 304,000 309,000

ビジネス
クラス

TCDCI インテリア 294,000 304,000 329,000 339,000 338,000 332,000 322,000 334,000 339,000

TCDCO オーシャンビュー 310,000 320,000 345,000 355,000 352,000 346,000 336,000 348,000 353,000

TCDCB バルコニー 327,000 337,000 362,000 372,000 373,000 367,000 357,000 369,000 374,000

TCDCD バルコニーデラックス 337,000 347,000 372,000 382,000 393,000 387,000 377,000 389,000 394,000

TCDCP パレス スイート 372,000 382,000 407,000 417,000 423,000 417,000 407,000 419,000 424,000
  子供代金（2歳以上12歳未満） 大人旅行代金より一律 20,000円引き

幼児代金（2歳未満） インテリア、オーシャンビュー：50,000円
バルコニー、バルコニーデラックス、パレススイート：80,000円 大人旅行代金より一律 50,000円引き

ポートチャージ（政府関連諸税等）
大人・子供・幼児同額 5,700円 5,800円 6,600円

●船内チップ（大人・子供同額、幼児：不要 ※下船時にお支払いください。【シンガポールドル 1SGD＝約81円】※2019年9月現在）
インテリア、オーシャンビュー、バルコニー、バルコニーデラックス SGD42.00 SGD63.00

パレス スイート SGD52.00 SGD78.00

GENTING 
DREAM

アジアクルーズ 5・6日間
ゲンティン ドリームに乗船！

◆オンボードクレジット
　プレゼント！

お1人様につき100シンガポールドル分（幼児を除く）

◆シンガポール航空オリジナル
　トラベルポーチプレゼント！

参加者全員お1人様につき1つ（幼児を除く）

◆アンバサダー・トランジット・ラウンジ
　ご利用券（3時間）プレゼント！

シンガポールチャンギ空港内

（※エコノミークラスご利用のお客様が対象。ビジネスクラス利用の
お客様はシルバークリスラウンジをご利用ください。）

JCBトラベル限定特典
船内で使える！

イメージ

イメージ

船内のスペシャリティレストランやショップ
などでご利用いただけます。

●クルーズ船予約時にパスポート情報（発行年月日、有効期限、発行国含む）、国籍、緊急連絡先、自宅住所、（ローマ字表記含む）が必要になります。●船のスケジュールおよび寄港地は、安全を最優先に考慮し、天候・海像および現地事情等により、船長判断によって予告なしに変更される場合
がございます。乗船中のすべての権限は船長が持っております。あらかじめご承知おきいただきますようお願いいたします。パンフレット記載事項の変更●天候等の理由により寄港地の入港・出港時刻、寄港地、日程、船内プログラムなどは予告なしに変更されることがあります。これらの変更
に伴い発生したお客様の追加経費の補償は一切ありません。着岸予定の港であっても、天候、海像その他の理由によりテンダーボート（通船）での上陸に変更となる場合があります。●本パンフレットに記載地情報及び写真は、一部を除きショアエクスカーション（寄港地観光ツアー）などで上陸
し、船内でお召し上がりにならなかった場合でも、返金はありません。●イベントやショー、その他船内の各種サービスの内容は変更になる場合があります。●本パンフレットに記載の寄港地情報及び写真はショアエクスカーション（寄港地観光ツアー）またはランドツアーでお楽しみいただけ
るものです。写真は全てイメージです。予め御了承ください。　船内チップ、政府関連諸税について●渡航先の国 （々又は地域）によっては、その国の法律などにより渡航者個人に対して、ポートチャージ、政府関連諸税等の（出入国審査料、税関審査料など）の支払いが義務付けられており、旅行代
金と合せて、ご出発前にお支払いいただきます。●船内チップは下船時に船内精算にてお支払いください。●旅行代金に含まれないもの：船内チップ、ポートチャージ、政府関連諸税、自宅から発着地間の交通費及びお荷物配送料金、有料レストランのカバーチャージ、付帯のドリンクパッケージ
に含まれていないアルコール類やソフトドリンク、ルームサービス、インターネット、クリーニング、電話代、マッサージ、美容院などの個人的な費用、各ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー）や食事など。●船内チップポートチャージ、政府関連諸税の金額は予告なしに変更される場合があ
ります。変更の際は変更後の金額をお支払いいただきます。　キャビンについて●2名で1部屋をご利用の場合：原則としてツインベットをご用意いたしますが、ダブルベットとなる場合があります。●3名又は4名で1部屋をご利用の場合：ブルマンベッド（壁に収納式の上段ベッド）又はエキスト
ラベッドをご利用いただくため手狭となります。リクエストでのお預かりとなります。3・4人目の方のご旅行代金はお問い合わせください。●1名で1部屋をご利用の場合：シングルルームはありません。「1名1室の利用時の追加代金」をお支払いいただき、2名用のお部屋のご利用となります。リク
エストでのお預かりとなります。●キャビン番号や位置（船首側、船尾側）の指定及び隣室保証は承っておりません。●キャビンは禁煙です。クルーズ船指定のエリアでのみ喫煙可能です。違反した場合は罰金が請求される場合があります。●キャビンには石鹸、シャンプー、歯ブラシ、歯磨き粉、ひ
げそりはありますが、パジャマはありませんのでご持参ください。　乗船●ご乗船の際クレジットカードが必要となります。ICチップ搭載の国際ブランドのクレジットカードをご持参ください。利用可能なクレジットカード：AMEX、MASTER、VISA、JCB ●船内では他通貨への両替は原則行ってお
りません。寄港地で必要な通貨は日本もしくは寄港地で両替をお願いいたします。●ご乗船の際、船名・乗船日・お名前等の書かれた乗船カードを発行いたします。このカードは船内での身分証明書、クレジットカード、キャビンの鍵の機能があります。●安全上の理由により、ペットボトル飲料の
持ち込みができない場合があります。●出発港では、ポーターがキャビンまでお荷物をお運びいたします。　下船●最終下船港に到着した後、下船まで2時間程かかります。これは乗客の下船前にスーツケースを降ろすことが義務付けられていることや、入国審査や税関手続きなどを行うためで
す。下船後のスケジュールは余裕をもって計画してください。●船時間はシンガポール時間です。●乗船および下船手続きは通関手続きも併せて行いますので、時間がかかりお待ちいただく場合がございます。●乗船後、緊急避難訓練が行われます。この訓練は国際法上に定められており、乗客全
員の参加が義務付けられておりますのでご協力ください。

クルーズのご案内とご注意

契約解除の日

ピーク時(4月27日〜5月6日、7月
20日
〜8月31日)に旅行開始の場合(お1
人様)

左記以外に旅行
開始の場合
(お1人様)

旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼっ
て45日目にあたる日
以降〜14日目にあた
る日まで

旅行代金の10% 無料

旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼっ
て30日目にあたる日
以降〜3日目にあたる
日まで

旅行代金の20%

旅行開始日の前々日
〜当日 旅行代金の50%

旅行開始後または無
連絡不参加 旅行代金の100%

●取消料(表1) ビンタン島クルーズ約款

契約解除の日 取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって45日目
にあたる日以降〜15日目にあたる日まで

旅行代金の15%

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目
にあたる日以降〜8日目にあたる日まで

旅行代金の25%

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に
あたる日以降〜当日まで

旅行代金の50%

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%

●取消料(表1) ・プーケット島クルーズ約款

ツアーに関するお申し込み・お問い合わせはJCBトラベルデスクへ

＜お申し込み・お問い合わせ＞ 受付時間10:00AM～6:00PM  日・祝・年末年始休

東 京 0120-950-347
大 阪 0120-950-348

※愛知県・岐阜県・富山県から西にお住まいの方は大阪へ、
　それ以外の方は東京へお電話ください。
※左のフリーダイヤルにおかけになると自動音声でご案内します。
　ガイダンスに従ってメニュー番号をご入力ください。

ＪＣＢトラベルデスク
0120-308-155

ＪＣＢトラベルデスク ザ・クラス専用ダイヤル

本　　社　東京都豊島区高田3-13-2　高田馬場TSビル 〒171-0033 総合旅行業務取扱管理者：鈴木 俊行
大阪支店　大阪府大阪市中央区北浜東4-33　北浜 NEXU BUILD 〒540-0031　総合旅行業務取扱管理者：広瀬 直子

観光庁長官登録旅行業第1822号 一般社団法人日本旅行業協会正会員

受託販売

※JCBザ・クラスのお客様はお住まいの地域にかかわらず、専用
　ダイヤルへお電話ください。

観光庁長官登録旅行業第366号　JATA正会員

旅行企画・実施

東 京／東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル２階
支援システム会員

旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)について
この旅行は、株式会社オーバーシーズ・トラベル(東京都中央区銀座1ー16
−7観光庁長官登録旅行業第366号、以下当社という)が企画・実施するも
ので、お客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結
することになります。

1.旅行のお申し込み
(1)当社所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、下記のお申込金を添え
てお申込みいただきます。
お申込金は、旅行代金または取消料・違約料のそれぞれ一部として取扱い
ます。
(2)当社ら(旅行業法で規定された「受託旅行会社」を含む、以下「当社ら」と
いいます)は、電話・郵便・ファクシミリその他通信手段による旅行契約の予
約を受け付けます。この場合、お客様は、当社らが予約の承諾の旨を通知し
た後5日以内に、(1)の申込書と申込金を提出していただきます。
この期間内に申込金のお支払いがない場合、当社らはお客様に通知のう
え、予約はなかったものとして取扱います。

旅行代金が50万円以上 お1人様　100,000円

旅行代金が30万円以上50万円未満 お1人様　50,000円

旅行代金が15万円以上30万円未満 お1人様　30,000円

旅行代金が15万円未満 お1人様　20,000円

2.旅行のご参加について
(1)旅行開始日に15歳未満の方のご参加は、親権者の同行を条件としま
す。また、旅行開始日に20歳未満の方のご参加は、親権者の同意書が必要
です。
(2)旅行開始時点で75歳以上の方は、所定の「健康アンケート」提出をお願
いします。場合により別途「医師の健康診断書」の提出をお願いすることが
あります。また、コースによりお申込みをお断りさせていただくか、お付き添
いの方の同行などを条件とさせていただく場合があります。

3.旅行契約の成立時期
旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金または旅行代金（お支払
い対象旅行代金）を受理したときに成立します。通信契約（郵送又はファク
シミリ）でお申込みの場合は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨の通
知を発したときになります。

4.旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあた
る日より前に全額お支払いいただきます。

5.旅行代金に含まれるもの
以下のものが含まれています。（いずれも募集型企画旅行中または旅行日
程として表示されたもの）
①航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃　②送迎・移動のバス等の料金
③観光・視察に係る料金　④ホテル宿泊代金及び税金・サービス料（お２人
様１部屋（ツインルーム）：バスまたはシャワー付き、トイレ付き）　⑤食事代
金・サービス料（飲み物は含みません）　⑥添乗員及び医師・講師が同行す
る場合の諸経費　⑦手荷物の運搬料金（お１人様１個のスーツケース類：原
則として20kg以内）※上記の経費はお客様の都合により一部利用されな
くても、払い戻しはいたしません。

6.旅行代金に含まれないもの
前6項のほかは旅行代金に含まれません。(一部例示)
①渡航手続諸経費（旅券・査証取得費用など）　②日本国内の自宅から発
着空港等までの交通費や宿泊費など　③日本国内における空港施設使用
料　④20kgを超える超過手荷物運搬料金、2個以上の地上手荷物運搬料
金　⑤ホテルのルームメイド/ボーイ等に対するチップ・クリーニング代・電
話料・飲物代など、個人的な諸経費（税金・サービス料及びチップなどを含
む） 　⑥おみやげ品及び持込品にかかる関税など　⑦お客様の障害疾病
に関する医療費　⑧旅行日程に明示されていない食事の料金及び自由行
動中の一部諸費用　⑨お１人部屋を使用する場合の追加料金（コースによ
り異なります。ただし一部コース及び出発日では、お１人部屋をお受けでき
ない場合があります）　⑩希望者のみが参加する、現地におけるオプショ
ナルツアー料金（別料金）　⑪旅行日程中の日本国外の空港税・出国税及び
これに類する諸税
　
7.旅行契約の解除(お客様の解除権)・払い戻し

(1)お客様は、(表1)に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつで
も旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代
金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて、払い戻しいたします。

8.旅程保証
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一
定の率を乗じた変更補償金を支払います。詳しくは別途交付する詳細旅行
条件書でお確かめください。

9.個人情報の取扱
●当社及び受託旅行業者は、旅行申し込みの際に提出された、申込書に記
載された個人情報について、お客様とのご連絡に利用させていただく他、お
客様がお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービス
手配、およびそれらのサービスを受領するための手続きに必要な範囲内で
利用させていただきます。
この他、当社および旅行取扱店では、(1)会社及び会社と提携する企業の商
品サービス、キャンペーンのご案内。(2)旅行参加後のご意見やご感想の提
供のお願い。(3)アンケートのお願い。(4)特典・サービスの提供。(5)統計資
料の作成。にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。●当
社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様
の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏
名、パスポート番号および搭乗便名等に関わる個人データをあらかじめ電
子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者
へ個人データの提供の停止を希望される場合は、旅行取扱店宛に出発前ま
でにお申出ください。●当社は、当社が保有する個人データのうち、氏名、
住所、電話番号またはメールアドレス等のお客様へのご連絡にあたり、必要
となる最低限の範囲のものについて、当社関連企業との間で、共同して利用
させていただく場合があります。当社関連企業は、それぞれの企業の営業案
内・催し物内容等のご案内にこれを利用させていただくことがあります。な
お、当社関連企業の名称及び各企業における個人情報取扱管理者の氏名
については、当社ホームページ(http://www.sia-holidays.jp)をご参照くだ
さい。

10.旅行保険への加入
●ご旅行中の病気や、事故、盗難などに備えて、必ず海外旅行傷害保険に加

入されることを強くおすすめします。募集型企画旅行契約約款特別補償規
定には、傷害・疾病治療費の補償は含まれておりません。外国での治療費用
やご自身の責任により賠償金などはかなり高額となります。また、賠償義務
者が外国の運送・宿泊機関である場合、賠償を取り付けるのは容易ではな
い場合もあり、国情によっては賠償額が非常に低いこともあります。●ご旅
行中に、スカイダイビング、ハングライダー搭乗などの特殊な運動を予定さ
れているお客様、またはレンタカーをご利用になるお客様は、旅行傷害保
険をお申し込みの際、必ずその旨をお申し出ください。事前に各特約保険
に加入されることをおすすめします。

11.募集型企画旅行契約約款について
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の
部）によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当
社旅行業約款は当社ホームページ（http://www.sia-holidays.jp）からもご
覧になれます。

ご旅行条件（要旨）　お申し込みの際は別途交付する詳細旅行条件書をお受け取りになり、ご確認の上お申し込みください

■本パンフレット記載の旅行代金及び日程・その他の諸条件
は、2019年10月現在有効な公示航空運賃、各種交通機関等の
運賃や料金、内容を前提としております。新たな運賃改訂なら
びにスケジュール変更その他の事由により、旅行代金及び日程
が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

時間帯の目安（移動の発着時間）

4:00〜 6:00〜 8:00〜 12:00〜 16:00〜 18:00〜 23:00〜 4:00

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

スケジュール表の見方
マークの見方

【日程表中のマーク】 Y＝航空機で移動

	 Q＝バス・ミニバス・セダン

【食事マーク】D＝機内食　□＝食事なし　　＝朝食

 ＝昼食　　　＝夕食
朝

昼 夕

　　　　　　　　　　　　　　　クルーズ約款が適用され
るクルーズ旅行は、通常の旅行よりも取消料の発生日が早く
なっているケースや料率が高くなっているケースがあります。
お客様やご同行者の病気や怪我などでやむを得ずクルーズ
旅行をお取消しになる場合に取消料をカバーする保険があ
りますので、クルーズ旅行にお申し込みと一緒にこの保険を
お申し込みいただきますようにお勧めいたします。詳しくは、
販売員までお尋ねください。

海外クルーズ保険のおすすめ



■日程表

※寄港地・上陸地は天候などの理由により、変更または抜港となる場合があります。 

日次 羽田発着 ［金曜日発］
シンガポール&ビンタン島クルーズ5日間

成田発着 ［土曜日発］
シンガポール&ペナン島・プーケット島クルーズ6日間

成田発着［土曜日発］
シンガポール&ランカウイ島・プーケット島クルーズ6日間

1

午前：羽田発（08:50）シンガポール航空631便にてシンガポールへY
午後：シンガポール着(15:25）到着後、
　　 現地係員とともにマリーナベイクルーズターミナルへQ

夜　：出港（21:00）　　　　　　　　　　　　　　  【船中泊】□D□

午前：成田発（11:05）シンガポール航空637便にてシンガポールへY
夕刻：シンガポール着(17:45）到着後、現地係員とともにホテルへQ

【シンガポール（ザ・リッツ・カールトン・ミレニア・シンガポール）泊】□D□

2

朝　：ビンタン島入港（07:00）
終日：自由行動
夜　：ビンタン島出港（21:00）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【船中泊】

午前：ホテルにて朝食
　　 シンガポール市内観光（昼食付き）Q
　　 セントアンドリュース教会、マーライオン公園、ガーデンバイザベイ(ドームには入場しません)、インド人街、
　　 アラブストリート、チャイナタウンをご案内します。
午後：市内観光後、マリーナベイクルーズターミナルへQ
夕刻：シンガポール出港（17:00）　  　　　　　　 　  　　  　　　　　　　　　　 【船中泊】　　　

3

午前：シンガポール入港（10:00）　
　　 下船後、シンガポール市内観光（昼食付き）Q
　　 セントアンドリュース教会、マーライオン公園、ガーデンバイザベイ(ドー
　　 ムには入場しません)、インド人街、アラブストリート、チャイナタウンを
　　 ご案内します。
午後：市内観光後、ホテルへQ　　　　　　　　　  　　　　

【シンガポール（ザ・リッツ・カールトン・ミレニア・シンガポール）泊】　　　□

午後：ペナン島入港（13:00）
　　 自由行動
夜　：ペナン島出港（21:00）

　　　　　　　　　　　　　 　 　【船中泊】　　

午後：ランカウイ島入港（15:00）
　　 自由行動
深夜：ランカウイ島出港（23:00）

【船中泊】　　　　

4

朝　：ホテルにて朝食
　　 自由行動（ホテルチェックアウトは12:00）
　　 現地係員とともに空港へQ
夜　：シンガポール発（22:45）シンガポール航空636便にて羽田へY

【機中泊】　 □□

朝　：プーケット島入港（07:00）
　　 自由行動
午後：プーケット島出港（15:00）

　　　　　　　　　　　　　　　 【船中泊】

朝　：プーケット島入港（06:00）
　　 自由行動
午後：プーケット島出港（14:00）

　　　　　　　　　　　　　　　【船中泊】

5
朝　：羽田着(06:20）

D□□

夕刻：シンガポール入港（18:00）
夜　：下船後、現地係員とともに空港へQ
深夜：シンガポール発（23:55）シンガポール航空638便にて成田へY
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【機中泊】　　  □

6 朝　：成田着（07:30）
D□□

朝 昼 夕

朝 昼 夕

朝 昼 夕

朝 昼 夕

朝 昼 夕

朝 昼

朝 昼

朝 昼 夕

朝

ゲンティン ドリームに乗船

ゲンティン ドリームに乗船

ペナン島（マレーシア）
亀のような形をしたペナンは見どころの多い観光地です。風に揺れる
ヤシの木や、絵のように美しいビーチ・・・そんな絵になる場所で、のん
びり過ごす休暇は、きっと最高の時間になること違いありません。数多
くのユネスコ世界遺産があるジョージタウンを訪れて歴史にふれたり、
24時間営業の屋台で地元の美食をご堪能ください。

シンガポール 
マリーナ・ベイ・サンズを始め、世界一の高さ
を誇る観覧車シンガポール･フライヤー、壮大
なスケールの新しい植物園、ガーデンズ・バイ・
ザ・ベイなど観光スポットが目白押しのシンガ
ポール。インド人街、アラブ人街、チャイナタウ
ンなど沢山の異文化が混在し、バラエティ溢れ
る街並みも楽しめます。

プーケット島（タイ）
タイ最大の島で世界有数のリゾート地として知られる
プーケットは、エメラルドの海と真っ白な砂浜の美しさ
から「アンダマン海の真珠」とたとえられています。ビー
チでのんびりしたり、活気に満ちたストリートマーケッ
トを散策したりとお楽しみください。

ランカウイ島（マレーシア）
エメラルドグリーンの海に囲まれたランカウイ島はアンダマン海
に浮かぶ104もの島々からなる諸島の一つであり「ケダの宝石」
と呼ばれています。一番の繁華街であるクアタウンは政地区でも
あり免税天国としても知られています。

ビンタン島（インドネシア）
リアウ諸島で一番大きな島
で、シンガポールの約２倍
の面積を擁するリゾート島
です。美しいビーチでウォー
タースポーツをしたり、マン
グローブの森を散策したり、
屋台で地元料理を味わった
りとお楽しみください。

セントジョージ教会（イメージ）

マーライオン公園（イメージ）

ランカウイ島（イメージ）

ビンタン島（イメージ）

アジア初のプレミアム客船“ゲンティン ドリーム”
シンガポール発着アジアリゾートの旅！

ビンタン島クルーズ5日間

ペナン島・プーケット島クルーズ6日間

ランカウイ島・プーケット島クルーズ6日間

Q.クルーズ中はどのような服装をすればよいですか？

船上生活について

A. 厳しいドレスコードはありません。日中はカジュアル、夕方以降はスマートカジュアルを推奨しています。
　・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、長ズボン等

Q.クルーズ中はどのように過ごしたらよいですか？

A. 毎日お部屋に届けられる船内新聞を見てイベントに参加したり、 寄港地ではオプショナルツアーに
　 参加したりしてお過ごしください。 
　 ※寄港地オプショナルツアーリストは最終日程表と一緒にお渡しします。乗船後に予約・お支払いください。
　 日本での事前申し込みは受け付けておりません。

シンガポール宿泊ホテル　アップグレード&延泊プランもご用意しています。
ザ・リッツ・カールトン・ミレニア・シンガポール マリーナベイ・サンズ

＊バスタブ無しのお部屋になります

客室面積：約30㎡

イメージ

客室面積：約47㎡

イメージ

客室面積：約51㎡

イメージ

客室面積：約60㎡

イメージ

◇基本プランはザ・リッツ・カールトン・ミレニア・シンガポールのデラックスカラン宿泊となります。
◇アップグレードプラン◇シンガポール宿泊ホテルをアップグレードするプランです。全コースでご利用いただけます。（朝食付き、大人・子供同額）
◇延泊プラン◇最終日に宿泊を1泊追加（延泊）するプランです。ビンタン島クルーズコースご参加のお客様のみご利用いただけます。（朝食付き、大人・子供同額）
※マリーナベイ・サンズで延泊の場合、ザ・リッツ・カールトン・ミレニア・シンガポールからマリーナベイ・サンズへの専用車送迎代金が含まれます。　※延泊ホテルからチャンギ空港までの送迎代金（混乗）も含まれます。

〈デラックスカラン〉*

2名1室利用 お一人様1泊  29,000円
延泊代金

2名1室利用 お一人様1泊  12,000円

〈デラックスマリーナ〉
アップグレード代金

2名1室利用 お一人様1泊  32,000円
延泊代金

イメージ

〈デラックスルーム〉*

2名1室利用 お一人様1泊  27,000円
アップグレード代金

2名1室利用 お一人様1泊  30,000円

〈プレミアルーム〉
アップグレード代金

2名1室利用 お一人様1泊  53,000円
延泊代金

2名1室利用 お一人様1泊  49,000円
延泊代金

イメージ

*旅行代金に含まれるお部屋のカテゴリー    
 です。

日本食レストランはもちろん、アジア料理を始めとしたレストランや、ワイン
やウイスキー、シャンパン、カクテルなどを専門に取り扱うバーやラウンジが
あり、船内の各飲食施設では、国際色豊かな味をご堪能いただけます。

レストラン&バー
多種多様なエンリッチメントプログ
ラムなど、見ごたえのあるエンター
テイメントをお楽しみください。受賞
歴を誇るエンターテイメントチーム
が繰り広げる圧巻のショーを満喫す
ることが出来ます。

エンターテイメント
ウォータースライドパークや大人数にも対応できる大きさのメインプール
デッキ、ロープコース、ミニゴルフなど、老若男女問わずお好みに合わせてお
楽しみいただける施設も充実しています。また、最新機器を備えるフィットネ
スセンターも併設しています。

スポーツ&レクリエーション
西洋及びアジアンスパや、マッサージ、
充実したウェルネス等、各種トリート
メントなど、心身ともにゆったりとし
た時間をお過ごしいただけます。また、
様々なブランドを取り揃えたショッピ
ングエリアも併設しています。

ビューティー& ウェルネス

ゲンティン ドリーム
「アジアンハートと国際的なスピリット」を大切に、アジア初のプレミアム客船として2016年秋に誕生したドリームクルーズ。その第一船として2016年11月にデビューした 
ゲンティン ドリームでは中国料理からアジア料理、西洋料理にいたるまでの幅広い美食レストランをはじめ、趣向を凝らしたバーの数々、ワールドクラスのエンターテイメント、
西洋と東洋の2スタイルで展開する自慢のスパ、インターナショナルブランドを取り揃えたショップなど、老若男女問わず楽しめる多種多様な施設を備えております。

就航年：2016年11月　総トン数：150,695トン　全長：335m　全幅：40m　デッキ数：18　乗客定員：3,352名　客室数：1,674室

船内施設（一例）

客室面積：13㎡〜
インテリア ステートルーム

客室面積：16㎡〜
オーシャンビュー ステートルーム

客室面積：22㎡〜
バルコニー デラックス ステートルーム

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。

客室のご案内

〈パレスの特典〉
●24時間対応のバトラーコンシェルジュサービス
●パレス専用レストランにおけるお食事
●スペシャリティレストランにおいて各日(昼食または夕食)お楽しみいただける
　セットメニュー　※一日にご利用いただけるレストランは1カ所となります。
●船内のバーやラウンジでご利用いただけるプレミアムドリンクパッ
　ケージ(一部除く)
●パレスカクテルパーティーへのご招待
●クルーズ期間中にご利用頂けるWiFiの標準パッケージ
●専用チェックインカウンターでのチェックインおよび優先乗下船

〈ヨーロピアンスタイルのバトラーサービス〉
経験豊富なバドラーたちが、きめ細や
かなおもてなしでワンランク上の想
い出に残る船旅をサポートいたします。

〈パレス プール＆サンデッキ〉
居心地の良いサンデッキやカバナ、
ジャグジーも備えるプールエリアは、
まるで洋上の隠れ家のような空間。

〈パレス レストラン〉
パレスにご宿泊のお客様専用のレストラ
ンでは、朝・昼・夜のお食事に加え、アフタ
ヌーンティーや夜食もご提供しています。

客室面積：20㎡〜
バルコニー ステートルーム

イメージイメージ イメージ イメージ イメージ イメージ

客室面積：37㎡〜パレス スイート
＊バスタブ付き

シンガポール 

プーケット島

ビンタン島

ペナン島

ランカウイ島

パトンビーチ（イメージ）

タイ

マレーシア


